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「茂洋号」を活用した肉用牛振興と地産地消の取り組み
宮城県東部地方振興事務所

【はじめに】
茂洋号の生まれ故郷いしのまき地域では、茂洋号を柱とした和牛ブランド産地化対策「茂洋の郷づくり」
に取り組み、地域の特色を生かした優良肉用牛の生産振興を展開しています。現在までの取り組み状況につ
いて紹介します。
【ＪＡいしのまき肉牛部会枝肉研究会】
７月22日に芝浦食肉市場で、ＪＡいしのまき肉牛部会第２回枝肉研究会が開催されました。その中で14頭
の茂洋産子が出品され13頭がＡ５に格付けされました。茂洋産子のＢＭＳ最高位は11番で、第１回枝肉研究
会で出品されたＢＭＳ12番の茂洋産子には及びませんでしたが、繁殖
牛生産者を始め多くの関係者が出席した中、事務局のＪＡいしのまき
畜産課もほっとした様子でした。また、当日は奥北茂産子がＢＭＳ12
番でチャンピオン賞になり、県有種雄牛のエース２頭が活躍した研究
会となりました。
８月27日現在、石巻地域の茂洋産子の枝肉出荷頭数は67頭で県全体
の23％、Ａ５Ｂ５の割合は67％と、飼養頭数比率や県のＡ５Ｂ５の比
率よりも高く推移しています。
【茂洋の郷づくり】
優良な茂洋産子生産のため、毎月の子牛共励会や市場での発育デー
第２回枝肉研究会
タを用いた茂洋交配マニュアルの作成、地域共進会での「茂洋区」の
設置、地域内保留の推進、並びに代謝プロファイルテスト等各種診断法を用いた飼養管理技術の向上などに
取り組んでいます。茂洋産子を主体とした今回の枝肉研究会開催もその一環です。
また、
「茂洋の郷」のロゴを書道家に揮毫いただき、子牛市場でのノボリやタスキに活
用するとともに、地元産牛肉の消費拡大にむけて、シンボルキャラクター「しげひろ君」
を作成しました。
平成21年度は管内生産子牛のうち２割が茂洋産子と生産割合も高く、「茂洋の郷いしの
まき」が生産者の意識にも定着してきています。今後、茂洋の交配増加が見込まれる中、
交配マニュアルと併せて交配指針のポスターを全戸に配布し、優良な茂洋産子の生産に力
しげひろ君
を入れていきます。
【地産地消の取り組み】
平成22年度は茂洋産子の本格的な食肉市場デビューを契機に牛肉の地産地消に取り組んでいます。
８月４日石巻グランドホテルで、地元実需者へ地元産牛肉をアピールするため、「茂洋の郷いしのまき地産
地消賞味会」を開催しました。小売や飲食店舗等の牛肉の実需者、石巻市・東松島市の両市長、ＪＡ、商工
会議所、生産者代表、マスコミ等80名が出席し、茂洋の郷づくりや仙台牛の講演後、賞味を行いました。開
催前に実需者の皆さん１人１人に茂洋の郷づくりや開催趣旨を説
明しましたが、好意的な受け止め方が殆どでした。生産者の皆さ
んも、自分たちが丹精込めて育て上げた牛肉が石巻地域の産物と
して注目され賞味されることに、大きな喜びを感じていました。
今後、地場産の牛肉パックへのロゴシール添付や売場へのミニ
ノボリの設置などを計画しています。反面、
「石巻地域だけでなく
県全体で取り組んでほしい。
」
「地元産牛肉の安定的な供給の仕組
みづくりが必要」との意見もあり、牛肉の地産地消を進めていく
上での課題と思われました。
今後も関係機関が協力して生産者の意欲高揚や地域活性化につ
ながるように取り組んでいければと思います。
茂洋の郷いしのまき地産地消賞味会
（畜産振興部

佐々木宏行）
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耕作放棄地を活かして飼料増産に取り組んでみませんか

