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農林水産業を取り巻く環境は、これまでも産地間競争の激化や価格の低迷、担い手の減少と高齢化、農山
漁村の活力低下など、非常に厳しいものとなっていた。このような状況下で発生した東日本大震災は、水産
業の壊滅的状況をはじめ、沿岸部を中心に農林畜産業や食品製造業に甚大な被害をもたらした。
このことから、震災からの生産力の回復や災害に強い農林水産業を農山漁村づくりを目指し、各種補助事
業等を活用しながら畜産生産力の早期復旧と復興を今後の重点項目として取り組むこととしている。今回は、
復興に向けた県単独事業及び国庫事業の一部を紹介する。

１．東日本大震災復興基金事業（県単独事業）
１）震災家畜緊急避難輸送管理支援対策事業
○ 補助対象経費
震災により家畜飼養管理が困難となった生産者が家畜
の避難や避難先での飼養管理に必要な次の経費
ただし、補助金額は補助対象経費から国庫補助額を差
し引いた額に補助率を乗じた額とする
（1）輸送費
実費／往復（上限５千円／往復）

（2）飼養管理費
乳用牛　実費／頭／日（上限175円／頭／日）
肉用牛　実費／頭／日（上限150円／頭／日）

○ 補助率：定額

２）畜舎等施設整備支援対策事業
○ 補助対象経費
畜産経営の再建に必要な施設の復旧に必要な次の経費
ただし、補助金額は補助対象経費から国庫補助額等を差し引いた額に補助率を乗じた額とする
なお、国、県の災害復旧事業、東日本大震災農業生産対策交付金事業に該当するものを除く
（1）畜舎等の被災施設の改修・整備
建物、工作物、舗装及び設備の改修及び整備に関する経費

（2）上限事業費
イ　施設整備（付帯施設含み）
事業対象施設収容頭数に下記１頭あたり上限額を乗じた額
ただし、被災前の飼養頭羽数（平成23年２月１日家畜改良頭羽数調査）または3,000万円／事業
対象者のいずれか低い方を上限とする。
上限事業費：
乳用牛864千円／頭、肉用繁殖牛463千円／頭、肉用肥育牛360千円／頭、
豚（繁殖雌豚）59千円／頭、鶏２千円／羽
※肥育豚は２頭で繁殖雌豚1頭と換算する。

ロ　施設改修
１工事（１事業対象者）当たり30万円以上1,500万円未満

○ 補助率：１／３以内
※平成23年３月12日以降に既に整備・改修した畜舎等も含めることができる

３）経営再建家畜導入支援対策事業
○ 補助対象経費
畜産経営の再建に必要な新たな代替家畜を導入する経費
ただし、補助金額は補助対象経費から国庫補助額等を差し引いた額に補助率を乗じた額とする
（1）対象家畜および上限事業費
被災により平成23年３月11日から平成23年６月11日までの間に死亡した飼養頭羽数に下記１頭あ
たり上限額を乗じた額
ただし、被災前の飼養頭羽数（平成23年２月１日家畜改良頭羽数調査）または2,000万円／事業対
象者のいずれか低い方を上限とする

宮城県の畜産関係復興対策について
宮城県農林水産部畜産課

被害額
7兆2,093億円

農林水産関係
被害額

1兆2,274億円

（百万円）

（百万円）

平成23年9月21日現在

12,402
交通関係

5,908
廃棄物処理・
し尿処理施設

9,320
その他
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林業
関連

514,394
農業
関連

684,998
  水産業
  関連
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基盤施設
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文教施設
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70,607
その他公共
施設等

3,738,600
建築物
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50,201
保健医療福祉
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166,815
ライフライン
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民間施設等

5,010
畜産
関連

東日本大震災による被害状況について
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上限事業費：
乳用牛580千円／頭、肉用牛550千円／頭、繁殖雄豚126千円／頭、繁殖雌豚95千円／頭、
肥育もと豚10千円／頭、採卵鶏957円／羽、ブロイラー78円／羽

○ 補助率：１／２以内
※平成23年３月12日以降にすでに導入済みの家畜も対象とするが、死亡等により現存しない家畜を除く

４）自給飼料生産基盤復旧支援事業
○ 補助対象経費
自給飼料生産基盤の再生に向けた復旧に必要な次の経費
ただし、補助金額は補助対象経費から国庫補助額等を差
し引いた額に補助率を乗じた額とする
（1）対象経費および上限事業費
牧草播種や簡易更新に要した経費（種子代及び肥料代）
上限事業費：194千円／ha

