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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組促進のため
に実施され、機構がその経費を補助しています。
平成25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、例年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実施される
ほか、新規の緊急対策として、酪農生産基盤の回復や国産バター等の安定供給に関する酪農対策事業が措置
され、食肉流通対策では、脂肪交雑（霜降り）以外の国産牛肉のバリューチェーンを構築し、顧客視点に立っ
た新需要を創出する事業が措置されています。
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。
今年度に新たに実施される事業の概要は、次のとおりです。

平成25年度畜産業振興事業について

宮城県農林水産部畜産課

項　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容
酪農関係
対策

酪農経営安定対
策補完事業
※（１）所要額
403百万円、（２）
所要額415百万円

酪農ヘルパーの傷病時利用の円
滑化や酪農ヘルパーを活用した地
域の生産基盤の強化等を支援する
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、未経産雌牛
の遺伝子情報を用いた遺伝的能力
評価の実施により、生乳の生産効
率向上を推進する。

（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又は都道府県団体を支援する（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対して、ヘ

ルパー要員の住宅・通勤手当の一部を助成する（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

促進する。
ウ　利用実態等調査、優良事例発表会等を実施する。

③酪農ヘルパーを活用した生産基盤の強化等（拡充）
ヘルパーを活用した生産基盤の強化や利用組合の強化等地域の自主的な取組を支
援する。

（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組を支
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組
を支援する。

③遺伝子情報を用いた遺伝的能力の向上（拡充）
未経産牛の遺伝子情報を用いた遺伝的能力評価（ゲノミック評価）の実施のため
に必要なサンプルの収集や検査等の取組を支援する。

酪農生産基盤回
復緊急支援事業
（新規）
※所要額1,003
百万円

都府県の生産者集団が行う生産
基盤の維持・回復を図るための意
欲ある取組を支援することによ
り、生産意欲を喚起・増進すると
ともに、地域の飼養頭数の減少を
食い止め、地域に応じた特色ある
酪農を推進し、生産基盤の回復を
図り、生乳生産の維持・拡大に資
する。

（１）円滑な乳牛継承の推進
地域の乳牛頭数を維持するため、地域内で乳牛継承を行う場合に支援（32千円/頭）
を行う

（２）緊急増頭対策
酪農家が増頭を図るために、畜舎の改修や簡易施設の導入を行う場合に費用の一
部を助成する。

（３）暑熱対策の実施推進
生産性向上の妨げとなる暑熱への対策を実施する場合に、技術指導費、関連資材
購入費等の一部を助成する。

（４）繁殖・生産性の向上
乳牛の健康診断による技術的要因分析、診断結果に基づく総合的な繁殖・生産技
術指導等を行う場合に、調査・分析費等の一部を助成する。

（５）乳製品製造技術の向上及び販売先確保
生産者がまとまって実施する乳製品の製造販売の取組を推進するため、製造技術
習得のための研修等経費、販売促進活動に要する経費の一部を助成する。

（６）生産者自らによる特長ある生乳の品質向上と販売先確保
生産者がまとまって実施する特長ある生乳生産の取組を推進するため、品質向上
のための研修等経費、販売促進活動に要する経費の一部を助成する
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項　目 事　業　名 事　業　の　目　的 事　業　内　容
酪農関係
対策

加工原料乳確保
緊急対策事業
（新規）
※543百万円

猛暑、東日本大震災、配合飼料
価格高騰等厳しい生産環境が続く
中、国内の実需者から国産の脱脂
粉乳やバターの安定的な供給が強
く求められており、その原料とな
る加工原料乳の確保が緊急の課題
となっている。
このため、単年度の緊急対策と
して、生産者による今後の生乳生
産に関する計画を踏まえて生産者
団体、乳業者等により行われる加
工原料乳の確保に向けた取組を支
援することにより、加工原料乳確
保の安定化を推進し、国産の脱脂
粉乳・バターの安定供給を図る。

