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平成22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

本会は国の畜産・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
びに関係団体と連携を密に実施するとともに、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、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
２．畜産経営活性化サポート事業

畜産協会に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の情報
を収集し、サポートを行う。

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．畜舎等建築・利用効率化推進事業
地域の畜舎等の建築に関する実態把握並びに
関連基準の周知等を促進するため、畜舎等の建
築実態や畜産農家の電力消費に関する調査、関
係機関との情報交換会等の開催のほか、畜舎等
の建築コスト低減について、周知等を図る。

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．優良繁殖雌牛更新促進支援事業
国から補助金の交付を受け基金を造成し、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、優良繁殖雌牛への更新を支援す
ることにより繁殖経営の安定を図る。

９．地域における多様な肉用牛経営実現支援事業
多様な肉用牛経営の実現を図るため、肉用牛
改良増殖強化対策、肉用牛ヘルパー組織支援対
策及び地域の特色ある肉用牛振興対策等を実施
する肉用牛生産集団等を対象に補助し、国土の
保全、食肉の安定供給の確保に資する。

10．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。

11．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
牛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．育成馬等予防接種推進事業
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。
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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の徹底を図る。

５．家畜防疫互助基金造成等推進事業
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。

６．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。

７．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）豚伝染性胃腸炎予防接種事業
（３）牛五種混合予防接種事業
（４）牛アカバネ病予防接種事業
（５）豚日本脳炎予防接種事業
（６）牛ヘモフィルス病予防接種事業
（７）豚丹毒病ワクチン接種事業
（８）豚オーエスキー病ワクチン接種事業
（９）牛炭疽病ワクチン接種事業
８．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。

９．�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。

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．肉用牛繁殖経営支援事業
肉用牛繁殖経営は、子牛出荷までの生産期間
が長いため資本回転率が低く多額の運転資金を
必要とし、子牛価格の変動の影響を受けやすい
という特徴を有している。このため、肉用子牛
生産者補給金制度を補完し、子牛価格が発動基
準を下回った場合に差額の一部を補てんするこ
ととし、もって繁殖経営の所得を確保し、肉用
牛繁殖経営基盤の安定に資するものとする。

３．肉用牛肥育経営安定特別対策事業
肉用牛肥育経営は、もと牛の導入から肥育牛
の出荷まで一定の期間を要し、かつ、生産費に
占めるもと畜費の割合が大きいことから、もと
畜価格と枝肉価格の水準によっては大幅な収益
性の悪化が懸念される。
このため、農畜産業振興機構補助金及び生産
者積立金をもって、「肥育牛安定基金」を造成し、
四半期ごとの肥育牛1頭当たりの平均粗収益が同
平均生産費を下回った差額の８割を上限として、
当該四半期に販売した者に肥育牛補てん金を交
付し肉用牛肥育経営の安定を図る。

Ⅳ　家畜改良事業
1．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、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。

２．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。

３．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。

４．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
５．乳牛改良事業

宮城県ホルスタイン協会業務委託

� （総務課　島貫　稔）

コマツ建機販売㈱ 宮城カンパニー  
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平成22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22年度は、配合飼料価格が依然として高水準にあることや景気の低迷による畜産物価格の低迷などから、畜産

経営は極めて厳しい状況にあることを踏まえ、畜産農家の経営改善、経営体質強化のための価格関連対策が措置され
ています。また、肉用牛及び養豚対策では従来の仕組みを見直し、将来の導入が検討されている所得補償制度を見据
えたシンプルな仕組みの事業が新たに実施されています。
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。
今年度新たに実施される主な事業は、下表のとおりです。

項　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容

酪農関係対策 生乳需要創出
緊急対策支援
事業
（新規）

チーズ、生クリーム等液状乳製
品、脱脂粉乳向け生乳の需要を創
出し、生乳需要の安定を図るため
の生産者団体の緊急的な取組を支
援する。

（１）国産チーズ需要創出緊急対策
チーズ向け生乳について、基準となる数量※を上回って供給した場合に25円/
kgを交付する。

　　　　（※過去３年平均の供給量に国産チーズ供給拡大対策事業の奨励金交付対象数量を加えた数量）

（２）液状乳製品需要創出緊急対策
液状乳製品（生クリーム等）向け生乳について、基準となる数量を上回って
供給した場合に10円/kg（前年度の供給量を上回る部分には２円/kg加算し12
円/kg）を交付する。

