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平成22年度稲発酵粗飼料生産供給実績について
社団法人宮城県農業公社

①収穫調製作業について
農業公社は広域コントラクターとして宮城県内一円を対象に稲発酵粗飼料収穫調製作業を８月中旬から所
有する専用収穫機にて実施しました。今年は記録的な猛暑によりオペレーターの熱中症が心配されましたが
ビーチパラソルの活用やこまめな水分補給により暑さを乗り切り、約430haの受託面積を10月下旬に完了しま
した。
収穫調製作業における問題点としては「WCSだから」「公社が作業をするのだから」などの認識によりヒエ
や雑草が繁茂していたり、圃場の軟弱により収穫機が入れないなどの栽培管理上の手抜きが一部に見受けら
れました。今年度より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）において栽培要件
も定められており、適正な管理が求められているので徹底した防除、雑草対策、排水管理が必要です。また、
次年度も新規需要米として稲発酵粗飼料栽培の更なる増加が見込まれることから条件が悪い圃場については
作業をお断りする事も検討中です。

【平成21・22年度実績（10月末現在）】

作業受託面積 総生産量 地産地消 公社斡旋量

平成22年度 430㌶ 35,500個 8,500個 27,000個

平成21年度 291㌶ 24,915個 7,090個 17,825個

②粗飼料供給事業について
粗飼料供給事業は公社コントラクターが収穫調製作業を受託した耕種農家より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事業です。今年度は昨年の1.5倍の約28,400個を流通させるため、県内
外の畜産農家へ利用推進活動を積極的に行っております。
現在は収穫完了後の圃場から特殊機械（写真①）と運搬車（写真②）によりストックヤードまでの運搬、
集積作業（写真③）を１パーティ当たり約350個の搬出目標を掲げ、職員一丸となり急ピッチで進めておりま
す。公社の稲発酵粗飼料には収穫日、品種、生産地などを明記した「生産履歴」を貼付し給与時期や収穫時
期が一目でわかる品質管理を行うことで畜産農家が安心して給与できる取り組みもしております。（写真⑤）
集積した稲発酵粗飼料は大型運搬車（写真④）により畜産農家の庭先まで「安心な稲発酵粗飼料」を確実
にお届けします。

※　稲発酵粗飼料を利用し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。

（写真①）圃場からの搬出 （写真②）ストックヤードまでの運搬 （写真③）荷下ろし・集積・積込み

（写真④）畜産農家の庭先へ（写真⑤）生産履歴（トレーサビリティ）
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猛暑後における牛の繁殖管理
NOSAI宮城

今年の夏は記録的な猛暑となりました。仙台では1927年以来、観測史上最も高い月平均気温（８月27.2℃）を記録
したのを始めとし、平均気温25℃以上の年間日数（51日）、最高気温30℃以上の日数（48日）最低気温25℃以上の日数
（10日）と、軒並み記録を更新することとなりました。これに伴い県内の家畜の事故も乳牛を中心として多発し、家畜
共済の死廃事故頭数で７月469頭、８月496頭、９月483頭の発生が認められ、前年対比で７月71頭、８月82頭、９月71
頭の増加となりました。
一般に乳牛にとって快適な温熱環境は0℃〜20℃、また体温が上昇し始める温度は27℃程度とされています。
今年の夏が乳牛にとって、いかに厳しいものだったかがうかがえます。この影響は涼しくなってから繁殖成績の低
下となって現われます。
猛暑後の牛群をいかに回復させ妊娠させるかが来年の経営の上からのポイントになります。このようなことから今
回は繁殖成績向上対策について述べます。

