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平成24年度畜産業振興事業について
宮城県農林水産部畜産課

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、民間による自主的な畜産振興の取り
組みを促進のために実施され、機構がその経費を補
助しています。

平成24年度は、配合飼料価格が依然として高水準
にあることや畜産物価格の低迷など、畜産経営の極
めて厳しい状況を踏まえ、前年度と同様に畜産農家
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。

新規の取り組みとしては、酪農経営安定対策のた
め平成23年度に創設された「チーズ向け生乳供給安
定対策事業」に「生産者受給調整機能強化対策」が
加わり、指定生産者団体が自ら乳製品を製造・放出

項　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容
酪農関係対策 加工原料乳生産

者補給金制度
※所要額

22,353百万円

加工原料乳に対して補給金を交
付することにより、加工原料乳地
域の生乳の再生産の確保と全国の
酪農経営の安定を図る。

加工原料乳を対象に、独立行政法人農畜産業振興機構を通じて指定生乳生産者団体
に対し、補給金を交付するために必要な経費を助成する。

補給金及び対象数量は毎年度決定される{（平成24年度）補給金単価：12.20円／kg、
対象数量：1,830千トン）}。

チーズ向け生
乳供給安定対
策事業
※（１）（２）に
ついては所要額
8,767百万円で、
需給状況によ
り融通し合う。

チーズ向け生乳を対象に、チー
ズ生産と酪農経営の安定が図られ
るよう助成金を交付する。また国
産乳製品の安定供給に対するユー
ザーの強い要望に応えるため、指
定生乳生産者団体自らが乳製品を
製造する取り組みを支援する。

（１）チーズ向け生乳供給安定対策
指定生乳生産者団体を通じて生乳生産者に対し、チーズ向け生乳供給量（最大

60万トン）に応じて一律の助成金（助成金単価：14.6円）を交付する。
（２）生産者需給調整機能強化事業（拡充）

指定生乳生産者団体が自ら乳製品を製造し適時に放出する取り組みや、不需要
期の乳製品需要を創出する取り組みに対し、製造費の一部を補助する（補助率：
１／２以内、対象生乳量：最大60万トン）。

加工原料乳等
生産者経営安
定対策事業

加工原料乳価格及びチーズ向け
生乳価格が低落した場合に、生産
者積立金によりその一部分を補て
んし、酪農経営の安定、生乳再生
産の確保及び牛乳乳製品の安定供
給に資する。

加工原料乳価格及びチーズ向け生乳価格が各々の補てん基準価格（過去３年間の平
均取引価格が基本。チーズ向け生乳は、平成23年度から実施の事業であるため、平成
24年度は過去２年間の平均取引価格）を下回った場合、生産者に補てん金（取引価格
との差額の８割。原資は生産者の拠出と国の助成金）を交付する。

基金規模80億円のうち、国費は３／４以内。

酪農環境負荷
軽減支援事業
※所要額は

6,229百万円

酪農における国土の有効活用を
推進するため、環境負荷軽減の取
り組みを条件に飼料作物面積に応
じた固定支払いを行うことで、多
様な酪農の経営安定に資する。

経産牛１頭当たりの飼料作付面積が基準面積（北海道40a／頭、都道府県10a／頭）
以上の生産者に対し、以下例のような取り組みを合わせて15ポイント以上実践する場
合に飼料作付面積に応じた奨励金（15,000円／ha）を交付する。
例）堆肥の適正還元の実施（５ポイント）

不耕起栽培の実施（５ポイント）　　　　計15ポイント
景観作物の導入（５ポイント）　　　　　　※全15の取り組みがある。

酪農経営安定
対策補完事業
※（１）所要
額285百 万 円、

（ ２） 所 要 額
200百万円

酪農ヘルパー要員の雇用環境の
整備、傷病時利用の円滑化等によ
り、酪農ヘルパー制度を総合的に
推進するとともに、牛群検定によ
る純タンパク含量やボディコン
ディションスコアの収集・活用に
より、生乳の生産効率向上を推進
し、酪農経営におけるゆとりや生
産性向上を図る。

（１）酪農経営安定化支援ヘルパー事業
①傷病時の酪農ヘルパー利用の円滑化

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等を支援する（互助組織を統合した場合、当該年
度に限り補助率を１／２以内から２／３以内に引き上げ）。
②酪農ヘルパー要員の雇用環境の整備等

ア　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、ヘルパー
要員の住宅・通勤手当の一部を助成（33千円／月以内）。

イ　ヘルパーの傷害保証保険、ヘルパーの利用に起因する損害傷害保険の加入を促進。
ウ　利用実態等調査、優良事例発表会等を実施。

（２）牛群検定システム高度化支援事業
①乳質の向上

純タンパク含量に関するデータ収集やこれを活用した牛乳の品質改善の取り組
みを支援する。
②生産効率の向上

ボディコンディションスコアのデータ収集やこれを活用した飼養管理改善の取
り組みを支援する。

肉用牛・養豚
・養鶏関係対
策

肉用子牛生産
者補給金制度
※所要額

21,290百万円

牛肉の輸入自由化に伴う子牛価
格への影響に対処するため、肉用
子牛価格が低落し、保証基準価格
を下回った場合に、生産者に対し
生産者補給金を交付することによ
り、肉用子牛生産の安定を図る。

肉用子牛の四半期毎の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合、当該四半期に
販売又は自家保留された肉用子牛（黒毛和種、褐色和種、その他の肉専用種、乳用種、
交雑種）を対象として差額分の補給金を交付する。

