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平成21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

平成21年度事業の推進については、国の畜産・酪農緊急
対策や県の酪農・肉用牛生産近代化計画に基づく畜産関
連施策について、県並びに関係団体と密な連携を実施す
るとともに、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、家畜改良事業等に積極的
に取り組み畜産経営の安定と本県畜産の振興を図ってま
いりますので、何卒よろしくご指導ご協力を賜りますよ
うお願いいたします。

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、下記の事項を実施する。
（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．畜産生産基盤育成強化対策推進事業に係る経営支
援活動の対象となった畜産経営の実態把握業務
経営支援の対象となった経営事例について収益
性・生産技術に係る動向等を把握するとともに、指
導用資料としてとりまとめを行うため、情報を収集
する。
３．畜産特別資金指導推進事業

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。
４．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。
５．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
め調査指導及び新規開拓調査を実施する。
６．乳用種ヌレ子生産費等調査事業

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。
７．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。
８．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。
９．畜産生産性向上促進総合対策事業

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、地域勉強会の開催や相談窓口等
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

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．肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業
（1）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。

（2）肉用牛振興推進指導事業
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。

12．肥育牛経営緊急支援事業
肉用牛肥育経営等において、更なる収益性の悪
化に対処するため、肥育牛の生産性向上等に平成21
年度に取組んだ（平成21年４月から）肉用牛肥育経
営体に対して肥育牛の出荷頭数に応じた奨励金（ス
テップ奨励金・アップ奨励金）を交付し肉用牛経営
の安定に資する。
13.　新規参入円滑化推進事業経営指導等業務

新規参入円滑化対策事業による農協等から飼養管
理用施設等の貸付を受けた、肉牛繁殖経営の新規参
入者に対する経営改善等を図るため、個別経営指導、
優良事例集作成に係る会議及び調査を実施する。
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、地
域養豚振興促進事業、養豚生産性向上促進事業、養
豚環境問題クリア支援強化事業、養豚振興推進指導
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．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の専門委員

平成21年７月21日 第238号（　）2 （隔月１回発行）



会、指定獣医師の定例会議、研修会を開催、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（馬日本脳炎ワクチン接種、馬三種混合【日
本脳炎・破傷風・馬インフルエンザ】ワクチン接
種、馬インフルエンザワクチン追加接種）の徹底を
図る。
４．馬鼻肺炎流産予防接種推進事業

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（鼻肺炎ワクチン接種）の
徹底を図る。
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。
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。
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
（2）豚丹毒病ワクチン接種事業
（3）豚伝染性胃腸炎予防接種事業
（4）豚日本脳炎予防接種事業
（5）豚オーエスキー病ワクチン接種事業
（6）牛五種混合予防接種事業
（7）牛アカバネ病予防接種事業
（8）牛ヘモフィルス病予防接種事業
（9）牛炭疽病ワクチン接種事業
９．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ウィルスの侵入防止体
制の整備を図るため、養鶏農家等を対象に研修会を
開催するとともに指導資料を作成し配布する。
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。
11．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
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。
12．産業動物獣医師修学資金給付事業

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、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

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．子牛生産拡大奨励事業

子牛価格の低落時に、肉専用種繁殖経営者に繁殖
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、保留に対し奨励金を交付し子牛の生
産拡大に資する。
３．肉用子牛資質向上緊急支援事業

期間内に黒毛和種子牛を家畜市場で販売し、価格
が交付対象基準価格を下回った場合、販売子牛を生
産した黒毛和種繁殖雌牛に特定の種雄牛精液による
人工授精の取組、母牛更新した生産者に対して支援
交付金を交付し、繁殖経営の安定を図り、肉用牛繁
殖基盤の維持に資する。
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。
これを踏まえ農畜産業振興機構補助金及び生産者
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

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

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。
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平成21年度畜産業振興について
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21年度は、配合飼料価格が依然として高水準にあるため畜産経営の収益性が低下していること，また，
平成21年３月から乳価値上げに伴う牛乳の値上げで消費の減少が懸念されること，さらに，景気の後退によ
り消費者の低価格志向が強まる中，牛肉を中心とした食肉の消費が低迷し，牛枝肉価格の低落や肉用子牛価
格の低下などを招いている状況に対応し，酪農経営の改善，肉用牛および養豚経営の体質強化，飼料自給率
向上，畜産物の消費拡大などを図るため，価格関連対策が措置されたところであります。また、平成21年６
月に追加経済対策が出され、畜産関係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や公募により選ばれた全国団体
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

酪農関係対策 飲用需要変動対応
緊急支援事業（組
替新規）

　21年３月からの乳価引き上げに
伴う牛乳の値上げにより消費が減
少した場合、乳価が相対的に低い
加工向けの生乳が地域的に偏って
増加するおそれがある。
　このため、牛乳の消費減に伴う
プール乳価の低下による影響を最
大限緩和し、酪農家が安心して経
営に取組むことができるような
セーフティネットを構築する。

　生産者団体が四半期単位で実施する、牛乳の値上げによる消費減に伴い飲用
牛乳向けが減少（その他向けの用途が増加）した指定生乳生産者団体に対する

「とも補償」を支援する。

○補てん金　平均減少率を超える減少分　　30円/kg
　　　　　　平均減少率以内の減少分　　　20円/kg以内
○拠出金額　生産者団体　飲用牛乳向け１kg当たり23銭
　　　　　　助成金　　　飲用牛乳向け１kg当たり69銭

