
宮城県畜産協会ホームページみやぎの
畜産情報
発信基地

U  R  L   http://miyagi.lin.go.jp
Eメール  info@mygchiku.or.jp

も く
C O N T E N T S

じ

発 　 行 　 所

編 集 発 行 人

印 　 刷 　 所

題 　 　 　 字

木　村　春　雄

宮城県知事　村　井　嘉　浩

㈱東北プリント

仙台市宮城野区安養寺三丁目11番24号

電話  022－298－8473

PRINTED WITH 

SOY INK ＴＭ 

古紙パルプ配合率 70％の再生紙と、
植物性大豆油インキを使用しています。

自給飼料増産に向けた取り組み･･･････････････････ 2－3

営農支援・粗飼料供給事業の取り組み････････････････ 4

宮城県草地協会の解散について（お知らせ）･･･････････ 4

 “牛乳・乳製品フェア2009”
ミルクの『ヒミツ』しってる？　開催について････････ 5

農林水産祭参加
第49回仙台牛枝肉共進会の開催について････････････ 5

家畜生産性向上研修会の開催について････････････････ 6

日本政策金融公庫資金の紹介････････････････････････ 6

第59回東北畜産学会宮城県大会が盛会裡に終了････････ 7

宮城県農業大学校学生募集（一般入校試験：前期）･････ 7

平成21年度宮城県総合畜産共進会盛会裡に終了･････ 8－9

〈畜試便り〉新技術活用による高能力乳用雌子牛
　生産システムの確立に向けて･････････････････････ 10

〈衛生便り〉妊娠牛と牛呼吸器病５種混合
　「生」ワクチンについて･･････････････････････････ 11

〈農業大学校生の抱負〉
　私の目標･･･････････････････････････････････････ 11

〈New face〉 ･･････････････････････････････････････ 12

茂洋産子!!「農林水産大臣賞」栗原和牛育種組合
平成21年度宮城県総合畜産共進会（平成21年９月19日　みやぎ総合市場にて開催）

平成21年９月24日 第239号 （　）（隔月１回発行） 1



自給飼料増産に向けた取り組み
宮城県畜産課

○県内の飼料自給率
本県の飼料自給率は、酪農・肉用牛生産近代化計画（平成17年11月策定）において、現況（平成15年）の28.5％を

平成27年までに39.8％まで引き上げることとしています。平成20年では36.8％まで上がってきており、今後は、平成21
年から平成27年の間に毎年0.4％ずつ向上することで目標を達成することができる見込みとなっています。
表１　県内飼料自給率の推移

○配合飼料価格の推移
平成18年度第３四半期から平成20年度第３四半期まで続いた配合飼料価格高騰は、トウモロコシ価格下落などの影

響により、平成21年１月からはやや落ち着きを取り戻しました。しかし、今後も穀物相場の影響により再び高騰する
とも懸念されています。

そのため、これまでの輸入飼料に依存した畜産ではなく、自給飼料に立脚した畜産を推進していくため、県では飼
料価格高騰対策事業等による支援を行っています。

図１　配合飼料価格の動向

○県内の自給飼料生産状況
平成20年度の飼料作物作付面積は17,200haと前年度よりも1,200ha拡大しました。これは北海道に次いで全国第２位

の面積拡大となりました。特に、稲ホールクロップサイレージ（以下、稲WCS）は805ha、飼料用米は156haと前年度
を大きく上回る面積となり、今年度の面積も拡大傾向にあります。

しかし、10ａあたりの生産量は全国及び東北の平均値よりも大きく下回っており、今後、生産性の向上を図ること
により、さらに飼料自給率が伸びると期待されます。

生産性の向上を図るには10ａあたりの収量を上げる必要があります。
例えば、牧草では古くなった草地を更新し、県内に適した奨励品種を播種することや草地に侵入した雑草を防除す

ることが挙げられます。また、稲WCSでは食用品種よりも収量が約２割高い飼料用稲専用品種を多肥条件で栽培する
ことが挙げられます。

さらに、飼料用トウモロコシでは湿害を回避する耕うん同時畝立て播種栽培技術を導入するなどの技術面での改善
が挙げられます。
表２　県内の飼料作物作付面積の推移	 （単位：ha）