涼しくなっても体調が回復しない牛については飼養環境を整え、これから授精する牛については我が家で与えられ
る最も良質な粗飼料を給与し、乾物摂取量（DMI）を上昇させ、エネルギーバランスの回復に努め、ミネラル類、ビ
タミン剤等の給与により積極的に夏場弱った体を回復させることが重要となります。
１　牛群の現状把握
これから授精する牛、あるいは、まだ受胎してない牛の状態を早期に把握しましょう。
それらの牛が現在どのような状態になっているのか？餌を食い込めているのか？（よく食い込んでいる牛は後ろか
ら見ると洋梨型、あるいはリンゴ型になっている。）BCS（ボディーコンディションスコア）が低くなっていないか？
毛艶があるのか？アダーカラー（乳房の赤み）はあるか（貧血でないか）？肢は痛がってないか？スタンディングに
よる発情が見られるか？これらを注意深く観察してください。
（1）生殖器の回復状況の確認
○子宮の回復状況（子宮の内容物の有無、子宮の収縮の有無及び発情粘液の清浄性等）
授精時期（分娩後40日以降）にありながら回復が遅れているものについては治療対象となります。
対応としてはホルモン剤による悪露の排泄、洗浄及び薬剤注入（ヨード剤、抗生剤）などの治療が考えられます。
○卵巣の回復状況（卵胞、黄体の有無、実質の充実具合）
卵巣萎縮、卵胞嚢腫、黄体遺残、排卵障害等が認められればホルモン剤等にて治療します。
２　対策
（1）観察　発情発見　妊娠率
来年に分娩する牛を確保するために妊娠率を上げましょう。
妊娠率とは種付け開始時期から21日（発情サイクル）ごとに何％の牛が妊娠するかを示す指標です。
妊娠率＝発情発見率×受胎率で示されます。
妊娠牛を確保するためには発情を発見し授精することが重要です。受胎率が高くなっても発情が発見できなけれ
ば、妊娠牛の確保が困難となります。
発情発見率と観察時間は比例関係にあります。１日、朝夕２回のみの観察ではなく３回以上観察する時間をスケ
ジュールの中に組み込み発情発見率を上げましょう。
（2）早期妊娠診断及び再妊娠診断
超音波診断装置を用いれば受精後30日前後で妊娠診断が可能です。不受胎の診断が早くできれば、妊娠してない牛
の早期発見、早期治療につながります。また今年の猛暑の影響で早期胎児死滅の発生が懸念されます。再び妊娠診断
を行い、来年の分娩計画を確定させましょう。
（3）発情不明・鈍性発情
充分観察しても発情が発見できない牛に対しては獣医に診療を依頼し、発情の発見に取り組みましょう。
３　結び
地球温暖化が進む中、今後も今年のような猛暑が想定されます。
生産性向上の視点から猛暑後の飼養管理に特に注意しましょう。
･ （家畜部次長　佐々木　弘志）
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平成22年４月20日、国内では10年ぶりとなる口蹄
疫が宮崎県で発生しました。今回の口蹄疫は、４月
20日の第１例目の報告時には、すでに複数の農家に
ウイルスが侵入していたこと、３月の中旬には最初
の感染があったこと等がその後に報告されました。
このため、感染が大規模に拡大し、最終的には292
例の農家で発生があり、ワクチン接種をした家畜を
含めて、約28万９千頭の家畜が殺処分されました。
これまで経験したことのない大規模な発生であった
ことから、国の機関や自衛隊、全国の都道府県職員
等が一体となって防疫活動に従事し、７月５日まで
家畜の殺処分を行いました。
本県においても４月29日から７月６日まで農林水
産部からは家畜保健衛生所及び畜産課から、環境生
活部からは保健所及び食と暮らしの安全推進課か
ら、実人数15名のべ20名の家畜防疫員が宮崎県に派
遣され、現地に３〜７日間滞在して農場の立入検査、
家畜の殺処分、発生の疑いのある家畜の病性鑑定、
畜舎の清掃消毒等の作業を行いました。これらの活
動を含め、本県の口蹄疫のまん延を防止するための
防疫措置の実施に尽力した功績に対して、平成22年
９月７日付で農林水産大臣から宮城県知事あてに感
謝状が贈られました。
今回派遣された職員は、現場で防疫活動に従事す
ることにより、発症した家畜の症状、実際の防疫措
置の内容、チームで活動するにあたっての指揮系統
や、国や県、市町村との連携の重要性について学ん
できたことから、これらの貴重な体験は、本県の口
蹄疫防疫対策に有効に活用されています。

宮 崎 県 で の 口 蹄 疫 発 生 に 伴 う
家畜防疫員の派遣活動について

宮城県農林水産部畜産課

みやぎ総合家畜市場
消毒施設設置について

全農みやぎ

４月20日に宮崎県児湯郡都濃町で口蹄疫感染の疑

いのある牛が発見されて以来、８月27日の終息宣言

までの約４ヶ月間に及ぶ現地での防疫活動の状況に

ついては、報道を見聞するたびに心痛の思いであ

り、口蹄疫という伝染病の甚大な被害を目の当たり

にし、改めて防疫体制強化の必要性を認識したとこ

ろです。

そのような状況のなか、宮城県の生体家畜の流通

の拠点である当家畜市場に於いても車輌用の消毒槽

や消石灰の場内散布。また、動力噴霧器による家畜

車輌及び一般車輌の消毒等を実施してきましたが、

宮崎県の事例を踏まえつつ更なる防疫体制の強化を

図るため、新たに市場出入り口に車輌消毒用ゲート

を設置する事となりました。

10月の子牛市場開催前に完成し、現在は既に稼働

しており、通行する全ての車輌を対象に消毒を実施

しているところです。

消毒ゲートを通る際は車輌速度を落とし、十分な

消毒にご協力をお願いします。

平成22年11月22日 第246号（　）4 （隔月１回発行）



第50回仙台牛枝肉共進会終了報告
全農みやぎ

農林水産祭参加　第50回仙台牛枝肉共進会は、11月１日〜４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　　佐々木　秀樹　（JA古　川）
　　　　　血　　統　　父：茂　洋　　母の父：福　栄
　　　　　規　　格　　Ａ－５　　　　枝肉重量　　473.5㎏
　　　　　枝肉単価　　5,003円
第２部　黒毛和種メスの部
　　　　　出 品 者　　大　友　　学　（JA古　川）
　　　　　血　　統　　父：茂　洋　　母の父：安平照
　　　　　規　　格　　Ａ－５　　　　枝肉重量　　439.0㎏
　　　　　枝肉単価　　5,430円