さらに平均売買価格が下落し、合理化目標価格を下回った場合には、国、県、肉用
子牛生産者の積立（負担割合：国２県１生産者１）により造成した生産者積立金から、
その差額の９／10を補給金として交付する。

肉用牛繁殖経
営支援事業
※所要額
13,312百万円

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
金費の家族労働費の８割水準を下
回った場合に差額の一部を補てん
し、繁殖経営の所得を確保と肉用
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を交付する。
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22〜24年度

肉用牛肥育経
営安定特別対
策事業
※所要額
86,942百万円

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22〜24年度
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

する取り組み、不需要期の乳製品需要の創出する取
り組みに対し、乳製品の委託製造費の２分の１が補
助されます。

また平成22年度に創設された「国産畜産物安心確
保等支援事業」に「稲WCS流通促進事業」が加わ
り、高収量・高品質の稲発酵粗飼料の生産・利用に
向けた特定の取り組みを実践する地域での検討会に
対し、稲発酵粗飼料の利用面積に応じて奨励金が交
付されるようになります。

本事業の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。

事業の概要は、次のとおりです。

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
養豚経営安定
対策事業
※所要額9,966
百万円

近年の豚枝肉価格の低下等によ
る養豚経営の収益性改善のため、
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、差額の８割
を補てんし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22〜24年度
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）

鶏卵生産者安
定対策事業
※所要額5,189
百万円

鶏卵の受給・価格は季節的に変
動することに加え、供給過剰を起
こし易い生産実態にある。

このため、受給・価格の変動に
応じ、鶏卵の価格差補てんや受給
改善を推進する取り組みを支援し、
鶏卵生産者の経営と鶏卵価格の安
定を図る。

（１）鶏卵価格差補てん事業
鶏卵の標準取引価格（月毎）が補てん基準価格を下回った場合、差額（補てん

基準価格と安定基準価格の差額を上限とする。）の９割を補てんする。
（２）成鶏更新・空舎延長事業

鶏卵の標準取引価格（日毎）が通常の季節変動を越えて大幅に下回った場合には、
成鶏の更新に当たって長期の空舎期間を設ける取り組みに対し、奨励金を交付する。
・鶏舎収容可能羽数10万羽以上の生産者150円以内／成鶏1羽
・鶏舎収容可能羽数10万羽未満の生産者 20０円以内／成鶏１羽

肉用牛経営安
定対策補完事
業
※所要額2,077
百万円

肉用牛生産が中山間地域の基幹
的な農業部門として、地域経済の
活性化に重要な役割を果たしてい
ることを踏まえ、高齢化等に対処
する肉用牛ヘルパー組織への支援、
地域の特色ある肉用牛振興対策等
を実施することにより、肉用牛に
係る経営安定対策を補完し、国産
牛肉の安定供給を図る。

（１）新規参入円滑化等対策
肉専用種繁殖経営への新規参入促進のため、農協等が飼養管理施設等の整備を行い、

飼料自給率向上に積極的に取り組む新規参入者等に貸し付ける場合に支援を行う。
（２）肉用牛生産基盤強化対策

肉用牛生産基盤の強化を図るため、肉用牛ヘルパーの推進、高能力の雌牛の増
頭による中核的な繁殖経営の育成について支援を行う。

（３）地域の特色ある肉用牛振興対策
①地方特定品種の特徴を活かした生産や放牧利用を推進するための取り組みに対
して支援を行う。
②離島等及び山振地域における肉用子牛の集出荷を促進するための取り組みに対
して支援を行う。

（４）肉用牛流通促進対策
家畜商組合等の肉用子牛流通円滑化を図るための取り組みの支援する。

（５）肉用牛導入保証支援
家畜商組合等の肉用牛預託を促進するための資金調達の支援を行う。

その他対策 食肉流通改善
合理化支援事
業
※所要額1,984
百万円

産地食肉センター等施設の改善、
食肉流通の各段階における業務の
効率化、経営の安定化等のための
措置を講ずることにより、食肉流
通の合理化と安全・安心な食肉の
安定供給を図り、もって我が国畜
産の健全な発展に資する。

（１）食肉流通施設等施設改善支援
食肉等の流通の合理化等を図るため、産地食肉センター等における処理等の効

率化、コスト低減、環境対策、衛生管理の高度化に必要な設備並びに産地食肉セ
ンターにおける輸出向け食肉の処理・加工に必要な設備の改善を行う場合に、融
資残額の一部を助成する。

（２）食肉卸売市場機能強化
食肉卸売市場の公正な価格形成機能の維持・安定を図るため、食肉卸売市場の

基本的な機能である情報伝達、集分荷及び決済機能を強化するとともに、市場に
おける品質管理の高度化を図る。

（３）食肉卸売経営の安定化
食肉卸売経営の体質強化等による国産食肉の安定供給を図るため、給食事業者

等における利用推進、食肉流通関連制度に関するセミナー等の開催、経営改善の
ための低利資金の融通支援、融資機関に対する信用力強化を行う。

（４）食肉の小売機能の強化
食肉小売経営における消費者の信頼確保と安全・安心な食肉の供給を図るため、

食肉流通関連制度に関するセミナー等の開催、経営改善を図るための低利資金の
融資に対する支援、生産者の顔の見える食肉販売等を行う。

畜 産 高 度 化
リース事業
※貸付枠4,757
百万円

畜産経営における家畜排せつ物
の私活用の推進及び環境整備、食
肉や生乳流通の効率化・合理化に
必要な施設等の導入をリース方式
で支援することにより、我が国畜
産の安定的発展を図る。