宮城県農業振興課

耕作放棄地再生利用緊急対策は、荒廃した状態の耕
作放棄地を貸借等により引き受ける再生利用者が行う、
再生作業や土づくり、必要な施設（用排水施設、農道、
農業用機械・施設等）の整備等を市町村の耕作放棄地
対策協議会を通じて支援する事業です。
■対象となる耕作放棄地
農振農用地区域内にあって、再生作業に一定以上の
労力と費用（６万円超／10a）が必要な農地が支援対象
です。
■取組主体
・農業を営む個人
・法人（農業生産法人、農事組合法人、特定農業法人、
農業参入法人、ＮＰＯ法人等）
・法人格のない団体（集落営農組織、農地・水・環境
保全向上対策の活動組織、中山間地域等直接支払制
度の協定集落等）
■支援内容
１ 再生利用活動
貸借等（使用貸借、賃貸借、所有権移転、農作業受
委託等）により耕作放棄地を再生・利用する次の取組
を支援します。
①再生作業（障害物除去、深耕、整地等）
・荒廃の程度に応じ３万円／10aまたは５万円／10a
・荒廃の程度が大きく、重機等を用いて行う再生作業
の場合、経費の１／２
②土壌改良（土壌改良資材・堆肥の投入、緑肥作物の
栽培等）
・２万５千円／10a（最大２年間）
荒廃農地
農振農用地
※市民農園、教育ファームとして利用する場
合は、農振農用地区域外も対象になります。

再生作業（障害物除去、深耕、整地等）
10a 当たり経費が
10a 当たり経費が 10 万円超
６万円超
重機等を使用しない
50,000 円／ 10a

③営農定着（作物の作付け）※水田は除く
・２万５千円／10a（１年間）
④経営展開【定額】
・加工品の試作や試験販売、マーケットリサーチ等に
必要な経費を支援します。
２ 施設等補完整備
１の再生利用活動と併せて行う施設等補完整備（用
排水施設、農道、農業用機械・施設等の整備）の取組
に対し、経費の１／２を支援します。
■その他
耕作放棄地の所有者が自助努力等によって再生作業
（経費６万円超／10a）を行い、営農を再開する場合は、
土壌改良、営農定着及び施設等補完整備の支援を受け
ることができます。
また､ 再生作業については､ 要した経費の総額（総
コスト）に応じて交付単価が異なりますが､ この経費
には労務提供に係る人件費相当額（取組主体の労務を
費用換算したもの）や､ 自己所有等機械供用に係る損
料相当額を含めることができます。
＜事業の活用例＞
農業用機械による再生作業だけでなく､ 家畜を用い
た再生作業（舌 草 刈り）についても10a当たり経費が
６万円を超えるケースについては支援対象になり､ 要した
経費に応じて３万円または５万円／10aが交付されます。
なお､ 家畜を用いた再生作業の経費には以下のもの
を算入することができます。
○資材費
物品（電気牧柵、飲水施設等）の購入費（１件の取
得価格が50万円未満の機械・器具に限ります）
○賃借料
物品、家畜等の賃借料
○労務費
家畜の管理、物品の設置等に係る労務費（労務費支
払の有無に関わらず、実施した労務に係る人件費相
当額を算入することができます）
○共済費 保険料
○その他
家畜による雑草等の除去に加えて人力・農業用機械
等により行う障害物除去、深耕、整地等に要する経
費（労務費支払の有無に関わらず､ 実施した労務に
係る人件費相当額を算入することができます）
した くさ

再生作業に対する定額交付の考え方
30,000 円／ 10a

重機等を使用する
１／２以内
※ 重 機 等 は ブ ルド ー
ザーやバックホウ等の重
機、チェーンソー

※ 10a 当たり経費が６万
円以下の場合は、支援
対象になりません。

土壌改良（肥料、有機質資材の投入、緑肥作物の栽培等）
25,000 円／ 10 ａ
（最大２年間）

営農定着（作物の作付け）
25,000 円／ 10 ａ（１年間）
※水田は除く

【総コスト】
６万円又は 10 万円超
／ 10a 以上

【国の交付単価】

労務費
（※１）
材料費
機械経費
（※２）

３万円又は５万円
／ 10a

※１：労務費には､ 労務提供に係る人件費相当額（取組主体の労務を費
用換算したもの）を含めることができます。
※２：機械経費には､ 自己所有等機械供用に係る損料相当額を含めるこ
とができます。

詳しくは、市町村の耕作放棄地対策協議会または、
宮城県農業振興課（電話022－211－2835）までお問い
合わせ下さい。なお、各市町村の問い合わせ窓口は、
農業振興課のホームページ「耕作放棄地対策のページ」
でご覧いただけます。
（http://www.pref.miyagi.jp/nosin/）