○ 補助率：１／４以内
※平成23年３月12日以降にすでに再生した自給飼料生産
基盤も含めることができる

２　東日本大震災農業生産対策交付金（国庫事業）
○ 概要
震災により畜舎の流出等生産基盤に被害を受けた生産者が農業生産力を維持するため、経営再建に必要
な共同利用施設の復旧並びに営農用資機材及び農業用機械の整備費の負担軽減を図る

○ 補助対象者
被災した畜産農家５戸以上（被災農家過半以上）または知事特認３戸以上（被災農家過半以上）の組織
で共同利用をすることが前提となる

○ 補助率：１／２以内（共同利用施設・農業用機械）
○ 成果目標：営農活動等が概ね同程度以上に復旧すること
○ 対策のポイント
・平成23年４月１日以降に着手・着工したものでも要件を満たせば対象となる
・共同利用施設、農業用機械の導入に当たっては原則として入札とする
・単純復旧のみでなく、耐震補強や再編整備も可能
・農業用機械の初期投資額の軽減が図られるようリース方式による
導入を基本とする

・被災状況を示す写真が必要
・基本的に年度内に完了すること
・施設については登記することを要件とし、組合の所有であること
が明らかであること

・計画上の飼養頭数が、肉専用種にあってはおおむね300頭以上（繁
殖牛にあってはおおむね100頭以上）、乳用種にあってはおおむね
500頭以上、肥育豚にあってはおおむね2,000頭以上、繁殖豚にあっ
てはおおむね150頭以上であること

・共同利用施設を設置する場合は原則として5,000万円以上であること
・組織の活動を記載した規約や定款を有すること

【お問い合わせ先】
宮城県農林水産部畜産課企画管理班………………………TEL……022－211－2851
　　　　　　　　　　　草地飼料班………………………TEL……022－211－2852
　　　　　　　　　　　生産振興班………………………TEL……022－211－2853
大河原家畜保健衛生所…………………………………………TEL……0224－53－2513
仙台家畜保健衛生所……………………………………………TEL……022－257－0921
北部家畜保健衛生所……………………………………………TEL……0229－91－0729
東部家畜保健衛生所……………………………………………TEL……0220－22－2349
北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部………TEL……0228－22－2487
東部地方振興事務所畜産振興部……………………………TEL……0225－95－1438
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注１）計画書から実績報告書等の書類
注２）書類は必ず市町村を経由し、市町村
では予算措置をすることが必要

注３）強い農業交付金と流れはほぼ同じ

連携

調整

連携
連携

事業担当課
（畜産課、農業振興課等）

家畜保健衛生所
（計画策定の支援）
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平成23年東日本大震災によって被害を受けた農林業者の方や、東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴
う肉牛の出荷制限の指示又は出荷自粛の要請等を受けたことにより、減収や費用負担を生じた農業者の方を
対象に、農林業経営の維持と安定を図るため災害対策資金を創設しました。

◎資金の概要
本資金は、東日本大震災からの復旧・復興に向けて、被災した農林業者の方を対象に、低利の資金を

融通し、もって農林業経営の維持安定を図ることを目的としています。

◎対象者
（1）…東日本大震災により農林業経営が困難となる個人及び法人
（2）…東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う肉牛の出荷制限や出荷自粛の要請等を受けたことにより

農林業経営が困難となる個人及び法人

◎使途
（1）の対象者：施設の補修・更新、運転資金
（2）の対象者：運転資金

◎貸付限度額
（1）の対象者：個人 150万円（特認：農林業所得が過半以上の者300万円）以内
… 法人 500万円以内
（2）の対象者：個人・法人 1,000万円以内

◎貸付利率　無利子〜年1.25％（融資機関による）

◎償還期間
（1）の対象者：５年（「特認」は７年）以内（うち据え置き１年以内）
（2）の対象者：７年以内（うち据え置き１年以内）

◎融資機関　農業協同組合、銀行、信用金庫、信用組合

◎相談窓口　農業協同組合、銀行等の金融機関、市町村農林業担当課、県地方振興事務所（地域事務所）
　　　　　　県農林水産経営支援課（TEL…022（211）2756）

