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平成20年度社団法人宮城県畜産協会事業の概要

社団法人　宮城県畜産協会

本年度事業の推進につきましては、宮城県が打ち出す農
業・農村振興や食の安全、安心確保の実現に向けた畜産関
連施策について、県並びに関係団体と連携を密にし一体的
に事業を推進するとともに、県・会員・関係団体のご指導
ご協力を頂きながら、生産性の高い畜産経営体に対する支
援指導、価格安定対策、家畜衛生対策、家畜改良等の事業
を推進してまいり　ますので、何卒よろしくご指導ご協力
を賜りたくお願いいたします。

Ⅰ　畜産経営の支援事業
１．畜産経営技術高度化促進事業

畜産をめぐる情勢の変化に対応し、経営感覚に優れ
た生産性の高い畜産経営体の育成強化を図るため、畜
産経営診断の支援、畜産経営情報のデータベース化、
畜産経営セミナー・研修会等の諸事業を実施し、経営
実態に即した総合的な支援指導を実施する。

（1）畜産経営支援指導研究会の開催
（2）畜産コンサルト団の設置
（3）個別経営体支援指導
（4）畜産経営技術研修会・交流会の開催
（5）地域畜産経営体相談窓口指導
（6）情報提供体制整備
（7）地域情報データベースの構築
（8）研修事業への参加
（9）繁殖雌牛生産経営技術改善に係る支援

２．畜産特別資金推進指導事業
大家畜・養豚特別支援資金借受者の経営改善のため、

支援協議会の開催、経営改善計画の作成・見直し等の
指導を実施する。

３．改良増殖技術実態調査事業
家畜改良に必要な畜種について、２月１日現在の飼

養頭羽数調査を実施する。
４．畜産機械施設貸付調査指導事業

畜産近代化リース協会より貸付された機械施設等の
借受者を対象に、適性かつ効率的な利用を図るため調
査指導を実施する。

５．乳用種育成等飼養状況調査事業
肉用牛振興及び各種施策等の基礎資料に供するため

酪農家を対象に乳用種ヌレ子の飼養管理状況及び生産
費等の調査を実施する。

６．国産食肉需要構造改善対策事業
食料自給率の向上を図るため、食肉については国産

品シェア拡大が必要で、特に国産牛肉の需要増進を図
ることが課題となっている。

この現状を踏まえ、消費者等に対し国産食肉への理
解醸成の推進を図るため、産地交流会や意見交換会等
を開催する。

７．畜産関係団体調整機能強化事業
肉牛生産農家並びに酪農家の仲間づくりを推進する

ため、専門的な知識や技術の習得並びに参加者相互の
親睦と融和を図るため、女性を対象に研修会を開催す
る。

８．中央情報活用体制整備事業
各中央団体が所有する畜産農家の経営情報の有効活

用を図り、畜産経営改善に資するため、生産段階にお
いて経営に関する様々なデータの利用の利便性を向上
させるとともに、畜産農家自ら行う経営の進行管理を
効率的に行えるよう指導及び助言等を行う。

９．畜産生産性向上促進総合対策事業(新規)
配合飼料価格の上昇に対応して家畜飼養、飼料給与

等の技術の改善、生産方式の転換等、家畜の生産性向
上を図るため、相談窓口において経営改善や経営技術
向上のための支援･助言及び情報の提供を行う。

10．地域エコフィード利用体制確立支援事業（新規）
地域エコフィード利用体制確立のため、関係者によ

る連携、地域情報の分析、事業化に必要な検討、利用
方法の具体的な検討等を実施し、地域での未活用資源
の飼料利用体制を確立する。

11．飼料価格高騰等理解醸成緊急対策事業（新規）
飼料価格の高騰に伴い、畜産物生産者の努力で吸収

し得ない生産コストの上昇については、消費者の理解
を得て小売価格に適切に反映させるため、地方推進会
議を開催し広報啓発活動等について検討し、価格反映
に向けた環境整備の推進を図る。

12．肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業
肉用牛生産基盤の強化拡大を図るため、肉用牛の振

興に必要な事業を実施する肉用牛生産集団等を対象に
補助し、肉用牛の振興発展に資するとともに肉用牛繁
殖基盤強化総合対策の円滑なる事業を推進するため、
推進会議の開催及び肉用牛生産集団等に対し支援指導
を実施する。また、東北地域において肉用牛繁殖雌牛
の増頭に係わる会議及び検討会等を開催する。

13．肉用牛生産性向上緊急対策事業（新規）
肉用牛経営におる飼料価格高騰に対処するため、繁

殖性向上や事故率低減による生産性向上による肉用牛
経営の体質強化を図るための事業を実施する。

14．地域養豚振興特別対策事業
養豚の生産振興及び生産性の向上を図るため、必要

な事業を実施する養豚集団に対し補助し養豚の振興、
発展に資する。

15．養豚生産性向上緊急対策事業（新規）
養豚経営における飼料価格高騰に対処するため、事

故率の低減や繁殖性の向上による養豚経営の体質強化
を図るための事業を実施する。

16．地域養豚振興特別対策事業調査事業
養豚経営者の置かれている実態を把握して適切な対

応を検討するため、関係者の協力により県内養豚農家
を対象に下記の事業を実施する。

（1）県内の養豚生産の動向調査(8月1日現在)及び養豚経
営の実態に関する調査。

（2）遺伝的能力評価の分析のために必要な純粋種豚の
繁殖性・産肉性に関する調査。

（3）種豚の遺伝的能力の分析を実施するため、本事業
により導入された優良種雄豚等を活用して生産され
た肉豚・枝肉の成績に関する追跡調査。

Ⅱ　家畜自衛防疫の支援事業
１．自衛防疫推進事業

自衛防疫事業を円滑に推進するため、専門委員会及
び、関係機関・団体による推進会議を開催するととも
に、自衛防疫事業推進に大きな役割を担う指定獣医師
に対し、定例会議、研修会を開催する。また、畜産農
家の家畜衛生に関する知識の普及並びに情報の収集と
伝達に努める。