１）出品財の概要について
格付は「Ａ－５」で枝肉重量473.5kg、ロース面積99㎠、バラの厚さ8.4㎝、皮下脂肪の厚さ2.9㎝、歩留基準値79.4と、外観・

肉質ともに大変優れていた枝肉であった。
２）審査経過
出品頭数は149頭（１頭検査保留）、枝肉重量の平均は504.2kg（最大613.0kg最小393.5kg）であった。枝肉等級の格付状況は

５等級94頭（63.1％）、４等級41頭（27.5％）、３等級14頭（9.4％）で、４等級以上（上物率）は90.6％であった。
外観的にはロース芯が太く、バラの厚い肉量に富んだ枝肉が多い反面、肩の厚みに欠け枝肉重量に対してバラの厚みにやや

欠けるものが一部見受けられた。肉質面では、やや肉の光沢に欠け、肉の締りが不充分な枝が散見され、サシの交雑に粗さを
感じる枝肉も見受けられた。
また、今回は県産種雄牛「茂洋」への期待も大きく、大きな成果があったとものと思われる。

第１部　去勢の部　チャンピオン牛 第２部　メスの部　チャンピオン牛

チャンピオン賞受賞者
（左：佐々木　秀樹氏　右：大友　学氏）
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平成22年度上半期生乳需給状況について

平成22年度計画生産の全国ベースの計画生産目標数量は、749万7千㌧と設定され19年度以来３年ぶりの減産型計画生産とな
りました。
１．生乳需給状況
（１）全　国
22年度４〜９月の受託乳量は3,761,141㌧、対前年同期比△2.3％減少しました。地域別には、北海道では△0.6％減少し、ほぼ
前年並みで推移しています。一方、都府県では△4.1％減少し、8月以降は猛暑の影響により減少幅が大きくなっています。
（２）東　北
４〜９月の受託乳量は309,548㌧、対前年同期比△3.4％減少しました。県別には、青森、岩手県に生産量の回復基調が見られ
るものの、宮城、秋田及び山形県については大きく減少し、直近においては91％台と９ポイント近い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、大きなウエイトを占める飲用牛乳向けの消費が依然として伸び悩んでおり
215,813㌧、対前年同期比△3.0％減少しました。一方、特定乳製品向けは生産量が減少したことに伴い△8.0％減少しました。そ
の他の用途別については、はっ酵乳等向けが＋1.4％増加、チーズ向けが△6.6％減少、生クリーム等向けが△5.6％減少となりま
した。
（４）宮城県
４〜９月の受託乳量は66,316㌧、対前年同期比△5.8％減少しました。月別推移では８月以降は猛暑の影響により8ポイントを
超す減少となっています。また、生乳計画生産出荷目標数量135,460㌧に対しては△1,603㌧の未達となっています。
･ （販売課　　菅原　久義）

平成 22 年度全国生乳受託実績
月

地区名
4月 5月 6月 7月 8月 9月 4～ 9月計

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

北海道 316,914 99.5 333,806 98.9 331,347 100.6 331,829 100.3 320,887 98.8 306,175 98.6 1,940,183 99.4
都府県 320,567 96.4 327,771 96.6 308,391 97.6 302,242 97.1 286,247 94.6 275,742 92.7 1,820,958 95.9
全　国 636,715 97.9 661,577 97.7 639,738 99.1 634,071 98.7 607,134 96.8 581,916 95.7 3,761,141 97.7

平成 22 年度東北生乳受託・用途別販売実績
月

県
4月 5月 6月 7月 8月 9月 4～ 9月計

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

青　森 6,034,132.0 99.2 6,224,140.0 98.7 6,034,010.0 99.9 6,125,438.0 100.9 5,754,863.0 96.5 5,447,048.0 94.9 35,619,631.0 98.4
岩　手 17,993,617.0 98.3 18,367,346.0 98.5 17,716,961.0 98.1 17,977,331.0 97.8 17,548,304.0 97.9 16,897,118.0 97.3 106,500,677.0 98.0
宮　城 11,453,318.0 95.9 11,697,209.0 94.4 11,227,256.0 96.6 11,126,289.0 94.9 10,550,561.0 91.5 10,262,016.0 91.6 66,316,649.0 94.2
秋　田 2,656,081.0 93.6 2,746,626.0 93.9 2,629,722.0 95.4 2,615,016.0 95.4 2,444,902.0 93.3 2,350,996.0 91.8 15,443,343.0 93.9
山　形 6,815,587.8 96.8 6,998,953.8 96.5 6,702,625.5 97.6 6,602,675.8 95.6 6,117,466.9 92.4 5,869,969.1 91.7 39,107,278.9 95.2
福　島 8,015,834.0 98.4 8,263,033.0 97.1 7,823,295.0 99.3 7,791,860.0 98.3 7,501,898.0 97.9 7,165,382.0 95.8 46,561,302.0 97.8
計 52,968,569.8 97.5 54,297,307.8 96.9 52,133,869.5 97.9 52,238,609.8 97.2 49,917,994.9 95.4 47,992,529.1 94.6 309,548,880.9 96.6