生乳不需要期支援
緊急対策事業（新
規）

　飲用仕向けの多い都府県におい
ては、生乳の季節的な需給変動に
応じた生乳生産が重要となってい
る。
 このため、生産者による不需要期
の供給抑制に資する取組に対し補
助し、もって、不需要期における
乳価下落の影響を緩和する補完的
セーフティネットを確保する。

　都府県の酪農生産者が、生産者団体が行う牛乳等の消費拡大のための取組に
参画し、かつ、早期乾乳等の取組を行う場合に、「不需要期支援交付金（経産
牛１頭当たり2,400円）」を交付する。

値上げがない場合

値上げにより減少
↓

飲用牛乳
向け

＊飲用牛乳向けが減少しその他の用途向けが増加

指定団体Ａ 指定団体Ｂ

20円/kg以内

30円/kg円
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項　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容
肉 用 牛 関 係
対策

肉用子牛資質向上
緊急支援事業（拡
充）

　肉用牛繁殖経営においては、子
牛価格の急激な低下により農家の
経営意欲が低下しており、繁殖雌
牛資源の減少が懸念される状況に
あることを踏まえ、肉専用種繁殖
経営の収益性の改善を図るため、
優良な種雄牛の精液による人工授
精又は優良な繁殖雌牛への更新に
よる子牛の資質向上や意欲的な飼
養管理の改善による繁殖性の向上
に取り組む肉用子牛生産者に対し
て支援交付金を交付する。

　地域で定める「肉用子牛資質向上促進計画」に基づき、肉用子牛生産者が交
付対象牛を生産した黒毛和種蕃殖雌牛について以下の取組を行うことを条件
に、支援交付金を交付する。

（1）優良な修牛精液による人工授精
（2）繁殖雌牛の更新

○交付対象者
　肉用子牛生産者補給金制度に加入する肉用子牛生産者

○交付対象牛
　家畜市場における取引価格が発動基準（40万円又は都道府県の平均取引
価格のいずれか低い額）を下回った肉用子牛

○支援交付金単価
　①優良な種雄牛精液による人工授精

発動基準を下回った場合　　１頭当たり10千円
発動基準を１万円以上２万円未満下回った場合　　１頭当たり20千円
発動基準を２万円以上下回った場合　　１頭当たり30千円
発動基準を３万円以上下回った場合　　１頭当たり40千円

※ただし、子牛販売時の母牛の年齢が12才未満の場合に限る（母牛の年
齢が10才又は11才の場合にあっては低能力牛を除く）

発動基準を４万円以上下回った場合　　１頭当たり50千円
※ただし、子牛販売時の母牛の年齢が12才未満であって（母牛の年齢が
10才又は11才の場合にあっては低能力牛を除く）、繁殖性向上の取り組
みを実施する場合に限る。

　②繁殖雌牛の更新
優良な繁殖雌牛への更新　　１頭当たり50千円
地域の改良方針等に基づく高齢繁殖雌牛（12才以上）の更新

肉用牛繁殖基盤強
化総合対策事業（拡
充）

　肉用牛の生産基盤は、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、地域の計画に基づい
て肉用繁殖雌牛を維持・増頭しな
がら肉用牛繁殖基盤の質的向上や
担い手の確保に資する対策を中心
に取組み、新規参入円滑化対策、
改良増殖対策、地域の特色ある肉
用牛振興対策と併せて実施するこ
とにより肉用牛生産基盤の安定的
な強化を図る。

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　肉用牛繁殖基盤強化対策
肉用牛繁殖基盤の強化を図るため、生産者集団等が計画を策定し、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繁殖雌牛導入促進　　　　　④繁殖基盤の整備（器具機材等の導入）
②酪農経営活用肉用牛増頭　　⑤肉用牛ヘルパー推進
③円滑な雌牛継承の推進　　　⑥経営内一貫生産方式の導入

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　地域内肉用子牛導入促進対策（拡充）
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。
７　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、高齢化が進展している
地域における肉用牛繁殖経営の支援組織及び円滑な経営継承事例実態調査を
行う。

また、直接交付方式に伴い、各県団体の事業実施状況の把握、事業効果の
評価等を行う。

肥育牛生産者収益
性低下緊急対策事
業（拡充）

　国内牛肉消費の減少に伴い枝肉
価格が低迷していることから、１
年以上の長い肥育期間を要する肉
用牛肥育経営においては、21年度
も物財費割れの状況が継続される
と見込まれる。
　このため、21年度も枝肉価格が
低迷した場合に対応できるよう本
事業の実施に要する補てん財源を
確保し、事業の円滑な実施により、
肉用牛肥育経営の安定を図る。

（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。

（2）（1）の事業の円滑な推進のため、生産性向上のための検討会の開催や指導
等を行う。

補てん金

補てん金

国 生産者

３ １

家族労働費 【マルキン】

【補完マルキン】

差額の８割を補てん

差額の６割を補てん
物
財
費

粗
収
益

⎧
⎩
⎧
⎪
⎩

⎫
⎭
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項　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容
肥育牛経営等緊急
支援特別対策事業