（ 4 ） 平成22年９月21日

（隔月１回発行）

第245号

牛等の放牧により荒廃農地を再生し､ 飼料作物を作付けする例
①「舌草刈り」の準備・実施

②土づくり

③飼料作物の作付け

○電気牧柵､ 注意看板､ 水場､ 日よけ等の
設置
○見回り（健康､ 水量､ 草量､ 電圧等の確認）
○必要に応じ､ 耕起､ 整地等

○肥料､ 有機質資材の投入､ 緑肥作物の栽
培等

○粗飼料生産（牧草､ホールクロップサイレー
ジ用稲等）
○飼料作物を作付けした農地での放牧等

・10a 当たりの経費（労務費を費用換算し
たものを含む）が、
６ 万円超 → ３万円／ 10a
10 万円超 → ５万円／ 10a

・10a 当たり 2.5 万円／年を支援
（最大２年間）

＜畑の場合＞
・10a 当たり 2.5 万円／年を支援（１年間）

（経営構造対策班

佐藤

郁）

平成22年度稲発酵粗飼料収穫調製作業の取り組み
社団法人宮城県農業公社
農業公社では平成13年度より稲発酵粗飼料の収穫調製作業の受託を実施し、平成22年度で10年目を迎えて
います。
今年は戸別所得補償制度に関するモデル対策として水田の有
効活用による自給率向上を図ることを目的とした「水田利活用
自給力向上事業」が始まり、稲発酵粗飼料は新規需要米として
主食用米と同等の所得を確保できる高水準の支援（交付金）が
受けられることから、県内栽培面積が1,094ha（６月16日現在見
込み）と昨年の栽培実績743.6haに比べ1.4倍程度に増加しています。
また、農業公社コントラクターを利用いただいた耕種農家か
ら稲発酵粗飼料を買い取り、県内外の畜産農家へあっせん販売
する「粗飼料供給事業」の効果もあり、過去最大となる約430ha
の作業受託面積となっております。そのため、現有機械のみで
の対応が難しいことから、今年度新たに専用機（細断型）を２
セット導入しました。
収穫作業は保有する専用収穫機11台（従来型６台、細断型５
台）により８月中旬から大崎・栗原管内を皮切りに本格的に稼
働しています。今年は天候に恵まれ、稲の生育も例年よりも進
んでいることから、職員が一丸となり土日を返上して急ピッチ
で作業を進めているところです。
収穫調製後の生産物（ロール）については国産粗飼料増産対
策事業（ハイグレード稲発酵粗飼料活用推進型）における品質
要件からも乳酸菌の添加や鳥害対策を行い、さらには収穫日、
品種、生産地などを明記した「生産履歴」を１ロールごとに貼
付して品質管理も行っています。生産履歴を添付することで給
与時期や収穫時期が一目でわかるため、畜産農家が安心して給
与できるような取り組みもしております。
【作業面積とあっせん販売個数】
Ｈ20実績

Ｈ21実績

Ｈ22計画

作業受託面積

336.5㌶

291.3㌶

430.8㌶

あっせん販売個数

18,500個

17,825個

24,000個

備考

稲発酵粗飼料を利用してみたい畜産農家を募集しています。
詳しい内容、問い合わせについては農業公社のホームページ、
若しくは牧場管理班（ＴＥＬ022－275－9193）までお問い合わ
せください。

