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「茂洋の郷づくり」プロジェクトについて

東部地方振興事務所畜産振興部

石巻地域では、平成20年度から東部地方振興事務所畜産振興部、石巻市、東松島市、ＪＡいしのまきなど

14の団体と地域代表生産者で構成する「茂洋の郷づくり」プロジェクトがスタートしました。内容は、茂洋

の発祥の地を前面に出し、市場上場前の産子調査や繁殖雌牛・肥育素牛の地域内保留に取り組み、理想交配

モデルの早期把握に努めるとともに、他産地との差別化と「いしのまき和牛」ブランドの確立を進めるとい

うものです（図−１）。

去る10月14日には、石巻地域で生産された茂洋の子牛が本格的にみやぎ総合家畜市場に上場されるのに合

わせ、生産者と関係者が一同に会して「茂洋産子お披露目会」を開きました。石巻地域畜産振興協議会会長（土

井喜美夫石巻市長）が「この茂洋の郷づくりの取り組みを通して、地域の特色を生かした優良肉用牛の生産

と市場上場牛のレベルアップに一層努力してまいります」と挨拶、上場23頭のうち発育・資質に優れた14頭

には「茂洋の郷いしのまき認定牛」のタスキを装着し、購買者には「茂洋の郷」ロゴ入り帽子を贈呈して、「茂

洋の郷づくり」をアピールしました。上場牛の第１号は、茂洋の生産者である遠藤好洋さんの雌子牛（写真１）

で、石巻地域の繁殖農家が最高額で購買しました。

当日の石巻地域の茂洋産子平均価格は約42万円、うちタスキ交付牛は約45万円で、10月の茂洋上場牛の約

40万円を大きく上回る効果が得られました。

また、地域で生産された茂洋産子を地元肥育農家が導入できるよう１頭当たり５万円（石巻市、ＪＡ、各

改良組合の合計）の助成事業も始まり、30頭を目標に保留を進めています。肥育牛出荷となる２年後の平成

22年には、東京食肉市場での石巻地域枝肉共励会や県内での仙台牛賞味会も計画しています。プロジェクト

は、地域内で生産された肥育牛の食肉を一般消費者が地元で気軽に味わえるような地産地消の体制づくりを

「茂洋の郷づくり」の最終目標としています。

茂洋産子の上場頭数は11月には約250頭で、種雄牛別ではトップの上場頭数となりました。全国第２位の上

場頭数を持つみやぎ総合家畜市場において、茂洋の役割はますます重要となってきます。この「茂洋の郷づ

くり」の取り組みが宮城県の和牛振興のモデルケースとなれば幸いです。
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平成20年度　肉用牛生産振興推進検討会
～ブランド化に向けた地域の取り組み～の開催について

宮城県畜産課

畜産の危機的な状況に対して、生産者・関係機関
の一丸となった取組が求められています。

このため、県、関係機関等が連携しながら肉用牛
生産振興を積極的に推進し、関係機関及び関係者が
一体となった取組を支援するため、平成20年度肉用
牛生産振興推進検討会を下記の内容にて開催するこ
とになりましたので、多数ご参加くださいますよう
ご案内申し上げます。

１　主　　催：宮城県、社団法人宮城県畜産協会、
宮城県畜産技術連盟

２　開催日時：平成21年１月28日（水）
13：00 ～ 16：00（予定）

３　開催場所：大崎生涯学習センター（パレットお
おさき）
大崎市古川稲葉字亀ノ子 111−1 
電話　0229−22−8611

４　検討会の内容：
　（1）講演

「銘柄化を支える飛騨牛の改良と地域の取組」
（～繁殖基盤の強化と持続的な育種改良対策～）
講師  全国和牛登録協会岐阜県支部 山田英信 氏

　（2）講演
「地産地消で築く新興ブランド「飛騨牛」の銘
柄化戦略」
講師  全国農業協同組合連合会岐阜県本部畜産部

野邑仁 氏
　（3）事例発表

「「茂洋の郷づくり」を良質牛生産の起爆剤に！」
発表者　宮城県東部地方振興事務所畜産振興部

　（4）総合討議
５　参集範囲：生産者、農業協同組合、畜産関係団

体、市町村、ほか
※開催内容は今後変更になる場合があります。予め
ご了承下さい。

（生産振興班　漆山　昌芳）

（畜産振興班　小堤　知行）
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畜産経営関係制度資金について