２．家畜生産農場清浄化支援対策事業
ヨーネ病の防疫対策、豚ｵｰｴｽｷｰ病の防疫対策、清浄

農場維持支援対策、吸血昆虫媒介疾病等の発生・流行
防止対策を推進し、家畜の損耗防止を図り、本県畜産
の健全な発展に資する。

３．育成馬予防接種推進事業
馬飼養形態の集団化、大規模化及び頻繁な移動等の

実態を踏まえ、競馬場入厩前の育成馬について予防接
種（日本脳炎・破傷風・馬インフルエンザ）の徹底を図る。

４．繁殖牝馬予防接種推進事業
生産地における馬飼養形態の集団化および頻繁な移

動等による馬鼻肺炎まん延の実態をふまえ、軽種繁殖
雌馬に対し予防接種の徹底を図る。
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５．マイクロチップ生産地普及促進事業
競争用軽種馬の個体識別作業の厳正化・効率化及び

国際交流等の交流レースの増加等に対応するため、軽
種馬の競争用当歳馬に対しマイクロチップの埋め込み
を実施する。

６．家畜防疫互助基金造成等支援事業
豚コレラ及び海外伝染病（口蹄疫、牛疫、牛肺疫、

アフリカ豚コレラ）が発生した場合、生産者が飼養す
る豚及び牛の淘汰に伴う損失を生産者による自主的な
互助制度により畜産経営への影響を緩和するため、互
助制度の普及啓蒙を図る。

また、県域推進会議を開催し、生産者、関係団体等
に対する事業の普及、指導、連絡調整等を実施する。

７．死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業
牛海綿状脳症（BSE）を早期に根絶し、生産者や消

費者の安心と信頼を回復するため、牛海綿状脳症対策
特別措置法に基づき、24 ヵ月齢以上の死亡牛全頭検査
を実施した、死亡牛の所有者等に対し、適正な管理・
輸送・処理に係る経費を補助し、BSE検査の円滑な推
進に努める。

また、県畜産課、家畜保健衛生所、県域団体、死亡
牛収集業者等で構成する宮城県死亡牛緊急処理円滑化
施設整備事業推進協議会を随時開催し、死亡牛の円滑
な収集及び処理のための取組と良好な家畜衛生並びに
環境の維持を図り畜産の健全な発展に資する。

８．特定疾病自衛防疫事業推進事業
次の伝染性疾病に対する予防接種を実施し、疾病発

生による損耗防止に努める。
（1）豚死流産三種混合予防接種事業　接種計画 2,500頭
（2）豚伝染性胃腸炎予防接種事業　接種計画 900頭
（3）牛五種混合予防接種事業　接種計画 23,500頭
（4）牛アカバネ病予防接種事業　接種計画 15,500頭
（5）豚日本脳炎予防接種事業　接種計画 1,450頭
（6）牛ヘモフィルス病予防接種事業　接種計画

21,000頭
（7）豚丹毒病ワクチン接種事業　接種計画 90,550頭
（8）豚オーエスキー病ワクチン接種事業　接種計画

110,000頭
（9）牛炭疽病ワクチン接種事業　接種計画 20,300頭

９．畜産環境清浄化事業
食品の安全性に関する消費者の関心の高まりを踏ま

え、生産農場におけるＨＡＣＣＰ的方式による生産衛
生の管理が重要な現状を踏まえ、疾病多発農家を対象
に消毒剤等を配布し、衛生環境の指導を実施し疾病発
生防止に努める。

10．畜産物衛生環境整備円滑化事業
県内で発生する死亡家畜の処理を円滑かつ効率的に

流通させるため、一時保管する冷却保管施設及び冷凍
運搬車の利用について、死亡牛輸送業者3社及び関係者
と協議し、家畜疾病のまん延等家畜衛生上の問題発生
を未然に防止し、家畜飼養衛生環境の保全を図る。

また、24 ヶ月齢以上死亡牛のBSE全頭検査の採材場
所として「宮城県死亡獣畜取扱施設」を利用し、県が
実施する検査の円滑な推進を図る。

11．高病原性鳥インフルエンザ防疫強化緊急対策事業
高病原性鳥インフルエンザは全国的な発生の懸念が

あることから、生産者等の自衛防疫意識の向上と防疫
体制の強化を図るため講演会を開催し、養鶏産業の発
展に努める。

12．宮城県生乳取扱者認定講習会及びフォローアップ研
修事業
宮城県における生乳の乳質改善と今後の生乳品質格

付方法の多様化に対処するため、生乳取扱者の生乳等
に関する知識及び総合的検査技術の向上と県内統一し
た基準に基づく生乳の検査、衛生的取扱の適正化を推
進するため、認定講習会並びに研修会を開催し生乳品
質の改善向上を図る。

13．産業動物獣医師修学資金給付事業（新規）

産業動物獣医師の定着化と家畜診療体制の強化を図
るため、1名に対して修学資金を給付する。

Ⅲ　肉用牛価格安定基金事業
１．肉用子牛生産者補給金制度

牛肉の輸入事情の変化が肉用子牛の価格等に及ぼす
影響に対処するため、肉用子牛の価格が低落し、保証
基準価格を下回った場合、生産者に対して生産者補給
金を交付し、肉用子牛生産経営の安定を図る。

２．肉用子牛生産者補給金制度適正化事業
補給金制度の適正かつ円滑な運用を図るとともに、

全国統一電算システムに基づき、生産者補給金交付業
務の円滑な実施と、家畜市場等情報収集と提供に努め
る。

３．子牛生産拡大奨励事業
子牛価格の低落時に、繁殖雌牛頭数の維持、拡大を

図るため、発動基準を下回った場合、販売、保留した
生産者に対し奨励金を交付し肉専用種繁殖経営者にお
ける子牛の生産拡大に資する。

４．肉用牛肥育経営安定対策事業
肉用牛肥育経営は生産費に占める素畜費の割合が大

きく、素畜価格と枝肉価格の水準によって経営収支の
悪化が懸念される現状にある。

これを踏まえ中央畜産会補助金及び生産者積立金を
もって「肉用牛肥育経営安定基金」を造成し、毎四半
期の肉用牛肥育経営体の出荷牛１頭当り所得が家族労
働費を下回った場合、肥育牛補てん金を交付し経営の
安定と肉用牛生産基盤の維持拡大に資する。