（３）脱脂粉乳需要創出緊急対策
脱脂粉乳向け生乳について、新たに需要を創出し供給を拡大する場合に12円/
kgを交付する。

酪農経営安定
化支援ヘル
パー事業
（組替）

酪農ヘルパー要員の養成、傷病
時利用の円滑化等により、酪農ヘ
ルパーの利用促進を総合的に推進
し、ゆとりある持続性の高い酪農
経営の実現に資する。

（１）酪農ヘルパー要員の養成：ヘルパー要員の養成研修を開催する。
（２）酪農ヘルパー要員の雇用環境の整備（拡充）
　　①�雇用後１年以内のヘルパー要員に対し実践研修を行う利用組合に対してヘル

パー要因の住宅・通勤手当の一部を助成する（33千円／月以内）。
　　②ヘルパーの傷害補償のための保険加入を促進する。
（３）�傷病時の酪農ヘルパー利用の円滑化（拡充）

傷病時にヘルパーを利用した場合に、積立金の取崩しにより利用料金を軽減
する互助制度を実施する利用組合又は都道府県団体を支援する。

　　①�傷病時のヘルパー利用料金を軽減する場合に係る費用の一部を助成する。
　　　・助成対象とする傷病等に、忌引き、父母等の病気見舞いに伴う里帰りを追加。
　　②�ヘルパーの利用に起因して発生する利用農家の財物の破損等を賠償する保険

料の一部を助成する。
（４）�酪農ヘルパー制度の高度化：利用実態調査、有料事例発表会等を実施する。
（５）�新規就農・経営継承推進新規就農希望者・経営移譲希望者の紹介等を行い、新

規就農及び円滑な経営継承を推進する。
肉用牛・養豚
関係対策

肉用牛繁殖経
営支援事業
（新規）

肉用牛繁殖経営は、子牛出荷ま
での生産期間が長いため資本回転
率が低く多額の運転資金を必要と
し、子牛価格の変動を受けやすい
という特徴を有している。このた
め、肉用子牛生産者補給金費の８
割水準を下回った場合に差額の一
部を補てんすることにより、繁殖
経営の所得を確保し、肉用牛繁殖
経営基盤の安定を図る。

肉用子牛の四半期毎の平均売買価格が発動基準（家族労働費の８割を保証するも
のとして設定）を下回った場合、当該四半期に販売又は自家保留された肉用子牛を
対象として、発動基準を下回った額の３／４
①対象品種：黒毛和種、褐毛和種、その他の肉用専用種
②発動基準：

③交付金単価：�発動基準と平均売買価格（ただし、平均売買価格が保証基準価格を
下回る場合は保証基準価格）の差額の３／４

④対象子牛：肉用牛生産者補給金制度の契約肉用子牛
⑤事業実施期間：平成22年〜24年度（３年間）

品　　種 黒毛和種 褐毛和種 その他の肉専用種
発動基準 38万円 35万円 25万円
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項　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容

肉用牛肥育経
営安定特別対
策事業
（新規）
−新マルキン
の創設−

肉用牛肥育経営の収益性が悪化
した場合に、生産者の拠出と国の
助成により造成した基金から、粗
収益と生産費との差額の８割を補
てんすることにより、肉用牛肥育
経営の安定を図る。

四半期ごとの肥育牛１頭当たりの粗収益（全国平均）が生産費（全国平均）を下
回った場合に、肥育牛生産者に補てん金を交付する。
①拠出割合　　　　生産者：国＝１：３
②事業実施期間　　平成22年〜24年度（３年間）
③補てん割合　　　１頭当たりの生産費と粗収益との差額分の８割
④対象品種　　　　肉専用種、交雑種、乳用種の３区分
⑤対象者　　　　　肉用牛肥育経営者

養豚経営安定
対策事業
（新規）

豚枝肉価格の低下、生産コスト
の上昇等により、養豚経営の収益
性は悪化している状況にある。こ
のため、豚枝肉価格が、生産コス
トに相当する保証基準価格を下
回った場合に、肉豚生産者に対し
て、その差額の８割を補てんする
ことにより、養豚経営の安定を図
る。