月

県
4月 5月 6月 7月 8月 9月 4～ 9月計

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

総受託
販売乳量

52,968,569.8 97.5 54,297,307.8 96.9 52,133,869.5 97.9 52,238,609.8 97.2 49,917,994.9 95.4 47,992,529.1 94.6 309,548,880.9 96.6

飲
用
等
向
け

飲用牛乳
向け

34,094,597.8 96.3 36,807,822.8 97.2 38,391,314.5 98.2 36,628,222.8 97.8 33,706,882.9 96.1 36,184,930.1 96.1 215,813,770.9 97.0

（うち学乳
向け）

2,412,346.8 96.9 2,848,493.4 98.6 3,440,139.5 99.4 2,191,228.5 95.8 962,189.2 99.8 3,097,299.7 103.1 14,951,697.1 99.0

は っ 酵 乳
等向け

5,357,992.0 94.1 6,097,354.0 95.0 6,342,888.0 101.8 6,171,476.0 101.7 6,266,791.0 108.9 5,817,485.0 107.9 36,053,986.0 101.4

乳
製
品
向
け

特定乳製
品向け

10,860,546.0 104.7 8,745,359.0 101.3 4,648,631.0 90.6 6,488,353.0 95.2 6,916,942.0 81.0 2,941,904.0 63.2 40,601,735.0 92.0

（うち委託
加工向け）

154,977.0 0.0 464,775.0 0.0 454,840.0 0.0 0.0 0.0 451,347.0 0.0 0.0 0.0 1,525,939.0 0.0

生 ク リ ー
ム等向け

2,190,724.0 90.3 2,194,850.0 83.5 2,333,472.0 100.2 2,519,532.0 86.7 2,585,220.0 105.3 2,667,015.0 102.2 14,490,813.0 94.4

チーズ向け 459,010.0 104.2 449,442.0 98.2 415,164.0 92.9 428,626.0 86.4 439,679.0 93.2 378,795.0 86.1 2,570,716.0 93.4
全乳哺育向け 5,700.0 100.0 2,480.0 42.1 2,400.0 42.1 2,400.0 40.7 2,480.0 42.1 2,400.0 42.1 17,860.0 51.4

平成 22 年度宮城県生乳受託販売実績
月

団体名
4月 5月 6月 7月 8月 9月 4～ 9月計

前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

みやぎの 6,361,686 96.9 6,456,568 94.6 6,239,097 97.4 6,213,153 96.5 5,916,460 92.9 5,720,943 91.9 36,907,907 95.1
全農宮城 1,866,242 92.1 1,934,079 93.5 1,833,679 93.6 1,825,791 92.6 1,720,929 87.9 1,684,153 89.8 10,864,873 91.6
宮城酪農 3,225,390 96.3 3,306,562 94.7 3,154,480 96.7 3,087,345 93.2 2,913,172 90.7 2,856,920 92.0 18,543,869 94.0
計 11,453,318 95.9 11,697,209 94.5 11,227,256 96.6 11,126,289 94.9 10,550,561 91.5 10,262,016 91.6 66,316,649 94.2

（単位：トン・％）

（単位：kg・％）

（単位：kg・％）

東 北 生 乳 販 連 宮 城 支 所
み や ぎ の 酪 農 農 業 協 同 組 合
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“牛乳・乳製品フェア2010”開催される
ミルクジャパンランドへようこそ！

宮城県牛乳普及協会
「牛乳が日本を元気にする。」を合い言葉に、ミルクでつながる草の根運動として「MILK･JAPAN」が10月
からスタートしました。今年の“牛乳・乳製品フェア2010”は、新たな牛乳消費拡大活動「MILK･JAPAN」
運動を消費者に伝え、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して10月16日（土）、17日（日）
仙台市の勾当台公園において開催されました。
30代の母親層に見られる牛乳の食品としての価値意識の低下に伴い、牛乳離れが進んでおり、そんな若い
母親をターゲットにイベント内容も展開いたしました。子育てや家事に忙しいお母さんには、牛乳を「その
まま飲む」だけではなく、牛乳がたっぷりはいったミルクプリン講座や手作りバター教室、子供と一緒に作
れる簡単なミルク料理教室で、牛乳の利用方法が広がる提案もいたしました。また成分調整牛乳や低脂肪牛
乳で行った、親子で利きミルク大会に参加したお母さんは「たくさんの牛乳が市販されていますが、成分無
調整牛乳が一番飲みやすくておいしいです。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。親子で一緒に体験できるコーナーは、終始親子連れに大人気で大変な賑わいでした。
さらに、MILKふれあいステージでは酪農劇場と題して、酪農家の１日の生活をパネルを活用しながら紹介
し、｢食に対する感謝｣ や ｢いのちの尊さ｣ についても生産者自らがトークし消費者に呼びかけました。また
酪農家が作るオリジナルの「ミルクたっぷりババロア」を紹介しながら、安全・安心な牛乳の正しい知識と
関心を深めることができるよう訴求も行いました。
最後に、天気にも恵まれ盛会裡のうちに終了した“牛乳・乳製品フェア2010”でしたが、今後も牛乳の食
品としての価値や、栄養・成分の働きを再認識させる事ができるよう、消費者の皆さんの牛乳に対する意識
向上を図りながら、尚一層の普及活動を行ってまいります。
･ （宮城県牛乳普及協会　村山　ひろみ）
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～ミルク体験学習～実施いたしました
宮城県牛乳普及協会