５．肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業（新規）
肉用牛肥育経営において、枝肉価格の低迷と導入時

素畜価格及び配合飼料価格の高騰により収益性が著し
く悪化している状況にある現状を踏まえ、農畜産業振
興機構の補助により物財費割れの６割を緊急的に補て
んする特別対策を実施し経営の安定に資する。

Ⅳ　家畜改良事業
１．宮城県総合畜産共進会の開催

家畜の改良増殖と飼養管理技術の向上を図るため、
乳用牛、肉用牛、養豚（枝肉）を対象とした総合畜産
共進会を開催すると共に、消費者に対し畜産に関する
知識の啓発を図る。

２．家畜人工授精用精液流通調整事業
本県の家畜改良を円滑に推進し、優れた能力をもっ

た種雄牛の造成、商品性の高い乳牛・肉牛の生産を拡
大するため、県内７カ所にサブセンターを設け、宮城
県畜産試験場繋養の優良種雄牛を主体とした凍結精液
の供給と液体窒素の配送を行うとともに、適正使用、
計画交配を指導し、家畜改良に係る関連事業の推進と
畜産経営の安定と発展に資する。

３．種豚登録関連事業
登録関連制度の重要性を啓蒙し、質的向上を重点に

登録対象豚の選抜及び適正な登録事業を推進するため、
能力検定の推進を図るとともに、交配品種の多様化に
ともなう素豚の品質低下を防止するため、一代雑種豚
血統証明等を含めた種豚登録関連事業を実施し経済性
の高い能力豚の生産確保と種豚の改良に資する。

４．牛群検定普及定着化事業（新規）
酪農経営の安定を図るため、牛群検定農家の巡回指

導を随時実施するとともに、検定推進員１名を委嘱し
県内非検定農家を対象に巡回し、検定農家の加入推進
を図るとともに牛群検定指導員の知識修得と技術向上
を図るため、研修会を開催し牛群検定の普及推進と酪
農の安定に資する。

５．家畜人工授精技術普及事業
　（1）宮城県家畜人工授精師協会事務受託
　（2）家畜人工授精技術普及指導等の業務
６．乳牛改良事業

宮城県ホルスタイン協会事務委託。

（総務課）
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平成20年度畜産業振興事業について

宮城県農林水産部畜産課

「畜産業振興事業」は、独立行政法人農畜産業振興機構が実施している事業です。本事業は、「独立行政法人
農畜産業振興機構法」に基づき、①国の補助事業を補完するための事業、②畜産をめぐる諸情勢の変化に対
応して緊急に行う事業について、民間における自主的な畜産振興のための取組みを促進することとして実施
されるものであり、機構がその経費を補助しています。

平成20年度は、配合飼料価格の高騰に対応して「酪農家支援のための緊急対策」、「肉用牛農家支援のための
緊急対策」、「養豚農家支援のための緊急対策」、「畜産・酪農家支援のための緊急融資対策等」、「自給飼料基盤強
化のための緊急対策」の５項目の緊急対策が措置されたほか、価格関連の一般対策が措置されたところです。
また、平成20年６月に追加緊急対策が出され、畜産業振興事業についても事業の創設・拡充が行われること
となりました。

補助を受けることができるのは、全農等の農林水産大臣が定める全国団体がほとんどですが、その下部組
織である県域団体を通じて農協や畜産経営者も間接的に補助を受けることができます。

主な事業は、別表のとおりです。

項　　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容
酪農家支援の

ための緊急対

策

都府県酪農緊急経営

強化対策事業（新規

＋拡充）

　酪農経営については、配合飼料等

の生産コストの上昇等のため、とり

わけ販売価格への反映の困難な飲用

乳生産地域において収益性は大幅に

低下しているところである。

　このため、酪農家は生産性向上に

向けた取組を実施するとともに、関

係者が一体となって酪農家の取組を

支援することにより、酪農経営の安

定と健全な発展に資する。

◎追加対策（拡充）

　４％の追加補てんの発動を停止す

ることを踏まえ、酪農経営の安定を

図るとともに、自給飼料の生産拡大

等生産性の向上を推進するため、従

来の取組に加え、さらなる生産性の

向上に向けた取組を実施する生産者

に対して、加算金を交付する。

（1）都府県酪農緊急経営強化支援事業

　ア　都府県酪農緊急経営強化支援交付金事業

酪農経営強化計画（３カ年計画）に基づいた取組を実施する酪農家に対

し、四半期毎に「酪農緊急経営強化支援交付金（経産牛１頭当たり16,500

円／年以内）」を交付する。

※価格への反映が実現するまでの間

※１頭当たり２a以上（知事特認により免除可能）

※20年度限り

・酪農経営強化計画の内容

①自給飼料の生産拡大、②飼養管理の改善、③肉用牛部門の導入等

　イ　都府県酪農緊急経営強化推進事業

全国会議・ブロック会議等を開催するほか、取組を実施する酪農家に対

し、必要な指導等を行う。

（2）酪農飼料基盤確保推進事業

酪農家、乳業者、行政関係等が一体となって、飼料自給率向上等の目標の

策定を行うとともに、自給飼料を有効に活用している優良事例の調査等を実

施する。

また、乳業者は、自給飼料生産拡大等の取組を実施する酪農家に対し、側

面的な支援に努める。

○追加対策の仕組み

・交 対 象 者：既存事業に参加している都府県の生産者で、かつ、配合

飼料価格安定制度に加入している生産者。

・交付の仕組み：既存事業に参画（３カ年計画の策定・取組）している生

産者が、さらなる生産性向上等に向けた取組を実施する

場合、第２四半期から第４四半期までの期間、四半期毎

に加算金を交付する。

・取 組 内 容：自給飼料の生産拡大等、既存の取組に加えもう一つの取

組を追加して実施。（追加の取組については、要件を大幅

に緩和。さらに知事特認を措置）

①二期作・二毛作の実施　②借地を活用した飼料作物の作付け

③エコフィードの給与　　④牛群検定への参加

⑤肉用繁殖雌牛の導入　　⑥知事特認の実施

○加算金単価　：経産牛１頭当たり9,000円／年

⎧
⎩

⎧
⎪
⎩

⎫
⎭

⎫
⎪
⎭
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項　　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容
肉用牛農家支