（１）たい肥調整・保管施設整備リース事業
耕畜連携によるたい肥の利用促進を図るため、畜産農家等が行うたい肥調整・

保管に必要な施設等の貸付を行う（貸付物件の購入費の１／２助成）。
（２）畜産環境整備リース事業

畜産農家等に対して、畜産環境整備に必要な施設等の貸付を行う。
（３）食肉販売等合理化施設整備リース事業

食肉処理、加工販売事業者等に対して、食肉流通の合理化、衛生基準の高度化
等に必要な施設等の貸付を行う。

（４）生乳流通効率化支援リース事業
生産者団体者等に対して生乳等の流通効率化に必要な施設の貸付を行う。

畜産特別支援
資金融通事業
※所要額1,856
百万円

負債の償還に支障を来している
経営や家畜伝染病発生による深刻
な影響を受けた経営に対する低利
資金の円滑な融通を支援する。

（１）大家畜・養豚特別支援資金
大家畜・養豚経営に対する長期・低利の借換資金の融通を行う融資機関に利子

補給を行い、資金借受者に経営改善指導、債務保証に対する支援を行う。
①貸付条件（利率は平成23年12月19日現在）

②融資枠（平成20〜24年度）450億円（大家畜400億円、養豚50億円）
（２）家畜疾病経営維持資金

口蹄疫等広範囲に影響を与える家畜伝染病の発生により影響を受けた畜産経営
に対し、畜産経営の再開、継続及び維持に必要な低利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貸付条件（利率は平成23年12月19日現在）

※下線部は平成22年に宮崎県で発生した口蹄疫の被害を受けた農家に対する特例措置
②融資枠（平成24〜28年度）250億円

※両資金とも融資機関は農協、農協連、農林中央金庫、銀行等で、事業実施主体は（社）
中央畜産会。

経営改善資金 経営継承資金一　　般 特　　認 残高借換
償還期間 大家畜 15年以内 25年以内

養豚 ７年以内 15年以内
うち据置期間 ３年以内 ５年以内
貸付利率 1.40％以内

利子補給率 1.01％

経営再開資金 経営継続資金 経営維持資金

貸付限度額

（一般）
個人：2,000万円
法人：8,000万円

（特認）
飼養頭数等を勘案して経
営体毎に貸付額を判断

（1頭当たり、100羽当たり）
乳用牛13万円、肥育牛13万円、
繁殖用雌牛65千円、肥育豚13千円、
繁殖豚26千円、家きん52千円、
繁殖用めん羊及び山羊13千円

（100羽当たり）
家きん52千円

償還期間 ５年以内 ３年以内
うち据置期間 ２年以内 １年以内
貸付利率 1.325％ 1.30％以内

利子補給率 1.325％（基準金利2.65％の半分を国が利子補給） 1.01％

この他国産畜産物の安心確保と安定供給に資するものとして、「国産畜産物安心確保等支援事業」及び「畜
産副産物適正処分等推進事業」が、家畜伝染病に係る経済的損失を互助補償する「家畜防疫互助基金造成等
支援事業」があります。 （企画管理班　成田直人）
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平成24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

昨年の東日本大震災にて被災された方々、原発事
故被害に遭われた方々に対し、心からお見舞い申し
上げます。

本会では昨年度に引き続き、震災、原発問題関連
事業として、県内畜産物のキャンペーン開催、肉用
牛肥育農家に対する融資支援事業等を実施いたしま
す。一日も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。

３．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。

４．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。

５．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。

６．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。

７．民間グループ被災畜産農家救済活動事業（被
災地畜産振興に係る人的支援等事業のうち生
産者団体支援）

肉用牛肥育経営緊急支援事業について牛枝
肉出荷の自粛並びに廃棄処分を行う農家を対
象に支援金を交付し、畜産経営の安定化を図
るとともに、貸付を行った支援金の返還等に
関する業務を実施する。

８．民間グループ被災畜産農家救済活動事業
東日本大震災並びに福島第一原発の放射能

汚染事故に伴う畜産物の風評被害など、被災
地畜産に係る理解醸成と県内産畜産物の試
食・即売会等「食べて応援しよう」キャン
ペーンを開催し畜産物の需要回復を図る。

９.　養豚経営安定対策事業（機構委託事業）
養豚事業者等を対象とした事業の説明会並

びに勉強会等を開催し事業の円滑な推進を図
る。

10．養豚経営安定対策事業(生産者委託事業)
直接交付方式への完全移行に伴い、生産者

との委託契約に基づき、書類申請及び保管等
に関する助言指導を行う。

11．家畜・生産用資材等情報収集・提供ネット
ワーク体制構築事業

災害を受けて困窮している肉用牛経営の
早期復帰を支援するため、飼料資材等の供給
可能数量及び家畜一時避難場所等の全国的な
データベースの構築を図るための調査を行う。