10月19日（火）仙台市立松陵西小学校（横山美喜子校長・全校生徒344名）において〜ミルク体験学習〜を実施いたしました。
この体験学習は小学生を対象に、酪農や牛乳についてよく理解してもらい、併せて「食育」の必要性、食の「安全・安心」を
提唱する目的で宮城県牛乳普及協会が主催となり実施したものです。授業の都合で対象学年は１学年と５学年のみの参加とな
りましたが、明治乳業(株)東北支店による食育セミナーと（講話＋手作りバター教室）、泉区根白石のハッピーファーム庄司牧
場（庄司善信さん）による搾乳体験、哺乳体験、ふれあい体験をそれぞれ学年ごとに行いました。
１年生の食育セミナーのテーマは ｢朝ごはんのミラクルパワー｣、現代の食生活調査から朝食を食べない子供達が増加してい
る事が分かり、もし食べていても、ひとりで食事をする子供達が多く食生活の現状が伺えます。子供達の心身の健全な成長の
ため、ひとりではなく家族での楽しい食事を増やす工夫を心がけてほしいとお話していただきました。
５年生の食育セミナーのテーマは ｢元気な体をつくるカルシウム｣、丈夫な体を作るにはいろいろな栄養素が必要です。元気
の基本は食事であり、日常生活の中で料理や野菜の栽培などから子供達が自ら体験することで、食に対する感謝の心が育まれ、
健康の大切さに気付き、基本的生活習慣の必要性を感じて実践してほしいとお話していただきました。
場所を移動しての搾乳体験では、「牛にさわれて嬉しかった」「おっぱいがぷにゅぷにゅして温かかった」「牛乳パックのミル
クは牛からでるの」と牛の周りにいる多くの子供達の楽しそうな歓声に沸き上がっていました。
１日の体験学習を通して、全てを理解することは難しいことだと思います。
しかし、本物の牛に触れ体験したことは、子供達の牛乳に対する意識を変化させ、「食べること」、「いのちをいただくこと」
を実感として捉え、貴重な体験学習が出来たと思います。
･ （宮城県牛乳普及協会　村山ひろみ）

「肉用子牛生産者補給金制度」における
生産者負担金の改定について

社団法人　宮城県畜産協会
肉用子牛生産者補給金制度は、現在、第５業務対象年間（H22〜H26）を迎え4.165戸の生産者が制度加入しております。更に、
今年度から補給金制度を補完する肉用牛繁殖経営支援事業がスタートし、家族労働費の８割の発動基準で設定され、繁殖経営
への支援が強化されました。
つきましては、肉用牛価格安定基金業務規程第26条に基づき、第５業務対象年間における肉用子牛１頭当たりの生産者負担
金の額が、表１のとおり改定されましたのでお知らせいたします。

表１：肉用子牛１頭当たり生産者負担金の額
保証基準価格と

合理化目標価格の品種区分
旧単価 新単価 差　額

黒毛和種 2,475 円／頭 550 円／頭 ▲ 1,925 円
褐毛和種 2,975 円／頭 2,975 円／頭 ０円
黒毛和種及び褐毛和種以外
の肉専用種の品種

6,775 円／頭 6,100 円／頭 ▲ 675 円

乳用種の品種 3,175 円／頭 3,175 円／頭 ０円
肉専用種と乳用種の交雑の品種 1,250 円／頭 1,250 円／頭 ０円

なお、適用時期は平成22年７月１日に個体登録される肉用子牛（平成22年１月２日生）からとなりますが、既に旧単価で入
金いただいております、新単価適用子牛の負担金差額は、９月28日に各生産者へ返納いたしました。
補給金制度への加入契約は、随時受付しておりますので、まだ、契約していない方は、本会または最寄りの農協等へお尋ね
ください。
･ （価格安定課）
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県内で11年ぶりに発生したアカバネ病について
仙台家畜保健衛生所