豚枝肉の全国平均価格が、生産コストに相当する保証基準価格を下回った場合に、
肉豚生産者に対して、補てん金を交付する。
①拠出割合　　　　生産者：国＝１：１
②事業実施期間　　平成22年〜24年度（３年間）
③補てん割合　　　枝肉価格と保証基準価格との差額分の８割
④対象者　　　　　�養豚経営者（耕畜連携、エコフィードの活用等の取組に努めよ

うとする者）

その他対策 家畜飼料特別
支援資金融通
事業（延長）

配合飼料価格の上昇に対応し、
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。

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（指標として単位あたり配合飼
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とともに、債務保証に対
する支援を行う。
（１）資金の使途　　飼料費
（２）貸付利率　　　0.70〜0.95％（平成22年６月18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　　　　肥育牛　： 100千円／頭
　　　　　　　　　　　乳用牛　：　50千円／頭
　　　　　　　　　　　繁殖雌牛：　12千円／頭
　　　　　　　　　　　豚　　　：　９千円／頭
　　　　　　　　　　　鶏　　　：　45千円／100羽
（５）融資機関　　　県内各農業協同組合、仙台銀行
（６）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
（７）債務保証　　　保証料率0.8％（全期一括前払い無担保・無保証人）

償　還　期　限 利　率
７年以下 0.70％

７年を超え８年以下 0.75％
８年を超え９年以下 0.85％
９年を超え10年以下 0.95％

（企画管理班　薩川　貴弘）
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平成22年度全農宮城県本部・畜産部事業方針について
全農宮城県本部

畜産部

平成21年度は景気後退が続く中で国内消費も伸び悩み、畜産物価格全体の低迷が見られる一方で、飼料価
格は高止まりという畜産農家には大変厳しい状況が続いた一年となりました。
こうした情勢を踏まえ、22年度事業計画では畜産農家の生産基盤の維持拡大と経営安定を図るため、銘柄
牛・銘柄豚の普及推進、子牛市場価格評価向上対策を強化し、畜産農家の意欲向上と経営安定支援を図ります。
また、第10回全国和牛能力共進会長崎県大会・第11回全国和牛能力共進会宮城県大会対策に向け関係機関・
団体と協力して準備を進めてまいります。
畜産部重点実施具体策は次の通りです。

１．畜産生産基盤維持・拡大支援
畜産生産基盤対策要領に基づく推進
・生産基盤対策（基幹産地登録制度等）による繁殖規模拡大
・北日本くみあい飼料（株）との連携による生産基盤対策による肥育牛規模拡大
・繁殖牛生産者貸付預託による維持・拡大
・肉用牛生産者貸付預託による維持・拡大
・乳用牛生産者貸付預託による維持・拡大

２．市場販売事業取組み強化
家畜市場取扱頭数の維持・拡大
・生産基盤強化と担い手確保による生産体制の強化
・市場上場子牛品質向上対策
　（改良組合組織指導強化）
　（市場成績データ分析・提供）
・IVF（ET）・乳牛初妊牛市場取扱拡大

３．肉畜販売事業取組み強化
仙台牛・仙台黒毛和牛、宮城野豚みのり・宮城野豚・しもふりレット等銘柄推進と販売強化
・地産地消取組み強化
・ブランド戦略強化

４．牛肉輸出事業取組み強化
宮城県・仙台市との連携を強化し、香港での指定店の開拓

５．生乳計画生産取組み強化
計画的な生乳生産の着実な実行
・初妊牛市場開催等による導入推進

６．全国和牛能力共進会対策
全共に係る組織立ち上げと出品対策強化
・第10回長崎全共対策
・第11回宮城全共対策

（畜産部　菅原　勝則）

ビタコーゲン
Ferment  Feed

粗飼料の食い込み、消化吸収促進、
悪臭防止、堆肥の発酵促進、

子牛の下痢予防に！

東北営業所

〒984－0038　仙台市若林区伊在字東通30Ｂ－104
TEL：022－287－6361
FAX：022－287－6362
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第10回全国和牛能力共進会の紹介
全国和牛登録協会