※借入申請の前に、市町村で農林業被害認定を受けることが必要です。農林業被害認定書の作成方法や本
資金については、お近くの相談窓口に御相談ください。

（農林水産経営支援課　伊藤　和子）

東日本大震災被災農林業者向け農林業災害対策資金について
宮城県農林水産部農林水産経営支援課
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東日本大震災により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
日本政策金融公庫農林水産事業では、農林漁業者の皆様の事業の継続や再開のために必要とされる資金に
ついて、通常より有利な条件でご利用いただける災害資金を用意しております。今回、「農林漁業セーフティ
ネット資金」についてご紹介させていただきます。

農林漁業セーフティネット資金  
【ご利用いただける方】
・主要な事業用資産が地震・津波などにより損害を受けた主業農林漁業者
・取引先が地震・津波などにより被災したことで売上が相当程度減少する主業農林漁業者

主業農林漁業者
　（個人）農林漁業に係る所得が総所得の過半を占めている方
　　　　 又は、農林漁業に係る粗収益が200万円以上の方

　（法人）農林漁業に係る売上高が総売上高の過半を占めている方
　　　　 又は、農林漁業に係る売上高が1,000万円以上の方

【資金の使いみち】
農林漁業経営の維持安定に必要な長期運転資金

【利　　率】
実質無利子（全期間）

【融資期間】
13年以内（うち据置期間６年以内）

【限 度 額】
1,200万円　　（特認）年間経営費等の12分の12

　　　　　　　　　　　　※…お借入の際には市町村長等が発行する罹災証明書等が必要となります。

《お問合せ》
　 日本政策金融公庫仙台支店
　 農林水産事業
　　　 TEL：022－221－2331

日本政策金融公庫農業関係資金の紹介
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本紙９月20日発行、第249号に掲載の南三陸町歌津地区での活動に引き続き、本事業において実施した、畜
産農家の「ガレキ撤去」と「宮城の畜産物フェア」について報告します。

① ガレキ撤去作業
今回は、津波等で被災した石巻市北上地区において、肉用牛繁殖経営の畜舎を対象としました。
３月11日の東日本大震災発生に伴う大津波は、一時牛舎の２階付近まで到達し、飼養していた繁殖牛10頭
と子牛７頭の全頭が無惨にも犠牲となりました。
その内容を聞き及び、いしのまき農協の絶大なるご協力の下に、10月31日から11月４日にかけての４日間、
現地雇用者も含めて１日10人体制でガレキ等の撤去作業を行いました。
牛舎の１階内部は、ガラス破片等が入り混じった土砂が５㎝〜10㎝ほど堆積していました。１階天井の一
部が落下し、２階に収納されていた梱包稲わらも少し腐敗した状態で散乱していました。畜舎周辺の側溝に
は、破損した屋根瓦等の残骸でぎっしりと埋もれていました。津波が引いた時には、何処からともなく流れ
着いた家財道具等の残骸が大量に散乱していたそうです。
金属やガラス破片等を分別しながらの作業工程は、根気強く多くの人の手を必要とする作業でした。使用
した土嚢袋は、1000枚を超えました。
畜舎内に堆積した土砂等は、簡単に除去できるようにも見えますが、生産者一人で牛舎を片付けて再開す
ることはとても難しいと言うことでした。たしかに、変わり果てた惨状を目の前にした生産者が、前向きな
気持ちに切り替えるには相当の時間を要すると感じました。それでも、ガレキ撤去前までは、経営を再開す
ることについて悩んでいた生産者は、作業が進み整理された牛舎を見るにつれて震災前までとは行かないま
でも、再度牛飼いを始めることに前向きに考えてくれているようです。