宮城県畜産課

畜産経営関係の制度資金には①既存負債の借換資金である「大家畜・養豚特別支援資金」②伝達性海綿状

脳症や高病原性鳥インフルエンザ、豚コレラ等の発生により経営悪化した畜産農家を支援するための「家畜

疾病経営維持資金」③配合飼料高騰に対応するための飼料購入資金である「家畜飼料特別支援資金」の３種

類の資金があります。

今回は配合飼料価格高騰のほか牛肉の消費低迷等により、肉用子牛価格や牛枝肉価格が下落していること

を踏まえ、緊急の畜産経営安定対策として家畜飼料特別支援資金の制度が拡充されましたので、基本的な内

容と変更点を紹介いたします。

１．資金の概要

１）資金の使途　濃厚飼料購入費（粗飼料や添加剤などを除く）

２）貸付金利　　1.35％（平成20年11月20日現在）

３）償還期間　　10年（うち据置期間３年）以内

４）融資機関　　各農協、農林中央金庫、知事が指定する銀行等

５）申請手続き　

①相談窓口　畜産協会、各家畜保健衛生所・畜産振興部

②申請窓口　融資機関（計画に対する意見書を付して県知事へ提出）

③必要書類　畜産経営生産性向上計画書、決算書、飼養頭羽数確認書類等

④審査期間　借入額500万円以下　申請書受理後２週間程度で判定

借入額500万円超　　県審査会案件となるため４～６週間程度で判定

６）協会保証料　無担保0.50％、有担保0.25％（平成20年11月20日現在）

２．畜産経営安定対策による改正点

１）貸付限度額の引き上げ

（注）貸付限度額の（　）内は改正前の金額

２）都道府県農業信用基金協会が行う債務保証に対する支援（追加）

今回の改正で、融資機関及び基金協会の保証について無担保・無保証人化とするための措置が講じら

れました。

この制度改正により償還不可能となった場合、保証残高の97％に対して国や中央畜産会から補てんさ

れることとなりましたが、融資にあたっては償還計画が十分に成り立つことが前提となりますので、融

資機関や関係機関と相談の上、しっかりとした計画書を作成してください。

（企画管理班　遠藤　　潤）

畜　　種 貸付限度額 月齢条件

肥育牛1頭当たり 100千円（40千円）

６ヶ月齢以上乳用牛1頭当たり 50千円（30千円）

繁殖雌牛1頭当たり 12千円（８千円）

豚1頭当たり ９千円（８千円） ３ヶ月齢以上

鶏100羽当たり 45千円（40千円） ２日齢以上
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高病原性鳥インフルエンザ防疫演習について

