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３月11日に発生した巨大地震と大津波により、多くの尊い命が失われ、生活基盤の喪失、さらにはライフラインが
破壊・寸断されるなど、戦後最大規模といわれる未曾有の被害が生じました。被災されました皆様には、この場をお
借りし、改めてお見舞い申し上げます。

さて、今回の畜産関係の被害は日を増すごとに大きくなっていくという特徴を示しました。具体的には、一次（直接）
的被害として、県内全域の地震被害と沿岸市町の津波被害、併せて飼料工場が壊滅的に被災したことと、また、畜産
物の流通の要となる食肉市場や家畜市場、さらには乳業関係施設が被災しました。さらに二次（間接）的被害として、
１）飼料、水、燃料の供給不足による生産性の低下、２）停電によるミルカー搾乳の停止、３）乳業施設停止による
生乳の廃棄、４）鶏舎ケージ被害による餓死等、次から次と被害が増大していきました。

本県の農林水産関係被害は、１兆円を超え、この中で、畜産関係被害額につきましては、まだ、調査途中ではあり
ますが、総額で、約50億円となっており、施設被害が約34億円、家畜被害が約７億円、畜産物の被害が約９億円となっ
ています。

今回は６月末までに把握している畜産被害状況を報告いたします。
なお、被害額の算定にあたっては、県の被害報告要領等に基づき実施しておりますが、今回の被害が、甚大かつ広

範囲に及び、調査にも時間を要するため、畜産関係施設及び機械やたい肥センターなどの共同利用施設および家畜に
ついては、暫定的な被害額算定方法により算定しています。なお、正確な被害額が判明している場合はその額で取り
まとめています。

１．施設被害
施設被害のうち、地震によるものが71箇所、2,150,962千円、津波によるものが、37箇所、1,243,446千円となっ

ています。被害のあった施設は、畜舎をはじめ、ミルクプラント、たい肥センター、草地の崩落、食肉市場、家
畜市場などでした。このうち、食肉市場関係では、と畜を再開するのに宮城県食肉流通公社で約２週間、仙台食
肉卸売市場で約２ヶ月を要しました。また、みやぎ総合家畜市場では施設本体は大きな損壊がなかったものの、
場内駐車場や浄化槽の破損により、３月市場を中止とし、通常稼働は６月市場からとなりました。

２．家畜被害
家畜の被害については、地震による畜舎の倒壊等による圧死、停電等による凍死、飼料工場の被災によって配

合飼料が手に入らないための餓死、さらに津波による水死など様々な要因が重なった被害が報告されています。
このうち、地震が主要因による家畜被害は、乳用牛16頭（7,000千円）、肉用牛12頭（5,944千円）、豚350頭（4,900

千円）、採卵鶏747,430羽（201,806千円）、ブロイラー606,297羽（171,439千円）となっています。
また、津波による家畜被害は、乳用牛196頭（71,640千円）、肉用牛352頭（152,300千円）、豚2,537頭（69,574千円）、

採卵鶏37,800羽（9,506千円）、ブロイラー101,000羽（25,250千円）、みつばち405群（6,160千円）となっています。

３．畜産品等
今回の地震による停電、燃料不足および乳業工場の停止により、震災当初は県内全酪農経営体が生乳を出荷で

きず、４月中旬までに廃棄した量は約8,200トン（約８億３千万円）になりました。また、全ての乳業工場が施設
被害、停電、燃料・資材不足により、稼働を停止しましたが、その復旧には多くの時間を要するとともに、生乳
処理量も大幅に減少しました。

また、孵卵用たまご36トン（58,500千円）の被害もありました。

４．トピック
このような中、（社）宮城県農業公社白石牧場では石巻市北上地区の被災牛35頭を受入れたり、畜産試験場で宮

城県農業高校の乳用牛を飼養したりなど、各地で被災家畜の受入れが行われています。

以上は、これまでに報告のあった被害状況の概要を述べましたが、県といたしましては、震災からの復興に向け、「震
災復興計画」を現在策定中であり、この中で、畜産部門につきましては、農業復興の重要な柱と位置づけ、園芸振興
とともに「魅力ある農業、農村の再興」をめざし、推進することとしていますので、ご協力お願いします。

○畜産関係被害額の概要

①畜産施設等
108箇所　  

（37箇所）
畜舎・たい肥センター等の倒壊

（畜舎の倒壊）
3,394,408千円　（調査中）

（1,243,446千円）（調査中）

②家畜被害等
1,496,395頭　（羽）
（142,290頭）（羽）

乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー
（乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー、みつばち）

725,519千円　（調査中）
（334,430千円）（調査中）

③畜産品等被害 8,273ｔ 生乳、孵卵用たまご 889,533千円　（調査中）

＊下段の（　）書きは、津波被害によるもので内数です。

東日本大震災に係る畜産関係被害状況報告
宮城県 農林水産部 畜産課
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津波による豚舎の流失（名取市） 地震によるのり面崩壊（栗原市）