（拡充）

　肉用牛肥育経営については、導
入時の素畜価格と飼料費が高水準
の時期に肥育された牛が出荷され
ており、枝肉価格の低迷により、
収益性の悪化が続いている。この
ため、生産性の向上や飼料自給率
の向上の取組を推進することによ
り、肉用牛肥育経営の安定を図る。
また、生産者が環境対策の強化、
新たな国産牛肉需要の創出及び早
期出荷に取り組む場合に追加的な
支援を行い、肉用牛の生産・流通・
消費の振興を図る。

（1）肥育牛経営緊急支援強化事業
肉用牛肥育経営安定対策（マルキン事業）に参加する生産者が、①の取組

を行う場合にステップ奨励金を交付する。
また、この取組に加えて、②の取組を行う場合にアップ奨励金を交付する。
これらの奨励金は、マルキン事業の発動に連動して、四半期毎に交付する。

①基礎部分：ステップ奨励金　出荷牛１頭当たり10,000円（全品種共通）
下記の取組のうち、いずれか一つに取り組む。
　ア　生産性を高める畜舎づくりに資する取組
　　・　換気の改善・防暑又は給餌の改善　　・　新しい敷料の導入
　　・　害虫等の侵入防止又は人・車・資材の消毒
　イ　飼料自給率の向上に資する取組
　　・エコフィード、農場副産物の活用　　・　自給飼料の生産・利用

②加算部分：アップ奨励金　出荷牛１頭当たり7,000円（全品種共通）
①の取組に加え、下記の取組のうち、いずれか一つに取り組む。
　・　水質検査の実施　　　　　　　　　　・　害虫駆除機器の導入
　・　臭気検査の実施又は消臭剤の使用　　・　たい肥成分分析の実施
　・　新規国産牛肉（子牛肉）の需要創出　・　早期出荷の実施

※　加算分の交付に当たっては、自主的な牛肉の販売促進を行うため、生産
者は拠出するよう努めるものとする。

（2）肥育牛経営強化推進指導事業
（1）の事業の円滑な推進のための会議の開催、支援及び指導等を行う。

（3）高品質乳用種等素牛生産推進事業
高品質な乳用種等素牛を生産するため、地域ぐるみで生産方式のあり方の

検討等を行う。
肉用牛生産性向上
緊急対策事業

　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

①　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
②　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、簡易牛舎、衛生資材等の導入

平 成21年 度
補 正 予 算 事
業（国）

優良繁殖雌牛更新
促進事業（新規）

　遺伝的資質の優れた肉用牛繁殖
雌牛の導入を支援することにより、
繁殖雌牛の更新を促進し、肉用牛
の資質向上を図る。

　繁殖雌牛更新計画に基づき、低能力の繁殖雌牛をとう汰した肉用牛繁殖農家
に対して優良繁殖雌牛の貸付等を行う農協等に対し、優良繁殖雌牛の導入費用
の一部を助成し（１頭当たり最大20万円）、優良繁殖雌牛への更新を支援する。
・事業の仕組み
　①　農協等が、高能力な雌子牛を購入し、繁殖農家へ５年間以上貸付。
　②　繁殖農家は、当該雌牛の貸付を受けるに当たり、
　　・低能力な繁殖雌牛のとう汰
　　・貸付を受けた雌牛の５年間以上の飼養
　　等を行うことが必要。

畜産経営維持緊急
支援資金融通事業

（新規）

　景気低迷の影響を受けた畜産物
価格の低下等により、負債の償還
が困難となっている大家畜（酪農・
肉用牛）及び養豚経営農家に対し、
長期・低利の借換資金を融資する
ことにより、経営の安定を図る。

　平成21年度から22年度の2年間において、償還が困難な負債の一括借換を行
う資金を融通する金融機関に対して利子補給を行う。なお、貸付後２年間につ
いては、利子補給を上乗せすることで無利子とする。

○償還期間等 大家畜 養豚
・融　　資 450億円 50億円
・償還期間 25年（５年） 15年（５年） （　）内は据置期間
・貸付利率 1.7％ （平成21年4月10日現在）
・貸付期間 平成21年度〜22年度

⎧
⎪
⎪
⎪
⎩

⎫
⎪
⎪
⎪
⎭

⎧
⎪
⎩

⎫
⎪
⎭

（企画管理班　後藤司朗）
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平成21年度全農宮城県本部・畜産部事業方針について
全農みやぎ畜産部

平成20年度は金融危機による世界的な景気悪化が進行して、消費動向は予測以上に大幅に落ち込み、国産
枝肉相場の下落につながりました。
また、飼料価格高騰等により生産コストの上昇を招き畜産生産農家経営を圧迫し、今後も一層厳しい状況
が続くものと考えられます。
こうした情勢を踏まえ、21年度事業計画では主に肉牛の銘柄牛「仙台牛」「仙台黒毛和牛」普及推進を図り
ながら、買参者・消費者との交流等を積極的に進め生産者の意欲向上と経営安定支援を図ります。また子牛
市場価格が長期的に低迷しているため、「子牛市場価格評価向上対策」を中・長期的に指導強化を進めながら
生産農家経営安定を図り、特色ある素牛生産をめざします。さらに、肉豚生産販売における銘柄豚の普及推
進を図りながら、新たな養豚生産システム事業等を取り入れ、生産基盤拡大と安定供給を目指します。畜産
部重点実施具体策は次の通りです。