北部家畜保健衛生所

今年春に秋田、青森そして北海道の死亡した白鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルスが分離され、本
県においても養鶏農家の緊急消毒が実施されたことは記憶に新しいところです。これまで、本疾病は冬季に
関東以西で発生するものと思われていたものが、全国どこにいつ発生してもおかしくない状況になったわけ
で、多くの渡り鳥が飛来する本県においては、厳重な警戒が必要です。本疾病の防疫対策はこれまでにも整
備されてきましたが、ひとたび発生すると家畜保健衛生所のみならず多数の公所、団体からの職員が作業に
あたるため、宮城県北部地方振興事務所では、現地対策本部の枠組みで作業マニュアル作りを進めていま
す。こうした地域の取り組みの一つとして最近のインフルエンザに関する情報を共有し、迅速かつ的確な防
疫対策が講じられる体制の構築を目的として、さる10月28日、大崎合同庁舎において高病原性鳥インフルエ
ンザの防疫演習を開催したところ140名余りの関係者が参加しました。演習では、はじめに昨年１月に高病
原性鳥インフルエンザが発生し、防疫作業に当たられた岡山県岡山家畜保健衛生所の多賀伸夫主幹から、当
時の対応の様子について講演をいただきました。多賀氏からは、初動防疫を決定する時間が非常に短いので、
マニュアル等を作成し関連部所との合同演習が大切なこと、２重３重に情報が流れて指揮命令系統が十分に
働かなかったので、情報の一元管理が重要なこと、一般の動員者に事前に十分な説明ができず精神的抵抗が
あったことから動員者用マニュアルの作成や専属の動員者対応員が必要であることが説明されました。また
発生した養鶏農家は大きな精神的打撃を受けるので、発生時には畜主の心のケアを考え、専門家を派遣した
こと等を強調されていました。発生から終了まで33日間の防疫措置に要した人員は総計3,547名にもなったそ
うです。次に宮城県保健環境センターの御代田恭子副所長が新型インフルエンザの現状と課題について講演
されました。今、日本において新型インフルエンザの感染爆発があった場合、3,200万人の発症者が出る可能
性があるということです。そのような事態を招かないためには、鳥インフルエンザ流行の制圧や動物のサー
ベーランスを強化して新型ウイルスの早期検知をすることが重要だそうです。宮城県北部家畜保健衛生所の
２名の講師は、大崎合同庁舎を発生場所に５万羽を飼養する養鶏農家において、高病原性鳥インフルエンザ
が発生したと想定した机上演習を実施しました。今年３月に宮城県大崎地方振興事務所において、高病原性
鳥インフルエンザ現地対策本部設置要綱が制定されましたが、演習はそれに示されている各公所の役割分掌
に沿ったかたちで進められ、農場における殺処分や埋却などの防疫作業を合同庁舎にある各事務所の職員が
どのような形で防疫措置を進めていくのかが説明されました。最後に宮城県北部保健福祉事務所の臼井玲子
健康対策班長から、防疫作業時におけるヒトへの感染対策についてお話がありました。聴衆とともに実際に
手指を使って手洗いの方法を指導される等、具体的に分かりやすく解説していただきました。高病原性鳥イ
ンフルエンザはもはや対岸の火事ではなく、差し迫りつつある災害であると認識することが関係者にとって
大切なことであり、ひとたび県内で発生すると多数の職員が作業に従事することから、この度のような平常
時における防疫演習は極めて重要であり、関係者の皆様には日ごろからの準備について共通の認識を持って
いただく契機となったものと思っています。

（防疫班　高田　真知）
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平成20年度生乳需給状況について

東 北 生 乳 販 連 宮 城 支 所
みやぎの酪農農業協同組合

平成20年度は、乳製品需要を見込んで17年度以来３年ぶりに「増産型」の計画生産が実施されました。
１．生乳需給状況
（1）全　国

20年度（４～９月）の受託乳量は、3,860,700㌧となり対前年同期比▲0.3％減少でほぼ前年並み。地域
別には、北海道では＋3.1％増加した一方、都府県では▲3.5％減少し、７月については記録的猛暑が続い
たため、全地域で▲2～8％減少しました。都府県の受託販売量が▲5％以上減少したのは13年ぶりになり
ます。

（2）東北
４～９月の受託乳量は、328,339㌧となり対前年同期比▲4.1％減少で、34ヶ月連続で前年を下回って推移

し直近では大きく落ち込んでいます。その減少量は日均乳量で約94㌧になっています。県別には、７月以
降は６県全てが前年を下回り、宮城・秋田県を除く４県については▲6%を超える減少となっています。

（3）用途別販売実績
東北における４～９月の用途別販売実績は、19年度に引き続き、他飲料との競合等により、飲用牛乳

向けの消費が伸び悩み239,396㌧、対前年同期比▲2.6％減少となり50ヶ月連続で前年を下回って推移して
います。はっ酵乳等向けは▲6.3％、特定乳製品向けは▲16.5％減少する一方、チーズ向けは＋0.3％、生
クリーム等向けは＋8.5％と増加しました。

（4）宮城県
４～９月の受託乳量は、72,150㌧となり対前年同期比▲2.1％減少で、２月の閏年修正を31ヶ月連続で

前年を下回って推移しています。また、生乳計画生産出荷目標数量144,702㌧に対して▲402㌧の未達と
なっています。

２．飲用向け乳価３月から10円値上げ
東北生乳販連は10月21日、来年３月から飲用向け乳価を１㌔当たり10円値上げすることを明らかにしま

した。また、その他の用途向けについては、国内外の乳製品向け価格等の動向及び北海道の乳製品向け価
格等の交渉動向を勘案し、出来るだけ早期に妥結に向けて進められています。

一方、東北生乳販連は現在実施している需要期生産拡大対策「季節別乳価格差金」が12月から減算月に
入るため、更なる経営悪化を助長しかねないことから、３月の値上げ時期までの“つなぎ対策”として、
12月から２月までの３ヶ月間に限り、季節別乳価格差金による減算額と同額を各月毎の乳代精算時に加算
して支払う「酪農生産基盤維持対策」が実施されます。尚、加算分については３月から５月乳代にて精算
されます。 （販売課　菅原　久義）
平成20年度全国生乳受託実績