Ⅱ　家畜自衛防疫の支援事業
１．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）豚丹毒病ワクチン（生）接種事業
（２）豚丹毒病ワクチン（不活化）接種事業
（３）豚日本脳炎ワクチン（生）予防接種事業
（４）豚日本脳炎ワクチン（不活化）予防接種事業
（５）豚死流産三種混合ワクチン接種事業
（６）豚伝染性胃腸炎ワクチン接種事業
（７）豚オーエスキー病ワクチン接種事業
（８）牛アカバネ病ワクチン接種事業
（９）牛炭疽病ワクチン接種事業
（10）牛五種混合ワクチン接種事業
（11）牛ヘモフィルス病ワクチン接種事業
（12）牛六種混合ワクチン接種事業（新規）
２．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並びに情報の収集と伝
達に努める。また、万が一、家畜の注射事故
等が発生した場合は、速やかに見舞金等を交
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。

３．家畜生産農場清浄化支援対策事業
生産農場における牛ヨーネ病の防疫対策、

豚オーエスキー病の清浄化対策及び牛アカバ
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ネ病の発生・流行防止対策を推進し、これら
疾病による家畜の損耗防止を図り、本県畜産
の健全な発展に資する。

４．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。

５．繁殖牝馬予防接種推進事業
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、軽種繁殖牝馬に対し予防接種の徹底
を図る。

６．家畜防疫互助基金造成等推進事業
口蹄疫や豚コレラ等の海外伝染病が発生し

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、各関係者と
連携を図り、互助制度の普及啓蒙を図る。

特に、今年度は契約更新時期となっている
ので、県域推進会議を開催し、既契約生産者
の加入継続及び未加入者の加入促進を図る。

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．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。

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、酪
農団体・乳業メーカー等の生乳取扱者を対象
に、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次の事
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
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．宮城県総合畜産共進会の開催

家畜の改良増殖と飼養管理技術の向上を図
るため、乳用牛、肉用牛、養豚（枝肉）を対
象とした総合畜産共進会を開催すると共に、
消費者に対し畜産に関する知識の啓発を図る。

２．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。

３．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、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。

４．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。

５．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
６．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）

平成24年７月30日 第255号 （　）（隔月１回発行） 5



第10回全国和牛能力共進会宮城県代表牛決定

全国農業協同組合連合会宮城県本部畜産部

今年、10月に長崎県で開催されます第10回全国和牛能力共進会の宮城県代表牛が、７月27日〜28日に開催
されました平成24年度宮城県総合畜産共進会（肉用牛の部）において下記のとおり決定しました。

出品区 名　号 生年月日 父　牛 母の父 所有者住所氏名
第１区 平茂洋 H23.2.18 茂洋 平茂勝 大崎市 宮城県畜産試験場
第２区 たからしげ H23.7.1 茂洋 平茂勝 登米市 小野寺　正　人
第３区 ゆいこ H23.3.13 茂洋 勝忠平 栗原市 田　中　裕　久

第４区

かみふく H19.3.6 神勝福 第２波茂 涌谷町 西　山　儀　輔
かみざくら H19.3.3 神勝福 第２波茂 涌谷町 佐々木　　　衛
ふくかみ H19.2.3 神勝福 第２波茂 大崎市 早　坂　武　志
いわふく H17.4.2 神勝福 第２波茂 大崎市 佐　藤　敬　一

第５区

さくら H20.4.23 茂洋 平茂勝 栗原市 二階堂　秀　雄
ひらまつ H18.8.2 茂勝 平茂勝 栗原市 加　藤　　　淳
あきしげ H17.12.1 茂勝 平茂勝 栗原市 菅　原　　　昭

ひらしげひめ H16.8.21 茂勝 平茂勝 栗原市 菅　原　和　夫

第６区
かねおく H16.1.3 奥北茂 北国７の８ 登米市 佐々木　昌　典

おくやすひら H17.12.12 糸安平 奥北茂 登米市 佐々木　昌　典
おくやすただ H21.12.20 平忠勝 糸安平 登米市 中　川　弘　明

第７区
種牛の部

まちこ H23.4.26 茂洋 平茂勝 登米市 千　葉　　　啓
ふくこ H23.4.18 茂洋 福桜（宮崎） 登米市 大立目　敏　夫
いくえ H23.3.24 茂洋 金幸 登米市 守　屋　慶　市

しげひら H23.3.1 茂洋 奥北茂 登米市 服　部　泰　啓

第７区
肉牛の部

俊洋 H22.11.21 茂洋 百合茂 川崎町 小賀坂　　　実
茂菊 H22.11.9 茂洋 北国７の８ 登米市 千　葉　　　敏
源氏 H22.10.26 茂洋 平茂勝 登米市 佐　瀬　　　德

第８区
成平茂 H22.11.23 平茂桜 糸安平 角田市 森　谷　　　茂
平茂洋 H22.11.18 平茂桜 茂勝 登米市 千　葉　英軍司
桜平茂 H22.10.28 平茂桜 百合茂 川崎町 内　形　利　雄

第９区
勝忠洋 H22.11.23 茂洋 勝忠平 登米市 千　葉　正　憲
茂福栄 H22.10.26 茂洋 福栄 登米市 千　葉　　　敏
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第10回全共に向けた今後の日程
１．第10回全共出品牛集合指導会

第２回指導会　平成24年９月11日（火）
午前８時30分

第３回指導会　平成24年10月12日（金）
午前８時30分

２．第10回全共出品牛壮行会・出品牛出発
壮行会：開催場所　みやぎ総合家畜市場
　　　　開催月日　平成24年10月21日（日）
出品牛出発：平成24年10月21日（日）　