１．畜産農家・酪農家の生産拡大支援（畜産基幹産地登録制度による生産基盤維持・拡大）
（1）和牛素牛の増産と担い手確保の取り組み
・意欲ある既存繁殖農家の規模拡大
・計画的供卵牛供給体制の整備
・ＥＴ和牛子牛の増産
・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

２．輸出の取り組みによる販売強化
３．飼料自給率向上に向けた取り組み強化
（1）国産稲わらの自給率拡大
（2）未利用稲わらの利用拡大
（3）農作業受託による自給飼料の生産拡大
４．畜産環境対策の取り組み強化（資源循環型農業の普及推進）
５．畜産販売事業の強化（地産地消の取り組み強化、ブランド戦略など）
（1）仙台牛、仙台黒毛和牛、宮城野豚、しもふりレット等の銘柄推進と販売強化
６．商品開発の促進・普及
（1）飼料米利用によるブランド化推進
７．生乳計画生産の着実な実行
８．効率的な事業体制の構築による県域事業の経営確立・競争力強化
（1）畜産販売・酪農事業の強化
（2）生体販売（家畜市場）の競争力強化
・県内外出荷・購買推進による成畜市場開設
・授精卵生産指導による取扱頭数の拡大
・乳牛・和牛妊娠牛の生産基盤対策販売強化
・和牛素牛出荷日令短縮による評価向上対策

（畜産部　菅原勝則）
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宮城県農業大学校学生募集（推薦入校試験）

本校の前身である宮城県農業実践大学校は、農業
の近代化と経済社会の発展に対応できる、高度な知
識・技術を身につけ優れた農業経営者と農村地域の
指導者を育成することをねらいとして、昭和52年４
月に設立されました。
平成20年７月には学校教育法に基づく専修学校の
機能を付加し、平成21年４月から校名を「宮城県農
業大学校」に変更し新たなスタートを切ったところ
です。
平成22年度入校の学生募集要項が決定し、下記に
より推薦入校試験が行なわれますので、多数の出願
をお待ちしております。
詳しくは、宮城県農業大学校教務部学生班（電話
０２２−３８３−８１３８）までお問い合わせくだ
さい。

「父の日に牛乳（ちち）を贈ろう！」キャンペーンを実施しました！

東北酪農青年婦人会議（黒沢寛寿委員長）は、今
年も牛乳消費拡大キャンペーン「父の日に牛乳（ち
ち）を贈ろう！」を仙台市内で実施しました。
このキャンペーンは、栄養価に優れたおいしい牛
乳の素晴らしさを酪農生産者自らが消費者にアピー
ルし、健康な身体づくりのため牛乳をもっと飲んで
もらおうという目的で始まったものです。
どうして「父の日」を選んだのかということにつ
いては、一つには「ちち（父）＝ちち（牛乳）」の
語呂合わせが誰にでも覚えやすいことがあります。
もう一つは、毎日遅くまで働いてストレスのたまっ
たお父さんの健康管理に、イライラを抑えるカルシ
ウムがたっぷりで栄養バランスに優れ、手軽に飲め
る牛乳が最適だからです。
もちろんお父さんだけでなく、家族みんなで牛乳
の素晴らしさを再認識し、毎日飲んでもらいたいと
いう願いもあります。
また、今年のキャンペーンでは、酪農そのものに
も親しみを持っていただこうと、子牛ふれあいコー
ナーを設けました。
キャンペーンは、まず６月13日（土）にみやぎ生
協セラビ幸町店で実施しました。店内での宮城県産
直牛乳の飲み比べ、グッズ配布とともに、店舗駐車
場横に「子牛ふれあいコーナー」を設けました。
当日は、子牛の到着を待つ子ども達が朝から集ま
りました。「牛さん、まだかなー」と待ち遠しそう
にしていました子ども達ですが、子牛が到着すると
「本当に牛さんだー。」と歓声をあげ、子牛の頭や身
体をやさしく撫でていました。
18日（木）には、宮城県庁駐車場に「子牛ふれあ
いコーナー」を設けました。県庁職員、来訪者は突

◇募 集 人 員
畜産学部15名、水田経営学部15名、園芸学部15名、
アグリビジネス学部10名
◇応 募 資 格　学校長推薦又は市町村長推薦
◇募 集 期 間　９月18日（金）〜10月１日（木）

当日消印有効
◇試 験 日 時　10月15日（木）午前９時45分〜
◇合格発表日　10月21日（水）午前10時
◇試 験 場 所　宮城県農業大学校名取本部教場
◇試 験 科 目　①筆記試験　小論文

（60分　450字以上800字以内）
　　　　　　　②面接試験　個人面接（15分程度）
◇専修学校のメリット
①卒業生に「専門士」の称号が付与される
②卒業生の４年制大学への編入学が可能となる
③（独）日本学生支援機構の奨学金が利用できる