アカバネ病とはアカバネウイルスの感染によって妊娠
した牛、めん羊及び山羊に流死産、早産、水無脳症（大
脳が無いように見える）、関節彎曲症症候群（四肢が伸び
たままや曲がったままの状態）を起こす疾病です。
１）発生状況
アカバネウイルスは、1959年群馬県でキンイロヤブカ
及びコガタアカイエカから分離され、1972〜1975年に被
害頭数4万頭以上と大流行した牛異常産の原因であること
が判明しました。さらに、1984年ウシヌカカからも分離
され、これら吸血昆虫によって媒介されることが明らか
となりました。最近の発生は、2006年九州地方、2008年
近畿及び北陸地方に確認されていますが、2009年には発
生が認められませんでした。
県内における発生は、1972〜1975年、1985〜1986年、
1998〜1999年にみられ、その後の発生は認められていま
せんでした。2010年８月、県内家畜保健衛生所で毎年実
施されている調査においてアカバネウイルスの浸潤が確
認され、さらに、９月の調査では県全域にウイルスの流
行が確認され、東北各県でも流行が認められています。
９月下旬より、哺乳欲はあるが、起立不能で体型異常（脊
髄が曲がっている、四肢が曲がったり伸びたまま）を示
す新生子牛が次々に家畜保健衛生所に搬入され、そのう
ち15頭の子牛について中枢神経（主に延髄、脊髄）を中
心にアカバネ遺伝子が検出されました。県内での流行は、
11年ぶりとなりましたが、いずれもワクチン接種が行わ
れていなかった牛群を中心に発生しています。
２）原因
アカバネ病の原因となるアカバネウイルスは、ブニヤ
ウイルス科オルソブニヤウイルス属に分類されます。近
年の研究により、主にウシヌカカがウイルスを媒介して
いることが明らかになりました。これら吸血昆虫は、初
夏から秋にかけて吸血活動を盛んに行うため、この時期
に合わせてアカバネウイルスも広がり、流産等の発生が
見られるようになります。免疫を持たない高感受性の牛
が高密度に分布する地域では、爆発的流行につながるこ
とがあります。一旦免疫を獲得した牛は、同じウイルス
に再び感染することはないため、同一地域で連続した発
生がみられることはありませんが、牛の更新が進んで高
感受性の個体が増加してくると再び疾病が流行するよう

になります。
３）症状
アカバネウイルスを保持したヌカカが感受性の牛を吸

血するときに感染が起こり、感染牛は一過性の白血球減
少症とウイルス血症を起こします。成牛では、ほとんど
症状を示しません。妊娠牛に感染したウイルスは、血流
によって胎盤を通過して胎子に感染します。この時ウイ
ルスに感染した妊娠牛の約30％で胎子感染が起こると考
えられています。胎子感染によって生じる病変は、脳脊
髄炎と筋炎ですが、重篤で胎子が死亡した場合には流産
や死産が起こります。
一方、死亡しない場合でも、中枢神経における病変は

徐々に進行し、大脳欠損や形成不全、関節彎曲症が現れ、
胎子は最終的に体型異常を伴い分娩されます。病変は感
染時の胎齢によって異なり、流行早期（８~10月）には
早産、死産が多発し、中期（10〜12月）には関節拘縮症、
後期（12〜３月）には水無脳症（大脳欠損症）、盲目が認
められます。
アカバネ病は、従来胎子にのみ病原性を示すと考えら

れてきましたが、2006年南九州地方の育成牛を中心に起
立不能などの神経症状を呈する症例(生後感染)が続発し、
アカバネウイルスが原因であることが判明しました。そ
の結果、アカバネウイルスは、胎子期を含めた全発育ス
テージにおいて問題を引き起こす病原体であることがわ
かりました。
４）対策
吸血昆虫によって伝播するアカバネウイルスは、感染

動物の隔離などの接触防止だけで流行をくい止めること
は困難です。殺虫剤は、生態が十分に解明されていない
ヌカカに対して大きな効果は期待できません。従って、
最も効果的な方法は、ワクチン接種による予防というこ
とになります。県内では、1998年の流行を受けて一旦ワ
クチン接種率が上昇しましたが、近年減少傾向にあり、
特に、今年度の接種率は、著しく減少しております。ワ
クチン接種率の減少も流行の一要因と考えられますので、
ヌカカが活動する前（４〜６月）に妊娠牛について、確
実に接種するようにして下さい。

･ （仙台家畜保健衛生所　病性鑑定班　高森広典）
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平成21年３月に社団法人日本養豚協会から第40番目の系統豚として認定を受けた系統豚「ミヤギノL2」は、
平成21年７月から県内養豚農家へ順次配布され、銘柄豚「ミヤギノポーク」の生産に貢献しています。
ここで、「ミヤギノL2」の特徴を改めて説明しますと、下記のとおりです。
①慢性呼吸器病の主原因である肺病変を少ない方向に改良した初めての系統豚
②産肉能力（増体量）、繁殖能力（一産当たりの産子数）に優れ生産性に大きく寄与
③産子数は12.2頭と初代「ミヤギノ」より1.5頭増加
現在、「ミヤギノL2」は、雄10頭、雌42頭の維持群で交配と分娩を繰り返し、養豚農家へ配布する種豚の生
産を行っています。
これらの維持群は、これまでに４産の分娩を終え、今年12月には５産目の分娩が始まる予定となっています。
４産目までの繁殖成績は表１のとおりです。
維持群の産子は、４週齢で離乳し、７週齢時に一次選抜（①発育が良好なもの、②正常な乳頭が左右にそ
れぞれ７個以上あるもの、③歩様や肢蹄の良好なもの）を行い配布候補豚を80頭前後選抜します。さらに、
５ヶ月齢前後の配布時には、発育や歩様などの最終確認と衛生検査を行い、最終的な配布豚を決定し、養豚
農家へ配布することにしています。これまでの県内養豚農家への配布実績は表２のとおりです。
養豚農家へ種豚を配布する際の条件については、月齢が５カ月齢前後、体重は70kg以上で、価格は94,500
円（税込み）としています。
種豚配布のご希望の際は、最寄りの家畜保健衛生所、地方振興事務所畜産振興部または畜産試験場まで御
相談ください。
･ （種豚家きん部原種豚チーム　中條満）