H15 H18 H19 H20 H27（目標）
飼料自給率（％） 28.5 31.5 33.7 36.8 39.8

年　度 総面積
主　な　作　物

牧　草 トウモロコシ 稲WCS 飼料用米
H18 15,400 13,000 1,570 249 9
H19 16,000 13,400 1,530 494 27
H20 17,200 14,100 1,520 805 156
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図２　10ａあたりの牧草生産量の推移　　　　　　　　　　　　　　　（単位：kg）

図３　10ａあたりの飼料用トウモロコシ生産量の推移　　　　　　　　（単位：kg）

○放牧の利用
県内には13ヶ所の公共牧場があり、このうち２ヶ所で周年放牧が行われています。
また、電気牧柵などを利用した簡易放牧は、低コストなうえ耕作放棄地や水田を有効に活用できることから、県内

でも利用が拡大されています。
表３　放牧利用実態（平成20年度調査結果）	 （単位：ha、頭）

表４　簡易電牧面積（平成20年度調査結果）	 （単位：ha）

○飼料用米の生産・利用
飼料用米は飼料価格の高騰により平成20年から生産が増加し、作付面積が156ha、さらに平成21年は約360ha（見込）

まで拡大してきています。栽培されている品種は、食用品種ではひとめぼれ、まなむすめ、ふくひびきなど、飼料用
稲専用品種では夢あおば、べこあおばなどとなっています。

収穫された飼料用米は、乾燥された後、飼料会社で配合飼料に混合され、畜産生産現場で利用されます。乾燥まで
が生産者負担ということで、食用米と比べると収益性が低いため、国では様々な助成事業を起ち上げて支援していま
す。県においても専用品種の活用を推進することで、収益性を高める支援を行っています。
表５　飼料用米作付面積の推移	 （単位：ha）

このような自給飼料増産の取り組みに対し、飼料生産、機械導入、飼料基盤整備等での支援事業もあります。詳細
については、最寄りの家畜保健衛生所または地方振興事務所畜産振興部までお問い合わせください。

（草地飼料班　庄司理津子）

経営地内放牧 共同放牧
面　積 頭　数 面　積 頭　数

乳 用 牛 20.8	 72 ― ―
肉 用 牛 151.1	 589 16 39
総　　計 171.9	 661 16 39

H18 H19 H20 H21（見込）
飼料用米面積 9 27 156 360

大河原管内 仙台管内 北部管内 東部管内 栗原管内 石巻管内 総　　計
放牧面積 10.9 22.1 6.4 1.8 65.7 79.7 186.6
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写真１　耕うん同時畝立て播種 写真２　簡易更新機
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営農支援・粗飼料供給事業の取り組み
社団法人宮城県農業公社

宮城県草地協会の解散について（お知らせ）

農業公社では平成13年度より稲発酵粗飼料（稲WCS）の収穫調製作業を実施し、平成21年度で９年目を迎
えております。

今年は県内全域で約787㌶の栽培が予定されており、うち公社作業受託面積は約340haとなっています。作
業は保有する専用収穫機９台により８月下旬から古川管内を皮切りに本格稼働しております。

この取り組みは、耕種農家が飼料用稲の栽培管理を行い、農業公社が専用収穫機により刈取り・梱包・ラッ
ピングを行って、調製された生産物（稲WCS）を畜産農家が利用する仕組みです。

生産物は耕畜連携による地産地消が基本ですが、供給側である耕
種農家が供給先の畜産農家を探すことが困難であることなどから、
平成17年度より農業公社が稲WCSを耕種農家から買い取り、県内
外の畜産農家へあっせん販売する「耕畜連携のお手伝い」をしてい
ます。耕種農家から買い取った稲WCSには畜産農家が安心して給
与できるように「生産履歴」を貼付して品質管理も行っています。

今後、稲WCSを利用したい畜産農家を募集しております。詳し
い内容、問い合わせについては宮城県農業公社牧場管理班（TEL：
022－275－9193）までお願いします。