然の子牛の登場にビックリ。「どうして子牛がいる
の？」と不思議そうにしていましたが、キャンペー
ンについて説明すると納得し、「かわいい」と携帯
電話で写真を撮ったり、頭を撫でていました。
そして、午後１時からは村井知事に子牛への哺乳
体験を行っていただきました。搾乳体験はあるとい
う村井知事ですが、哺乳体験は初めて。哺乳ビンを
引っ張る子牛の力には驚いていましたが、楽しそう
に哺乳していました。そして、「県民の健康を支え
るおいしい牛乳を、皆さんにもっと飲んでいただき
たい。」と牛乳の消費拡大を取材に訪れたテレビや
新聞に呼びかけていただきました。
少子高齢化や茶系・機能性飲料との競合により消
費低迷が続く牛乳ですが、こうしたキャンペーンに
より一人でも多くの消費者に牛乳の素晴らしさを
知っていただき、毎日の健康管理のために牛乳を
もっと飲んでいただきたいものです。

（全酪連仙台支所　石本文樹）
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第45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21年６月23日（火）みやぎ総合家畜市場にお
いて開催し、北海道岩見沢市酪農家今西善也氏によ
り57頭の出品牛について審査が行われ盛会裡に終了
することができました。
開催にあたり多大なるご協力を賜りました関係各
位に心よりお礼申し上げます。
なお、上位入賞牛は下表のとおりです。

新ランドレース種系統豚
「ミヤギノL2」の配布案内

宮城県畜産試験場

平成15年度から開始した新たなランドレース種の
系統造成が平成20年度に終了し、平成21年３月19日
に日本養豚協会から第40番目の系統豚「ミヤギノ
L2」として認定されました。
認定項目は１日平均増体重、背脂肪の厚さ、初産
総産子数、マイコプラズマ性肺炎病変スコアの４項
目です。
維持群の大きさは、雄10頭、雌48頭で、今年２月
から４月までに１産目の分娩が終了し、下表のとお
りの繁殖成績を示しております。
これらの産子は、４週齢で離乳、７週齢時に一次
選抜（①発育が良好のもの、②正常な乳頭が左右
にそれぞれ７個以上あるもの、③歩様の良いもの）
し、１腹当たり約２頭の育成を選抜しております。
なお、配布時にはさらに発育（１産目育成雌59頭
30kg〜60kg平均852.0kg／日）や歩様をチェックし
最終的な配布豚を決定することとしております。
今年度の配布は、７月中旬頃から開始し、価格に
ついては、配布時体重70kg以上で94,500円（税込み）
としております。
配布希望がございましたら、事前に家畜保健衛生
所、地方事務所畜産振興部及び当場へご相談下さい

（種豚家きん部　鈴木英作）

世代 腹数
（頭）

交配
（頭）

産子
（頭）

哺乳開始
頭数（頭）

離乳頭数
（頭）

育成
（％）

生時体重
（kg）

３週時体重
（kg）

G0 33 14 8.2 7.8 7.0 89.9 1.36 5.14
G1 50 13 11.8 11.2 9.8 87.5 1.25 5.73
G2 44 15 12.0 11.6 10.2 87.9 1.28 5.46
G3 48 15 11.3 10.6 9.7 91.0 1.24 5.94
G4 47 15 11.7 11.2 10.2 90.9 1.26 5.54
維持
1産目 43 10 12.2 11.6 10.4 89.4 1.28 5.56

前ミヤギノ
完成世代 10.7 9.6 8.4 83.6 1.2 5.5

繁殖成績

《グランドチャンピオン》
種別 出品№ 名　　　　　号 住　所 氏　名
未経産 404 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 804 ブラメリア　メトロ　シアトル 丸森町 ㈲半澤牧場

《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 305 エイトロール　ダーハム　サム　ロマニティ 大崎市 八巻　　誠
経産 502 ブラメリア　セプト　ガール 丸森町 ㈲半澤牧場

《シニアチャンピオン》
部 出品№ 名　　　　　号 住　所 氏　名
8 804 ブラメリア　メトロ　シアトル 丸森町 ㈲半澤牧場

《リザーブシニアチャンピオン》
部 出品№ 名　　　　　号 住　所 氏　名
8 806 ブラメリア　ラモン　ミナミ 丸森町 ㈲半澤牧場

《インターミディエイトチャンピオン》
部 出品№ 名　　　　　号 住　所 氏　名
5 502 ブラメリア　セプト　ガール 丸森町 ㈲半澤牧場

《リザーブインターミディエイトチャンピオン》
部 出品№ 名　　　　　号 住　所 氏　名
6 602 イチジョウファーム　ロイレーン　プリンセス　コラ 丸森町 荒　　　修

《最優秀賞》
部 出品№ 名　　　　　号 住　所 氏　名

1
111 ナガイファーム　セプテンバー　ミック 丸森町 長井　　勝
114 リトルアイランド　タイタニック　ダーハム　サム 蔵王町 小島　一也

2
201 イチジョウファーム　ドレーク　プリンセス　コラ 丸森町 一條　　薫
204 申請中 美里町 佐々木慎一

3
305 エイトロール　ダーハム　サム　ロマニティ 大崎市 八巻　　誠
303 ナガイファーム　ルディー　アイ 丸森町 長井　　勝

4
404 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
406 ヘイベイ　ブラック　ゴールドウィン 加美町 伊藤　忠博