津波による飼料工場被災①（石巻市） 津波による飼料工場被災②（石巻市）

津波によるたい肥センター被災（旧河北町） 地震によるCS施設被害（登米市）

（生産振興班　薩川　貴弘）
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３月11日に発生しました東日本大震災において、被災
されました関係者並びに関係団体の皆様に心からお見舞
い申し上げます。

本会では、東日本大震災をうけ、関係者の皆様の協力
を得、飼養技術や融資関連対策等、畜産農家の不安を解
消するための特別相談窓口を、みやぎ総合家畜市場にお
いて家畜市場開催日に開設し相談に応じました。生産者、
関係機関の皆様の早い復興を祈念いたします。

今後とも、畜産主産地としての本県の特徴を生かし、
より一層の経営基盤強化を図るため、生産性の高い畜産
経営体に対する経営支援指導、価格安定対策、家畜衛生
対策、家畜改良対策並びに消費拡大対策等の事業に積極
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（畜産経営実態把握業務）
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．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．公庫資金活用推進事業（農業経営サポート調査）
日本政策金融公庫資金の借入を希望、または借入

れた県内の農業経営体を対象に、経営作成支援及び
経営フォロー等を実施し、経営安定を図るための助
言指導等を実施する。

９．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。

10．地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業
肉用牛生産基盤の強化を図るため、肉用牛ヘルパー

組織及び黒毛和種繁殖雌牛の増頭実績がある中核的
担い手生産者が存在する肉用牛生産集団を対象に補
助し、肉用牛の振興発展に資する。

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、県、市町村
及び関係団体と連携を深め、推進会議並びに各地域
指定獣医師定例会を開催し、家畜衛生に関する知識
の普及や情報の収集・伝達に努める。また、家畜の
注射事故等が発生した場合は、見舞金等を交付する
とともに、各予防注射の推進にあたり協力団体等に
対し、事務費の一部を助成する。

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（日本脳炎・破傷風・馬インフルエンザ）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の徹底を図る。

５．馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業
競争馬以外の乗用馬等を対象に、馬インフルエン

ザの発生予防のために予防接種を推進するとともに、
本病の普及啓蒙を図る。

６．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。

また、県域推進会議を開催し、生産者、関係団体
等に対する事業の普及、指導、連絡調整等を実施する。

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

平成23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
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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
・8/15（月）第16回クラスターカップ（盛岡）・8/29（日）第37回ビューチフル・ドリーマーＣ（盛岡）・9/12（月）第19回青藍賞（盛岡）
・9/18（日）第13回ジュニアグランプリ（盛岡）・9/25（日）第13回岩手県知事杯OROカップ（盛岡）

盛岡 盛　岡 盛　岡 盛　岡 盛　岡

盛　岡 盛　岡 盛　岡 盛　岡

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。

また、県畜産課、家畜保健衛生所、県域団体、死亡
牛収集業者等で構成する宮城県死亡牛緊急処理円滑化
施設整備事業推進協議会を随時開催し、死亡牛の円滑
な収集及び処理のための取組と良好な家畜衛生並びに
環境の維持を図り畜産の健全な発展に資する。

８．特定疾病自衛防疫推進事業
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

９．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。

また、24ヶ月齢以上死亡牛のBSE全頭検査の採材
場所として「宮城県死亡獣畜取扱施設」を利用し、
県が実施する検査の円滑な推進を図る。

10．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　価格安定対策事業
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．肉用子牛生産者補給金制度適正化事業
補給金制度の適正かつ円滑な運用を図るとともに、

全国統一電算システムに基づき、生産者補給金交付
業務の円滑な実施と、家畜市場等情報収集の迅速適
正化を図るための事業を実施する。

３．肉用牛繁殖経営支援事業
肉用子牛生産者補給金制度を補完し、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割水準）を下回った場合、当該四半期毎に販売又
は自家保留された肉用子牛を対象に、発動基準を下
回った額の3/4を交付し、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。

４．肉用牛肥育経営安定特別対策事業
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特別基金」を
造成し、四半期ごとの肥育牛１頭当たり平均粗収益
が平均生産費用を下回った場合、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．肉牛事故共助推進事業（新規）
全農宮城県本部が販売する肉畜に発生する事故に

対し、その損害を補償し肉牛事業の安定を図る。
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受託

 （総務課長　島貫　稔）
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平成22年度家畜共済事業実績について
NOSAI 宮城 家畜課

［表１］　家畜共済引受実績

家畜の種類等
平成22年度 平成21年度 増　　減

頭　数
（頭）

共済金額
（円）

頭　数
（頭）

共済金額
（円）

頭　数
（頭）

共済金額
（円）

乳牛の雌 24,393 2,824,245,336 23,723 2,730,959,722 670 93,285,614
（成乳牛） 16,158 2,532,412,262 16,155 2,478,661,623 3 53,750,639
（育成乳牛） 1,930 156,591,483 2,009 154,799,903 △79 1,791,580
（乳用子牛） 448 22,194,902 396 17,706,848 52 4,488,054
（乳用胎児） 5,857 113,046,689 5,163 79,791,348 694 33,255,341