【作業面積とあっせん販売個数】
Ｈ19実績 Ｈ20実績 Ｈ21計画 備　考

作業面積 214.4㌶ 336.5㌶ 340.0㌶
販売個数 11,000個 18,500個 18,500個

【収穫・給与ステージの目安】

【あっせん販売価格】
販売単価（１ロール当たり）
　◆庭先渡し
　　①4,500円（従来型）Ｗ＝280㎏前後
　　②4,800円（細断型）Ｗ＝300㎏前後

（牧場管理班　佐藤　光美）

出 穂 期 　乳 熟 期 糊 熟 期 黄 熟 期 　完 熟 期
（10日後）　　　　（10～25日後）　　　　　　 （25～40日後）　　 （40～50日後）

   乳 用 牛 向 け
肉 用 牛 向 け

40日 50日0 10日 20日 30日

当協会は、昭和35年８月、宮城県において「飼料資源開発のため草地の造成改良を促進し、その維持管理
の適正と高度化を図り、もって本県畜産振興に寄与する」ことを目的に、県内市町村、畜産団体、農業協同
組合等を会員として設立され、事業を実施してまいりましたが、今般、第49回通常総会により平成20年度をもっ
て解散をすることとなりました。

49年間の長きに渡り当協会へ賜りましたご支援、ご協力に対し心より感謝申し上げます。
なお、㈳日本草地畜産種子協会事業等当協会が実施してきた業務につきましては、㈳宮城県農業公社が継

承することとなりましたので今後ともよろしくお願いいたします。
平成21年７月28日　　

宮城県草地協会　　
会長　風間　康静　
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農林水産祭参加
第49回仙台牛枝肉共進会の

開催について
全農　宮城県本部　畜産部

“牛乳・乳製品フェア2009”
ミルクの『ヒミツ』しってる？

開催について
宮城県牛乳普及協会

農林水産祭参加 第49回 仙台牛枝肉共進会を下記
の内容にて開催することとなりましたので、多数ご
参観くださるようご案内申し上げます。

１．会期及び場所
⑴　会期　平成21年11月１日㈰～４日㈬
⑵　場所　仙台市宮城野区扇町六丁目３番16号
　　　　　仙台市中央卸売市場食肉市場

２．出品区分及び条件
⑴　肥育の完成されたもので、おおむね（±３％）

次のものとする。
部 品　種 区　分 条　　　件

第１部 黒毛和種 去　勢 枝肉重量390kg～520kg
第２部 黒毛和種 雌 枝肉重量320kg～450kg

※ただし、瑕疵のある枝肉は審査対象外とする。

⑵　出品牛は出品者において12ヶ月以上飼養され
最長飼養地が県内のものとする。

⑶　出品牛は血統明確なもので、これを証明する
書類（子牛登記書等）を有すること。

３．出品頭数及び屠畜・販売日
部 品　種 区　分 頭　数 屠畜月日 販売月日

第１部 黒毛和種 去　勢 150 11月２日 11月４日
第２部 黒毛和種 雌 50 11月２日 11月４日

計 200

（畜産部　畑山和夫）

近年の飲用牛乳消費の減少を踏まえ、消費者の安
全・安心な食品の安定した供給を求めるニーズに対
応し、１人でも多くの人に牛乳・乳製品を摂取して
いただき、牛乳は『栄養素密度』の高いバランス食
品『ミルクってサプリかも。』をキーメッセージに
牛乳の新たな価値を気付かせるイベントを実施いた
します。併せて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2009」と共同開催し、より効
果的なイベントといたします。

イベント内容としてミルクステージでは、ミルク
大鍋試食コーナーやミルクプリン料理講座、ミルク
の栄養バランスと美容についてのパネルディスカッ
ション、名探偵コナンの着ぐるみショー。ショッピ
ングモールでの各メーカーの牛乳・乳製品の販売
コーナー、酪農家が自ら絞った牛乳で作ったアイス
クリームの販売。その他にも会場内の各コーナーご
とにある “ミルクのヒミツ” を探しながら、食べて
学んで来場者に牛乳の必要性を呼びかけます。

私たちの生活に欠かせない牛乳・乳製品本来の良
さを消費者の皆様に実感頂き､ 絶対得する２日間に
なると思いますので是非ご来場下さいますよう、ご
案内申し上げます。

開催日時　　平成21年10月17日㈯、18日㈰
　　　　　　午前10時～午後４時迄

開催場所　　仙台市　「勾当台公園」

（宮城県牛乳普及協会  安倍芳則）
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日本政策金融公庫資金の紹介

日本政策金融公庫仙台支店

家畜生産性向上研修会の開催について

社団法人　宮城県畜産協会

設備投資の計画がある認定農業者の方は「スー
パーＬ資金」、飼料・燃油代高騰等の要因で資金繰
りにお困りの方は「農林漁業セーフティネット資
金」の活用をご検討下さい！いずれの資金も長期固
定・低金利で、皆様の経営改善に役立つ有利な資金
制度です。
スーパーＬ資金及び農林漁業セーフティネット資金について