5
502 ◎ブラメリア　セプト　ガール 丸森町 ㈲半澤牧場
505 エイトロール　SC･サム　センセーション 大崎市 八巻　　誠

6
602 ◎イチジョウファーム　ロイレーン　プリンセス　コラ 丸森町 荒　　　修
605 ブラメリア　ダンディー　マコ 丸森町 ㈲半澤牧場

7
704 TG61　タイデイ　ジエスロ 丸森町 ㈲半澤牧場
710 ◎ヘイベイ　エリック　サム 加美町 伊藤　忠博

8
804 ◎ブラメリア　メトロ　シアトル 丸森町 ㈲半澤牧場
806 ブラメリア　ラモン　ミナミ 丸森町 ㈲半澤牧場

9
904 ◎ジョイフル　レインボー　サトー 涌谷町 菅原　啓緒
901 KH　チョイス　ボーイ 丸森町 半沢　健一

＊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）

育成雌（約４ヶ月齢、70kg）
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〈畜試便り〉
ことしはどんな雑草が生えてますか？

宮城県畜産試験場

ご存じのとおり、作物を栽培する場合の大きな敵の一つに雑草がある。我々は自分の作りたい作物にだけ、
大事な日光や肥料を与えてたくさん収穫したいと願う。しかし、この敵のキャラクターの種類は、テレビゲー
ムのドラゴンクエストに出てくるモンスターの比ではない。この種が憎らしいほどこちらの嫌がるタイミン
グで芽を出す。敵ながらあっぱれといいたい所だが、雑草魂を褒めてばかりもいられない。そのままでは作
物が負けてしまう。
家庭菜園では当たり前だが、試験場の試験圃でも手で除草しなければならない場面がある。そんなとき、
いちいち名前など確認してはいられない。とにかく作物が負けないようにせっせと草取りしなければならな
い。収穫の時期ならなおさらだ。収穫に手一杯で、作物の下で “来年こそ繁茂してやる” と、こちらの隙を
狙っている下草など目にも入らない。
特に新しく侵入するものは、初めは目立たないのが当たり前だ。強敵が名前も知られず、徐々に広がって
ゆく。
そんな強敵の一つがワルナスビだ（画像は下記サイト参照）。畜産試験場の草地にも数カ所に生えている。
今それは隔離して管理されている。現在のところ特効薬が無く、何でも枯らすグリサホート剤をかけても、
他の植物と一緒に地上部は一度枯れるが、少し経つと茎の数を増やしてモコモコと現れるという厄介者であ
る。その上、茎葉・果実には有毒物質ソラニンをたっぷり含み、大きく固いトゲがぎっしりと生えている。
放牧地にでも侵入されたら牛は食べないだけではない。トゲが痛いので近づかず、そのため夏の盛りに我が
世の春と広がっていく。それなのに、指導書・マニュアル等には、現在のところ有効な防除法は示されてい
ない。見つけたら早く抜き取ること。少しの根っこでも広がるから、その圃場に入ったらトラクタやロータ
リーはよく洗うこと。これしか対処法はない。牧草地のガンのようなものだ。早期発見が唯一の対処法であ
る。
仙台駅のペデストリアンデッキの植え込みに、ワルナスビが生えているという情報があったので、ちょっ
と覗いてみた。生えていたのはイヌホオズキ、同じナス科なので似ている。ワルナスビほどたちが悪くない
が、こちらも特に大豆畑では嫌われる雑草である。よく見るとその他にも、オナモミ、ヨウシュヤマゴボウ
など、家畜に有毒で厄介な植物が生えていた。ここまで種を運んできたのは鳥か人、まあここは植木屋さん
か誰かが引っこ抜いてくれるからいいだろうが、畑は除草剤で処理するか自分で抜くしかない。
除草剤は、それぞれ特徴がある。芽が出る前に使用しなければならない薬も多い。去年こういう草が生え
てきたんだけど何の薬を使ったらいいですか？と聞かれる。その時、他にはどんな雑草が生えてました？と
聞くことになる。敵は一つだけではない。そいつをたたくと他のやつが勢いづき、かえって被害が大きくな
ることもあるのだ。普段は目に止まりにくい雑草だが、強害雑草の写真を目に焼き付けて、来年のためにも
少し注意しておいたらいかがか。今がチャンスだ。敵を知れば百戦危うからずである。

（草地飼料部　天野）
写真で見る外来雑草（畜産草地研究所）
http://nilgs.naro.affrc.go.jp/db/weedlist/title.html
写真で見る家畜の有毒植物と中毒
http://niah.naro.affrc.go.jp/disease/poisoning/plants/contents.html

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 日 月 火 水

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
８
月
９
月

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）８・９月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・８／14（日）第14回 クラスターカップ　　・８／30（日）第35回ビューチフル・ドリーマーカップ
・９／13（日）第17回 青藍賞　　・９／20（日）第11回 ジュニアグランプリ　　
・９／27（日）第11回岩手県知事杯OROカップ

盛　岡 盛岡

水　沢

盛　　岡 水　沢 水　沢

水　沢 盛　岡 盛　岡
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〈衛生便り〉
薬事法の改正（平成21年6月1日施行）に
伴う動物用医薬品販売制度の変更について

仙台家畜保健衛生所
薬事法の一部を改正する法律（平成18年法律第69号）等
により、現行の一般用医薬品（大衆薬）の販売制度が大幅
に改正され、本年６月１日に施行されました。動物用医薬
品に関係する項目も変更がありましたので、その概要につ
いて解説します。
１　法改正の概要
（1）動物用医薬品販売業の許可の種類の変更