肥育牛 25,975 4,613,223,896 25,060 4,105,322,770 915 507,901,126
（肥育用成牛） 25,526 4,580,929,413 24,486 4,064,301,082 1,040 516,628,331
（肥育用子牛） 449 32,294,483 574 41,021,688 △125 △8,727,205

その他の肉用牛 69,520 9,970,194,225 72,088 9,978,781,775 △2,568 △8,587,550
（その他の肉用成牛） 35,338 7,298,105,398 36,524 7,682,490,327 △1,186 △384,384,929
（その他の肉用子牛） 5,463 594,789,943 5,763 634,073,184 △300 △39,283,241
（その他の肉用胎児） 28,719 2,077,298,884 29,801 1,662,218,264 △1,082 415,080,620

肉用種種雄牛 19 8,560,000 17 6,988,800 2 1,571,200
一般馬 13 5,520,000 14 5,000,000 △1 520,000

大　家　畜　計 119,920 17,421,743,457 120,902 16,827,053,067 △982 594,690,390
種豚 1,349 104,397,000 1,084 76,919,000 265 27,478,000
肉豚 10,883 69,252,600 9,002 90,150,800 1,881 △20,898,200

中　家　畜　計 12,232 173,649,600 10,086 167,069,800 2,146 6,579,800
合　　　　　計 132,152 17,595,393,057 130,988 16,994,122,867 1,164 601,270,190

平成22年度の家畜共済の引受及び事故実績について報告いたします。

［引受］
大家畜について、前年度より頭数で982頭減少の119,920頭、共済金額で５億9,469万円増加の174億2,174

万円となりました。飼養者の高齢化による廃業、配合飼料の高値推移等による農家の経済的理由等により、
その他の肉用牛（繁殖牛）で引受頭数は減少しましたが、新規加入や補償額の増加により共済金額は増加
となりました。

中家畜について、大規模農家の規模拡大により、前年度より頭数で2,146頭増加の12,232頭、共済金額で
657万円増加の１億7,364万円となりました。

これにより、合計での引受頭数は132,152頭（前年度対比100.9％）、共済金額は175億9,539万円（前年度対
比103.5％）となりました。

家畜共済引受実績は表１のとおりです。
［事故］

死廃事故について、前年度より頭数では471頭増加の5,340頭、支払共済金では5,916万円増加の５億8,774
万円となりました。死廃事故で発生の多い病傷名は、成乳牛は心不全、関節炎、急性乳房炎、乳用胎児は
原因不明の胎児の死亡、肥育牛は心不全、肺炎、その他の肉用成牛は心不全、溺死、腰痿、その他の肉用
子牛等は原因不明の胎児の死亡、子牛虚弱症候群、腸炎となっています。家畜共済死廃事故実績は表２の
とおりです。

病傷事故について、前年度より件数では3,262件減少の51,938件、支払共済金で4,438万円減少の６億6,721
万円となりました。病傷事故で発生の多い病傷名は、成乳牛は急性乳房炎、黄体遺残、乳熱、肥育牛は肝炎、
肺炎、気管支炎、その他の肉用成牛は卵巣静止、黄体遺残、難産、その他の肉用子牛等は腸炎、肺炎、気
管支炎となっています。家畜共済病傷事故実績は表３のとおりです。

［まとめ］
家畜の死廃、疾病等による畜産農家の経済的損失は、支払共済金でもわかるとおり少なくありません。

平成22年度は暑熱による事故やアカバネ病が多く発生しました。また、３月11日に発生した東日本大震災
の津波の影響により溺死や行方不明となった牛は392頭で7,555万円の共済金が支払われています。災害はど
こでも発生する可能性があります。家畜共済へ加入し、万が一に備えられますようお勧めします。

（家畜課課長　遠藤　和浩）
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［表２］　家畜共済死廃事故実績

家畜の種類等
平成22年度 平成21年度 増　　減

頭　数
（頭）

支払共済金
（円）

頭　数
（頭）

支払共済金
（円）

頭　数
（頭）

支払共済金
（円）

乳牛の雌 2,408 296,964,095 1,954 247,318,016 454 49,646,079
（成乳牛） 1,915 284,436,073 1,606 238,803,522 309 45,632,551
（育成乳牛） 39 1,978,490 32 1,913,439 7 65,051
（乳用子牛） 8 390,311 5 176,093 3 214,218
（乳用胎児） 446 10,159,221 311 6,424,962 135 3,734,259

肥育牛 544 73,420,869 585 77,963,315 △41 △4,542,446
（肥育用成牛） 503 70,915,604 549 75,669,052 △46 △4,753,448
（肥育用子牛） 41 2,505,265 36 2,294,263 5 211,002