民間グループ被災畜産農家救済活動事業について
社団法人　宮城県畜産協会

▲ 撤去前の畜舎

▲ 撤去後の畜舎

▲ 撤去前の作業場

▲ 撤去後の作業場

▲ 作業風景

▲ 作業風景
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② 食べて応援しよう
11月12日（土）、13日（日）の２日間、震災からの復興や放射能の風評被害に苦しむ生産者等の支援活動として、
食べて応援しよう「宮城の畜産物フェア」を仙台市の三井アウトレットパーク仙台港で開催しました。
今回は県内の９店舗（花兄園、（財）蔵王酪農センター、ハートフルランド・ジャージー牧場、（有）伊豆沼
農産、モーランド・本吉、みーと工房とんたろう、焼き肉レストランひがしやま、仙台牛銘柄推進協議会・
宮城野豚銘柄推進協議会）が出店し会場を賑わせました。
来場者には各店舗で試飲・試食をして頂き、購入された先着1,000名には「お楽しみ抽選券」を配布しました。
仙台牛や出店者のオリジナル畜産物の詰め合わせ商品等が当たる空くじなしの抽選会も好評でした。
来場者の中には、いつも気になっていた商品が何処で売っているのかわからず、今回初めて食べた方もい
ました。
アンケート調査結果によりますと、イベントの印象は良く、開催場所についても98.3％と高い支持を得ま
した。また、約90％の方が被災地支援のため宮城県産の畜産物を意識して買いたいという回答がありました。
その他、消費者の方々より畜産農家・畜産業者のみなさんへ多くの熱い応援メッセージが寄せられました。
今回のガレキ撤去やイベントを通じて、畜産農家の経営再開や風評被害で伸び悩む宮城の畜産物の消費拡
大など、一つでも明るい話題として提供でき、次に繋がる復興支援の一助となれば幸いです。

（庄司　清文）

▲ イベント会場

▲ 抽選会の列

▲ 試食

▲ 抽選テント

▲ 試食中

▲ 抽選中
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平成23年度生乳計画生産は国の政策等不透明な情勢にあるものの、これ以上の生産量の減少に歯止めをかけ、安定
的な酪農経営を目指すため、中期的な生乳生産基盤の確保を視野に入れつつ、前年実績を下回らないよう目標数量が
設定されました。
１　生乳需給状況
（1）全　国

平成23年度４〜９月の受託乳量は3,614,060㌧、前年同期比△3.9％減少しました。地域別には、北海道が△1.8％
減少し、直近の９月においては99.6％と回復したものの引き続き前年割れとなっています。一方、都府県は△6.8％
減少し、前年を大きく下回って推移しています。

（2）東　北
４〜９月の受託乳量は271,021㌧、前年同期比△12.4％減少しました。県別では宮城、福島県が東日本大震災や
福島第一原子力発電所の爆発事故等に影響より大きく減少しています。

（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は202,130㌧、前年同期比△
6.3％減少しました。一方、特定乳製品向けは生産量が大きく減少したことに伴い28,898㌧、前年同期比△28.8％
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△19.2％減少、チーズ向けが△41.0％減少、生クリー
ム等向けが△35.5％減少となっています。

（4）宮城県
４〜９月の受託乳量は57,501㌧、前年同期比△13.3％減少しました。直近の９月においては三団体とも減少幅が
縮小しており、生産の回復傾向が見られ今後に期待したい。
また、生乳計画生産出荷目標数量131,406㌧に対しては、△8,201㌧の未達となっています。

（販売課　　菅原　久義）

平成23年度上半期生乳需給状況について
東北生乳販連宮城支所　　
みやぎの酪農農業協同組合

平成23年度全国生乳受託実績 （単位：㌧、％）
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 314,714 99.5 327,508 98.1 319,403 96.4 921,234 96.8 317,831 99.0 304,889 99.6 1,905,579 98.2
都　府　県 291,171 90.8 310,565 94.8 286,548 92.9 278,628 92.2 273,796 95.7 267,743 97.1 1,708,451 93.8
全　　　国 605,885 95.2 638,073 96.4 605,951 94.7 599,862 94.6 591,627 97.4 572,632 98.4 3,614,060 96.1

平成23年度東北生乳受託・用途別販売実績 （単位：㎏、％）
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 5,430,865.0 90.0 5,784,225.0 92.9 5,459,397.0 90.5 5,469,535.0 89.3 5,569,701.0 96.8 5,373,401.0 98.6 33,087,124.0 92.9
岩　　　手 15,813,125.0 87.9 17,214,524.0 93.7 16,354,889.0 92.3 16,345,150.0 90.9 16,675,181.0 95.0 16,342,030.0 96.7 98,744,899.0 92.7
宮　　　城 9,322,094.0 81.4 10,250,907.0 87.6 9,613,344.0 85.6 9,266,266.0 83.3 9,507,025.0 90.1 9,541,875.0 93.0 57,501,511.0 86.7
秋　　　田 2,442,941.0 92.0 2,521,871.0 91.8 2,360,076.0 89.7 2,355,714.0 90.1 2,390,951.0 97.8 2,390,711.0 101.7 14,462,264.0 93.6
山　　　形 6,148,205.9 90.2 6,313,035.8 90.2 5,817,494.4 86.8 5,625,892.3 85.2 5,721,591.8 93.5 5,528,866.4 94.2 35,155,086.6 89.9
福　　　島 2,375,435.0 29.6 5,998,461.0 72.6 5,843,283.0 74.7 5,900,790.0 75.7 5,997,510.0 79.9 5,955,521.0 83.1 32,071,000.0 68.9