宮城県支部

○開催概要
全国和牛能力共進会は、５年に１度、全国から優秀な和牛が一堂に会して優劣を競い合う大会であり、「種

牛の部」と「肉牛の部」に約500頭が出品されます。
この審査結果が、各道府県の今後の和牛ブランド確立を左右するため、全国の和牛関係者では最も重要

な大会とされています。
第10回全共の開催テーマは「和牛維新！　地域で伸ばそう生産力　築こう豊かな食文化」を掲げ、生産

者が和牛改良の原点に立ち返って畜産を取り巻く課題に立ち向かい、地域の力を生かした改良と生産効率
の向上を目指す思いと、消費者が美味しい和牛肉に出会い、和牛への理解を深めていただきたいという思
いが込められています。

◆主催　社団法人　全国和牛登録協会
◆会期　平成24年10月25日〜29日
◆会場　種牛の部　佐世保市ハウステンボス
　　　　肉牛の部　佐世保市食肉市場

○宮城県の出品予定頭数

区分 生後月齢（生年月日） 宮城県出品予定頭数

第１区（若雄） 15〜23ヵ月未満（H22.11.26〜H23.7.25） １頭

第２区（若雌の１） 14〜17ヵ月未満（H23.5.26〜H23.8.25） １頭

第３区（若雌の２） 17〜20ヵ月未満（H23.2.26〜H23.5.25） １頭

第４区（系統雌牛群） 14ヵ月以上（H23.8.25以前） １セット４頭

第５区（繁殖雌牛群） ３産以上 １セット４頭

第６区（高等登録群） 14ヵ月以上（H23.8.25以前） １セット３頭

第７区（総合評価群）

　　　　種牛群 17〜20ヵ月未満（H22.10.26〜H23.5.25） １セット４頭

　　　　肉牛群 24ヵ月未満（H22.10.26以降） １セット３頭

第８区（若雄後代検定牛群） 24ヵ月未満（H22.10.26以降） １セット３頭

第９区（去勢肥育牛） 24ヵ月未満（H22.10.26以降） １セット３頭

� （全農みやぎ畜産部　千葉　茂美）
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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23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・教務班（電話022−383−8138）までお問い合わせください。
◇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15日（水）〜９月28日（火）当日消印有効
◇試験日時　10月13日（木）午前９時45分〜
◇合格発表日　10月20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（農業専門課程）」の称号が付与されます。
②卒業生の４年制大学への３年次編入学が可能となりました。
◇奨学金制度
①本大学校を卒業後、就農を予定されている方は、財団法人「みやぎ農業担い手基金」から奨学金（1.5万
円／月）の支給を受けることができます。（※宮城県内に４年以上就農しない場合は返還の必要がありま
す。）
また、就農支援資金（５万円／月以内・無利子）の貸付を受けることができます。
卒業後、宮城県内に４年以上就農した場合は、特典として月借入額の１／３以内の償還金が免除されます。

②（独）日本学生支援機構の奨学金が利用できます。

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（新規）
（新マルキン）事業スタート

社団法人　宮城県畜産協会

四半期ごとに肥育牛１頭当たりの平均粗収益
（全国平均）が平均生産費（全国平均）を下回っ
た場合、その差額の８割が補てん金として交付
されます。

・対象品種　：肉専用種、交雑種、乳用種の３区分
・拠出割合　：�生産者：（独）農畜産業振興機構が

１：３の割合で基金を積立てます。
・積立金単価：肉専用種　　　　20,000円／頭
　　　　　　　交雑種　　　　　27,800円／頭
　　　　　　　乳用種　　　　　15.000円／頭
　　　　　　　手数料（全品種）　　800円／頭
・事業期間　：平成22年度から24年度までの３年間
・個体登録　：生後６ヶ月〜14ヶ月−１日まで
・積立金請求：黒毛和種　25ヶ月齢
　　　　　　　褐毛和種　22ヶ月齢
　　　　　　　交雑種　　22ヶ月齢
　　　　　　　乳用種　　18ヶ月齢

（経営支援課）

１　事業の仕組みについて

生
産
費

粗
収
益

収益悪化時

補てん金
（生産者負担1/4）

差額の８割
を補てん
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“牛乳の日”及び“父の日に牛乳（ちち）を贈ろ
う！ ”キャンペーン実施いたしました！