その他の肉用牛 2,080 213,773,151 1,717 196,559,346 363 17,213,805
（その他の肉用成牛） 474 98,843,770 462 98,393,233 12 450,537
（その他の肉用子牛） 159 14,893,158 120 12,602,827 39 2,290,331
（その他の肉用胎児） 1,447 100,036,223 1,135 85,563,286 312 14,472,937

肉用種種雄牛 2 830,000 0 0 2 830,000
一般馬 0 0 0 0 0 0

大　家　畜　計 5,034 584,988,115 4,256 521,840,677 778 63,147,438
種豚 13 685,402 41 2,156,148 △28 △1,470,746
肉豚 293 2,071,609 572 4,580,871 △279 △2,509,262

中　家　畜　計 306 2,757,011 613 6,737,019 △307 △3,980,008
合　　　　　計 5,340 587,745,126 4,869 528,577,696 471 59,167,430

［表３］　家畜共済病傷事故実績

家畜の種類等
平成22年度 平成21年度 増　　減

件　数
（件）

支払共済金
（円）

件　数
（件）

支払共済金
（円）

件　数
（件）

支払共済金
（円）

乳牛の雌 15,553 246,938,092 15,473 257,403,146 80 △10,465,054
（成乳牛） 14,221 236,125,288 14,386 248,131,340 △165 △12,006,052
（育成乳牛） 482 4,513,950 423 3,744,716 59 769,234
（乳用子牛） 66 520,960 54 513,780 12 7,180
（乳用胎児） 784 5,777,894 610 5,013,310 174 764,584

肥育牛 8,467 106,756,524 9,596 115,166,400 △1,129 △8,409,876
（肥育用成牛） 8,087 101,724,114 9,228 110,759,980 △1,141 △9,035,866
（肥育用子牛） 380 5,032,410 368 4,406,420 12 625,990

その他の肉用牛 27,881 313,191,060 30,069 338,670,683 △2,188 △25,479,623
（その他の肉用成牛） 13,272 124,684,136 14,110 130,865,926 △838 △6,181,790
（その他の肉用子牛） 2,603 31,826,320 3,064 37,294,020 △461 △5,467,700
（その他の肉用胎児） 12,006 156,680,604 12,895 170,510,737 △889 △13,830,133

肉用種種雄牛 6 83,860 0 0 6 83,860
一般馬 3 25,210 5 42,340 △2 △17,130

大　家　畜　計 51,910 666,994,746 55,143 711,282,569 △3,233 △44,287,823
種豚 28 224,530 57 326,410 △29 △101,880

中　家　畜　計 28 224,530 57 326,410 △29 △101,880
合　　　　　計 51,938 667,219,276 55,200 711,608,979 △3,262 △44,389,703
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第46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23年６月20日（月）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 瀬能剛氏により60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。

本共進会には津波から生還した宮城県農業高校の牛も３頭出品され、３部に出品された牛が未経産リザーブグラン
ドチャンピオンを受賞いたしました。

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。

【グランドチャンピオン】
種　別 出品№ 名　号 住　所 氏　名
未経産 307 ビーチフィールドジャンクション ローン 大崎市 浜田　賢志
経　産 703 サウスファームウェルキン ロイ チャンス 丸森町 長谷部裕行

【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 302 ミヤノウ トイストーリー ローテート 名取市 宮城県農業高等学校
経　産 902 ブラメリアロイ マリア 丸森町 （有）半澤牧場