一般販売業と薬種商販売業は統合され、店舗販売業
となります。また、一般販売業の一形態であった卸売
一般販売業は、卸売販売業として新設されます。なお、
特例販売業については、人体薬では廃止され、動物薬
では、特例店舗販売業の許可を取得することで従来の
特例販売業と同様に動物用医薬品の販売が可能です。
配置販売業はそのまま残りました。

（2）販売品目及び販売資格の変更
各販売業者が販売することのできる動物用医薬品及
び販売するために必要な資格が変更になり、店舗販売
業・卸売販売業・配置販売業は薬剤師又は登録販売者
の配置が必要になりました。販売可能な動物用医薬品
については、薬剤師の配置されている営業所は全ての
医薬品、登録販売者の配置されている営業所は指定医
薬品以外の医薬品、特例店舗販売業は知事が許可した
医薬品（宮城県では上限20品目）となりました。

（3）法改正により以下について新たな規定が設けられま
した。
１）医薬品に関する情報提供・相談応需
動物用医薬品の適正使用のため、薬剤師又は登録
販売者は購入者等に対して必要な情報を提供するよ
う努め、相談があった場合は情報を提供すること。
２）医薬品の陳列
医薬品は、医薬品以外のものと区別して陳列しな
ければならないことが明記され、指定医薬品は指定
医薬品以外の医薬品と区別して陳列すること。
３）指定医薬品を取り扱う際の構造設備
指定医薬品を販売する場合は、購入者が侵入でき
ないような構造設備を設けること。
４）店舗管理者の指定
店舗販売業の店舗管理者は、指定医薬品を取り扱
う店舗は薬剤師であること、また指定医薬品以外の
医薬品を取り扱う店舗は薬剤師又は登録販売者であ
ること。
５）店舗における掲示
店舗販売業者は店舗の許可の区分の別、店舗開設
者の氏名又は名称、店舗管理者の氏名、当該店舗に
勤務する薬剤師又は登録販売者の別及び氏名、取り
扱う医薬品の区分、相談時の対応方法に関する説明、
営業時間並びに営業時間外に相談に対応することが
できる時間及び連絡先について、店舗の見やすい場
所に掲示すること。
６）店舗販売業の業務を行う体制
店舗販売業の許可基準として、指定医薬品を販売・
授与する店舗は、指定医薬品を販売・授与する営業
時間内は薬剤師が常時勤務すること。指定医薬品以
外の医薬品を販売・授与する店舗においては、当該
医薬品を販売授与する営業時間内は薬剤師又は登録
販売者が常時勤務すること。

２　経過措置
（1）一般販売業及び薬種商販売業

既に許可を取得している一般販売業者及び薬種商販
売業者は、平成24年５月31日までは現在の許可で業務
を営むことが可能であり、移行期間中に許可更新をす
ることもできます。ただし、平成21年６月１日から「医
薬品に関する情報提供・相談応需」、「医薬品の陳列」
及び「店舗管理者の指定」の規定が新たに課されます。

（2）特例販売業及び卸売一般販売業
既に許可を取得している特例販売業者は、平成21年
６月１日以降、特例店舗販売業者とみなされ、みなし
許可の有効期限は現行の特例販売業の許可の残存期間
となります。有効期限後も業務を継続する場合は、特
例店舗販売業者として許可更新をする必要があります。
既に許可を取得している卸売一般販売業者は、平成
21年６月１日以降、卸売販売業者とみなされ、みなし
許可の有効期限は現行の卸売一般販売業の許可の残存
期間となります。有効期限後も業務を継続する場合は、
卸売販売業者として許可更新をする必要があります。

これらの動物薬事関連で不明な点がございましたら、最
寄りの家畜保健衛生所に御相談ください。

（防疫班　國井　洋）

〈農業大学校生の抱負〉
私の目標

宮城県農業大学校畜産学部　2年
肉牛専攻　高橋　　司
私の家の経営内容は黒毛和
種繁殖が主な経営で、親牛12
頭、育成牛２頭の計14頭を飼
養しています。その他に水田
が３haあり、草地が45haあ
るので、稲ワラや籾殻、牧草
には困らないような複合経営
を営んでいます。父と母が２
人で経営しているので、卒業

後は就農して家を継ぐ予定でいます。その際に私は
牛舎を増築して今の頭数より増やしていくことが私
の将来の夢です。
この将来の夢が今では目標になり、昨年の４月に
畜産の技術や知識の習得を目指して、宮城県農業大
学校に進学しました。入校して１年が過ぎ、名取教
場から岩出山教場に移り、宮城県畜産試験場での実
習と講義を受けています。この学校に入校した目的
は畜産関係の資格を取ることです。主な資格は、家
畜人工授精師の資格です。繁殖農家の私には必要な
資格なのです。この資格を取得することが出来たの
ならば、私は家の経営を見直し家畜改良に取り組み
たいです。
我が家では家畜人工授精を近所の獣医師や授精師
に任せています。そのままでも経営は成り立ちます
が、授精適期に授精する事が難しくなると思うので、
私自身が授精師の資格を取得して授精適期に授精出
来れば受胎率向上に繋がり、家畜改良にも繋がると
考えています。
このように増頭して、毎月の子牛市場に２頭以上
の出荷が出来れば、私の目標が叶うと思っていま
す。また、人工授精師の仲間を地域で作り情報交換
しながら経営出来れば良い経営になっていくと思い
ます。そして、地域に授精師として畜産振興に貢献
出来れば幸いです。また、この宮城県農業大学校と
県畜産試験場で習った事を将来の経営で活かせる様
に努力していきたいです。
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〈New face〉