平成20年度東北生乳受託・用途別販売実績

平成20年度宮城県生乳受託販売実績（標準進度率50.14％）

月
６　月 ７　月 ８　月 ９　月 ４～９月計

地区名 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
北　　海　　道 322,765 103.4 325,445 103.4 332,079 103.4 306,045 101.5 1,921,024 103.1
都　　府　　県 326,949 97.1 316,177 94.8 304,639 95.7 297,228 96.1 1,939,676 96.5
全　　　　　国 649,714 100.2 641,622 99.0 626,718 99.5 603,273 98.7 3,860,700 99.7

月
６　月 ７　月 ８　月 ９　月 ４～９月計

県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
青　　　　　森 6,269,503.0 97.2 6,249,484.0 94.5 6,134,081.0 96.2 5,807,815.0 93.4 37,548,898.0 96.1
岩　　　　　手 18,235,284.0 95.5 18,297,134.0 93.6 18,070,763.0 95.3 17,224,215.0 93.6 109,785,627.0 94.8
宮　　　　　城 11,992,652.0 97.6 11,942,201.0 96.4 11,726,522.0 98.7 11,251,396.0 97.9 72,150,705.0 97.9
秋　　　　　田 2,839,906.0 101.8 2,790,738.0 98.6 2,723,762.0 99.5 2,641,358.0 97.9 16,887,464.0 100.0
山　　　　　形 7,136,064.8 97.1 7,082,899.3 96.8 6,859,117.4 95.3 6,508,875.1 93.8 42,484,263.6 95.8
福　　　　　島 8,312,711.0 94.1 8,169,720.0 93.2 7,874,076.0 94.0 7,589,836.0 94.0 49,482,574.0 93.8

計 54,786,120.8 96.4 54,532,176.3 94.9 53,388,321.4 96.2 51,023,495.1 94.8 328,339,531.6 95.9

月
６　月 ７　月 ８　月 ９　月 ４～９月計

県 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
総 受 託 販 売 乳 量 54,786,120.8 96.4 54,532,176.3 94.9 53,388,321.4 96.2 51,023,495.1 94.8 328,339,531.6 95.9

飲
用
等
向
け

飲 用 牛 乳 向 け 41,384,434.8 98.4 41,027,646.3 100.1 37,782,152.4 94.5 40,228,182.1 95.5 239,396,401.6 97.4
（ う ち 学 乳 向 け ） 3,392,221.1 98.9 2,508,167.5 104.7 899,457.8 89.0 3,215,461.9 112.1 15,744,180.3 101.4
は っ 酵 乳 等 向 け 5,387,261.0 90.8 5,611,586.0 99.0 5,456,745.0 94.1 5,293,576.0 94.6 32,404,595.0 93.7

乳
製
品
向
け

特 定 乳 製 品 向 け 4,704,720.0 82.4 4,170,604.0 56.5 6,336,084.0 97.2 2,568,641.0 87.1 35,668,558.0 83.5
（うち委託加工向け） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生 ク リ ー ム 等 向 け 2,866,640.0 106.1 3,214,784.0 109.0 3,342,026.0 122.3 2,502,842.0 94.1 18,015,796.0 108.5

チ ー ズ 向 け 437,365.0 108.0 501,666.0 102.6 465,424.0 95.3 424,554.0 83.6 2,819,411.0 100.3
全 乳 哺 育 向 け 5,700.0 100.0 5,890.0 100.0 5,890.0 96.7 5,700.0 99.6 34,770.0 99.4

項目
販売乳量 前年比 進度率 未達・超過 前年実績 目標数量

団体名
み　や　ぎ　の 39,775,212 98.4 49.8 △ 236,234 40,405,135 79,799,453
全　農　宮　城 12,490,145 99.2 50.5 83,002 12,587,920 24,745,000
宮　城　酪　農 19,885,348 95.9 49.5 △ 249,646 20,732,831 40,157,547
宮　　城　　県 72,150,705 97.9 49.9 △ 402,878 73,725,886 144,702,000

（単位：㌧、％）

（単位：kg、％）

（単位：kg、％）

（単位：kg、％）
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“牛乳・乳製品フェア２００８”開催される
キレイと元気を応援！ミルキーマーケット