【シニアチャンピオン】
種　別 出品№ 名　号 住　所 氏　名

9 902 ブラメリアロイ マリア 丸森町 （有）半澤牧場

【リザーブシニアチャンピオン】
種　別 出品№ 名　号 住　所 氏　名

8 804 ブラメリアダンディー ローモント ミナミ 丸森町 （有）半澤牧場

【インターミディエイトチャンピオン】
種　別 出品№ 名　号 住　所 氏　名

7 703 サウスファームウェルキン ロイ チャンス 丸森町 長谷部裕行

【リザーブインターミディエイトチャンピオン】
種　別 出品№ 名　号 住　所 氏　名

5 505 ブラメリアラ ポーラ 丸森町 （有）半澤牧場

【最優秀賞】
部 出品№ 名号　 住　所 氏　名

1
111 ワイシー ミューチュアル ローリン ヘーロ 加美町 千葉　義文
110 ワイシー ジョーダン ベガルタ 加美町 千葉　義文

2
207 エイトロール ララミー マロン 大崎市 八巻　　誠
205 イチジョウファーム ランページ プリンセス コラ 丸森町 一條　　薫

3
307 ビーチフィールド ジャンクション ローン 大崎市 浜田　賢志
302 ミヤノウ トイストーリー ローテート 名取市 宮城県農業高等学校

4
405 サウスファーム ポンチアク ベスト 丸森町 長谷部裕行
403 ミヤノウ ランページ アイカ 名取市 宮城県農業高等学校

5
505 ◎ブラメリア ラ ポーラ 丸森町 （有）半澤牧場
506 ブラメリア ロス グレア 丸森町 菊地　武士

6
602 ◎ブラメリア ボルトン アップル 丸森町 （有）半澤牧場
606 インデイシブル ゴールドウィン リディア ET 加美町 高橋　　真

7
703 ◎サウスファーム ウェルキン ロイ チャンス 丸森町 長谷部裕行
702 イチジョウファーム HC ダンディー 丸森町 一條　　薫

8
804 ◎ブラメリア　ダンディー　ローモント　ミナミ 丸森町 （有）半澤牧場
805 ISB エコナー ストレイ 東松島市 内海　一善

9
902 ◎ブラメリア ロイ マリア 丸森町 （有）半澤牧場
901 インデイシブル スタートモア ダンディー 加美町 高橋　　真

　　　　　　　　　　　＊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　柴田　耕太郎）

宮城県農業高等学校出品牛と
報道関係者

リザーブグランドチャンピオン
「出品No.302」
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＜畜試便り＞
新しい飼料作物奨励品種の紹介

宮城県畜産試験場

畜産試験場では、県内に適した飼料作物の選定を行うため、栽培試験を実施し、品種の生育特性や生産性
を調査しています。今回は、新しく飼料作物奨励品種になり、今春から流通が開始されたオーチャードグラ
ス１品種とイタリアンライグラス１品種について紹介します。

１）オーチャードグラス「まきばたろう」
「まきばたろう」は（独）畜産草地研究所で育成されたオーチャードグラスの中生品種で、採草・放牧兼用

に適しています。また、標準品種のマキバミドリと比較して、収量性や永続性に優れ、また秋の草勢にも優
れているので、年次・季節による収量の変化が少なく、永続性に優れている品種です（図１）。

オーチャードグラスの早生種（アキミドリⅡなど）と圃場を別に作付することにより、収穫適期を広げる
ことが可能になります。

２）イタリアンライグラス「アキアオバ３」
「アキアオバ３」は茨城県畜産センターで育成された品種です（図２）。
４倍体の極長期利用型品種で、越夏及び２年目の利用が可能です。場内の試験では、標準品種のアキアオ

バ（県奨励品種）と比較し、耐倒伏性は同程度で、越夏以降及び利用２年目の乾物収量は多収でした。
栽培上の留意点としては、気象条件・管理条件によっては越夏しないこともあるので、越夏性を低下させ

ないように、越夏前の刈取は刈遅れないように留意し、適期適量施肥に心がけけてください。

表１　オーチャードグラス「まきばたろう」の生育特性及び収量性（kg/a）
出穂始

（３年目）
年次別合計乾物収量 季節別乾物収量（３年間平均）

１年目 ２年目 ３年目 計 ３年目/１年目 春期 夏期 秋期
まきばたろう

（対標準品種比）
5/12

120.6
（98）

164.4
（111）

134.5
（102）

419.5
（104）

111.5
（104）

50.7
（109）

63.1
（97）

26.0
（114）

マ キ バ ミ ド リ
（標準品種）

5/15 123.0 148.4 131.7 403.0 107.1 46.5 65.0 22.9

注）H14秋播種でH15〜H17年の３年間の収穫調査（４回刈）の結果。（　）内は標準品種（マキバミドリ）を100とした値。

表２　イタリアンライグラス「アキアオバ３」の生育特性及び収量性（kg/a）

出穂始
（３年目）

倒伏
無１〜甚９
（１番草）

年次別乾物収量（kg/a）※ 季節別乾物収量（３年間平均）
H14秋播種

（H15〜16刈取）
H16秋播種

（H17刈取）
平均 越夏前 越夏後 ２年目１番草 計

アキアオバ３
（対標準品種比）

5/14 1.2
264.0

（106）
166.1

（101）
215.1

（104）
152.9

（97）
25.6

（132）
36.6

（124）
215.1

（104）
アキアオバ（標準品種） 5/11 1.4 249.6 164.2 206.9 158.0 19.4 29.6 206.9
注）H14秋播種でH15〜H17年の３年間の収穫調査結果。（　）内は標準品種（アキアオバ）を100とした値。
※刈取回数：＜H14秋播種分＞H15：5/14〜10/27に５回＋H16：5/19に１回、＜H16秋播種分＞H17：5/26〜8/4に３回

図１　まきばたろう
（撮影　畜産草地研究所）

図２　アキアオバ３
（撮影　茨城県畜産センター）

 （草地飼料部　荒木　利幸）
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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：審査部登録課　電話０３−３５８３−２１４２）

平成22年の12月、和牛繁殖農家で、２週間の間に６
頭の繁殖雌牛が相次いで死亡する事故がありました。
原因としてサイレージに混入していたオナモミ類植物
のオオオナモミ種子による中毒が疑われています。