スーパーＬ資金 農林漁業セーフティネット資金
ご利用いただける方 認定農業者

（農業経営改善計画を
作成して市町村長の認
定を受けた個人・法
人）

認定農業者
認定就農者
その他（一定の要件を
満たしている方）

資金の使いみち 農地の取得・改良・造
成
施設・機械の設備事業
経営の安定化
設備投資に伴う立上り
運転資金
法人への出資金

etc.…

不慮の災害や、社会
的・経済的な環境の変
化等により、資金繰り
に支障を来している場
合等に、経済の維持安
定に必要な資金

ご融資条件
融資限度額 個 人： １ 億5,000万 円

（特認３億円）
法人：５億円（特認10
億円）

一般：300万円
（特認：年間経営費等
の3/12以内）

償還期限 25年以内（うち据置期
間10年以内）

10年以内（３年以内）

　（※）貸付金利は、貸付時の金利情勢及び償還期間により変動します。最新の
金利は公庫等にご照会ください。

スーパーＬ資金の特徴としては、長期固定・低金
利以外に、一定の要件に合致すれば①国や地方公共
団体の利子助成が受けられる②無担保・無保証制度
が活用できる、等のメリットもあります。

なお、いずれの資金とも制度要件と融資に係る審
査が必要となります。

詳しくは、日本政策金融公庫農林水産事業までお
気軽にご相談下さい。

【問合せ先】
日本政策金融公庫仙台支店農林水産事業農業食品課

〒980-6011 仙台市青葉区中央4－6－1
 住友生命仙台中央ビル11階
 電話 0120－911－547

このたび、本県畜産経営の生産性向上と経営安定
に資するため、独立行政法人農畜産業振興機構の補
助を受け、下記により研修会を開催することとなり
ましたので、畜産農家及び関係指導者の出席を頂き
ますようご案内いたします。

１．主　　催　社団法人宮城県畜産協会
２．共　　催　宮城県農林水産部畜産課、宮城県畜

産試験場
３．開催日時・場所・内容等

⑴　酪　農
日　時：平成21年10月28日㈬10：30～15：00
場　所：大崎市岩出山「宮城県畜産試験場　

大会議室」
内　容：講演「乳牛の乾乳期の飼養管理技術

及び繁殖管理技術について」
講師　社団法人　家畜改良事業団

家畜改良アドバイザー　後藤　太一 氏

日　時：平成21年10月29日㈭10：30～15：00
場　所：大河原町「ララさくら会議室　蔵王

の間」
内　容：講演「乳牛の乾乳期の飼養管理技術

及び繁殖管理技術について」
講師　社団法人　家畜改良事業団

家畜改良アドバイザー　後藤　太一 氏
⑵　肉用牛

日　時：平成21年11月９日㈪10：30～15：00
場　所：大崎市岩出山「宮城県畜産試験場　

大会議室」
内　容：講演「肉用子牛の損耗を減らすために」

～出生時の管理、下痢・肺炎対策～
講師　磯動物病院（栃木県那須塩原市）

獣医師　山田　裕 氏

４．申込・問合せ先
社団法人　宮城県畜産協会　経営支援課

住所：〒983-0832
　　　仙台市宮城野区安養寺三丁目11番24号
TEL：022（298）8473　　FAX：022（292）5395
E-mail　info@mygchiku.or.jp
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宮城県農業大学校学生募集
（一般入校試験：前期）

第59回東北畜産学会
宮城県大会が盛会裡に終了

宮城県畜産試験場
本校の前身である宮城県農業実践大学校は、農業

の近代化と社会経済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による一般入校試
験（前期）が下記により行なわれますので、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。

◇募集人員（推薦入校試験分も含む）
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

◇受験資格　高等学校卒業者（平成22年３月卒業見
込みの者を含む）又はこれと同等以上の学力があ
ると認められ、本県農業の振興に貢献する意欲が
ある者

◇募集期間　11月20日㈮～12月３日㈭当日消印有効
◇試験日時　12月18日㈮　午前８時45分～
◇合格発表日　12月25日㈮　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
・必須科目（60分）国語総合
・選択科目（60分）数学Ⅰ、生物Ⅰ、農業科学