援のための緊

急対策

肥育牛生産者収益性

低下緊急対策事業

（新規）

　肉用牛肥育経営において、枝肉価

格の低迷と、導入時の素畜価格高に

加え、配合飼料価格の高騰により収

益性が著しく悪化しており、特に乳

用種肥育経営では物財費すら賄えな

い状況である。

　このため、物財費割れの一部を緊

急的・時限的に補てんする特別対策

を実施する。

（1）全国平均で品種区分毎の肥育牛１頭当たりの四半期推定所得がマイナス

（粗収益が家族労働費を除く生産費を下回ること）となった場合、肉用牛肥

育経営安定対策事業（マルキン事業）の契約生産者であって、生産性向上に

計画的に取り組む肥育牛生産者に対して、そのマイナス分の６割（補てん率

８０％×国の負担分３／４）について補てんを行う。

肥育牛経営等緊急支

援特別対策事業（追

加対策で創設）

◎追加対策（創設）

　４％の追加補てんの発動を停止す

ることに伴う生産コストの上昇によ

り収益性の低下が見込まれることか

ら、肉用牛肥育経営の安定を図るた

め、肥育期間の短縮等生産性向上の

取組を行い、配合飼料使用料の低減

を図る肥育牛生産者に対して、交付

金を交付する。また、乳用種牛肉の

需要拡大を推進する。

○追加対策の仕組み

・交 付 対 象 者：配合飼料価格安定制度に加入している肥育牛生産者

・交付の仕組み：肥育期間を短縮するとともに、エコフィードや自給飼料へ

の給与飼料の変更など飼養管理方法の改善を行う計画（２

カ年計画）を作成し、実施した場合に、肥育牛の出荷頭数

に応じた交付金を交付。

※20年度限り

・交 付 金 単 価：１頭当たり5,000円

肉用牛生産性向上緊

急対策事業（新規）

　肉用牛経営において、飼料価格高

騰に対処するためには、繁殖性の向

上や事故率の低減等を通じた生産

性の向上を強力に推進する必要があ

る。

　このため、各地域において、肉用

牛生産性向上目標を掲げ、これら目

標を地域が一体となって達成してい

くための取組に対する支援を行うこ

とにより、肉用牛経営の体質強化を

図る。

（1）肉用牛生産性向上推進対策

肉用牛生産性向上目標設定のための検討会や技術普及のための研修会の開

催、現地指導等の実施

（2）肉用牛生産性向上対策

地域における肉用牛生産性向上目標の達成に必要な器具機材の整備等を支

援

ア　雌牛繁殖性向上対策

分娩間隔短縮や受胎率向上等繁殖性の向上を図るため、種付け及び分

娩の繁殖情報等の収集分析、発情発見器や発情同期剤等の導入

イ　肉用牛事故率低下対策

肉用牛の事故率低下による生産性の向上を図るため、分娩監視装置、

冷却用細霧装置、集団哺育用パイプハウス牛舎、衛生資材等の導入

肉用牛繁殖基盤強化

総合対策事業

　肉用牛生産は小規模・高齢者層等

の離脱により、その脆弱化が危惧さ

れるとともに、改良基盤の縮小が大

きな問題となっている。

　このため、繁殖雌牛の導入をはじ

めとする肉用繁殖雌牛の増頭に資す

る対策を中心に、新規参入、改良増

殖対策、地域の特色ある肉用牛振興

対策を実施し、肉用牛生産基盤の強

化を図る。

１　新規参入円滑化等対策

肉専用種繁殖経営への新規参入を促進するため、農協等が飼養管理施設等

の整備を行い、新規参入者等に貸し付けを行う場合に支援を行う。

２　肉用牛改良増殖強化対策

優良種雄牛の作出及び広域利用のため、優良な育種資源の確保・利用、集

中的な後代検定等を行う。

３　肉用牛繁殖雌牛能力評価等対策

繁殖雌牛等の能力評価の推進のため、枝肉情報の収集、分析、提供等を行

うとともに、候補種雄牛生産のための優良雌牛の確保、後代検定推進のため

の普及啓発及び広域的な種雄牛評価の推進等を行う。

４　肉用牛増頭強化対策

繁殖雌牛の増頭を強力に推進するため、生産者集団等が自ら増頭目標等を

含む地域増頭計画を策定し、この目標の達成に向けた取組について総合的に

支援を行う。

①繁殖雌牛導入推進　　　　　　　　④増頭に資する器具機材等の導入

②酪農経営を活用した肉用牛増頭　　⑤遊休農地等を活用した放牧推進

③円滑な雌牛継承　　　　　　　　　⑥公共牧場草地資源利活用促進

５　地域の特色ある肉用牛振興対策

地域の特色ある肉用牛振興を図るための取組等の支援を実施。

６　肉用牛振興推進指導

上記事業（１及び２を除く。）の推進に必要な推進会議の開催、計画の策定、

連絡調整、調査、指導、研修等を行うとともに、酪農地域や水田地域等、新

たに肉用牛生産に取り組む地域における技術指導等を行う。
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項　　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容
畜産・酪農農
家支援のため
の緊急融資対
策等

家畜飼料特別支援資
金融通事業（拡充）

　配合飼料価格の上昇に対応して、
畜産経営に対する飼料購入に要す
る資金の融通を行うことにより、
畜産の安定的発展を図る。（平成20
年度から各畜種の貸付限度額が平
成19年度の2倍となった。）

１　配合飼料価格（補てん金を除く農家実質負担価格）が上昇し、畜産経営の
経営努力を踏まえても、生産費が収益を上回るような水準（指標として単位
当たり配合飼料価格の水準を設定）となった場合、限度額の範囲内において
畜産経営に対する飼料購入資金の融通を行う融資機関に対して利子補給を行
う。

①　資金の使途　飼料費
②　貸付利率　　1.25％（平成20年3月19日現在）
③　償還期限　　10年（うち据置期間 3年）以内
④　貸付限度額　ア　牛　肥育牛　　：40千円／頭