宮城県牛乳普及協会
６月１日（火）の「牛乳の日」、全国各地の酪農家や生産
者団体、乳業団体などが一斉に牛乳の消費拡大キャンペー
ンを実施いたしました。また６月の「牛乳月間」に伴い、
各県では牛乳の試飲や工場見学等などの催しも、積極的に
展開されました。
宮城県牛乳普及協会（三浦鉄夫会長）と東北地方の酪農
家でつくる東北酪農青年婦人会議（佐々木総隆委員長）で
も６月１日の「牛乳の日」に宮城県庁の村井嘉浩知事を訪
ねました。牛乳と乳製品のPRを行った後、乾杯用の牛乳を
飲み干した村井知事からは「牛乳は好きで毎日飲んでいま
す。宮城の牛乳は安全で美味しいので消費者の皆さんにも
勧めて下さい。」と激励を受けました。その後宮城県庁内に
ある「みやぎっこ保育園」を訪れ、園児達に牛乳を飲むよ
うに呼びかけました。酪農家自らが牛の絵を使い「牧場の
牛のおっぱいから搾った牛乳を集めて、悪いところがない
か検査をして、殺菌して美味しくしてからみんなのところ
に届きます。」と牛乳ができるまでの仕組みについて分かり
やすく説明、その後牛乳を飲みながら園児達は「甘くて美
味しいね。」と笑顔で答え、また６月20日の父の日に牛乳（ち
ち）を贈ろうキャンペーンにちなんだ、メッセージ付きポ
ストカードを、ぬいぐるみの牛くんからもらい「家でもお
父さん、お母さんと牛乳をたくさん飲んで大きくなります。」
と約束してくれました。
同日、仙台市の「さくら野百貨店」においても、消費者
を対象にした消費拡大PRキャンペーンを行い、特設会場で
の牛乳の試飲コーナー、デザート感覚の新食感・ヨーグル
トと果実酢のシェイク試飲コーナーでは、多くの消費者が
足を止め見入っていました。牛乳の正しい知識や利用法を
学べるミルククイズ大会、調整牛乳や加工乳の牛乳飲みく
らべ大会に参加した主婦の方は「たくさんの牛乳が市販さ
れていますが、無調整牛乳が一番飲みやすくて美味しいで
す。飲むだけではなく料理にもアレンジして楽しんでいま
す。」と話していました。
飲用市場の多様化、少子高齢化の進行及び食生活の変化
に伴い、牛乳類の市場は変化し牛乳の消費量の減少が続い
ています。より多くの消費者に牛乳の価値観を再認識して
いただき、一本でも牛乳を飲んでもらえるよう、今後も普
及活動に徹してまいります。

（村山　ひろみ）

平成22年度宮城県
総合畜産共進会の中止について

社団法人　宮城県畜産協会

宮城県総合畜産共進会（肉豚の部　平成22年９月
１日〜３日、乳用牛・肉用牛の部　平成22年９月18
日）について、４月より宮崎県で発生している口蹄
疫を受け、家畜防疫の観点により平成22年度の開催
を中止することに致しました。
つきましては、皆さまのご理解頂きますようよろ
しくお願い致します。

� （経営支援課）

第13回全日本ホルスタイン共進会
延期のお知らせ

宮城県ホルスタイン協会

平成22年10月８日から11日の間、北海道勇払郡安
平町において、社団法人日本ホルスタイン登録協会
主催の標記共進会が開催予定となっておりました
が、４月より宮崎県下において、発生しております
口蹄疫の影響を受け、家畜防疫の観点から本年度の
開催は自粛し、平成23年10月７日から10日に延期し
開催することとなりました。
なお、１年延期に伴い、会期日程や月齢範囲は変
更になりますが、出品区分や資格条件などの基本的
な内容の変更は行わず開催予定となっております。

�（事務局　社団法人宮城県畜産協会家畜改良課）
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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
・8/16（月）第15回 クラスターカップ　・8/30（月）第36回 ビューチフル・ドリーマーC　
・9/13（月）第18回 青藍賞　・9/19（日）第12回 ジュニアグランプリ　・9/26（日）第12回 岩手県知事杯OROカップ