（牧場管理班

佐藤

光美）
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飼料米等の現状と今後の課題について
全農みやぎ畜産部
配合飼料の原料として利用されている穀物の代替原料として米が使われることは以前から行われてきた。
米を配合原料として使用してきた背景は、主に原料価格の高騰に伴う価格調整を図るため、配合原料として
成分値の類似した穀物の代替原料として利用されてきた。
最近までは米国のトウモロコシを原料としたエネルギー政策の実施により、配合飼料の主原料であるトウ
モロコシの原料価格が高騰した。この状況を改善すべく代替原料として配合価格の低減を図るため利用され
始め、環境に配慮した循環型農業の考え方にも拍車がかかり「飼料米」という呼び名が一般化するようになっ
ていった。
これを機に、飼料米を給与した畜産生産物の販売戦略として商品の差別化・特徴化を出す為に、これまで
以上に利用されるようになり、米の生産から貯蔵・加工に関するインフラ整備が行われたり、商品販売戦略
のキャンペーンなどが行われるようになり、それらを促進する補助事業等も新設されるなど「飼料米」の関
心が高まっていった。
そんな中、全農宮城県本部は銘柄豚としてこれまで「宮城野豚」で販売展開してきたが、「飼料米」を７％
配合した配合飼料を給与した「宮城野豚みのり」として新たに銘柄を設定し、これまでの「宮城野豚」とは
区別して県内エーコープを基点に販売展開を行ってきた。
しかし、トウモロコシの原料価格が安定してきたため、「飼料米」の配合原料としての価格面での優位性が
減少したことに伴い、配合原料の「飼料米」使用割合の減少等もあり、「飼料米」の取引価格が低迷し始めて
いる。ただし、畜産生産物の販売戦略上、差別化・特徴化を掲げて肉畜生産を行っている場合は契約等にも
とづいた生産・販売で継続していると思われ、本会も「宮城野豚みのり」はこれまでどおり継続実施している。
今後の飼料米生産供給に関して平成22年度の宮城県内における契約面積等は約983haで約5,342tの生産が計
画されており、前年集荷実績の約４倍が計画されている。
全国的に生産面では個別補償の関係もあり、増加傾向にあるが、平成21年度に北日本くみあい飼料㈱供給
管内における「飼料米」を配合した飼料の販売数量は65,577,5tで、そのうち、宮城県内は11,174.7tであったが、
平成22年産「飼料米」の北日本くみあい飼料㈱全体の取扱数量は21,000t程度と見込まれ、平成21年産6,721tか
ら比べると昨年の３倍を越える取扱が予測されている。
しかしながら流通価格はあくまでも配合飼料の主原料であるトウモロコシの相場を勘案した価格で取引さ
れることが予測され、畜産生産物の販売戦略に伴う契約生産分等は固定若しくは流通価格＋条件別上乗せで
今後とも取引されると思われる。
当初の「飼料米」に対する飼料原料としての位置づけが価格面での優位性はなくなっているものの、販売
戦略上から維持しなければならない状況下にはあるが、平成22年度「飼料米」の生産が宮城県内だけでも約4
倍となっているのに対して、需要が比例して増加していくかは懸念されるが、飼料会社としては指定銘柄等
へ使用する「飼料米」以外は、一般銘柄の輸入トウモロコシの代替として大半を使用することとした場合は、
価格面で輸入トウモロコシ価格と連動した取引で流通することが考えられる。
これらの状況の中で、今後「飼料米」生産農家からすれば補助金とあわせて採算性などから来年以降の作
付けにも影響が出るものと思われる。
このような生産量や原料価格が流動的である「飼料米」は生産調整の１つのメニューであり、平成22年度
は「新規需要米」扱いの「稲ホールクロップサイレージ（稲WCS）」も年々拡大傾向にあり、「飼料米」同様、
「稲WCS」も生産過剰傾向にあると思われる。
今後も関係機関との協議・連携、行政機関などからの指導を仰ぎながら、現状販売商品のレベルアップや
新規商品の開発、地産地消の取り組み強化などに対し、本会として取り組みを強化してまいりますので、関
係機関のご協力よろしくお願いいたします。
（畜産部次長 高橋 修）
みやぎのポーク

みやぎのポーク

コマツ建機販売㈱ 宮城カンパニー
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農業体験学習体験「夏休み

（隔月１回発行）
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食と農のたのしい思い出に」
全農みやぎ

宮城県本部は７月26～29日の日程で開催した「蔵王フレンドリーパーク農業体験学習キャンプ」（主催＝
（財）全国農協観光協会）に宮城野豚みのりの焼肉用、カレー用合わせて6.5kg、仙台黒毛和牛3.5kg、宮城の環
境保全米を30kgの食材を贈呈しました。
同キャンプは子供たちに食の大切さ、食を支える農の役割などへの理解を深めてもらうため開かれている
もの。東京など都市部の小学生25人、地元の蔵王町の小学生５人が参加しました。
子供たちは、ジャガイモやダイコンの収穫、乳搾り、バター作りなどを体験。バーベキュー、カレーなど
をみんなで作り、美味しい宮城の農畜産物をもりもり食べて、たくさんの友達と思い出を作っていました。
（畜産部事業管理グループ

佐藤

良悦）

平成22年９月21日
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日本政策金融公庫農業関係資金の紹介
日本政策金融公庫仙台支店
平成22年10月１日から、無利子の「農業改良資金」の貸付主体が都道府県から公庫へ変更されます。この
農業改良資金は、認定農業者に限らず「意欲ある多様な担い手」のみなさまが行う生産・加工・販売分野に
おけるチャレンジ性に富んだ取組みに対して「農業改良措置」の認定を受けていただき、その実施に必要な
資金を融資する制度です。
このほかに設備投資など、認定農業者の方の農業経営改善計画の達成を支援する「スーパーＬ資金」、飼料・
燃油代高騰等の要因で経営環境が変化した方を支援する「農林漁業セーフティネット資金」があり、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。
農業改良資金、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
農業改良資金