宮城県牛乳普及協会

10月18日（土）、19日（日）“牛乳・乳製品フェア２００８”が仙台市の勾当台公園において開催されました。
今年の牛乳・乳製品フェアは ｢ミルクって､ サプリかも｡｣ をキーメッセージに、栄養バランスのとれた食

生活に食事だけではなくサプリメント同様 ｢栄養素密度｣ の高いバランス食品の牛乳を上手に活用すること
で、｢美｣ ｢若さ｣ ｢健康｣ を保持できることを提唱しました。また、例年に引続き宮城県内の農林水産業及び
商工業などの関係団体、並びに地方自治体等の協力を得て県産品の展示即売等を行なう「みやぎまるごとフェ
スティバル２００８」と共同開催し、より効果的なイベントとなりました。

イベント内容としては、牛の乳搾り体験コーナーを設置し、子供達を対象とした食育ふれあい教室を開校
致しました。牛の誕生から牛乳が出来上がるまでの説明等を行ないながら、酪農についてしっかりと学び、
そして牛に実際に触れ合い乳搾りを体験して、牛乳の必要性・安全性を伝えました。｢おっぱいが温かかった｣
｢牛にさわれて嬉しかった｣ ｢牛乳がもっと好きになった｣ と子供達の牛乳に対する意識も深まり手応えを感
じました。その他にも、牛乳料理講習会やミルクティスティングスクールでの ｢おいしく・楽しく食べる｣
試食コーナー、ショッピングモールでの牛乳・乳製品の販売コーナー、モーモーフワフワ遊具やバルーンアー
トのキッズコーナー、カルシウム摂取の重要性を再認識して頂く骨密度測定会、牛乳の混ぜ飲みができるミ
ルクバー等、２日間とも天気にも恵まれ、会場内は大勢の家族連れで大変な賑わいでした。

（村山ひろみ）
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年内緊急実施の畜産経営安定対策について（お知らせ）

社団法人　宮城県畜産協会

独立行政法人　農畜産業振興機構は、配合飼料価格が高騰する中、牛肉の消費低迷等により、肉用子牛価
格や牛枝肉価格が低迷していることを踏まえ、既存の畜産業振興事業の活用（予算の範囲内でのメニュー追加
や資金の運用改善）により、緊急の畜産経営安定対策を実施することとなりましたのでお知らせいたします。

なお、宮城県における各事業の実施主体は下記一覧のとおりですので、詳細等については、宮城県畜産課、
家畜保健衛生所、地方振興事務所畜産振興部、全農みやぎ畜産部及び宮城県畜産協会等へお問い合わせ願い
ます。

※　年内緊急実施の畜産経営安定対策の宮城県における事業実施主体及び問合せ先一覧

事　　業　　名 事業実施主体等
肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業（拡充） 宮城県畜産協会
肉用牛生産性向上緊急対策事業（拡充） 宮城県畜産協会
肥育牛経営等緊急支援特別対策事業（拡充） 全農みやぎ等
家畜飼料特別支援資金融通事業（拡充） 宮城県畜産課

肥育牛経営等緊急支援特別対策事業（拡充）
１　事業の目的

配合飼料価格の上昇に加え、牛枝肉卸売価格の低迷により、肉用牛肥育経営の収益性の低下が見込まれることから、出荷月齢の早期化
等生産性向上の取組を行い、配合飼料使用量の低減を図る肥育牛生産者に対して交付金を交付するとともに、乳用種牛肉の需要拡大を推
進する。また、農協等が、共同出荷による、より効果的な販売方法の検討を行う場合に、肥育牛生産者に対して奨励金を交付する。

肉用牛生産性向上緊急対策事業（拡充）
１　事業の目的

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。

２　事業の内容
（1）肉用牛生産性向上推進対策
（2）肉用牛生産性向上対策

ア　雌牛 繁殖性向上対策
イ　肉用牛事故率低下対策
ウ　肉用牛事故率低下緊急対策（追加）

繁殖経営が新たに肥育をはじめ一貫経営に取り組む場合の、肥育用簡易牛舎の整備を追加（補助率１／２以内）
３　事業実施主体
（社）全国肉用牛振興基金協会

４　所要額（補助率）
　1,192百万円（定額、１／２以内）

〔事業実施期間：平成20 ～ 21年度〕

肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業（拡充）
１　事業の目的

牛枝肉卸売価格の低下に伴い子牛価格が低下していることから、緊急に、肉用牛の能力改善を加速する対策や子牛市場を活性化する対
策を行い、肉用牛繁殖経営の安定に資する。