〈畜試便り〉
ランドレース種系統豚「ミヤギノL2」の紹介

宮城県畜産試験場

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 日 月

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（金）第36回桐花賞　１/２（日）第37回金杯　１/10（月）第11回トウケイニセイ記念

水　沢 水沢

水　沢

水　沢 水　沢 水　沢

水沢

表 1　4産目までの繁殖成績
区分 １産目 ２産目 ３産目 ４産目 備考

分娩腹数（腹） 45 42 40 37
平均産子数（頭） 11.6 10.3 11.9 11.2 凍結・交雑含む

〃 11.6 11.2 12.8 11.8 凍結・交雑除く
平均生時体重（kg） 1.28 1.49 1.37 1.45
３週齢時平均体重（kg） 5.62 6.28 5.95 5.63
育成率（％） 89.4 90.0 87.4 85.0

表２　県内養豚農家への配布実績
区分 頭数 備考

平成 21 年度 52
平成 22 年度 41 11 月 12 日までの実績

ミヤギノＬ２（雌）
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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〉
肉用牛ヨーネ病検査がスタートしました

北部地方振興事務所栗原地域事務所
宮城県では、昨年まで、乳用牛を対象に牛の法定伝染病であるヨーネ病の定期検査（３年に１回）を旧市町村単位
で進めてきました。しかし、近年、肉用牛のヨーネ病の発生が増加傾向にあるため、今年度より肉用牛（繁殖雌牛：
24ヶ月齢以上）も対象に定期検査（５年に１回変更）を進めており、現在、この検査で新たに肉用牛のヨーネ病患畜
が摘発されています。
ヨーネ病と診断された牛は、家畜伝病予防法に従い殺処分され、評価額の８割が手当金として支払われます。さら
に、発生農場では、ヨーネ菌のまん延を防止するため、同居牛を定期的に検査します。特に、ヨーネ菌分離検査は結
果が出るまで３ヶ月かかるため、この間は生産子牛を市場に出荷することができなくなり、関係機関による発生農家
への支援が必要となります。
ヨーネ病は、ヨーネ菌（細菌）による感染で起こる病気です。ヨーネ菌を含む糞便や初乳が汚染源となり、口から
摂取することにより感染します。症状は、慢性で頑固な間欠性の水様性下痢をするため、痩せてきたり、乳牛では乳
量の低下も見られます。感染してから明確な症状が出るまで、１〜数年かかります。特に、哺乳期の親子分離まで期
間が長い肉用牛では、もし母牛がヨーネ菌を持っていると子牛へ感染する確率が非常に高くなります。
対策は、ワクチンによる予防法や薬剤による治療法もなく、ヨーネ病に類似した症状を呈する牛の検査や定期検査
による患畜の摘発・殺処分しかありません。
これと併せて、県外から導入した場合、是非、かかりつけの獣医師または管轄の家畜保健衛生所へご連絡、ご相談
していただき、ヨーネ病着地検査を受け、安全を確認することが重要です。
･ （畜産振興班　西　清志）

㈳宮城県畜産協会が保有する基金に関する定期的な見直しについて
社団法人　宮城県畜産協会

『畜産業振興事業の実施のために独立行政法人　農畜産業振興機構からの補助金の交付により造成した基金の管理
に関する基準』に基づき、（社）宮城県畜産協会が保有する基金に関する定期的な見直しを、下記のとおり実施しま
したのでお知らせします。

項　目 内　容

基金の概要
（平成 22 年度）

基金の名称 地域肉用牛肥育経営安定基金 運営特別基金 運営基盤強化基金
法人名 ㈳宮城県畜産協会 ㈳宮城県畜産協会 ㈳宮城県畜産協会
基金残額
（うち機構補助金等相当額）
（平成 22 年 3 月末現在）

18 百万円
（11.6 百万円）

153 百万円
（153 百万円）

50 百万円
（50 百万円）

基金事業の概要
肉用牛肥育経営の収益性が悪化した時に
肥育牛補てん金を交付する。

肉用子牛生産安定等特別措置法に基づ
き、宮城県知事の指定を受け、本協会の
運営基盤の強化を図る。

預った補助金の運用益をもって、本協会
の運営基盤の強化を図る。

見直し結果
（平成 22 年度）

実施した見直しの概要 今後とも基準に適合するよう事業を実施 今後とも基準に適合するよう事業を実施 今後とも基準に適合するよう事業を実施
基金事業実施時期 平成 22 年 6 月まで 平成 24 年度まで 継続予定
次回の見直し時期 − 平成 24 年度