　　　　乳用牛　　：30千円／頭
　　　　繁殖雌牛　：  8千円／頭
イ　豚　　　　　　：  8千円／頭
ウ　鶏　　　　　　：40千円／ 100羽

⑤　利子補給率　農業近代化資金の基準金利と貸付利率との差
⑥　融資機関　　農協、農協連、農林中央金庫、銀行等

２　都道府県農業信用基金協会が行う債務保証に対して支援を行う。
畜産経営生産性向上
支援リース事業（新
規）

　生産性の向上を図ろうとする畜
産経営等に対し、経営改善への取
組を支援するという観点から、必
要な機械等の整備を推進し、畜産
経営の生産性向上対策を支援する。
◎追加対策（貸付枠の前倒し）
　生産者からの要望が非常に多い
ことを踏まえ、事業初年度となる
本年度の貸付枠について、前倒し
で増額して執行する。

１　畜産経営の生産性向上を図るために必要な機械等を畜産農家等（貸付対象
者）にリースする事業実施主体に対し、当該機械等の購入費の１／３を助成
する。（貸付対象者は、対象機械等を２／３の費用でリース方式により導入。）

２　貸付対象機械
畜産経営の生産性向上に資する機械等として以下に掲げるもの

①生産効率向上に資する機械等（通風装置、飼料攪拌機、細霧装置等）
②労働力軽減に資する機械等（自動哺育機、自動給餌機、自動搾乳機等）
③飼料費低減等に資する機械等（飼料収穫機、飼料梱包機、飼料貯蔵施設、

エコフィード給餌装置等）

大家畜・養豚特別支
援資金融通事業（新
規）

負債の償還が困難な大家畜（酪農
及び肉用牛）・養豚経営に対し、長
期・低利の借換資金の融通を行う
ことにより、経営の安定及び後継
者への経営継承の円滑化を図る。

（1）大家畜・養豚経営に対して長期・低利の借換資金の融通を行う農協等融資
機関に対して利子補給を行うとともに、保証基盤の拡充を行う。
①　経営改善資金

毎年の約定償還額のうち当該年度において償還が困難なものを借り換え
る（ローリング方式）資金の融通等

②　経営継承資金
後継者が親等から大家畜経営を継承する場合に、必要な範囲で負債を一

括して借り換える資金の融通
③　保証基盤の拡充

上記①、②の資金を円滑に融通するための保証基盤の拡充
④　貸付対象者

ア　経営改善資金
「経営改善計画」を作成し、都道府県知事の承認を受けた経営

イ　経営継承資金
資金借受後に後継者が経営を継承する経営で「経営改善計画」を作成

し、都道府県知事の承認を受けた経営
⑤　償還期間等（平成20年３月19日）

（2）飼料・原油高に対する緊急対策（20年度のみ）
①　既存資金の条件緩和

貸付金利３％を超える既存畜特資金の金利相当額の助成
②　新たな資金調達手法の確立

家畜を担保とした資金調達手法の早急な確立
環境対策 家畜排せつ物利活

用推進事業(たい肥
調整・保管施設リー
ス事業)（新規）

　たい肥の利用促進を図るために
必要なたい肥の調整・保管施設の
整備を推進する。

１　たい肥の利用促進を図るため、たい肥の調整保管に必要な機械・施設を畜
産農家等（貸付対象者）にリースする事業主体に対し，当該施設機械の購入
費の１／２を助成する。（貸付対象者は、対象機械等を１／２の費用でリース
方式により導入。）

２　貸付対象機械施設
①たい肥の調整・保管施設　②たい肥の調整機械
③たい肥の散布機械　　　　④たい肥の運搬機械
ただし、②～④については、①とあわせてのみ貸付可

経 営 改 善 資 金  経営継承
　　資金一　　般 特　　認 残高借換

償還期間 大家畜 15年以内 25年以内 25年以内 25年以内
　　　　 養　豚 ７年以内 15年以内 15年以内 15年以内

うち据置期間 ３年以内 ５年以内 ５年以内 ５年以内
貸 付 利 率 1.60％以内 1.60％以内 1.60％以内 1.60％以内

利 子 補 給 率 1.01％以内 1.01％以内 1.01％以内 1.01％以内



平成20年７月22日 第232号 （　）（隔月１回発行） 7

全国農業協同組合連合会宮城県本部　畜産部が
優先して取組むべき事業施策

全農みやぎ畜産部
１．基本方針

世界的な穀物・原油・肥料の価格高騰は、中国・インドなどの新興国の経済成長やバイオエタノール生産

の拡大などを契機とした食糧・鉱物資源の国際的な需給構造の変化によるもので、国と国、食糧とエネルギー

との間でこれらの資源を奪い合う構図は恒常化しており、当面、高い価格水準で推移することが想定されま

す。

このような景気動向のもと、農家経済をみると、米穀をはじめとした農畜産物価格は需給バランスの変動

により短期的に上向く場面も見られるものの、総じて低迷基調にあります。反面、肥料・飼料・光熱動力費

など、生産費上昇分の農畜産物価格への反映が進んでおらず、灯油・ガソリンなど生活関連品目の高値も加

わり、農業経営は一層厳しさを増しています。

こうした情勢をふまえ、20年度事業計画では、喫緊の課題である海外原料価格高騰対策および20年産米の

生産・販売対策にJAグループを挙げて取り組むとともに、国内農業が小規模兼業農家から大規模生産法人ま

で多様化するなかで、組合員の営農類型・規模に応じた柔軟な対応を実践していきます。

２．畜産事業実施具体策

（1）畜産販売事業の強化

（2）世界的な穀物需給逼迫に対する飼料原料安定対策と配合飼料価格上昇対策

（3）和牛繁殖・養豚生産基盤の拡充と優良種豚の供給拡大

（4）酪農事業の強化

３．宮城県本部畜産部における優先して取組むべき事業施策

（1）畜産農家・酪農家の生産拡大支援

①　和牛素牛の増産と担い手確保の取組み

・規模拡大等を通じた生産基盤の体質強化

ア　意欲ある既存繁殖農家の規模拡大

イ　ET生産体制の強化

・和牛繁殖への新規参入促進

②　養豚生産基盤の再編・強化による基幹産地の育成

・意欲ある優良生産者の規模拡大誘導

ア　豚500頭規模

（畜産部次長　大友良彦）
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牛乳消費拡大イベント報告

今年も「父の日に牛乳（ちち）を贈ろう！」
を実施しました。

東北酪農青年婦人会議
東北酪農青年婦人会議（黒沢寛寿委員長）では、

牛乳の消費拡大を目的としたキャンペーン“父の日
に牛乳（ちち）を贈ろう！”を今年も実施しました。

６月７日（土）は仙台市内のさくら野百貨店１階
で、10時開店と同時にキャンペーンを開始。当日は
朝から爽やかな快晴となりお客さんの出足も好調な
中、「お父さんの健康に牛乳を！」「家族みんなの健康
のため牛乳を飲みましょう」と10名の酪農生産者が
来店した消費者へ呼びかけました。そして、牛乳と
ともにキャンペーングッズの缶バッジやお父さんへ
のメッセージカードを配布しました。