２　事業の内容
（1）新規参入円滑化等対策
（2）肉用牛改良増殖強化対策
（3）肉用牛繁殖雌牛能力評価等対策
（4）肉用牛増頭強化対策
（5）地域の特色ある肉用牛振興対策
（6）肉用牛振興推進指導
（7）地域内肉用子牛導入促進対策（追加）

地域内で肉用牛の能力改善を加速するため、若い繁殖雌牛の的確な選抜とう汰、新たに選抜された種雄牛の有効利用を推進する。
①　繁殖雌牛能力向上対策

繁殖雌牛の早期能力把握のため、初産又は２産目の産子を、県内の肥育経営が地域基準価格以上で導入する場合に、肥育データの
提供を条件に、奨励金（20千円以内／頭）を交付

②　新規種雄牛の利用促進対策
新たに選抜された種雄牛の産子を、県内の肥育経営が地域基準価格以上で導入する場合に、肥育データの提供を条件に、奨励金

（20千円以内／頭）を交付
（8）家畜市場活性化対策（追加）

肉用子牛の購買に来場する肥育農家等を安定的に確保するため、購入者への市場情報の提供、簡易な施設整備等の購買促進に取り組
む家畜市場を支援（１市場当たり助成上限額100万円以内）

３　事業実施主体
２の（7）、（8）：（社）全国肉用牛振興基金協会

４　所要額（補助率）
　4,451百万円（定額、１／２以内等）
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国産食肉需要構造改善対策事業（拡充）
１　事業の目的

低迷する国産牛肉の消費拡大を図るため、国産食肉への理解醸成や国産食肉の需要・販路拡大を強化する。
２　事業の内容
（1）国産牛肉の地域ブランド化等の推進
（2）国産食肉への理解醸成の推進

ア　産地等理解醸成交流会事業（強化）
新たに大都市圏の食肉小売店やイベント会場等において、国産牛肉の知識普及と併せ試食会等を実施することにより、需要拡大を

強化する。
イ　食肉情報提供体制構築対策（強化）

国産牛肉の消費拡大を目的とする食肉情報シンポジウムや、消費者や管理栄養士等を対象とした料理講習会、国産牛肉を使用した
家庭料理の普及を図るためのセミナー等を追加的に実施する。

（3）国産食肉の需要・販路拡大の推進
国産食材活用型食肉加工品製造促進事業（強化）
食肉加工事業者による製品開発に加え、冷凍食品や惣菜製造業に商品を供給する新たな販路拡大を図るため、生産者団体等による牛

肉惣菜等の開発を強化する。
３　事業実施主体

２の（2）：（財）日本食肉消費総合センター
（3）：生産者団体等

４　所要額（補助率）
　1,300百万円（定額、１／２以内）

家畜飼料特別支援資金融通事業（拡充）
１　事業の目的

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。
２　事業の内容

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1.45％（平成20年10月21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（拡大）

肥 育 牛：100千円／頭（40千円）
乳 用 牛： 50千円／頭（30千円）
繁殖雌牛： 12千円／頭（ 8千円）
豚　　　：　9千円／頭（ 8千円）
鶏　　　： 45千円／ 100羽（40千円／ 100羽）

（注）貸付限度額の（　）内は改定前の金額
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
⑦　県酪農協等に対する融資（運用改善）

県酪農協等が一括して資金を借り受け、乳代に飼料費融資分を上乗せし、乳代が高くなる季節に返済を行う方法を新たに措置（貸付
は平成21年３月まで）

３　事業実施主体（社）中央畜産会
４　融資枠680億円

（経営支援課　石川　正志）

２　事業の内容
（1）肥育牛経営緊急支援事業
（2）乳用種牛肉需要拡大緊急対策事業
（3）肥育牛経営強化推進指導事業
（4）肥育牛経営改善緊急集団支援事業（追加）

農協等が生産集団としてまとまって、共同出荷に係る出荷先の調整、肉質低下の軽減等の取組を行い、その結果を分析し、より効果的
な販売方法等を検討する場合に、農協等を通じて肥育牛生産者に集団取組奨励金を交付する。
○対象出荷時期：平成20年12月～ 21年１月
○集団取組奨励金：出荷牛１頭当たり５千円以内