ご利用いただける方

資金の使いみち

スーパー L資金

農林漁業セーフティネット資金

①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）

①認定農業者
②認定就農者
③その他（一定の要件を満た
している方）

新たに
①農業部門の経営を始める
②加工の事業を始める
③生産方式を導入する
ための設備、家畜購入
など

①農地の取得・改良・造成
施設機械の設備事業
②経営の安定化・設備投資
に伴う立上り運転資金
③法人への出資金
など

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、経営の維持安定に必
要な資金

個人：1,800万円
法人・団体：5,000万円
※上記の「ご利用いただけ
る方」のうち、①及び③の
方は、必要額の８割に相当
する額と上記限度額のいず
れか低い額です。

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）

10年以内
（うち据置期間３年以内）
特例：12年以内
（うち据置期間５年以内）

25年以内
（うち据置期間10年以内）

10年以内
（うち据置期間３年以内）

①主業農業者
②認定農業者
③認定就農者

など

お借入の条件

融資限度額

償還期限

（※）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。

詳しくは、日本政策金融公庫仙台支店（電話☎022-221-2332）、公庫受託金融機関、又は宮城県（地方振興
事務所、農業改良普及センター）までお問い合わせください。
（仙台支店農業食品課
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宮城県農業大学校学生募集（一般入校試験：前期）
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23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19日㈮～12月２日㈭当日消印有効
◇試験日時 12月20日㈪ 午前８時45分～
◇合格発表日 12月27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（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。

国産食肉知識普及イベント開催‼
宮城県食肉消費対策協議会
本協議会では、平成22年度食肉情報等普及・啓
発事業において「みやぎまるごとフェスティバル
2010」に下記の内容にて出展することとなりました
ので、
多数ご来場くださるようご案内申し上げます。
記
１ 内容
宮城の銘柄牛・銘柄豚のPRを兼ねて、食肉に関
する情報パネルの展示、パンフレットの配布をいた
します。また、１日３回、各80名を対象に食肉に関
するアンケートと「仙台黒毛和牛」および「しもふ
りレッド」の試食会を行うほか、食肉加工の製法や
調理法、栄養などの情報盛り沢山の知識本をプレゼ
ントいたします。
２ 開催日時および場所
（１）イベント実施日時
平成22年10月16日㈯、17日㈰
10：00～16：00

（２）アンケート実施日時
平成22年10月16日㈯
①10：30～、②13：00～、③14：30～
平成22年10月17日㈰
①10：00～、②12：00～、③13：30～
（３）場所
勾当台公園 技エリア
（地下鉄勾当台公園駅 公園１出口付近）

（早坂

翔太）

平成22年９月21日
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“牛乳・乳製品フェア2010”
ミルクジャパンランドへようこそ！
開催について

農林水産祭参加
第50回仙台牛枝肉共進会の
開催について

宮城県牛乳普及協会
今年の“牛乳・乳製品フェア2010”は、10月から始
まる新たな牛乳消費拡大活動「MILK JAPAN」と
連動して、
《牛乳って“ありがたい”感情》、《牛乳っ
て“使える”感情》の２つの目的を消費者に伝え、牛
乳ファンを増やしていく親子体験共有型のイベント
となっております。牛を育て安全・安心な牛乳を届
ける酪農家と消費者を結ぶ「MILK JAPAN」運動
は「牛乳が日本を元気にする。」を合い言葉に、子
育てを頑張っているママや家族を応援！牛乳による
つながりを通して元気の絆が深まり、日本が元気に
牛乳も元気になることを目標に展開してまいります。
イベント内容として、MILKふれあいステージで
は酪農劇場と題して、酪農家の１日の生活と酪農家
が作るオリジナルのミルク料理を紹介しながら、酪
農に対する正しい知識と関心を深めることができる
よう訴求・展開いたします。また、親子での利きミ
ルク大会では、味覚・嗅覚・視覚を使って試飲いた
だき、自分に合った牛乳を見つけるきっかけづくり
を提案いたします。ミルクプリン講座、手作りバ
ター教室、親子でいい笑顔撮影会等、親子で一緒に
体験・体感できる内容が盛りだくさんです。子育て
や家事に忙しいママに牛乳を「そのまま飲む」だけ
ではなく、牛乳レシピ提案を通じ牛乳利用の幅が広
がることを期待した、ママが作れる簡単なミルク料
理教室や新食感のミルクドリンク試飲コーナーもお
すすめです。
飽食時代である現代の消費者に、牛乳の栄養素が
持つすばらしい価値観が再認識できる、牛乳で元気
になれるミルクジャパンランドに是非ご来場下さい
ますようご案内申し上げます。
開催日時
平成22年10月16日㈯、17日㈰
午前10時～午後４時迄
開催場所
仙台市 「勾当台公園」