基礎、環境科学基礎から１科目を選択
・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

（宮城県農業大学校畜産学部　中條　満）

去る９月２日～３日の２日間にわたって、東北畜
産学会（会長：鈴木啓一東北大学教授）主催による
大会が、宮城県仙台市の東北大学大学院農学研究科
雨宮キャンパスで開催されました。

当大会は、東北６県の畜産関係の研究者が集まっ
て日頃の試験研究の成果を披露する、学会としては
最重要の行事です。東北６県の持ち回りで開催さ
れ、今年は宮城県が当番ということで、小野寺千一
宮城県畜産試験場長が大会長の任を努め、148名の
参加もあって大いに盛り上がりました。

先ず山口東北大学教授より、通常の２倍の筋肉量
遺伝子を持つ日本短角種がおり、低脂肪で柔らかい
肉である点など、牛肉の将来像について講演されま
した。

続いて、学会功労賞を受賞された内田宮城県農業
短期大学名誉教授による「宮城県における明治期以
後の肉用牛生産の変遷と黒毛和種の育種改良の方
向」と題された記念講演があり、宮城県の和牛の歴
史を知らない若手の畜産関係者が熱心に聞いており
ました。

さらにシンポジウムでは、本県の優良系統豚「ミ
ヤギノＬ２」の造成事例、「美味しい牛肉」や現在、
問題となっている「乳牛の繁殖成績改善」を着眼点
として新しく取り組まれている協定試験、畜産物の
ブランド形成のポイント、牛乳の加工と消費拡大等
についてパネルディスカッションがあり、バラエ
ティに富んだ中に畜種や分野を超えて共通点が見つ
かるなど有意義な時間となったようです。

研究成果の発表では、大学院生のマウスを対象と
した基礎研究から、県立の試験研究機関による家畜
を使った試験のレベルまで多岐にわたる分野と深さ
があり、課題数が36課題に上り、予定時間をかなり
超過するほどの白熱した議論が展開されました。

（酪農肉牛部長　佐藤　章）
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平成21年度　宮城県総合畜産共進会盛会裡に終了
社団法人　宮城県畜産協会

本会主催による農林水産祭参加平成21年度宮城県総合畜産共進会は、【肉豚の部】を去る９月２日～４日、宮城県食
肉流通公社を会場に開催し、９月19日には、みやぎ総合家畜市場を会場に【乳用牛・肉用牛の部】をそれぞれ開催し
盛会裡に終了いたしました。開催にあたり多大なるご協力並びにご支援を賜りました関係者各位には心から御礼申し
上げます。

本共進会の目的は、家畜の改良と飼養技術の向上を通じ健全な畜産振興を期するところにあり、今年度の出品もこ
れらの点を十分理解され各地域の代表にふさわしい優れた出品畜と審査委員長より報告されました。また、消費者交
流のため畜産物の大即売会や抽選会をはじめ各種イベントも同時に開催し好評を得ました。

なお、各部の審査報告及び名誉賞受賞者は下記のとおりです。

【乳用牛の部】
・審査報告

未経産・経産牛ともに発育が良く、乳牛らしくキャラク
ターに富んだ素晴らしい牛が出品されました。

未経産は、健康で活力に富んだ牛が望まれるため、育成
管理は極めて重要であり、運動を行い肢蹄の強い牛づくり
に心がけ、種雄牛の影響も考え交配に関しても注意が必要
と思われます。

経産は、高い泌乳性を十分に発揮できる飼養管理及び作
業効率や衛生面を考慮した乳房の改良（乳房底面の高さ、
後乳房の高さ）をし、経営向上に役立てていただきたいと
思います。

・農林水産大臣賞
・宮城県知事賞

第６区（４才未満）
角田市　　渡辺　孝一　殿

・農林水産省生産局長賞
第２区（12ヵ月以上～16ヵ月未満）

丸森町　　長井　　勝　殿
・東北農政局長賞

第５区（３才未満）
丸森町　　荒　　　修　殿

・団体賞
大河原地区

【肉用牛の部】
・審査報告

さすが地域から選抜された牛とあって種牛性に優れてお
りましたが、若干肢蹄の弱い牛も散見されました。全体と
して発育良好、資質、品位に優れており、特に経産牛にお
いては体積豊かで栄養度管理の適切なものが多く出品されていました。