３　事業実施主体
２の（4）：（社）中央畜産会

４　所要額（補助率）
　4,046百万円（定額、１／２以内）
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2008東日本ディリーショー
受賞結果

宮城県ホルスタイン改良同志会

秋空のもと、平成20年10月23日（木）岩手県雫石
町全農岩手県本部中央家畜市場において盛大に開催
されました。

宮城県からは10頭出品し、北海道恵庭市　酪農家
中川尚人氏により審査が行われました。

宮城県入賞牛は下記のとおりです。
記

第１部５席
　エイトロール　ダーハムサム　ロマニティ

大崎市　　八巻　　誠　氏
第４部３席
　エイトロール　SC　サム　センセーション

大崎市　　八巻　　誠　氏
第５部２席
　リトルアイランド　GW　マーシャル

蔵王町　　小島　一也　氏
第７部１席
　ブラメリア　ロイ　マリア

丸森町　（有）半澤牧場
第８部１席（リザーブインターミディエイト　チャンピオン）
　ベリーエフ　ダーハム　ベニ

丸森町　（有）半澤牧場

（有）半澤牧場出品牛（ベリーエフ　ダーハム　ベニ号）

第48回仙台牛枝肉共進会報告

全国農業協同組合連合会宮城県支部

農林水産祭参加　第48回仙台牛枝肉共進会は、11

月３～６日の４日間　仙台中央食肉卸売市場におい

て開催され、盛会のうちに終了しました。

〔チャンピオン牛〕

（第１部）

黒毛和種去勢の部

出品者：千葉　盛（JAみやぎ登米）

血　統：父　　　茂　勝

　　　　母の父　北国７の８

規　格：A5　　　枝肉重量：448.5kg

枝肉単価：10,000円

（第２部）

黒毛和種雌の部

出品者：千葉　昭浩（JAいしのまき）

血　統：父　　　百合茂

　　　　母の父　宮福茂

規　格：A5　　　枝肉重量：441.0kg

枝肉単価：8,000円

（畜産部　畑山　和夫）

（家畜改良課）
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月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12
月
１
月

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）12・１月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・12／31（水）第34回 桐花賞（ファン投票）（水沢）
・１／２（金）第35回 金杯（水沢）
・１／12（月）第９回 トウケイニセイ記念（水沢）

水　沢水沢 水　沢 水　沢 水　　　沢

水　沢 水　沢

〈畜試便り〉
ヒトデのたい肥化技術について

宮城県畜産試験場
沿岸域の主要な漁業である刺網、底曳き網において、ヒトデが大量に混獲され、漁獲効率の低下を起こし

て問題となっています。安定した漁業生産を維持するためには、ヒトデを陸揚げし、たい肥化処理する方法
について検討しました。

ヒトデは、たい肥化する際臭気が発生するため、たい肥センターでの処理が困難でした。今回、臭気の発
生を抑えるため、腐敗する前の新鮮なヒトデを水産現場でたい肥化する技術開発に成功しました。
＜たい肥化の方法＞

新鮮ヒトデ１（重量比）＋完熟たい肥３（重量比）＋モミガラ（容積重調整700㎏ /ｍ3以下に）＋廃植物油（全
体重量の５％）を混合し、通常のたい肥化と同様に管理することで臭気の問題なくたい肥化できました。

廃植物油を添加し（写真１）、切り返しを十分行うことで、発酵温度は約70℃まで上昇し、たい肥化は順調
に進みます（図１）。図２、３に示すとおりたい肥化過程の臭気は抑えられます。

図１　廃植物油添加の有無による温度変化

図２　廃植物油添加での臭気発生 図３　廃植物油無添加での臭気発生

写真１　廃植物油の添加

Ｎ P2O5 K2O CaO MgO As Cd Hg
牛ふんたい肥 2.0 1.8 4.4 2.6 1.2 0.5 0.07 0.02
ヒトデたい肥 1.9 1.7 2.6 4.3 1.1 2.4 0.39 0.04
参考（ヒトデ単体） − − − − − 5.1 ND 0.09
有害成分最大値 50.0 5.00 2.00

（草地飼料部環境資源チーム　日野　義彦）

表１ ヒトデたい肥の成分

※有害成分最大値は、下水汚泥肥料等の規制基準値

乾物（％） 乾物（ppm）

※臭気は、サンプル１㎏を20リットルの容器に１時間密封し、検知管で測定。

＜ヒトデたい肥の成分＞
できたたい肥の成分的特徴は、ヒトデ自体が炭酸カルシウムを多量に含んでいるため、通常のたい肥より

カルシウム含量が高くなり、逆に、ヒトデ混合でカリウム含量が低くなる特徴を持っています。
ヒトデたい肥の重金属含量は、下水汚泥肥料等の規制基準値より低く問題ありませんでした。（表１）
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〈衛生便り〉