壮行会終了後

▲ 宮城県代表牛の飼養者

▲ 第３区　宮城県代表牛

▲ 全国和牛登録協会宮城支部長より代表者へ記念品の贈呈

▲ 第７区　種牛の部　宮城県代表牛

３．第10回全共出品者出発
平成24年10月22日（月）

４．第10回全共長崎県大会
開催時期：平成24年10月25日（木）〜29日（月）
開催場所：種牛の部　佐世保市　ハウステンボス
　　　　　肉牛の部　佐世保市食肉卸売市場

（畜産部　安部俊也）
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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29年開催、
第11回全国和牛能力共進会の宮城県実行委員会の設立について』

宮城県農林水産部畜産課
全国和牛能力共進会とは、公益社団法人全国和牛

登録協会の主催のもと、全国の優秀な和牛を５年に
１度、一堂に集めてその能力等の優劣を競う大会で
あり、“和牛のオリンピック”とも称されています。
大会には、雄牛・雌牛の和牛改良の成果を競う「種
牛の部」と肉質を競う「肉牛の部」に分かれ、各道
府県から選抜された約500頭が出品されます。

全国和牛能力共進会は、昭和41年の第１回の岡山
県大会から始まり、これまで全国各地で開催してき
ており、本年10月に開催される長崎県大会で10回目
の開催となります。そして平成29年の第11回大会が
宮城県の開催となります。本県ではこの大会の開催
準備のため、平成22年11月に第11回全国和牛能力共
進会準備委員会を設立、翌年７月には同事務局を設
置し、これまで基本計画案の策定、出品対策事業の
計画推進、PR活動及び肉用牛研修会の開催等を関
係機関とともに行ってきました。さらに平成24年７
月10日に、第11回全国和牛能力共進会（宮城全共）
宮城県実行委員会を設立し、これまでの準備委員会
で実施してきた内容を承継しました。なお、宮城全
共実行委員会の会長には宮城県副知事の若生正博氏
が就任し、副会長には宮城県農業協同組合中央会長、
全国農業協同組合連合会宮城県本部長、公益社団法
人全国和牛登録協会宮城県支部長、市長会副会長の
白石市長、町村会会長の利府町長並びに県農林水産
部長の６名が就任しました。また宮城全共実行委員
会事務局は、現在、県畜産課内に設置され、県と全
農みやぎの職員が事務局員として活動しています。
宮城全共実行委員会の組織体制は図のとおりで、幹
事会、その下に各専門部会をおき、この専門部会の

一つである基本計画策定部会では、基本計画の策定
とともにメイン会場や予算案の決定、さらにこれら
の決定後は詳細な実行計画の策定を行います。出品
対策部会では、県内の出品対策事業の計画策定及び
その推進活動等を行います。また各地域の関係機関
で構成された地域対策会議を県内６ヵ所に設置し、
生産者への技術指導、出品候補牛の巡回選定などを
行います。この中で牛づくりとして、スーパー種雄
牛「茂洋」号の『茂洋産子１戸１頭保留運動』を推
進し優良雌牛の保留促進、繁殖成績の向上、育種価
利用促進及び早期肥育技術の確立と推進を行いま
す。次に人づくりとして、次代を担う生産者、ハン
ドラー及び指導者など後継者の育成、また青年部、
女性部、その他団体及び研究会などの組織化や育成
を行います。

宮城全共の基本理念は、①「宮城県の和牛振興」、
②「東日本大震災の支援への感謝と宮城県の復興」、
③「宮城県のPRと“富県宮城の実現”」の３つです。
特に開催年の平成29年は東日本大震災における宮城
県震災復興プランの再生期の最終年であり、宮城全
共の開催を通してそれまで御支援をいただいた全国
の皆様への感謝の気持ちを伝えるとともに“富県宮
城”の実現に向けて、宮城の子牛・仙台牛のブラン
ド力向上、宮城の歴史、風土、文化、物産、そして
観光等の情報発信をしたいと考えています。今後
は、事務局員一同、関係機関とともに全力で第11回
全国和牛能力共進会の成功に向けて活動しますの
で、よろしくお願いいたします。

（生産振興班　石黒裕敏）

図　第11回全国和牛能力共進会宮城県組織体制

宮城県実行委員会設立総会時に新役員とともに事務局看板を披露

第11回全国和牛能力共進会
宮城県実行委員会　会長　若生副知事

宮城県実行委員会幹事会

基
本
計
画
策
定
部
会

出
品
対
策
部
会

各種専門部会
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第47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

〈衛生便り〉

牛RSウイルス感染症について
仙台家畜保健衛生所

牛RSウイルス感染症をご存じでしょうか？この
ウイルスが牛に感染すると、発熱、咳、鼻水を垂ら
すなどの呼吸器症状を示します。重症例では、肺炎

（呼吸をすると、ゼェーゼェーという音がする）や
皮下気腫（首のあたりの皮膚を触ると、プチプチと
音がする）に陥り、死亡するケースもあります。特
に搾乳牛で集団発生すると、乳量減少などの経済的
被害が大きい病気です。過去の発生例では、１日あ
たりの出荷乳量がひどい時で半分以下に落ち込み、
乳量が回復するまでに１ヶ月ほどかかっています。

本病の発生は季節を問わず全国的に認められてい
ますが、晩秋から初春までの発生が多く、重症化す
る傾向があります。当所では、今年１月から牛の呼
吸器病について、８件の病性鑑定依頼があり、その
うち５件から牛RSウイルスが検出されました。こ
のことから、牛RSウイルスは、本県における牛呼
吸器病の主要な病原体であることが考えられます。