基金の保有割合
算出した保有割合は、0.08 であった。算
出に用いた方式及び数値については、以
下のとおり。

算出した保有割合は、1.0 であった。算
出に用いた方式及び数値については、以
下のとおり。

算出した保有割合は、1.0 であった。算
出に用いた方式及び数値については、以
下のとおり。

基金の保有
割合の算出

（算出に用いた方式）
保有割合 =平成 22 年 3 月末の基金額÷
事業が完了するまでに必要となる事業費
=18 百万円÷ 237 百万円
（算出に用いた数値）
直近年度末の基金額：18 百万円事業が完
了するまでに必要となる事業費：237
百万円

（算出に用いた方式）
保有割合=基金の運用益見込額÷事業費
及び管理費
=1.4 百万円÷ 1.4 百万円
（算出に用いた数値）基金の運用益見込
額：1.4 百万円
事業費及び管理費：1.4 百万円

（算出に用いた方式）
保有割合=基金の運用益見込額÷事業費
及び管理費
=0.4 百万円÷ 0.4 百万円
（算出に用いた数値）基金の運用益見込
額：0.4 百万円
事業費及び管理費：0.4 百万円

使用見込みの低い
基金等の取扱いの
検討

使用見込みの低い基
金等の該当の有無

無 無 無

（使用見込みの低い基金等に該当する場
合の検討の結果）

−

（使用見込みの低い基金等に該当する場
合の検討の結果）

−

（使用見込みの低い基金等に該当する場
合の検討の結果）

−
（総務課）
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〈New face〉

東部地方振興事務所畜産振興部

小形　次人

皆さん初めまして、平成
22年８月から畜産振興部に
勤めている小形次人と申し
ます。私は大学入学まで畜
産に携わる機会が少なく、
大学入学当初は小動物獣医
師を目指していました。私
が公務員を目指すように

なったのは仙台食肉衛生検査所での出来事がきっか
けです。係留施設で倒れていた牛が全廃棄になるの
を見て、｢農家や牛がかわいそうだな。まだまだ衛
生管理や経営技術がうまく農家全体に伝わっていな
いのかもしれない。｣ と思い、私が公務員となって
牛の管理体制を整え、農家や牛を助けようと決心し
ました。宮城県職員の方に電話で何度かお伺いし、
畜産に熱心に取り組まれていることを聞き、私もぜ
ひ宮城県で働いてみたいと思うようになりました。
畜産振興部での仕事は幅広く、家畜の病気を検査
する以外にも茂洋の郷をプロデュースするなど川上
から川下までの仕事を担当できるのでやりがいを感
じています。しかし、畜産振興部での仕事は範囲が
広いため複雑化しており、衛生管理に関する情報や
県の補助事業、最近の飼養管理に関する情報が日々
更新されていても、農家への情報伝達が追いつかず、
農家全体にうまく情報が伝わっていないのが現状だ
と思います。今後、農家に効率よく情報を伝えるた
めには、検査時に衛生管理や支援事業を簡単に紹介
できる人材の育成が重要になってきます。私も早く
畜産のプロフェッショナルになり農家の助けになり
たいと思っています。さらに将来的には部下を指導
し、衛生対策と農家支援事業の両方を提供できる人
材を増やし、農家全体に効率よく最新の情報を供給
できるようにしたいと考えております。
最後に、早く一人前になり宮城県の畜産に貢献で
きるよう日々精進しますので今後とも御指導をよろ
しくお願いします。

〈農業大学校生の抱負〉
「将来の目標」

宮城県農業大学校畜産学部　2年
肉牛専攻　佐藤　俊光
現在、私の家（登米市中田
町）では、繁殖牛４頭と育成
牛１頭の黒毛和牛の繁殖経営
と、水稲６haの複合経営を
行っています。水稲と黒毛和
牛の繁殖は、父が中心となっ
て行っています。
私は将来、我が家の繁殖牛

頭数を増頭し、１年１産を目標とした安定した繁殖
経営を行っていきたいと考えています。そのために
も、家畜人工授精師や家畜商の資格の取得や、この
農業大学校で畜産に関するさまざまな知識や技術な
どを習得し、今後の我が家の経営に生かせるように
していきたいと思っています。
私は今、卒業論文で成績の良い子牛を多く出荷し
ている農家を子牛市場の出荷成績から割り出し、そ
の特徴について研究しています。この分析結果を我
が家の経営に応用することで、子牛の販売価格を上
げ、繁殖経営部門の収入増加につなげたいと考えて
います。
そして私は今、畜産試験場で茂洋を父に持つ子牛
の肥育試験を実習という形で手伝わせてもらってい
ます。茂洋は子牛の出荷成績が非常に高く、とても
期待されている種雄牛です。将来私もこの茂洋を導
入していきたいと考えています。
最後に私がこの学校に来てから早くも２年が経と
うとしています。しかし、畜産関係の知識に関して
はまだまだ知らないことも多く技術も未熟です。
卒業後、地元に就職する予定ですが、この学校で
の交友関係を生かした情報収集を行いながら仕事と
我が家の経営をよりよいものにしていきたいと思い
ます。
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