計 41,532,665.9 78.4 48,083,023.8 88.6 45,448,483.4 87.2 44,963,347.3 86.1 45,861,959.8 91.9 45,132,404.4 94.0 271,021,884.6 87.6

（単位：㎏、％）
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 41,532,665.9 78.4 48,083,023.8 88.6 45,448,483.4 87.2 44,963,347.3 86.1 45,861,959.8 91.9 45,132,404.4 94.0 271,021,884.6 87.6
飲
用
等
向
け

飲用牛乳向け 30,647,638.9 89.9 35,424,912.8 96.2 34,731,819.4 90.5 33,922,569.3 92.6 32,429,664.8 96.2 34,973,807.4 96.7 202,130,412.6 93.7
（うち学乳向け） 1,592,143.7 66.0 2,777,089.2 97.5 3,388,745.9 98.5 2,129,524.4 97.2 1,001,886.4 104.1 2,965,557.0 95.7 13,854,946.6 92.7
はっ酵乳等向け 3,404,825.0 63.5 4,759,127.0 78.1 4,886,548.0 77.0 4,827,785.0 78.2 6,005,982.0 95.8 5,238,133.0 90.0 29,122,400.0 80.8

乳
製
品
向
け

特定乳製品向け 6,113,534.0 56.3 6,182,817.0 70.7 3,990,095.0 85.8 4,185,019.0 64.5 5,560,118.0 80.4 2,866,568.0 97.4 28,898,151.0 71.2
（うち委託加工向け） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生クリーム等向け 1,151,331.0 52.6 1,466,815.0 66.8 1,551,345.0 66.5 1,767,915.0 70.2 1,593,049.0 61.6 1,810,707.0 67.9 9,341,162.0 64.5
チーズ向け 214,297.0 46.7 246,872.0 54.9 286,276.0 69.0 257,579.0 60.1 270,666.0 61.6 240,789.0 63.6 1,516,479.0 59.0
全乳哺育向け 1,040.0 18.2 2,480.0 100.0 2,400.0 100.0 2,480.0 103.3 2,480.0 100.0 2,400.0 100.0 13,280.0 74.4

平成23年度宮城県生乳受託販売実績 （単位：㎏、％）
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 5,280,070 83.0 5,830,658 90.3 5,477,571 87.8 5,247,492 84.5 5,412,668 91.5 5,373,549 93.9 32,622,008 88.4
全 農 宮 城 1,501,148 80.4 1,621,716 83.9 1,523,461 83.1 1,488,491 81.5 1,505,831 87.5 1,534,406 91.1 9,175,053 84.5
宮 城 酪 農 2,540,876 78.8 2,798,533 84.6 2,612,312 82.8 2,530,283 92.0 2,588,526 88.9 2,633,920 92.2 15,704,450 84.7
計 9,322,094 81.4 10,250,907 87.6 9,613,344 85.6 9,266,266 83.3 9,507,025 90.1 9,541,875 93.0 57,501,511 86.7
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家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生の予
防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的
とする法律で、以下の事項等が定められています。

○…家畜伝染病の発生を予防するための届出、検査等
○…家畜伝染病のまん延を防止するための発生時の届
出、殺処分、移動制限等

○…家畜の伝染性疾病の国内外への伝播を防止するた
めの輸出入検疫

○…国・都道府県の連携、費用負担等
○…家畜の所有者が遵守すべき衛生管理方法に関する
基準（飼養衛生管理基準）の制定

○…生産者の自主的措置

昨年は、４月に宮崎県で口蹄疫が発生し、感染が
疑われた292戸で21万１千頭の牛や豚等の家畜が殺処
分・埋却されました。感染の急速な拡大に対応するた
め、わが国で初めて緊急ワクチンの接種が実施され、
８万７千頭あまりの家畜が処分されました。
また、高病原性鳥インフルエンザについては、平成
22年11月の島根県での発生以降、９県24農場で発生が
確認され、約185万羽が殺処分されました。
これらの発生状況等を踏まえ、防疫対応を強化する
ため、「発生の予防」「早期の発見・通報」および「迅
速・的確な初動対応」に重点を置いて、家畜伝染病予
防法が本年４月に改正されました。
また、飼養衛生管理基準及び特定家畜伝染病防疫指
針の見直し等を行い、10月１日付けで完全施行されま
した。
改正のポイントは、以下のとおりです。