水　沢盛　岡 水　沢

水　沢 盛　岡 盛　岡

盛　岡 盛　岡

水　沢

トウモロコシは、牛用の飼料としては、ホールクロップサイレージでTDN約68%と高く、嗜好性も良く、
単位面積当たりのTDN収量は飼料イネの1.5倍得られるなど、他の自給飼料では代わりのできない魅力的な作
物です。しかし、イタリアンライグラスより湿害に弱く、排水の悪い圃場では栽培できないため、転換畑で
の作付けが広がらない状況にあります。
このため、畜産草地研究所（旧農水省草地試験場）を中心に、耐湿性のあるテオシントというトウモロコ
シの近縁種を利用した耐湿性のある品種の育種や、転換畑での新たなトウモロコシの栽培技術の検討が行わ
れています。
宮城県畜産試験場では、中央農研北陸研究センターが大豆栽培用に開発した耕うん同時畝立て播種機を用
いた、飼料用トウモロコシの栽培実証を平成21年度から同センターや美里農業改良普及センターの協力を得
て行っています。
平成21年度涌谷町で行った栽培実証では、下表のとおり畝立てにより良好な生育と収量が得られました。
平成22年度も引き続き、涌谷町の圃場で栽培実証を行うほか、登米市南方、大崎市岩出山等の現地圃場で
肥料の補給時間の短縮など作業性の改善に向けた検討を行っています。
耕うん同時畝立て播種機は、大豆播種用として県内にすでに多数導入されており、県内で飼料用トウモロ
コシでの有効性が確認されれば、普及がスムースに進むと考えられます。
関心のある方は、畜産試験場や普及センターにお問い合わせ下さい。

（宮城県畜産試験場草地飼料部　天野）

〈畜試便り〉
飼料用トウモロコシの耕うん同時畝立て播種

宮城県畜産試験場

表１　平成21年度涌谷町現地ほ場栽培成績

稈長（cm） 乾物重（g/本） 左の慣行区比（%） 乾物雌穂割合（%） 畝高（cm）

慣行区 218 252 45.1 0.0

畝立区 239 321 127 46.1 10.7

写真ー１　畝立播種風景 図ー１　アップカットロータリー爪配列
　　（提供：中央農研　細川氏）

平成22年７月20日 第244号（　）10 （隔月１回発行）



地方競馬全国協会からのご案内
「地方競馬の馬主になりたい！」という方は地方競馬全国協会までご連絡下さい。
地方競馬の馬主登録制度についてご案内いたします。
なお、地方競馬の馬主情報については、地方競馬サイト（http://www.keiba.go.jp/）でもご覧になれます。

（担当：競走関連部登録課　電話０３−３５８３−２１４２）

〈衛生便り〉
家畜を伝染病から守るために

仙台家畜保健衛生所

今年の４月、宮崎県において10年ぶりとなる口蹄
疫の発生が確認されました。現段階では、口蹄疫が
宮崎県内で限定しているとはいえ、いつ宮城県へ侵
入して来るかは予想が出来ない状況です。そのた
め、県内の家畜保健衛生所においては、畜産農家並
びに関係機関への正確な情報提供と衛生対策の指導
に努めているところです。
この機会に、もう一度家畜の感染症成立要因につ
いて見直して見ましょう。家畜の感染症（伝染病）
は、①病原体、②感染経路、③感受性動物の三つが
そろって初めて成立します。逆に言えば、病原体が
あっても感染経路、感受性動物がなければ家畜伝染
病は起きないとも言えます。では、その対応はどう
すれば良いかと言えば、①殺菌や消毒により病原体
を殺してしまう。②感染経路に対しては、病原体を
農場内に持ち込む可能性のある他の農場等からの家
畜の導入、管理者以外の人や車両の出入りを制限し
ます。健康な家畜の導入と徹底した消毒の実施によ
り感染経路を遮断する。③伝染病が発生したら、感
受性動物をできるだけ早く無くしてしまうのが理想
です。そうすれば、自分の農場での発生は起こらな
いことになります。
しかし、伝染病が発生したからといって農場から
家畜を無くすることは、経済動物である家畜の場合
はなかなか出来ません。そのため、日頃からの農場
における家畜の飼養衛生管理には十分注意し、衛生
管理の徹底及び異常家畜の早期発見と早めの対応
（診断等）をすることが大切となってきます。この
ことについては、家畜伝染病予防法に基づき「家畜
飼養衛生管理基準」が定められていますので、遵守
していただくとともに、不明な点は最寄りの家畜保
健衛生所にご相談下さい。

（技術次長　岸田　忠政）

〈農業大学校生の抱負〉
宮城県農業大学校に入学して

宮城県農業大学校畜産学部　2年
肉牛専攻　尾上　大地

私の家では繁殖牛８頭と水
田4.3ヘクタールを経営して
います。畜産部門は父が経営
し、水田部門は祖父が経営し
ています。
現在、水田を主体とした経
営をしていますが、私が経営
をするようになったら畜産を