エゴマ枝葉給与による
中毒事例について

仙台家畜保健衛生所

最近の健康志向により健康・機能食品が注目さ
れ、色々な商品が発表されています。畜産分野でも
様々な成分を添加した飼料を給与し、生産された鶏
卵・肉類が販売されています。αリノレインが含ま
れるエゴマの荏油（えのあぶら）も健康食品のひと
つであり、飼料に添加給与され飼育された豚肉が販
売されています。エゴマ種子は“じゅうねん”とし
て古くから食用として利用されています。しかし、
エゴマの葉にはペリラケトンやエゴマケトンが含ま
れ、これら成分や甘藷黒斑病が発生したサツマイモ
が産生するファイトアレキシンのイポメアノールと
類似の構造をしています。この成分を摂取した牛は
急性肺水腫や間質性肺炎を引き起こします。アメリ
カでは中毒事例があり、給与試験では呼吸数増加や
呼吸困難、流涎が観察され、重症例では23時間で死
亡しました。感受性はマウスで高く、続いてウサギ、
ハムスター、ヒツジ、ラット、ウシ、イヌ、ブタの
順です。

管内で自栽培していたエゴマの枝葉をヤギに給与
し翌日急死した事例がありました。臨床症状は元気
消沈でしたが、病理学的所見で重度な胸水貯留を伴
う肺水腫（重度なうっ血及び水腫を伴う急性間質性
肺炎）が認められました。飼養者はエゴマ種子の有
用性は知っていましたが、葉に中毒成分が含まれて
いることには認識がなく、枝葉の有効利用としてヤ
ギに給与したために起こった事例でした。販売され
ているエゴマは種子であり葉等は含まれませんが、
自栽培等により枝葉の処理として給与を検討するこ
ともあるかと思いますが、中毒を引き起こしますの
で給与しないで下さい。

もし、誤って給与し中毒症状等が認められた場合
は、直ちに給与を中止し、最寄の家畜保健衛生所（畜
産振興部）または獣医師に連絡してください。

（防疫班　髙橋　幸治）

〈実践大学校生の抱負〉

私の将来の夢
宮城県農業実践大学校畜産コース
2年　肉牛専攻　佐々木　卓也

現在、私の家（栗原市志波
姫）では繁殖牛40頭と水稲
3.5haの複合経営をしていま
す。私は宮城県農業実践大
学校の畜産コースに入学し、
家畜人工授精師やその他の
資格取得を目指して日々取
り組んできました。卒論の
内容としては、牧草地での

雑草の除草効果について研究をしています。家畜人
工授精師に関しては国家資格のため学科、実習とも
に難しくとても大変でしたが取得することができま
した。

私は、実践大を卒業後は就農しようと考えていま
す。現在子牛の市場価格が下落し畜産農家に大きな
ダメージを与えていますが、私が就農後は機械化体
系を兼ね備えた畜産経営を目指し繁殖牛80頭、肥育
牛60頭の一貫経営を目指したいと思います。そのた
めには実践大で取得した家畜人工授精師や削蹄師な
どの資格を有効に活用していき、地域の核となれる
ように頑張りたいと思います。また現在家畜飼料の
方も原油の高騰の影響で値段が高くなっているた
め、できる限り低コスト化を目指した畜産経営を目
指していきたいと思います。そのため私は、休耕田
などを有効に活用し、牧草を始め粗飼料の中でも栄
養価の高い稲ホールクロップサイレージなども利用
していきたいと思います。リスクは大きいですが私
は話題になっているものは積極的に経営に取り入
れ、成果が良かったものに関しては地域の畜産農家
とコミュニケーションを取り合い、自分だけが安定
した経営を行うのではなく私の地域全体の畜産経営
を向上させていきたいと思います。

２年間の実践大学校生活も残りわずかとなりまし
たが残された授業や実習を積極的に取り組み、より
多くの知識や技術を身につけたいと思います。そし
て実践大学校で作った友達を大切にし、いつまでも
このネットワークを活用し将来の経営にも役立てて
いきたいと思います。