（村山ひろみ）

全農みやぎ畜産部
農林水産祭参加第50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22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

第１部

黒毛和種

第２部

黒毛和種

区

分

去

勢
雌

条

件

枝肉重量390kg～520kg
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

第１部 黒毛和種 去

勢

第２部 黒毛和種
計

雌

頭

数

屠畜月日 販売月日

150

11月２日 11月４日

50

11月２日 11月４日

200

（生産販売グループ

畑山

和夫）
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肥育豚飼料米給与試験の取り組み
宮城県畜産試験場

飼料米の作付け面積は全国的に大幅に増加しており、宮城県内においても、平成20年度155ha、平成21年度
406ha、平成22年度1,567haと大幅に増加しています。畜産試験場では増加する飼料米利用にあたり、飼料米
の効果的な配合割合、給与期間及び宮城県の系統豚を利用した交雑種への発育性・肉質への影響などについ
て調査しています。
平成22年１月20日発行の畜産みやぎにて紹介しましたが、第１次試験として、平成21年11月から、豚肥育
後期用飼料に、２mmに粉砕した飼料米（玄米）を15％及び30％配合し、体重約70kgから115kgまで給与しま
した。供試豚は、ＬＤ（ミヤギノＬ２×しもふりレッド）種18頭、しもふりレッド純粋種６頭を用いました。
発育性については前回にご紹介しましたので、今回は肉質、脂肪酸組成への影響及び食味アンケートについ
て報告します。
肉質について表１に示しました。品種間では48時間後の保水性、クッキングロス、筋肉内脂肪含量に有意
差が認められました。試験区間では特に有意差は認められませんでしたが、筋肉内脂肪含量において、ＬＤ
種では飼料米の配合が高くなるほど比例して高くなる傾向を示しました。純粋種では15％が高くなる傾向を
示し、品種間の傾向が異なりました。逆にロース断面積では飼料米の配合割合が高くなるほど小さくなる傾
向を示し、このことは低リジン飼料給与の傾向に類似していると考えられます。保水性については、どちら
の区も15％区が低く、保水性が高い傾向を示しました。また、柔らかさについては、ＬＤ種では15％区が低く、
柔らかい傾向を示したのに対し、純粋種では15％区が最も高く硬くなる傾向を示しました。
脂肪酸割合について表２・３に示しました。おいしさの指標の１つとされているオレイン酸含量において、
筋肉内脂肪および皮下脂肪（内層）ともに同じ傾向を示し、ＬＤ種では、30％が最も高い値を示しましたが、
15％区では対照区よりやや低くなる傾向を示しました。一方純粋種では、逆に15％区が最も高く、飼料米を
給与することで脂肪酸割合が高まる傾向を示しました。ＬＤ種は飼料米の配合割合が高いほどオレイン酸含
量も高くなる傾向にあります。しかし、肉質で改良されたしもふりレッドの純粋種では、配合割合を高めて
も比例した増加傾向は認められず、15％割合程度が高くなりやすい傾向を示します。表１の肉質における筋
肉内脂肪含量の増加傾向もこれに類似していると考えられます。
食味アンケート調査は、ＪＡみどりのに御協力いただき、ＬＤ種について実施しました。結果は図１に示
しました。豚臭さ、コク、かおりでは有意差は認められませんでしたが、色では30％がやや濃く、柔らかさ、
多汁性、うまみ、おいしさで15％区が他の２区よりも好評価を得ており、全体として15％区が評価が高い結
果となりました。
畜産試験場では、現在給与期間の影響を調査するために、体重30kgから115kgまでの肥育全期間において、
飼料米を15％配合した給与試験を実施しています。試験結果については取りまとめ、お知らせしていきたい
と思います。また、交雑種については、ＬＤ種のみでなく、ＬＷＤ種やＬＤＤ種についても飼料米給与試験
を実施し、交雑種の違いによる影響についても検討していきたいと思います。
（種豚家きん部 熊田 修之）
表１ 肉質
試験区
LD種
DD種
LD種

DD種

表２

18頭
６頭
対照区
15％区
30％区
対照区
15％区
30％区

保水性
24ｈ
48ｈ
5.32
7.58a
2.52
3.98b
5.11
7.46
5.17
7.26
5.68
8.00
2.90
4.42
1.75
3.24
2.91
4.29