中でも、雌牛の斉一性を問われる群出品においては、本県種雄牛「茂洋号」が名誉賞（農林水産大臣賞　表紙写真）
を受賞した事は全共に向けた「茂洋号」の活躍を期待されるものと思います。

今後とも、各改良組合の特色を生かした種牛性の向上になお一層の進展が図られるようお願いします。

開会式風景 イベント大抽選会

審査風景

左　生産局長賞　長井さん　　中央　東北農政局長賞　荒さん
右　農林水産大臣賞　渡辺さん
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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 日 月 火

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
10
月
11
月

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）10・11月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・10／12（月）第22回マイルCS南部杯　　・10／19（月）第29回若駒賞　　・10／25（日）第32回北上川大賞典
・11／15（日）第37回南部駒賞　　・11／22（日）第41回不来方賞

盛　岡 盛　岡 盛　岡 盛　岡

水　沢 水　沢 水　沢 水　沢 水　沢

・農林水産大臣賞
・宮城県知事賞 第４区 父系３頭群（生後14ヵ月以上～20ヵ月未満）
 　栗原市　　栗原和牛育種組合　殿（佐竹　東、二階堂秀雄、本田　朗）
・農林水産省生産局長賞 第２区 若雌の２（17ヵ月以上～20ヵ月未満）
 　登米市　　大立目　敏夫　殿
・東北農政局長賞 第５区 繁殖雌牛群（経産）
 　栗原市　　栗原和牛育種組合　殿（熊谷講平、阿部和彦、後藤和義、小野修一）
・団体賞 栗原地区

【肉豚の部】
・審査報告

全体の上物率が70.7%で、平均枝肉重量は76.1kg、「上」の重量範囲の頭数は133頭と全体の88.7%となり、前年度よ
り若干の増加が見られました。

外観における均称、肉づき、肉質肉色光沢、きめ、しまりが良く中躯の充実した脂質の良い枝肉が多く見られました。
若干、枝肉重量と背脂肪にばらつきが見られ、脂肪付着にやや欠点の見られる枝肉もあり、今後の改善を要する点

と思われますが、日常管理に十分留意し適正重量で出荷を心がけ安全でおいしいミヤギノポーク並びに本県産豚肉の
生産に努力をお願いします。
・農林水産大臣賞
　宮城県知事賞 第１区 ミヤギノクロスの三元交雑種（LW・D）
 　登米市　　小野寺　武　殿
・農林水産省生産局長賞 第２区 第１区以外の肉豚
 　登米市　　伊藤　範義　殿
・東北農政局長賞 第１区 ミヤギノクロスの三元交雑種（LW・D）
 　登米市　　㈲ピッグ夢ファーム　殿
・団体賞 登米地区

（経営支援課）

第４区　父系３頭群　名誉賞　　父【茂洋号】
＝栗原和牛育種組合＝

第２区　若雌の２　名誉賞
登米市　大立目さん

講師　宮城県食肉衛生検査所　平塚先生 肉豚講習会風景
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〈畜試便り〉
新技術活用による高能力乳用雌子牛生産システムの確立に向けて
～乳用育成牛の生体内卵子吸引（OPU）による高能力雌子牛生産への取り組み～

宮城県畜産試験場
酪農経営において、遺伝的に能力の高い雌子牛の生産は、経営上極めて経済効果が高いものです。近年、

畜産バイオテクノロジー技術の進展によって、希望する性（酪農であれば雌）の子牛生産が、現場段階でも
可能となってきています。また、乳用牛群検定事業により、飼養牛の遺伝的な能力の把握と生まれてくる子
牛の遺伝的能力を推定することが可能になってきました。

畜産試験場では、平成18年度から畜産バイオテクノロジー技術である受精卵移植技術（生体内卵子吸引・
体外受精・性判別・胚移植）を応用し、生後約11ヶ月令の優良なホルスタイン種育成牛から、計画的かつ効
率的に雌子牛を生産する試験に取り組んできました。

生体内卵子吸引（以下OPU）とは、生きている牛の卵巣から経膣的に卵子を採取する技術です。超音波画
像診断装置と超音波ガイドとガイドに装着した吸引針によって、同じ牛から繰り返し卵子を採取することが
出来、繁殖障害牛や若齢牛からの受精卵生産も可能です。