【発生の予防】
１　海外からのウイルスの侵入を防ぐため、水際での
検疫措置を強化
２　家畜の所有者は、日頃から消毒等の衛生対策を適切に
実施し、家畜の飼養衛生管理の状況を都道府県へ報告
（都道府県は、家畜の飼養衛生管理が適切に行われる
ように指導・助言、勧告、命令）
３　飼養衛生管理基準の内容に埋却地の確保等につい
ても規定

【早期の発見・通報】
４　患畜・疑似患畜の届出とは別に、一定の症状を呈
している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有
者は、都道府県へ届出（都道府県は遅滞なく国へ報告）

【迅速・的確な初動対応】
５　口蹄疫のまん延を防止するためにやむを得ないと
きは、まだ感染していない家畜についても殺処分（予
防的殺処分）を実施し、国は全額を補償
６　発生時において都道府県は、消毒ポイントを設置
し、通行車両は消毒を受ける

【財政支援の強化】
７　口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の患畜・疑
似患畜として殺処分される家畜については、特別手
当金を交付し、通常の手当金と合わせて評価額全額
を交付
８　通報などの防止措置を怠った者に対しては、手当金・
特別手当金を減額、又は不交付とするルールを創設
９　都道府県が移動制限等をした場合、売り上げの減
少額等の補てん対象となる畜種を家畜全般に拡大

さらに、飼養衛生管理基準の見直しも行われ、病原
体の持ち込み防止を意識した衛生管理区域の設定や日
常の消毒衛生管理が強化され、伝染病の発生に備え、
埋却地等の確保についても準備することとされました。
家畜の所有者は、家畜の頭羽数や飼養に係る衛生管
理の状況に関する事項について、２月１日現在の状況
を牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのししの
所有者にあっては、毎年４月15日までに、鶏、あひる、
うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥にあっては、
毎年６月15日までに、所定の様式により都道府県知事
（家畜保健衛生所経由）に報告しなければならないとさ
れました。報告様式については、後日、改めて通知し
ます。
最後に、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザについ
て、届け出が必要となる症状等を記載しますので、お

4

かしい
4 4 4

と思われた際には、最寄りの家畜保健衛生所ま
で御一報願います。

（衛生安全班　齋藤　裕）

家畜伝染病予防法の一部改正について
宮城県農林水産部畜産課

【口蹄疫に関する特定症状】
牛・水牛・鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合

①…次のいずれにも該当すること。
　イ　摂氏39.0度以上の発熱があること。
　ロ　泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下
又は泌乳の停止があること。

　ハ　口腔内等（※）に水疱等（※）があること。
　　○…鹿の場合は、イ・ハに該当すること。
②…同一の畜房内（一の畜房につき一の家畜を飼養している
場合は、同一の畜舎内）において、複数の家畜の口腔内
等に水泡等があること。

③…同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜（一の畜房に
つき一の哺乳畜を飼養している場合にあっては、同一の
畜舎内において、隣接する複数の畜房内の哺乳畜）が当
日及びその前日の２日間において死亡すること。
※ただし、家畜の飼養管理のための設備の故障、気温
の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等口
蹄疫以外の事情によるものであることが明らかな場
合は、この限りでない。

※口腔内等…口腔内、口唇、鼻腔内、鼻部、蹄部、乳頭又は乳房
※水疱等……水疱、びらん、潰瘍又は瘢痕（外傷に起因するものを除く。）

【高病原性及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定症状】
鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合
①…同一の家きん舎内において、１日の家きんの死亡率が対
象期間（※）における平均の家きんの死亡率の２倍以上と
なること。
※ただし、家きんの飼養管理のための設備の故障、気
温の急激な変化、火災、風水害その他の非常災害等
高病原性鳥インフルエンザ以外の事情によるもので
あることが明らかな場合は、この限りでない。