さくら野百貨店でのキャンペーンは２年目となり
ますが、今回は牛乳の消費拡大とともに酪農情勢を
消費者へ理解していただくことを目的としました。
会場では、食品としての牛乳の素晴らしさだけでは
なく、最近の牛乳値上がりには世界的な穀物価格の
高騰や原油高が大きく影響しており、生産者もコス
ト低減に懸命に努力しているものの限界だというこ
とを生産者自らが説明し、値上げへの理解をお願い
しました。

６月10日（火）は、宮城県庁の村井嘉浩知事を表
敬訪問しました。そして「お父さん、そして家族み
んなの健康のため毎日牛乳を飲みましょう！」と全
員揃って牛乳で乾杯しました。

乾杯後は村井知事から牛乳をタップリ使ったスープ
のレシピ披露もありました。そして、集まったテレ
ビや新聞など報道関係者に「健康に良い牛乳を多く
の県民の皆さんに飲んでいただきたい。」と知事自
ら牛乳の消費拡大をアピールしていただきました。

最後に、今回のキャンペーンにご協賛ご支援いた
だきました東北農政局、宮城県庁、東北生乳販売農
業協同組合連合会、宮城県牛乳普及協会、さくら野
百貨店の皆様には、この誌面をお借りしまして厚く
御礼いたします。

（全酪連仙台支所　石本文樹）

第44回宮城県同志会
ホルスタイン共進会受賞結果

宮城県ホルスタイン改良同志会
平成20年６月24日（火）みやぎ総合家畜市場にお

いて開催し、関係各位のご協力により盛大に終了す
ることができました。

株式会社十勝家畜人工授精所　児玉辰司氏により
60頭の出品牛について審査が行われ、上位入賞牛は
下表のとおりです。

《グランドチャンピオン》
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

未経産 202 ナガイファームブラック　スパート 丸森町 長井　　勝

経　産 908 サウスファームアディダス　ウェルキン 丸森町 長谷部裕行

《リザーブグランドチャンピオン》
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

未経産 110 ナガイファーム　ルディー　バレンタイン　メドレー 丸森町 長井　　勝

経　産 802 ブラメリアティーワイ　マリア 丸森町 ㈲半澤牧場

《シニアチャンピオン》	
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

経 産 908 サウスファームアディダス　ウェルキン 丸森町 長谷部裕行

《リザーブシニアチャンピオン》
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

経　産 802 ブラメリアティーワイ　マリア 丸森町 ㈲半澤牧場

《インターミディエイトチャンピオン》
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

経　産 705 エルダートゥース　ダーハム　メクシルド 加美町 一條　重人

《リザーブインターミディエイトチャンピオン》
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

経　産 507 ブラメリアロイ　マリア 丸森町 ㈲半澤牧場

《最優秀賞》
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

1
110 ナガイファーム　ルディー　バレンタイン　メドレー 丸森町 長井　　勝

112 スペシャルフォーチュン　マリー 栗原市 伊藤　紀彦

2
202 ナガイファームブラック　スパート 丸森町 長井　　勝

201 イチジョウファームディカプリオ　ジョーダン 丸森町 一條　　薫

3
306 リトルアイランドGW　マーシャル 蔵王町 小島　一也

301 エイトロールSC サム　センセーション 大崎市 八巻　　誠

4
403 ワイシーエルヒーローズ　インスピレーション 加美町 千葉　義文

402 エクセレントファームヘグマン　ダンディー　ブローカー 栗原市 鈴木　義博

5
507 ◎ブラメリアロイ　マリア 丸森町 ㈲半澤牧場

509 サウスファームローモンド　ボス 丸森町 長谷部裕行

6
605 ブラメリアダン　キャロル 丸森町 ㈲半澤牧場

608 ディベロップターリック　ジェスロ　アリダ 加美町 高橋　　真

7
705 ◎エルダートゥース　ダーハム　メクシルド 加美町 一條　重人

707 ウッディランドボスサイド　モエ 角田市 渡辺　孝一

8
802 ◎ブラメリアティーワイ　マリア 丸森町 ㈲半澤牧場

803 ヨシノファーム　ミューチュアル　ダルシア 加美町 一條　重人

9
908 ◎サウスファームアディダス　ウェルキン 丸森町 長谷部裕行

906 エクセレントファームヘグマン　メイソン　ジェド 栗原市 鈴木　義博

＊　名号の前に◎がついているものはベストアダーとなります。

（宮城県畜産協会家畜改良課）
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平成20年度宮城県
総合畜産共進会のお知らせ

社団法人　宮城県畜産協会

〈衛生便り〉
豚サーコウイルスに関連する

疾病について
宮城県東部家畜保健衛生所

農林水産祭参加平成20年度宮城県総合畜産共進会
は、下記の日程で開催することとなりましたので、
多数ご来場下さいますようご案内申し上げます。

１　開催日時
１）肉豚の部
開催日：平成20年９月２日（火）～ 4日（木）
場　所：宮城県食肉流通公社（登米市米山町）
　　　　枝肉展示及び褒賞授与式
　　　　９月４日午前10：30 ～
２）乳用牛・肉用牛の部　
開催日：平成20年９月20日（土）午前8：45 ～
場　所：みやぎ総合家畜市場（美里町）