この病気の重要な予防法は、ウイルスの農場や牛
舎内への侵入を防ぐことです。牛を導入する場合
は、必ず他の牛から遠ざけ、１週間程度健康である
ことを確認してから牛舎に入れてください。また、
人が靴底にウイルスを付着させて牛舎に持ち込む可
能性もあります。関係者以外の農場への立入禁止、
踏み込み消毒槽の設置や牛舎専用長靴の使用、定期
的な飼槽・通路の清掃消毒といった飼養衛生管理を
徹底してください。

もう一つの重要な予防法はワクチン接種です。子
牛市場へ上場する際に接種が行われている牛呼吸器
病５種混合ワクチンにも、このウイルスが含まれて
います。発生時に被害が大きくなる冬を迎える前に
ワクチンを接種することで、ウイルスに感染しても
症状の重症化を防ぎ、乳量減少などの被害を抑える
ことが確認されています。

なお、呼吸器症状の集団発生などウイルス性呼吸
器病を疑う場合は、かかりつけの獣医師または最寄
りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。

（病性鑑定班　高森広典）

平成24年６月18日（月）みやぎ総合家畜市場にお
いて開催し、北海道清水町酪農家松原秀雄氏により
57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。

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 116 申請中 名取市 宮城県農業高等学校
経産 706 インデイシブルゴールドウイン　リディア　ET 加美町 高橋　　真

【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 402 リトルアイランドポートガス　D　ルージュ 蔵王町 小島　一也
経産 901 ブラメリアエイチエル　ジエイエス　プリン 丸森町 ㈲半澤牧場

【シニアチャンピオン】
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

9 901 ブラメリアエイチエル　ジエイエス　プリン 丸森町 ㈲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
8 801 インデイシブルロッカリー　マデリン 加美町 高橋　　真

【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

7 706 インデイシブルゴールドウイン　リディア　ET 加美町 高橋　　真
【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
7 705 ブラメリアエア　アンナ 丸森町 ㈲半澤牧場

【最優秀賞】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

1 116 申請中 名取市 宮城県農業高等学校
118 イチジョウファーム　アドベント　スタンレイ 丸森町 菊地　武士

2 204 スペシャルカーティス　ルドルフ 栗原市 伊藤　紀彦
201 ディフェンド　アフターショック　ジャスティス 角田市 佐藤　　俊

3 305 イチジョウファームセジス　ディストライ 丸森町 一條　　薫
304 エイトロールサンチェス　ロマニティ 大崎市 八巻　　誠

4 402 リトルアイランドポートガス　D　ルージュ 蔵王町 小島　一也
401 スペシヤル　マーク　タルボツト 栗原市 伊藤　紀彦

5 511 ◎ディフェンド　サム　ルドルフ 角田市 佐藤　　俊
510 ショウエイマセラティ　ディカプリオ 色麻町 正永　昭太郎

6 609 ブラメリア　タレント　ベニー 丸森町 ㈲半澤牧場
606 ◎ウッディランドリヴェレスト　グランド 角田市 渡辺　孝一

7 706 ◎インデイシブルゴールドウイン　リディア　ET 加美町 高橋　　真
705 ブラメリアエア　アンナ 丸森町 ㈲半澤牧場

8 801 ◎インデイシブルロッカリー　マデリン 加美町 高橋　　真
802 イチジヨウフアームHC　ダンデイー 丸森町 一條　　薫

9 901 ◎ブラメリアエイチエル　ジエイエス　プリン 丸森町 ㈲半澤牧場
903 ミツソランドモンテ　ルシアス 丸森町 ㈲半澤牧場

＊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）
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９
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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
・8/14（火）第17回クラスターカップ（JpnⅢ）　・8/15（水）第13回若鮎賞　・9/3（月）第38回ビューチフル・ドリーマーカップ　
・9/9（日）第30回ビギナーズカップ　・9/17（月）第20回青藍賞　・9/23（日）第14回ジュニアグランプリ　・9/30（日）第14回岩手県知事杯OROカップ

水　沢 水　沢 水　沢 盛　岡 盛　岡

盛　岡 盛　岡 盛　岡 盛　岡 水　沢

〈畜試便り〉
系統豚「しもふりレッド」及びその交雑種に対する飼料米給与技術

宮城県畜産試験場
宮城県の飼料米の作付面積は年々増加しており、

今後も増加傾向で維持していくと思われます。畜産
試験場では、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「しもふりレッド」や「ミヤギ
ノL2」を利用した肥育豚の発育性・肉質への影響
を調査しております。今回は、飼料米の豚への肥育
全期間（体重約30〜115kg）給与について検討しま
したので、概要を紹介します。
１　試験方法

しもふりレッド純粋種（D種）およびLDD種
（二元交雑種LD種×D種）の２品種に対し、肥育
前期（体重30kg〜70kg）には、市販配合飼料前
期に原物重量比で玄米15%及び大豆３%を代替し
て給与しました。肥育後期（体重70kg〜115kg）
には、市販配合飼料後期に原物重量比で玄米15%
を代替して給与しました。

２　試験結果
１）発育成績

一日平均増体量では、両品種とも、市販配合
飼料のみを給与した対照区に比べ高い値にな
り、出荷日齢が早くなる傾向にあることが分か
りました（表１）。

２）枝肉成績
ロース断面積は、対照区と同等の結果となり

ました。背脂肪厚では、両品種とも試験区で厚

脂となる傾向にありました（表２）。
３）肉質成績

筋肉内脂肪含量では、D種で高くなる傾向に
ありました。ドリップロスではD種において、
クッキングロスでは両品種とも低下する傾向に
あり、保水性が改善される可能性が示唆されま
した（表３）。