オナモミ類植物は、日本各地に広く分布する一年草
で、実にトゲがあるのが特徴です（写真参照）。宮城県
では「バカ」「ひっつき虫」などと呼称があり、子供の
頃に友達の服にくっつけて遊んだ方もいらっしゃると
思います。オオオナモミはメキシコ原産の帰化植物（海
外から持ち込まれ国内で自生するようになった植物）
で、オナモミ類のなかでも草全体が大きく、近年では
河川敷や牧草地、飼料用トウモロコシ畑に自生する例
が増えてきています。

原因は発芽した実やトゲのついた実に含まれるカル
ボキシアトラクティロシドという毒物で、中毒症状は、
よろめき、沈うつ、筋収縮、けいれん、呼吸促迫、心
拍数増加などが摂取後数時間で現れ、重症例では12〜
24時間で死に至ることがあります。体重の0.6〜0.8％の
摂取で死亡するとの報告もあり、飼料への混入が少量
であっても非常に危険です。

これまでオナモミ類植物による中毒は、地面に落ち
て発芽した種子を牛が誤って摂取するケースが多く、
早春に発生していましたが、近年は、兵庫県、長崎県、
広島県、栃木県などで、乾草やサイレージに混入した
オナモミ種子が原因と思われる牛の中毒死亡事故が報
告されており、１年を通して発生が認められています。

対策として、オナモミ類発生の多い圃場では、収穫
時に刈り分けし、乾草やサイレージへの混入を防ぐこ
と、オナモミ類種子の混入がある乾草やサイレージは
給与しないことが挙げられます。また、オナモミ類植
物は一年草であることから、花期（結実前）の８月上
旬頃までに根元付近から刈り取ってしまうことも有効
です。

オオオナモミの種子

 （大河原家畜保健衛生所　防疫班　兼平　雅彦）

我が家では現在、経産牛49頭、
育成牛40頭と肉牛（F1）４頭
の酪農を行っています。また、
現在は経営方針として、乳用複
合の経営から乳牛一本の経営に
移行中でもあります。経産牛は
主に母と姉が中心、育成牛・肉
牛は祖父が中心となって飼養管

理を行い、休日は私もできるだけ手伝えるよう古川の
寮から実家に戻り、朝・晩と飼養管理の勉学を実践し
て体で覚えるようにしています。

私は普通高校出身です。我が家の経営のことも牛に
関する知識も持たずにこの宮城県農業大学校に入校し
ました。酪農家の娘として知っていて当然である、我
が家の経営状況も理解しておらず、ましてや就農も考
えている身でもあるので、これは「まずいな。」と焦り
始めています。入校して早くも１年が経ってしまいま
したが、２年生では全力で勉学に励み、目標としてい
た家畜人工授精師の資格を取得し、実績を積みながら
経営に役立てていきたいと思っています。

現在、講義・卒論・資格取得・畜産試験場での実習
等、やることは山積みです。まずは、目先のことだけ
を考えず、自分を追い込まないように、今自分の出来
ることを精一杯頑張っていきたいと思います。

最後に、私は酪農という経営枠だけに拘らず、牛乳
の加工技術も取り入れながら、卒業後は就農をしたい
と考えています。また、農業大学校や我が家で学んで
きた以上に、知識や技術を身に付けるべく、卒業後は
即就農をするのではなく、他県への研修や酪農ヘルパー
への道も考えています。まだ自分の中での夢は明らか
ではありませんが、これからの経験を踏まえ、よりよ
い経営づくりを目指して私は、あと１年の期間を持っ
てできる限りのことをしていきたいと思うので、応援
よろしくお願いします。

〈衛生便り〉
オオオナモミ中毒にご注意下さい

大河原家畜保健衛生所

〈農業大学校生の抱負〉
「 私 の 夢 と 目 標 」

宮城県農業大学校　2年
酪農専攻　小林　芽衣
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平成23年４月１日付け
新 旧 氏　　　名

畜産試験場長 大河原家畜保健衛生所長 川村　芳夫
大河原家畜保健衛生所長 東部家畜保健衛生所長 渡部　正樹
東部家畜保健衛生所長 北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部長 佐藤　　尚
北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部長 畜産試験場種豚家きん部長 鹿野　裕志
畜産試験場種豚家きん部長 畜産課監視伝染病対策専門監 高橋　　健
東部家畜保健衛生所技師 （新規採用） 江頭　宏之
畜産試験場技師 （新規採用） 佐久間晶子
畜産試験場技師 （新規採用） 伊藤　　智
畜産試験場技師 （新規採用） 斉藤　隼人