②…家きんに対して動物用生物学的製剤（薬事法上の承認を
受けたもの）を使用した場合において、当該家きんにＡ
型インフルエンザウイルスの抗原又はＡ型インフルエン
ザウイルスに対する抗体が確認されること。

※対象期間…その日から遡って21日間をいう。

平成23年11月21日 第251号 （　）（隔月１回発行） 9



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
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１
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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（土）第37回桐花賞（水沢）　・1/2（月）第38回金杯（水沢）　・1/9（月）第12回トウケイニセイ記念（水沢）

盛　岡 水　沢 水　沢 水沢

水沢 水沢

水沢

平成24年度 宮城県農業大学校入校生を募集（一般入校試験…後期）

本校は、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月に設立された農業大学校です。
平成20年７月には専修学校の機能を付加し、平成21年４月に校名を「宮城県農業大学校」に変更しました。
平成24年度入校生の一般入校試験（後期）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。

記

◇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24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　平成24年１月26日（木）〜２月７日（火）　当日消印有効

◇試 験 日 時　平成24年２月20日（月）　午前８時45分〜

◇合格発表日　平成24年２月24日（金）　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　800字）
　　　　　　　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。

◇利用できる支援事業
　①…就農支援資金の貸付（無利息、５万円/月以内、就農予定者対象）
　②（財）みやぎ農業担い手基金の助成（1.5万円/月、就農予定者対象）
　③（独）日本学生支援機構の奨学金（第一種：無利息、第二種：利息付）

　※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。
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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）

〈畜試便り〉
新規供用種雄牛「豊北茂」（基幹種雄牛候補）について

宮城県畜産試験場
畜産試験場で繋養している種雄牛「豊北茂」（写真１）が、本県の新規供用種雄牛に選抜されております。
「豊北茂」は、県内肉用牛の改良に広く活用することにより、本県肉用牛の生産推進と農家の経営安定に貢
献できる種雄牛であり、今後の優良牛増産に弾みをつけ「仙台牛」の一層の名声を高めるものと期待されて
います。
【豊北茂のプロフィール】
「豊北茂」は、父に「奥北茂」、母の父に「平茂勝」、母の母の父に「忠福」の血統であり、待望の「奥北茂」
の後継牛となる種雄牛です。
現場後代検定（去勢13頭、雌５頭）の成績は、枝肉重量441.8㎏（去勢：452.3㎏、雌：414.3㎏）、ロース芯
面積59.3㎠、脂肪交雑基準値2.0（BMS…No.：6.7）、Ａ４・５率61％です（表－１）。検定成績をみると、BMS…
No.11が２頭、BMS…No.10も２頭を記録しており、「茂洋」の現場後代検定の最高がBMS…No.10でしたので、「茂
洋」を越えた！ともいえる成績となっています。
また、検定当時の子牛選定データをみると、ほとんどが発育良好であり、繁殖農家においても、安心して
交配することができます。
「豊北茂」は11月から家畜人工授精用凍結精液の供給が開始されており、今後保留が進む「茂洋」の繁殖雌
牛への交配においても、近交係数の上昇がなく、質量兼備の子牛生産が可能な種雄牛として、宮城県の改良
を背負っていく期待の星となっていくはずです。

表－1　現場後代検定成績（検定牛20頭平均）
①…枝肉重量
（㎏）

②…ロースの太さ
（㎠）

③…バラの厚さ
（㎝）

④…脂肪交雑（サシ）
（BMS…No.）

 豊北茂 441.8 59.3 7.6 6.7
 全国平均 431 53 7.6 5.0
①枝肉重量（重い方が良い）　　　②ロースの太さ（大きい方が良い）
③バラの厚さ（厚い方がよい）　　④脂肪交雑（高い方が良い）
全国平均は、平成21年度の検定牛の平均値。

期待される交配
「豊北茂」は、資質と増体のバランスの良い血統構成であることから、増体能力に優れている気高系、藤良
系の雌牛への交配や、今後、保留が進む「茂洋」の娘牛への交配をおすすめします。検定成績からも明らか
なとおり、平茂勝、勝忠平、百合茂等の増体系の雌牛、福栄や茂勝等の資質系の雌牛どちらにおいても、十
分な増体と脂肪交雑が見込まれます。ただし、「奥北茂」の娘牛との交配は、近交係数が高くなるので注意が
必要です。
注）現場後代検定：種雄牛の産子を通常の肥育管理の下で肥育し、後代（産子）に伝わる遺伝能力を判定。