主体とした経営にしていきたいと考えています。そ
のためには、繁殖牛の数を増頭し規模を拡大したい
と思います。
私は、畜産のことを詳しく知るために宮城県農業
大学校に入学しました。入学して１年が経ち、現在、
２年生になり勉強の場所も名取の本校から岩出山の
畜産学部に移り、宮城県畜産試験場で実習させても
らいながら、毎日畜産について学んでいます。
11月からは家畜人工授精師の講習会が始まりま
す。覚える事が多く取得するのが大変な資格ですが
必死に勉強して資格を取得したいと思います。家畜
人工受精師の資格取得後は、我が家の牛の交配は、
私がしたいと考えています。
繁殖農家の収益は子牛価格に左右されることか
ら、血統の方も考えた交配により、優れた子牛を生
産する事によって販売価格の安定化を図り、経営を
安定させる事が出来ればと考えています。
私は将来、大学校を卒業したら自宅に就農し、経
営を引き継ぐ予定です。
就農後の目標は、低コスト化を目指しその中で
徐々に規模を拡大していきたいと考えています。私
は畜産の知識に関してはまだまだ知らない事も多
く、経験もほとんどありません。だから残りわずか
な学生生活から多くの知識や技術を身につけて就農
した時にいかしていきたいです。
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〈New face〉

みやぎの酪農農業協同組合

加藤　大祐

初めまして。平成22年４月
よりみやぎの酪農農業協同組
合の購買課購買係に配属にな
りました、加藤大祐と申しま
す。今年の３月に小牛田農林
を卒業しました。高校３年間
で色々な農業を学び、そして
体験してきました。畜産も学

びましたが、組合に就職し自分の知識が乏しいこと
に気づきました。
購買課に配属になり、色々な飼料の種類があるこ
とを知り、組合員一人一人が自分独自の飼料を選び、
乳牛に食べさせていることに驚きました。また、そ
の飼料や乾草を実際に見ることで、その形や色に驚
き、毎日が大変充実しています。これからも色々な
ことを学ぶ上で、ご迷惑を掛けると思いますが、仕
事を早く覚えて組合員の方々に貢献できるように頑
張りたいと思いますので、ご指導の程よろしくお願
いします。

〈New face〉

大河原家畜保健衛生所

兼平　雅彦

皆様はじめまして。平成22
年４月１日より、大河原家畜
保健衛生所勤務を拝命いたし
ました兼平雅彦と申します。
私は岩手県盛岡市の出身で、
平成11年３月に岩手大学農学
部獣医学科を卒業いたしまし
た。卒業後、岩手県の食肉衛

生検査所で１年間の臨時職員を経て、医学系の大学
院へ進学し免疫学に関わる研究に従事いたしまし
た。博士の学位を取得後、なぜか幹細胞の研究に没
頭し、博士研究員、米国留学等の紆余曲折を経て、
宮城県へ奉職いたしました。35歳の新規採用である
ため、新任の挨拶で、「10年間のブランクを１日も
早く埋められるよう努力いたします。」と大風呂敷
を広げたものの、目の前の業務をこなすだけで精一
杯の日々が続いております。また、着任早々、宮崎
県における口蹄疫発生を目の当たりにし、家畜保健
衛生所業務の重要性を改めて認識しております。
私の所属しています防疫班は、家畜の伝染病の発
生予防ならびに蔓延防止のための検査及び衛生指導
などが主な業務です。農場や農家を回り、家畜や家
禽を対象とし、時には検査材料を持ち帰って検査す
ることがあります。農場や農家の方々の理解を得る
ことが必須であり、コミュニケーションの重要性を
痛感しております。また常に、「この検査はどの法
令に基づき、いかなる目的で行われるのか？」「も
し結果が陽性の場合、どのような法的根拠に基づき、
どのような法的処置がなされるのか？」等を熟知し
た上で仕事に臨むことを肝に銘じております。現
在、右も左もわからない状態ですが、幸い、手本と
すべき方々に恵まれ、充実した日々を過ごしており
ます。
末筆ですが、今後のご指導ご鞭撻の程、よろしく
お願い申し上げます。
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