平成23年７月１日付け
新 旧 氏　　　名

農林水産部技術参事兼畜産課長 畜産課長 清和田久義
農林水産部畜産課監視伝染病対策専門監 仙台家畜保健衛生所監視伝染病対策専門監 松田　悦子
農林水産部畜産課技術副参事兼技術補佐（総括担当） 東部家畜保健衛生所次長（総括担当） 伊藤　　敦
農林水産部畜産課技術補佐（班長） 気仙沼地方振興事務所農林振興部技術次長（班長） 及川　克徳
農林水産部畜産課技術補佐（班長） 農林水産部畜産課技術補佐 鈴木　英作
農林水産部畜産課技術補佐 農業大学校畜産学部技術主幹 半沢　康弘
農林水産部畜産課主幹（副班長） 農林水産部畜産課主幹 千葉　秀輝
農林水産部畜産課技術主幹 東部家畜保健衛生所技術主幹 石黒　裕敏
農林水産部畜産課技術主幹 農林水産部畜産課主任主査 目黒　　忍
農林水産部畜産課主任主査 人事委員会事務局主任主査 佐藤　恵子
農林水産部畜産課主任主査 北部家畜保健衛生所主任主査 鈴木　徳彦
農林水産部畜産課主任主査 農林水産部畜産課技術主査 門脇　　宏
農林水産部畜産課技術主査 大河原家畜保健衛生所技術主査 山田　　治
大河原家畜保健衛生所技術次長（班長） 北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部技術次長 橋本　和広
大河原家畜保健衛生所技術主幹 大河原家畜保健衛生所主任主査 熊谷　弘明
大河原家畜保健衛生所技術主査 仙台家畜保健衛生所技術主査 加藤　里子
大河原家畜保健衛生所技師 畜産試験場技師 熊田　修之
農林水産部技術参事兼仙台家畜保健衛生所長 仙台家畜保健衛生所長 大久　昇悦
仙台家畜保健衛生所監視伝染病対策専門監 農林水産部畜産課技術副参事兼技術補佐（総括担当） 山田　稲生
仙台家畜保健衛生所技術主幹 仙台家畜保健衛生所主任主査 菅原　賢一
仙台家畜保健衛生所技術主幹 仙台家畜保健衛生所主任主査 國井　　洋
仙台家畜保健衛生所主任主査 仙台家畜保健衛生所技術主査 高橋　幸治
仙台家畜保健衛生所主査 新規採用 小松　光世
仙台家畜保健衛生所技術主査 北部家畜保健衛生所技術主査 竹田百合子
仙台家畜保健衛生所技師 畜産試験場技師 柴田　千尋
仙台家畜保健衛生所技師 北部家畜保健衛生所技師 曽地雄一郎
北部家畜保健衛生所技術副参事兼技術次長（監視伝染病対策担当） 北部家畜保健衛生所技術次長（監視伝染病対策担当） 荻原　康則
北部家畜保健衛生所技術次長（班長） 大河原家畜保健衛生所技術次長（班長） 西川　彰子
北部家畜保健衛生所技術主幹（副班長） 北部家畜保健衛生所技術主幹 安達　芳則
北部家畜保健衛生所技術主幹 仙台地方振興事務所農業振興部主任主査 千葉　正典
北部家畜保健衛生所技術主査 仙台家畜保健衛生所技術主査 真鍋　　智
北部家畜保健衛生所技師 気仙沼保健福祉事務所技師 阿部　洋平
北部家畜保健衛生所技師 仙北食肉衛生検査所技師 平内　瑞希
北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部技術次長（班長） 北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部技術主幹 西　　清志
北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部主任主査 農林水産部畜産課主任主査 清水　俊郎
東部家畜保健衛生所次長（総括担当） 農林水産部畜産課技術補佐（班長） 高田　直和
東部家畜保健衛生所技術次長（班長） 畜産試験場上席主任研究員 天野　裕敏
東部家畜保健衛生所主任主査 北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部主任主査 大沼　　篤
東部地方振興事務所畜産振興部技術次長（総括担当） 仙台地方振興事務所農業振興部技術次長（班長） 大友　一博
畜産試験場次長（総括担当兼班長） 東部地方振興事務所登米地域事務所農業振興部次長（班長） 小山　正義
畜産試験場上席主任研究員 畜産試験場主任研究員 鈴木　秀彦
畜産試験場主任主査 東部土木事務所登米地域事務所主任主査 佐藤　光幸
畜産試験場副主任研究員 北部地方振興事務所農業振興部技術主査兼美里農業改良普及センター 小野寺伸也
仙台地方振興事務所総務部副参事兼次長（総括担当） 畜産試験場次長（総括担当兼班長） 渡辺　正美
北部地方振興事務所栗原地域事務所農業振興部技術副参事兼次長（総括担当） 東部地方振興事務所畜産振興部技術次長（総括担当） 佐々木宏行
東部地方振興事務所登米地域事務所農業振興部次長（総括担当） 農林水産部畜産課技術補佐（班長） 佐々木吉一
仙台地方振興事務所農業振興部技術次長（班長）兼仙台農業改良普及センター 東部家畜保健衛生所技術次長（班長） 吉野　淳良
土木部空港臨空地域課主幹 農林水産部畜産課主任主査 高橋　　史
北部地方振興事務所農業振興部技術主幹兼美里農業改良普及センター 畜産試験場副主任研究員 阿部　忠宏
農業大学校畜産学部主任主査 大河原家畜保健衛生所主任主査 千葉　和義
土木部河川課主任主査 畜産試験場主任主査 白鳥　徳夫