ホルスタイン種育成牛からのOPUによる乳用雌子牛生産は、
①生後約11ヵ月齢の育成牛にOPUを実施（１頭につき週１回約３ヵ月間）。②正常卵子を選別し23時間の

成熟培養。③能力の判明した種雄牛精液で体外受精。④７～８日間経過後、移植可能な胚盤胞期胚まで発育。
⑤胚盤胞細胞で性判別を実施。⑥雌の胚を受胚牛（借り腹牛）へ移植。⑦妊娠期間（ホルスタイン種約280日
間）を経て、雌の子牛が誕生。

以上の様な流れとなっています（図１）。

当試験場では、これまでにホルスタイン種育成牛３頭から10頭の雌子牛をこのOPU技術によって生産しま
した。また供試した育成牛はOPU試験終了後、通常の人工授精によってほとんどの牛が生後25～27ヵ月齢で
初産を迎えることができました。

通常の雌牛の場合は、生後約15ヵ月齢で人工授精、24ヵ月齢で初産、平均の生涯分娩頭数は2.7頭と言われ
ており、雌子牛の割合は約５割で１年１産とすると後継の雌牛生産は１～２頭になります。

今回のように育成の期間にOPUを行うことで、自らが分娩する時期よりも２ヵ月程度早く、複数頭の雌子
牛の生産が可能になり、２～４年の改良のスピードアップが見込まれます。

今後は、OPUで安定的に卵子を採取するための方法や、得られた卵子の効率的な体外受精胚生産の検討等
にも取り組んで行きたいと考えています。

（酪農肉牛部　植田　郁恵）

図１．OPUの流れ 育成のホルスタイン雌牛１頭からOPUで生産された雌子牛たち
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〈衛生便り〉
妊娠牛と牛呼吸器病５種混合

「生」ワクチンについて

北部家畜保健衛生所
牛呼吸器病５種混合「生」ワクチンは、「５種混

（ごしゅこん）」などと呼ばれ、よく市場出荷子牛の
呼吸器病予防に接種されますが、今回は、この「生」
ワクチンを妊娠牛に接種してはいけないことについ
て述べたいと思います。

なぜ、いけないのか？５種混は、５種類のウイル
ス病を予防するため、病原性が弱められたウイルス
が、「生きた」状態で含まれ、ワクチンを接種した
牛の体内で免疫担当の細胞と反応することで、免疫
を獲得し病気から体を守ります。しかし、この５種
類のウイルスのうち、妊娠牛には、牛ウイルス性下
痢（BVD）ウイルスが悪影響を及ぼします。

野外のBVDウイルスが、妊娠牛に初めて感染す
ると死産や流産を起こす場合や、外見上は正常に生
まれても盲目や起立不能となる子牛や、BVDウイ
ルスを体内で感染を続けて、尿などに多くのウイル
スを排出し、農場を汚染する持続感染牛と呼ばれる
子牛が生まれる場合があります。このようなこと
が、ワクチンでも発生する可能性があるため、妊娠
牛には、必ずBVDウイルスが「死んだ」状態で含
まれる「不活化」ワクチンを接種する必要がありま
す。現在、BVDウイルスを不活化した混合ワクチ
ンは、２つの製薬会社から、２種類のワクチンが販
売されています。

放牧場に妊娠牛を預託する場合などで、獣医師に
牛呼吸器病の混合ワクチン接種を依頼するときに
は、必ず妊娠牛であることを事前に知らせてくださ
い。また、放牧場の関係者は、入牧前にワクチン接
種を義務づける場合、妊娠牛にBVDウイルスの「生」
ワクチンが接種されないよう、利用者に対して適切
な説明をしてください。ワクチンに関してご不明な
点がありましたら、獣医師又は最寄りの家畜保健衛
生所へ連絡してください。

（防疫班　石橋拓英）

〈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

酪農専攻　鈴木　一也
こんにちは。現在、私の家

（大崎市鳴子）では乳牛15頭
を飼育しています。将来は現
在の15頭から50頭まで増頭し
たいと考えています。

宮城県農業大学校に入学し
てから１年が経過し、２年生
となりました。今は岩出山の

畜産試験場で日々酪農について勉強しています。農
業大学校では、家畜人工授精師や削蹄師の免許取得
を目指して頑張っています。７月から８月にかけて
行われた家畜人工授精講習も終わり、無事に合格す
ることが出来てほっとしています。これから、たく
さんの経験を積み、家畜人工授精師としても、地域
の畜産の振興を図って行きたいと考えています。