クッキング ロース面積
ロス
第５胸椎
20.23a
29.54
16.53b
26.22
20.18
30.67
20.58
29.28
19.94
28.68
15.83
28.78
17.56
25.37
16.22
24.51

脂肪酸含量（筋肉内脂肪）
試験区

LD種
DD種
LD種

DD種

18頭
６頭
対照区
15％区
30％区
対照区
15％区
30％区

C18:1
C18:2
C18:3
オイレン酸 リノール酸 リノレン酸
45.64
6.39
1.06
44.44
6.69
0.92
45.66
6.20
1.18
44.27
7.17
0.93
47.00
5.79
1.06
42.62
5.87
0.94
46.00
6.27
1.06
44.69
7.94
0.77

表３

テンシプレッサー
脂肪含量
柔らかさ しなやかさ
43.18
1.47
3.51a
43.85
1.50
5.97b
43.72
1.50
2.92
41.54
1.47
3.36
44.27
1.44
4.26
36.73
1.48
5.25
51.08
1.50
7.12
43.73
1.51
5.54
5.3a,b：p<0.05

脂肪酸含量（皮下脂肪内層）
試験区

LD種
DD種
LD種

DD種

18頭
６頭
対照区
15％区
30％区
対照区
15％区
30％区

図１

食味アンケート調査
かおり

4

おいしさ

3

色

2
1
0

豚臭さ

コク

軟らかさ

多汁性
うまみ

C18:1
C18:2
C18:3
オイレン酸 リノール酸 γ-リノレン酸
45.69
7.35
1.16
43.78
7.79
1.00
45.63
7.67
1.17
44.86
7.58
1.08
46.57
6.79
1.23
42.08
7.69
1.16
44.67
7.90
1.04
44.58
7.80
0.82

対象区
15%区
30%区
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〈衛生便り〉

牛ヒストフィルス・ソムニ
（牛ヘモフィルス・ソムナス）
感染症について

〈農業大学校生の抱負〉

私の将来について

宮城県農業大学校畜産学部
肉牛専攻 佐藤

北部家畜保健衛生所
和牛繁殖農家で、育成牛が２頭ほど立て続けに起
立不能となり、数時間のうちにへい死するという事
例に出会いました。発熱を示し、症状が進行性で治
療に反応しないことから、診療獣医師を通じて病性
鑑定の依頼を受けました。このような症状で急性死
を引き起こす代表的なものとして、ビタミンB１欠
乏症、乳頭糞線虫症などがありますが、へい死した
牛の剖検所見、血液生化学検査、糞便検査などでは
上記疾病の関与が疑われる結果は得られませんでし
た。しかし、精密検査の結果、牛ヒストフィルス・
ソムニ感染症であることが判明しました。
本病はHistophilus somniという細菌の感染によっ
て起こる敗血症または脳脊髄炎で、主に２歳までの
育成牛や肥育牛に発生します。発症初期には発熱、
元気消失が見られ、しばしば運動失調を伴います。
その後四肢麻痺、痙れんを呈し、昏睡状態に陥り死
亡します。発症牛は数時間から数日程度の急性経過
で死亡する例が多く、致死率が非常に高い病気です。
集団飼育牛では、秋から冬にかけて散発しやすく、
導入後数週間以内に多く見られます。これは牛の輸
送や気候の変動によるストレスなどが誘因になるた
めと考えられています。
また、本菌は肺炎や流死産の原因となることも知
られています。若齢牛では細菌やウイルスとの混合
感染による肺炎が認められ、発育不良や死亡事故に
つながることがあります。成牛では膣炎や子宮内膜
炎、さらに散発性の流産や虚弱子牛の分娩の原因と
なることもあります。
本病を予防するにはワクチン接種が最も有効で
す。本県の子牛市場では、牛5種混合生ワクチンと
牛ヒストフィルス・ソムニ感染症不活化ワクチンの
接種が市場上場の条件となっていますが、導入後の
追加接種については、発生が散発的であることや経
費削減のために、積極的に取り組まれる方は少ない
のが現状です。しかし、本病発症牛の治癒率は低く、
特に神経症状が認められると治療は不成功に終わる
ことが多いため、発生のリスクを考慮した衛生対策
が重要です。また、牛舎を清潔に保ち、病気が発生
しない環境づくりを心がけてください。本病を疑う
牛の突然死に気づいた場合には、最寄りの家畜保健
衛生所、獣医師にご相談ください。
（防疫班 曽地雄一郎）