　退職（平成23年３月31日付） 畜産試験場長 小野寺千一
 北部家畜保健衛生所技術次長（指導班長） 谷津　直子
 仙台家畜保健衛生所主幹 小松　光世

〈人の動き〉
宮城県
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平成23年６月１日付け
新 旧 氏　　　名

畜産部部長 畜産部次長兼みやぎ総合家畜市場長 高橋　　修
畜産部次長 畜産部生産指導グループリーダー兼全国和牛畜産共進会対策担当 安部　俊也
畜産部市場流通課課長兼みやぎ総合家畜市場長 畜産部市場流通グループリーダー 的場　俊次
畜産部生産指導課課長 生産資材部農業機械課 佐々木重善
畜産部生産販売課 新採用（全農畜産総合対策部より） 赤田　健太
管理部総務人事課 （株）宮城県食肉流通公社出向 佐藤　良孝
管理部経営管理課 北日本くみあい飼料（株）出向 石垣　史弘
北日本くみあい飼料（株）出向 生活部生活課課長 伊藤　禎徳
北日本くみあい飼料（株）出向 畜産部 上野　新英
北日本くみあい飼料（株）出向 管理部 千葉　洋子

平成23年４月１日付け
新 旧 氏　　　名

参事 総務部長 日下　善博
総務部長兼総務部情報システム課長 総務部次長兼総務部情報システム課長 小岩　良一
家畜部次長 中央家畜診療センター次長 渡辺　昭夫
中央家畜診療センター次長 家畜部次長 佐々木弘志
中央家畜診療センター診療課技師 （新採用） 福田　純子
家畜診療研修所技師 （新採用） 山口　　猛

　退職（平成23年３月31日付け） 畜産部部長 菅原　勝則
 畜産部審査役 那須　正晃

全農みやぎ

　退職（平成23年３月31日付け） 参事 加藤　敏
 県南家畜診療センター嘱託職員 谷津　實

NOSAI 宮城

平成23年４月１日付け
新 旧 氏　　　名

農地総務部次長兼総務班長 農地総務部総務班長 庄子　喜幸
事業推進部参事兼設計管理班長 事業推進部設計管理班長 亀山　泰弘
事業所長 副参事兼事業所次長 岡本　俊彦
牡鹿牧場長 事業推進部牧場管理班長 藤本　長之
事業所次長 副参事兼事業所機械班長 我妻　康夫
白石牧場長 白石牧場副場長 平間　利明
岩出山牧場長 岩出山牧場副場長 門脇　秀二
事業推進部畜産振興班副班長 事業推進部畜産振興班主幹 天野　　順
岩出山牧場上席主任主査 事業所上席主任主査 高橋　　秀
農地総務部農地管理班上席主任主査（兼６次産業化推進チーム担当） 農地総務部農地管理班主任主査 板橋　武人
白石牧場副場長 白石牧場主任主査 庄司　　功
事業推進部設計管理班上席主任主査 事業推進部畜産振興班主任主査 高橋　　淳
事業推進部畜産振興班主任主査 事業推進部牧場管理班主任主査 佐藤　光美
農地総務部総務班兼農地管理班主任主査 事業推進部設計管理班主任主査 土生　良樹
農地総務部農地管理班主任主査 農地総務部農地管理班主査 高橋　功也
事業推進部設計管理班主任主査 事業推進部設計管理班技術主査 佐々木正壽
農地総務部総務班主査（兼６次産業化推進チーム担当） 農地総務部総務班主査 吉田　卓也
事業推進部畜産振興班技術主査 事業推進部設計管理班技術主査 千葉　友貴

平成23年５月１日付け
新 旧 氏　　　名

岩出山牧場副場長 岩出山牧場主任主査 遠藤　康彦

 農地総務部総務班主任主査 阿部　浩子
 農地総務部総務班技師 鈴木　昭人
 白石牧場技師 吉田　健輔
 事業推進部副参事（有期Ｓ） 毛利　正栄
 白石牧場技師（有期Ａ） 鈴木　　順

　退職（平成23年３月31日付け） 参事兼事業所長 阿部　　覚
 白石牧場長 武田　昭市
 岩出山牧場長 小野　清治
 牡鹿牧場長 平田　利幸
 農地総務部農地管理班上席主任主査 佐藤樹志朗
 岩出山牧場上席主任主査 佐藤　秀行

宮城県農業公社

みやぎの酪農農業協同組合

宮城県畜産協会 平成23年４月１日付け
新 旧 氏　　　名

家畜改良課技師 （新採用） 遠藤　栄嗣

平成23年３月１日付け
新 旧 氏　　　名

登米事業所長 指導課指導係長 鎌田　秀治
平成23年４月１日付け

新 旧 氏　　　名
指導課指導係長 （新採用） 伊藤　絵美

平成23年６月27日付け
新 旧 氏　　　名

参事（兼）総務課長 総務課長 芳村　　宏

平成23年７月20日 第248号（　）12 （隔月１回発行）