近年の飼料価格の高騰の影響や、畜産農家の担い
手不足等により私達の畜産経営に多大なダメージを
もたらしています。これらの影響から酪農家の戸数
も減少傾向にあります。このような状況の中でも、
低コスト化を目指し、牛乳の生産性の向上を図り力
強い酪農経営をして行きたいと考えています。

私がこの学校で学べるのも後半年となりました。
まだまだ知らない事も多く、経験も足りません。残
りの半年間でより多くの知識や技術を身につける為
に勉強に励んで行きたいと考えています。

卒業後は一旦、農業関係の仕事に就きたいと考え
ています。その後就農し、父に酪農経営を学びなが
ら将来、経営を引き継いでいきたいと思います。就
農後は経営改善を行い、その中で徐々に規模拡大し
ていきたいと考えています。

農業をするということは、日々勉強であり、常に
向上心を持ち続けていかなければなりません。毎日
少しずつでも着実に前に進んで行けるように頑張り
ます。
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〈New face〉

ＮＯＳＡＩ宮城　県北家畜診療センター
内海　博文

〈New face〉

ＮＯＳＡＩ宮城　中央家畜診療センター
菅原久美子

はじめまして、宮城県農業
共済組合連合会（ＮＯＳＡＩ
宮城）に獣医師として採用と
なりました内海博文です。家
畜診療研修所での研修を終
え、６月から県北家畜診療セ
ンターへの配属となりまし
た。出身は宮城県仙台市で、

麻布大学獣医学部獣医学科を卒業しました。
私は農業にはほとんど縁がない環境で育ち、獣医

師を目指すきっかけとなったのも、犬や猫を診る動
物病院の獣医師への憧れでした。初めて牛と接した
のも大学に入学してから、授業の一環として行われ
る牧場実習の時でした。自分の何倍もある大きな体
に、最初は怖いと思うこともありましたが、よく見
るととても優しそうな目をしており、慣れてくると
舌でちょっかいを出したり、初めて間近で接した

「牛」という動物に、興味と愛着を持つようになり
ました。 ２週間という短い期間でしたが、実習を
通して農家と獣医師との間にとても強い信頼関係が
築かれていると感じ、農家の財産である牛の治療を
する獣医師の仕事に大きな魅力を感じるようになり
ました。
「牛の獣医になるんだったら、自分の故郷である

宮城で仕事がしたい」という思いもあり、ＮＯＳＡ
Ｉ宮城の獣医師として働くこととなりました。

半年間の研修ももうすぐ終わり、10月からは一人
での往診が始まります。今は期待と不安で胸がいっ
ぱいです。知識も技術もまだまだ半人前かもしれま
せんが、農家一人一人との出会い、牛一頭一頭との
出会いを大切にして、精一杯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致します。

はじめまして、宮城県農業
共済組合連合会（ＮＯＳＡＩ
宮城）の獣医師として今年度
から働くこととなりました、
菅原久美子です。２ヶ月間の
研修を終えて、現在は中央家
畜診療センターに勤めていま
す。出身は宮城県の富谷町で

岩手大学農学部獣医学科を卒業しました。
私は大学入学当初から地元宮城に戻ることを考え

ていましたが、実家で犬を飼っていることもあり、
小動物獣医師を目指していました。そんな私が大動
物獣医師を目指すきっかけとなったのがＮＯＳＡＩ
宮城での実習です。小動物病院や家畜保健所など多
くの場所に行きましたが、大動物獣医師としてのや
りがいを感じたことと、農家の優しさに触れられた
ことから、大動物臨床現場に最も強く魅力を感じま
した。また、食の安全という点で地元に貢献できる
ということもあり、大動物獣医師になることを決め
ました。

趣味は歴史探索です。大学時代は歴史上の人物の
ゆかりの地や城をよく巡りました。最近では宮城の
歴史についていろいろ調べているので、地名の由来
など面白い歴史を知っていましたら教えていただけ
れば幸いです。

現在はもうすぐ往診を一人で回る時期ということ
もあり、今まで以上に気合を入れて仕事に取り組ん
でいます。その中で農家や教えてくださる先生を始
め、多くの人に支えられているということを実感し
ました。まだまだ頼りない私ですが、お世話になっ
た方々に恩返しができるよう、感謝の気持ちを忘れ
ずに日々努力をしていこうと思います。今後ともよ
ろしくお願いいたします。
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