２　出品頭数
１）肉豚の部　　　　180頭
２）乳用牛の部　　 　80頭
３）肉用牛の部　　　 87頭

３　付帯行事等（９月20日開催のみ）
◎宮城県総合畜産共進会20周年記念表彰行事
◎消費拡大イベント・抽選会同時開催
◎女性和牛審査競技会
◎県学校農業クラブ連盟家畜審査競技会
◎学校農業クラブ活動紹介
◎畜産物・地場産品展示即売
◎家畜改良・家畜衛生相談コーナー
◎堆肥処理相談・電牧・自給飼料紹介コーナー
◎繁殖和牛増頭対策コーナー
◎畜産機械・器具・資材展示コーナー

参加予定メーカー等
東北ＴＣＭ株式会社　仙台支店
株式会社　ヤンマー農機東日本
コマツ宮城株式会社　古川支店
スター農機株式会社　仙台営業所
株式会社　ヰセキ東北宮城支社
全農みやぎ　生産資材部　農業機械課
中島鉄工所　他

（経営支援課）

豚サーコウイルス２型（PCV2）の感染に起因
する疾病として離乳後多臓器性発育不良症候群

（PMWS）が知られています。PMWSはPCV2がリ
ンパ系組織などに感染し免疫を低下させるため、感
染豚は他の病原体に感染しやすくなり発育不良を
呈します。PMWSは米国・ヨーロッパ諸国に広く
蔓延し、日本でも同様に養豚産業の大きな脅威と
なっています。北米ではPMWSの発生率や死亡率
がヨーロッパに比べて低かったのですが、最近、従
来のPMWSよりも重度で、死亡率も高く、肥育中
後期の豚にも発生し大きな問題となっており、発生
増加の要因として特定の株の流行が一部で考えられ
ています。

現在、PMWSの実体解明・診断基準策定を主な
目的として、平成12年度より農林水産省が主体とな
り、（独）動物衛生研究所がとりまとめを行い、全
国12府県（宮城県も参画）が参加し、PMWSの診
断予防技術向上対策事業を実施しております。こ
の事業において、農場内でのPCV2抗体価の推移と
PMWS発生率や損耗率との関連を検討した結果、
①PCV2の感染・増殖が育成段階の早い時期に起き
ること、②PMWS発生や損耗率の増加に関連性が
あること、③血中のPCV2量はPMWS発生あるいは
損耗率の増加に関連する可能性があることが明らか
となりました。今後は、各発育ステージにおける
PCV2などの感染状況調査と高い損耗率の要因解析
を目的とし、塩基配列から地域間ならびに損耗率の
高い低いでPCV2株の比較を計画しています。

PMWSの他にPCV2が関与すると思われるものに
は、豚皮膚炎腎症症候群（PDNS）、豚呼吸器複合
感染症（PRDC）等が知られていますが、最近はま
とめて豚サーコウイルス関連疾病（PCVAD）と呼
ぶようになってきています。豚の発育や育成率が悪
くなったなどありましたら家畜保健衛生所に相談し
てください。

（防疫班　及川俊徳）
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〈畜試便り〉
新基幹種雄牛「南安平」について

宮城県畜産試験場

畜産試験場で繋養している種雄牛「南安平」（写真１）が、本県の新基幹種雄牛に選抜されました。
「南安平」は、県内肉用牛の改良に広く活用することにより、本県肉用牛の生産推進と農家の経営安定に貢

献できる種雄牛であり、今後の優良牛増産に弾みをつけ「仙台牛」の一層の名声を高めるものと期待されて
います。

南安平のプロフィール
「南安平」は、平成13年1月13日遠田郡涌谷町 鈴木清志さん宅で誕生しました。父牛は宮崎県を代表する「安

平」であり、母牛「ももこ」は「紋次郎」と「南波竹」の交配により生産されました。
産子20頭を用いて行った現場後代検定の成績は、枝肉重量414kg、ロース芯面積57cm2、バラの厚さ8.0cm、

脂肪交雑（BMS№）5.6、Ａ4・5率50％となりました（表−１）。「南安平」は質と量に優れたバランスの良い
種雄牛で、この検定成績を基にして算出した育種価指標はＢ、Ａ、Ａ、Ａ（左から枝肉重量、ロース芯面積、
バラの厚さ、脂肪交雑。Ａが最も良い）となりました。
「南安平」は「茂洋」と同期牛ですが、「茂洋」よりも早く精液の配布が行われていた経緯があり、すでに子

牛市場、食肉市場に産子が上場されています。特に７月９日に開催された仙台市中央卸売市場業務開始第33
周年記念枝肉共進会では、雌の部の最優秀賞に輝いております。（写真２）これから、枝肉成績が集まり始め
ますので、今後ますます注目を集める種雄牛になると思われます。

 （写真１）新基幹種雄牛「南安平」 （写真２）産子の枝肉写真（BMSNo.10、Ａ5）

表−1　現場後代検定成績（検定牛20頭平均）
  ①枝肉重量 ②ロースの太さ ③バラの厚さ ④脂肪交雑（サシ）

 （kg） （cm2） （cm） （BMS No.）
　南 安 平 414 57 8.0 5.6
　全国平均 421 52 7.5 5.0
　　①枝肉重量（重い方が良い）　　　②ロースの太さ（大きい方が良い）
　　③バラの厚さ（厚い方がよい）　　④脂肪交雑（高い方が良い）
　　全国平均は、平成17年度の検定牛の平均値。

期待される交配
「南安平」の産子は兵庫血量が多いことから、増体能力に優れている藤良系、気高系の雌牛への交配をおす

すめします。特に、第１花国、北国７の８、平茂勝、百合茂、勝忠平等の鹿児島・宮崎からの導入牛との交
配がおすすめです。また、肉質を重視する交配として、奥北茂、神勝福、茂糸桜、第２波茂など本県基幹種
雄牛の娘牛との交配も推奨されます。

なお、「安平」、「安敏波」、「糸安平」の娘牛との交配は近交係数が高くなるので注意が必要です。

注）現場後代検定：種雄牛の産子を通常の肥育管理の下で肥育し、後代（産子）に伝わる遺伝能力を判定。
（酪農肉牛部肉牛チーム　佐藤元道）
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〈実践大学校生の抱負〉