2年

伸

現在、私の家（登米市豊里
町）では、黒毛肥育和牛120
頭の経営をしております。こ
の宮城県農業大学校を卒業し
た後は、そして、この農業大
学校在学中に家畜人工授精師
の資格を取得し、将来的には、
我が家の今の肥育経営だけで
はなく一貫経営し、経営の規模を拡大していきたい
と思っています。そのために、農業大学校で畜産に
関する技術・知識・経営などを学び、その後の自分
の経営に活かしていきたいと思います。しかし、今
の畜産の現状は、口締疫による被害や、不景気によ
る枝肉価格が下がり、とても厳しい現状です。そこ
で、私はできるかぎりコストの軽減や、牛一頭一頭
の個体管理をし、発育の悪い牛をなるべく出さない
ようにしていき、一頭でも上物率が高くなるような
肥育経営をしていきたいと思っています。そして、
人工授精師の資格をいかし、我が家の経営だけでは
なく、他の農家の繁殖の経営をしている人たちの経
営に役立ていけたらいいなと思います。それに、肉
にして成績が良い種を繁殖農家に推めたり、繁殖農
家と提携して、自分がいいと思った種を付けさせて
いけたらいいなと思います。
気づけば学生生活もあと半年しかありません。な
ので、学校で取得できる人工授精師、削締師、家畜
商などの資格を取得したいと思っています。そし
て、将来家の牛も削締し、経費を軽減していきたい
と思います。あと残り少ない学生生活を仲間と共に
楽しみたいと思います。

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）
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〈New face〉

第245号

〈New face〉
みやぎの酪農農業協同組合

遠山

みやぎの酪農農業協同組合

裕史

佐々木晶子

皆さん初めまして、平成

皆様はじめまして、佐々

22年 ４ 月 よ り み や ぎ の 酪

木晶子と申します。今年の

農農業協同組合に勤めてい

３月に小牛田農林高等学校

る、遠山裕史と申します。

総合学科を卒業し、４月か

私の家は酪農家ではなく、

らみやぎの酪農農業協同組

高校も中新田高等学校の商

合の販売課販売係に配属に

業科だったので、酪農に携

なりました。

わる事がありませんでした。ですが、私は牛乳が好

私はこれまで酪農に携わる機会がなく、牛を間近

きで、このみやぎの酪農農業協同組合を知り、牛乳

で見る、触れるという体験すらしたことがありませ

を作っている農家の皆さんのお役に立ちたいと思い

んでした。しかし今は仕事をしていく中で、酪農家

就職しました。

とはどういうことをしているのか、この組合はどの

８月からは仙北ＣＳに配属となりました。仙北Ｃ

ような役割を持っているのかということを少しずつ

Ｓでは農家の皆さんが搾乳した牛乳を積込み、出荷

ではありますが勉強し、日々の業務を行っておりま

をしたり、農家の方々の依頼検査を行なったりして

す。実際に酪農家の方の家に行き、牛舎の中を見学

います。

し、多くの牛を見て触れ、乳搾りと哺乳の体験をさ

しかし、私はまだまだ半人前で分からない事も多

せていただきました。このような作業は１日の中の

く、現場の方では小さなミスをしてしまったり、一

ほんの一部の作業であり、酪農家の方々は消費者に

人では出来ない事もたくさんあります。検査の方で

安全でおいしい牛乳を届けるため、日々の様々な努

も、自分がやってみた細胞の検査の結果が先輩の

力を肌で感じ取りました。

やってみた結果と大きく違っていたり、抗生物質の

また、７月からは牛乳普及業務も兼務し、生産者

検査で培地にうまく貼り付けることができなかった

である酪農家の方々だけでなく、消費者の方々とも

りと、まだまだ覚える事、経験して慣れる事がたく

接する機会が増え、様々なことを経験し学んでいま

さんあります。ＣＳではたった一つの間違いが大き

す。消費者の方々には牛乳普及活動を通して、牛乳

な損害と、農家の方に多大なご迷惑をおかけしてし

は体に良いものであり、そのまま飲むだけではなく、

まう可能性があるので、先輩達のように迅速ながら

料理するにあたって工夫次第では様々なものに活用

も正確にやっていけるようにがんばっていきたいと

できるということをぜひ知ってもらいたいです。

思っております。
最後に、早く一人前になり宮城県の畜産に少しで

これから仕事を覚えていくなかで迷惑をかけると
思いますが、酪農家や消費者の方々を元気で明るい

も貢献できるよう日々精進していこうと思いますの

笑顔の花でいっぱいにできるよう頑張りますので、

で、今後ともご指導の程よろしくお願い致します。

よろしくお願いします。