（酪農肉牛部肉牛チーム　鈴木　秀彦）

（写真１）新規供用種雄牛「豊北茂」 （写真２）産子の枝肉写真（BMS No.11、Ａ５）
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いよいよ今年も、遙かシベリアからハクチョウ、
ガン、カモ等の野鳥が国内へ飛来する季節がやって
きました。野鳥といえば、鳥インフルエンザを思い
出される方もいると思います。昨年の10月、国内で
は北海道稚内市大沼のカモ類の糞から高病原性鳥イ
ンフルエンザのウイルスが検出され、近県では福島
県郡山市でキンクロハジロからも検出されました。
その後、鶏では、11月から島根県、鹿児島県、愛知
県、宮崎県など、全国９県（24農場）で発生がみら
れ、約185万羽が殺処分されました。
このような国内での高病原性鳥インフルエンザや
口蹄疫の発生を防ぐため、今年10月、「家畜伝染病
予防法」が改正されました。特に、畜産農家に対し
ては、「飼養衛生管理基準」の見直しを行い、①伝
染病の発生予防等に関する情報を積極的に把握する
こと、②衛生管理区域（畜舎・畜舎周囲）を設定し、
野鳥や野生動物、ネズミ、汚染された人、車等から
の病原体を持ち込まないようにすること、消毒（踏
み込み消毒槽、石灰散布等）を適切に行うこと、③
家畜の健康観察と早期通報、④発生に備えた埋却地
の準備等が定められました。これら、基本的な防疫
作業を日常的に行うことで、いわゆる「家畜伝染病」
から守ることができるのです。特に、野鳥は悪いウ
イルスを運ぶ悪者のようにも思えますが、野鳥も意
図してウイルスを運んでくるわけではありません。
防御するためには、人間側が原因である病原体の侵
入を防止するしかないのです。
今後も、「飼養衛生管理基準」に基づく衛生管理
をお願いし、もし、疑わしい症状を見つけた場合、
獣医師または管轄の家畜保健衛生所へご連絡、ご相
談していただくようお願いします。

（畜産振興班　西　清志）

平成23年４月に宮城県農業大学
校畜産学部に入学した阿部有里と
申します。出身は本吉郡南三陸町
です。家は非農家ですが、私が現
在、畜産を学んでいる理由は高校
での経験が基となっています。
高校は剣道が強い学校として有
名な宮城県小牛田農林高校で、剣

道がもっと強くなることも目的の１つでしたが、動物が
好きで畜産を学びたいと思い農業科で畜産を専攻しま
した。畜産を専攻すると動物とふれあう時間が多くな
ると思ったからです。しかし、実際のところ、最初は臭
いがきつくてあまり好きではありませんでした。ところ
が、牛や豚の飼養管理等で接する時間が多くなるにつ
れて気にならなくなりました。逆に好きになってきまし
た。高校では牛の管理を担当した私は色々なことを学
び、３年生になってからは、もっと畜産を学びたいとい
う考えが強くなり、宮城県農業大学校に進学しました。
１学年のカリキュラムの中で一番印象に残っているも
のは先進農業体験学習です。私は高校では和牛につい
て専攻していましたが、乳牛の飼養管理について学び
たいと考え、酪農を希望しました。乳牛は和牛に比べ
て体が大きく、初めは怖く感じていましたが、私がお世
話になった酪農家で管理されている乳牛は大人しく、と
ても作業しやすい環境だったことに驚きました。日頃の
管理がいきとどいているのだと感じました。搾乳作業や
分娩作業、トラクターの運転なども派遣先の農家さんに
丁寧に指導していただき、大変勉強になりました。さら
に直腸検査も体験させていただき、子宮の位置を把握
するのが大変で何回か挑戦させてもらい、なんとか子
宮の位置がわかったときは、とてもうれしかったことを
覚えています。こんな貴重な体験ができて、とても有意
義な先進農業体験学習になりました。この体験を今後
の人生に生かしていきたいと思いますとともに、大学校
でより高度な畜産技術を学びたいと思います。

〈衛生便り〉
家畜の「飼養衛生管理基準」が

見直されました
北部地方振興事務所栗原地域事務所

〈農業大学校生の抱負〉
先進農業体験学習

宮城県農業大学校１学年
畜産学部　阿部　有里

先進農業体験学習派遣先（酪農：仙台市：庄司さん）
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