４）食味評価
LDD種では、ほとんどの項目でそれぞれの傾

向が強い評価となり、おいしさ（総合評価）が
有意に高い評価となりました（p<0.05）（図１）。

D種では、肉の色が淡い、肉がやわらかい評
価となり、おいしさ（総合評価）が高い評価に
なりやすいことが分かりました（図２）。

３　利活用の留意点
１）玄米は、未処理のままでは消化性が劣るので、

２mm以下に粉砕して使用しました。
２）大豆は、生のまま給与すると豚にとって有害

となるので、５mm以下に加熱粉砕して使用し
ました。

３）LDD種では、飼料米給与により発育は良好
となりますが、厚脂になりやすいので注意が
必要です（表２）。

（種豚家きん部　斉藤隼人）

表１　発育成績
LDD種 D種

試験区 対照区 試験区 対照区
一日平均増体量（g/日） 978.0 ± 149.8 879.1 ± 34.8 975.6 ± 51.4 958.3 ± 91.2
総飼料摂取量（kg） 257.6 ± 22.5 274.2 ± 25.7 261.4 ± 16.8 276.5 ± 11.8
飼料要求率 3.14 ± 0.29 3.33 ± 0.30 3.12 ± 0.14 3.36 ± 0.11
出荷日齢（日） 154.8 ± 3.7 159.2 ± 6.9 153.8 ± 12.6 160.5 ± 5.7

平均値±標準偏差 

表２　枝肉成績
LDD種 D種

試験区 対照区 試験区 対照区
背脂肪厚（mm） 31.77 ± 7.32 26.92 ± 3.15 32.05 ± 5.94 30.85 ± 4.54
ロース断面積（cm2）※ 17.81 ± 3.25 17.79 ± 2.43 22.20 ± 2.52 20.14 ± 3.32

※ロース断面積は4-5胸椎部 平均値±標準偏差

表３　肉質成績
LDD種 D種

試験区 対照区 試験区 対照区
Tenderness（kgw/cm2） 43.38 ± 7.10 47.44 ± 10.42 49.12 ± 6.08 52.59 ± 7.79
筋肉内脂肪含量 （％） 5.18 ± 1.81 5.23 ± 1.65 6.00 ± 1.62 4.71 ± 1.58
ドリップロス 24hr（％） 1.52 ± 0.89 1.23 ± 0.86 1.11 ± 0.38 1.35 ± 1.14

48hr（％） 3.28 ± 1.23 2.91 ± 1.69 2.00 ± 0.71 2.37 ± 1.27
クッキングロス（n=5） （％） 16.04 ± 2.16 17.61 ± 3.22 16.29 ± 1.48 17.76 ± 3.78

平均値±標準偏差
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平成25年度宮城県農業大学校
入学生を募集（推薦入学試験）

宮城県農業大学校
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。下記により平成25年度入学生の推薦入学試験
を行いますので、多数の出願をお待ちしております。

記
◇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
◇募集期間　平成24年９月７日（金）〜

平成24年９月20日（木）（当日消印有効）
◇試験日時　平成24年10月２日（火）午前９時45分〜
◇合格発表日　平成24年10月11日（木）午前10時
◇試験場所　宮城県農業大学校名取教場
◇試験科目　①筆記試験　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
なります。

◇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、社団法人「宮城県農業公社」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。

※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。 （畜産学部　豊島　稔）

〈農業大学校生の抱負〉

私　の　目　標
宮城県農業大学校畜産学部２学年

肉牛専攻　佐藤龍平
我が家では現在、酪農を中心

として経産牛30頭、肥育牛を20
頭程度飼育しており、父、母の
２人で経営を行っています。

私は将来、家の酪農を継ぎ家
の規模拡大をしたいと考え宮城
県農業大学校に入校しました。

私は農業高校出身なので多少は畜産に関する知識を
持っていましたが、畜産農家の子として知っていて
も当然である我が家の経営状況については理解して
おらず、ましてや就農も考えている身なので、これ
は「まずいな。」と思い焦り始めています。入校し
て早くも２年経ってしまいました。

１学年の時は先進農家に40日間の研修に行き、大
規模農家で規模拡大するために必要なことをたくさ
ん指導してもらいました。そして我が家との経営の
違いを学んできました。２学年では卒論や現在の目
標としている家畜人工授精師の資格を取得するため
に全力で勉学に励んでいます。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
ですが、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が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留まらず、
牛乳の加工や食肉の加工などの食品加工技術に関し
ても今年行った研修で興味を持つことができまし
た。卒業後は就農したいと考えていましたが、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酪農ヘルパーや食品加工の
仕事に就いてみる道も考えています。まだ自分の中
での夢は定かではありませんが、これらの経験を踏
まえたうえで就農しても遅くはないと考えていま
す。

より良い未来を目指して、あと１年、出来る限り
のことをしていきたいと思います。
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〈New face〉
大河原農業改良普及センター

伊藤　愛
平成24年４月に宮城県大河原農業

改良普及センターに配属となりまし
た、伊藤愛と申します。出身は仙台市
で、宮城県第一女子高等学校を卒業後、
岩手大学農学部動物科学課程に進学
し、今年の３月に卒業しました。