農業実践大学校に入学して
宮城県農業実践大学校畜産コース

2 年　肉牛専攻　佐々木　匡

私の家（大崎市鹿島台）で

は現在、繁殖和牛71頭と水

稲７haの複合経営を行って

います。私は和牛に関する

ことを学ぶためにこの宮城

県農業実践大学校に入学し

ました。

さて、私はここに入学し

１年がたち、２年生になりました。２年生になって

からは勉強の場を岩出山に移動し、宮城県畜産試験

場で実習をさせてもらいながら、毎日、畜産につい

て学んでいます。そうしていく中で、私の心境も変

わり、以前よりも家の仕事にも積極的に参加するよ

うになりました。そして、将来に向けて少しでも知

識や技術を深められるように努力しています。

７月からは家畜人工授精師の講習会が始まりまし

た。学科や実習はどちらも初めてのことばかりで、

覚えるのが大変ですが、必死に勉強し、実習も自ら

積極的に取り組み、試験に合格し、資格を絶対に取

得したいです。そして、自分の家だけでなく、私の

住んでいる地域にも貢献し、地域の畜産を盛り上げ

ていきたいです。

卒業後は，繁殖経営の先進農家に１～２年間研修

し，研修で身につけたことを活かして就農する予定

です。

最後に、私がこの学校を卒業するまで、早くも１

年を切りました。私は畜産の知識、技術に関して、

まだまだ未熟です。経験もほとんどありません。だ

からこそ、残りわずかな学生生活を大事にして、将

来の就農に向けて努力していきたいです。

〈New	face〉

みやぎの酪農農業協同組合指導課指導係

秋田あゆみ

はじめまして。この４月
より指導課に配属となりま
した秋田あゆみと申します。
出身は群馬県で農業高校に
進学し、乳牛の飼育を始め
ました。非農家の私にとっ
て初めての酪農の勉強は、
とても刺激があり、大きな
影響を受けました。卒業後、

北海道の酪農学園大学に進学し、今年３月に卒業し
ました。

大学では家畜行動学研究室に所属し、乳牛の行動
観察や牛舎内施設（牛床や飼槽等）の計測などを行
い、乳牛から見た牛舎環境の快適性や乳牛と人間

（管理者）との親和性を研究しました。研究室では、
個体維持行動から社会行動まで幅の広い研究が行わ
れました。

家畜行動学を通して牛を見るために牛舎内では、
牛舎全体、牛群、個体、そしてまた牛群の順に、五
感と体全体を使って客観的に観察することが重要で
あることを学びました。

今は、目の前の仕事に手一杯になってしまってい
るので、諸先輩方からひとつでも多くのことを学
び、吸収して参りたいと思っております。現在酪農
情勢は非常に厳しい状況ではありますが、農家の
方々に少しでも貢献できるよう、これから頑張って
参りたいと思いますので、ご指導、ご鞭撻の程よろ
しくお願い致します。
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はじめまして、４月より
ＮＯＳＡＩ宮城の獣医師と
して勤務しております小山
真琴です。出身は神奈川県
横浜市で、大学は青森県十
和田市にある北里大学を卒
業しました。私の実家は農
家とは全く関係がなく、親

戚にも牛などの家畜を飼っている家はありません。
そのため大学入学当初は、将来自分は犬や猫といっ
た小動物を相手にする街の獣医さんになるものと
思っており、こうして大動物を相手にすることにな
るとは夢にも思っていませんでした。大学卒業も近
くなり、就職を考えるようになった頃、自分はどん
な獣医になりたいかを改めて考えたとき、難しい病
気を治したり大手術をこなしたりするような獣医で
はなく、動物が病気にならないように考えることの
できる獣医になりたいと思いました。そこで、病気
の動物が来るのを待つ小動物病院ではなく、こちら
から農家さんへ出向くことができ、畜産経営と密接
に係わる大動物臨床の方が自分のやりたい仕事に近
いのではないかと、初めて牛の獣医さんに興味を持
ちました。初めは自分よりも大きな牛を相手にでき
るのか不安でしたが、大学の病院で牛の世話をさせ
てもらっているうちに、好奇心旺盛で人懐っこい牛
達がとても好きになりました。

現在私は、先輩先生方の往診に付いて、主に大崎
市と石巻市周辺を回らせていただいております。技
術も知識も乏しく、迷惑をかけてばかりですが、経
験豊富な先生方や農家さんから毎日沢山のことを教
えていただき、充実した日々を送っています。宮城
が初めての私にとっては、日に日に大きくなる稲や
色付いていく麦を見ながらの往診も新鮮です。これ
から更に牛や農家の皆さん、宮城の自然と触れ合い
ながら経験を積み、学んだことを一つ一つ確実に吸
収していけるよう努力していきたいと思っておりま
す。どうぞよろしくお願いします。

はじめまして。平成20年

４月より、宮城県北部家畜

保健衛生所に配属されまし

た、曽地雄一郎と申します。

私は宮崎県に生まれ地元

の高校を卒業した後、岩手

大学農学部獣医学科に入学

しました。獣医微生物学教

室に在籍中は食中毒細菌について勉強し、卒業研究

は「牛腸管からの大腸菌O157の排除法」をテーマ

にしていました。九州出身の私が宮城県を選んだ理

由は、大学生活を過ごしてみて、東北地方の季節感

が気に入ったからです。

現在は防疫班において先輩の獣医師に同行させて

いただき、疾病侵入防止のため畜産農家を回っての

着地衛生検査、放牧場における牛の血液検査及び室

内検査等を主に担当しております。業務の種類が多

いので仕事を覚えるのに必死になっておりますが、

そのほかにも管内の道路を覚えたり、地方の方言に

触れることができたりと充実した日々を過ごしてお

ります。

まだまだ未熟者ですが、当面の目標は日常業務を

確実に遂行できるようになることであり、そのため

には各種疾病及び検査方法、畜産関係法規等につい

て学習し、その後、家畜飼養、飼料、畜産物の流通

といった幅広い知識を深め、将来的には畜産業が抱

える諸問題に取り組み、みやぎの畜産の発展に貢献

したいと考えています。

〈New	face〉

ＮＯＳＡＩ宮城　中央家畜診療センター

小山　真琴

〈New	face〉

宮城県北部家畜保健衛生所　防疫班

曽地雄一郎