ＮＯＳＡＩ宮城　中央家畜診療センター
高橋　知也

〈New face〉

宮城県畜産試験場　酪農肉牛部
渡邉　　智

はじめまして。私は今年、日
本獣医生命科学大学を卒業して
宮城県農業共済組合連合会に採
用されました獣医師の高橋知也
です。４月からの家畜診療研修
所での研修を経て、６月から中
央家畜診療センターへ配属とな
りました。
私は生まれも育ちも東京で、
小さい頃から犬やウサギを飼っ
ていたので、獣医師と言ったら
犬猫といった小動物を診るもの

と思っていました。そんな自分が産業動物の獣医師を
目指すきっかけとなったのは、大学２年生での牧場実
習でした。３泊４日という短い期間ではありましたが、
産業動物の獣医師の存在を知り、広大な農地で牛を診
たいという気持ちが湧きました。それから個人で牧場
実習に行き、農家の生活を体験させていただきました。
繁殖農家であるその農家は、忙しい中、牛舎の牛を１
頭１頭しっかり観察し、自分の牛に誇りを持ち、さら
により素晴らしい牛をつくろうとしています。そのよ
うな農家の牛に対する熱い気持ちを目の当たりにして、
将来、獣医師として農家のお役に立ちたいという思い
が強くなりました。
その後、大学では学べない現場実習を少しでも経験
しようと思い、大学の長期休暇を利用して、全国各地
の産業動物の診療を実習しました。いくつか実習した
中で、特にＮＯＳＡＩ宮城では、現場での先生方の熱
意や、勉強会に参加させていただいた時の先生方の、
研究からさらなる発見を見出そうとする熱心さに関心
させられ、宮城県で産業動物の獣医師をやろうと決め
ました。
現在は先輩獣医師とともに、往診をさせていただい
ています。先輩獣医師が簡単にすることに四苦八苦し、
必ずしも大学で学んだ通りにはいかない状況にぶち当
たり、悩みは絶えません。大学でも実際の牛を扱った
実習は少なく、牛を保定するのにもさえ一苦労の状態
です。このような状態で果たして農家に獣医師として
認めてもらえるのだろうかと不安に陥ることもしばし
ばです。しかし、そのような状況でも、教科書を読ん
で考えたり、また、治療していた牛の病気が完治し、
農家が喜んでくださったり、毎日充実した日々を過ご
しています。この仕事ができて、本当によかったと思っ
ています。
まだまだ一人前の獣医師にはほど遠い状態ではあり
ますが、１日１日を大切に、早く信頼される獣医師に
なれるよう努力していきます。また、農家の皆様のお
かげで産業動物の勉強ができることを忘れずに、常に
感謝の気持ちを持って、これからも診療や勉強をして
いきたいと考えています。これからもよろしくお願い
します。

はじめまして、平成21年４
月より宮城県畜産試験場の肉
牛チームに配属となりました
渡邉智と申します。出身は宮
城県仙台市です。
地元の高校を卒業後山形大
学に進学しました。私が畜産
の道に進むに至った理由は、
動物生理学の講義での先生の

言葉でした。「世界的に飢餓で亡くなる人が多い状
況で、人間と食べ物が競合しない反芻家畜は人類を
救う。」「ルミノロジー　イズ　キング　オブ　サイ
エンス。」この言葉と第一胃のすごさに魅せられ、
動物生産研究室に所属することとなりました。未利
用資源（副産物）を給与し、地球温暖化の原因であ
る、呼気から放出するメタンガスの抑制について卒
業研究として取り組みました。
大学卒業後、家畜改良センター宮崎牧場に４年
３ヶ月、同茨城牧場に９ヶ月、合計５年間社会人生
活を送りました。この５年間は豚の担当として、系
統造成、飼養試験、と場業務等に従事してきました。
その中でも、と場における枝肉の半丸割及び部分肉
解体作業が一番大きな経験となったと思います。
畜産試験場では、優良な種雄牛を造成するための
検定事業（直接検定、現場後代検定）また和牛肉の
不飽和度向上技術の開発を目指し、不飽和度を高め
る飼料による肥育試験に関する仕事をさせていただ
いています。牛について大学で少し携わった程度
で、全く初めてという状況の中、周りの方々が丁寧
に指導してくださり、質問に対しても丁寧に教えて
くださり恵まれています。日々新鮮な内容で取り組
める一方、自分の知識の無さ、自信のなさから、ど
うしても不安が先行してしまい戸惑ってしまいま
す。検定内容、管理、飼料給与技術、血統など早く
習得するため、上司、先輩、関係機関の方々の技を
たたきこんで、宮城県の和牛発展に貢献できる一員
として戦力となれるように、仕事に励みたいと思い
ます。今後ともよろしくお願いします。
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