実家は非農家で農業とはあまり縁
がありませんでしたが、高校生の時に生物学のク
ローンや体外受精などの動物生殖工学に関心を持
ち、農学部に進学しました。大学では畜産全般につ
いて勉強し、卒業論文ではブタ体外受精胚の熱スト
レス対抗性について研究しました。卒業後の仕事は
ぜひ畜産に携わりたいと思い、また地元での就職を
切望していたことから宮城県畜産職を受験しまし
た。今は念願叶い、宮城県で畜産に関する仕事に従
事していることに日々喜びを感じております。

現在は普及指導員の卵として、主に酪農や肉用牛
等の生産現場に出向いて、直面している状況や課題
について話を聞き、一つ一つ勉強しております。５
月には半月の間、普及指導員の新人研修の一環で蔵
王町の酪農家に泊まり込みで研修をしました。牛舎
環境の整備や、飼料給餌、哺乳、搾乳など牛と触れあ
い過ごす毎日は楽しく充実しており、また飼養管理
の善し悪しが、乳量や牛の状態に大きく影響するこ
とを知り酪農経営の難しさを感じました。お世話に
なった酪農家の方には酪農の楽しさややりがい、ま
た酪農が抱える問題等の多くの率直な意見を聞かせ
ていただき、とても参考になりました。今回の研修
で知り合った農家の方々との絆を大事にし、研修で
得られた貴重な経験を今後の普及活動に活かしてい
きたいと考えております。まだまだ至らない点も多
くご迷惑をおかけしてばかりですが、積極的に畜産
の生産の現場に出て勉強し、宮城の畜産振興に少し
でもつながるよう努力し続けていきたいと思ってお
ります。今後ともご指導よろしくお願い致します。

〈New face〉
東部地方振興事務所　畜産振興部

三浦達弥
はじめまして。平成24年４月から

東部地方振興事務所畜産振興部に配
属になりました、三浦達弥です。出
身は東北の湘南と呼ばれる宮城県
山元町です。中学・高校のころに
発生したBSEや鳥インフルエンザ、

SARSなどの人獣共通感染症に興味を持ち、仙台育
英学園高校を卒業後、日本大学生物資源科学部獣医
学科に進学しました。大学では獣医公衆衛生学研究
室に所属し、「猫ひっかき病」という猫にひっかか
れて人が感染する病気をアライグマやタヌキが保有
しているか調査研究していました。

趣味は特撮（戦隊ヒーロー、仮面ライダー）、ア
イドル（AKB小嶋陽菜が神推し）、ゲーム（ポケモ
ン、モンハン）、トランペットです。休日は、小学
生になったばかりのいとこと仮面ライダーごっこを
して遊んでいます。最近は、ペーパードライバーを
脱出するために車の運転を練習し始めました。地元
の誰も走ってない道では運転できるようになってき
ましたが、運転の荒い人が多い石巻ではまだまだ怖
くて運転できそうにありません…。

就職して３か月が経ち、家畜伝染病の検査、牧草
の放射性物質検査、共進会の開催など、様々な仕事
に携わってきました。今は採血をするときに、採血
管に血液がスーッと入ってくるとうれしくなります
が、目をつぶってても採血できるぐらいになりたい
です。畜産振興班の仕事は多岐にわたっており、ま
だまだ学ばなければならないことがたくさんあるよ
うです。様々な仕事を経験し多くの技術を習得する
ことで、一日も早く一人前になれるよう頑張ります。
皆さまのご指導よろしくお願いいたします。

〈New face〉
みやぎの酪農農業協同組合

大類直也
はじめまして。平成24年４月より

みやぎの酪農農業協同組合購買課購
買係に配属となりました、大類直也
と申します。出身は、宮城県の大郷
町です。今年の３月に宮城県農業大
学校を卒業しました。私は畜産学部
に所属し、毎朝牛の世話や畜産に関
する勉強・研究を実際に体験し学ん

できました。
大学では、放射性物質による繁殖農家への影響を

テーマに実際に家畜市場へ行き、アンケート調査を
実施することで繁殖農家の考えや子牛価格の変動の
要因などを研究してきました。

私が牛に興味を持った理由は、牛の乳量や肉質は
餌によって変わるのか、環境・飼育の仕方によって
変わるのかという疑問を持つようになり、牛のこと
を専門的に学びたいと思い大学進学をしました。高

校は商業科に所属し、簿記や情報処理・販売士の資
格と様々なものを取得してきました。そのような学
校から目で見て身体で覚える大学へ進学したので、
入学当初は困難なことがたくさんありましたが、野
球で鍛えた体力で何とかついていくことが出来まし
た。精一杯な毎日が続きましたが月日を重ねていく
ことで余裕もでき、頭で考えて思ったことを実践出
来るようになりました。また色々な農家さんと関わ
りを持つことが出来たので、これをきっかけに将来
は農家さんの役に立つ仕事に就きたいと考えるよう
になりました。

そして知り合いの農家さんの助けがあり酪農ヘル
パーとして面接を受けたときに高校時に取得した資
格などが役に立ち、購買課に配属となりました。現
在は配属されてから３ヶ月が過ぎました。購買課で
は覚えることも多く、大変な毎日ですが少しずつ仕
事を覚えると同時に、酪農家の役割や組合の役割は
どのようなものということも勉強しています。

まだまだ経験不足な私ですが先輩方と協力し、組
合員の方や酪農家の方々に貢献できるように努めて
いきますので、ご指導の程よろしくお願いします。
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