酪農家が作成する今後の生産に関する計画を踏まえて乳業者等とともに加工原料乳
の安定確保に向けた取組を行う指定生乳生産者団体に対し、加工原料乳出荷数量に応
じて交付金（0.30円/㎏）を交付する。

肉用牛関
係対策

肉用牛経営安定
対策補完事業
※所要額3,326
百万円

肉用牛生産は中山間地域や離島
等の基幹的な農業部門のひとつと
して、地域経済の活性化に重要な
役割を果たしてきたが、小規模・
高齢者層を中心とした生産者の離
脱等から生産基盤の脆弱化が危惧
されている。
このため、繁殖経営への新規参
入や繁殖雌牛の増頭の取組を支援
することにより、生産基盤の強化
を図る。

（１）肉用牛生産基盤強化対策
①新規参入円滑化等対策（拡充）
肉用牛繁殖経営への新規参入を促進するため、農協等が飼養管理施設等の整備を
行い、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等を
行う。

②地域の肉用牛生産基盤強化対策
ア　�優良な繁殖雌牛の増頭による中核的な繁殖経営の育成を支援する（対象牛要

件の緩和）。
イ　地域の肉用牛改良に必要な優良繁殖雌牛の導入を支援する。（新規）
ウ　繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎等の整備に対して支援を行う。（新規）
エ　肉用牛ヘルパーの推進を支援する。

（２）地方特定品種及び離島等の肉用牛振興対策
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組を支援する。
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組を支援する。

（３）肉用子牛流通対策（拡充）
①家畜商組合等が行う肉用子牛の流通の円滑化を図るための預託の取組を支援する。
②肉用牛導入保証支援
家畜商組合等が行う肉用牛預託を促進するための資金調達を支援する。

その他
対策

食肉流通改善合
理化支援事業
※所要額2,586
百万円

包括的経済連携の推進など貿易
の更なる自由化が図られつつある
中で、国産食肉と輸入食肉との一
層の競合が懸念されると共に、長
引く景気の減退、ユッケによる食
中毒事故、東日本大震災発生等に
起因する牛肉を中心とした需要の
減退など国産食肉をめぐる厳しい
情勢を踏まえ、産地食肉センター
等の施設の改善、食肉流通の各段
階における業務の効率化、経営の
安定化、顧客視点に立った国産牛
肉の新需要の創出等のための措置
を講ずることにより、食肉流通の
合理化と消費者の嗜好の多様化に
対応した、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。

（食肉流通改善合
理化支援事業の
うち）
国産牛肉新需要
創出緊急対策事
業（新規）
※所要額630百万
円

生産・加工・流通及び販売業者
が一体となり、脂肪交雑以外の品
質に着目した国産牛肉のバリュー
チェーンを構築するため、他業種
で取組実績のあるフードコミュニ
ケーションプロジェクト手法を活
用した商品開発、マーケティング
リサーチ等の取組を緊急で支援す
ることにより、顧客視点に立った
新需要を創出し、以って畜産農家
の経営安定と消費者の嗜好の多様
化に対応した国産牛肉の生産に資
する。

（１）商品性創出事業
国産牛肉における脂肪交雑以外の新たな商品価値を実需者等へ提案するため、生
産から販売に至る関係者で組織された協議会の開催、マーケティングリサーチ、
訴求ポイントの科学的検証、ニーズに応じた生産の確保、フードコミュニケーショ
ンプロジェクトシートの作成研修、国内外の販路開拓等を支援する。

（２）実証事業
新たな商品価値に即した国産牛肉の販売手法を実証するため、国内外の実需者（小
売・外食等）に対する調理法の提案、低需要部位を使った加工品の試作、部分肉
の入札販売会の開催等を支援する。

（３）普及事業
新たな商品価値に即した国産牛肉のバリューチェーン構築の取組を全国に普及さ
せるため、モデル地域の現地調査、成果の普及等を支援する。

（企画管理班　成田直人）
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本県の畜産は、食生活の多様化等を背景とした畜産物の
需要に支えられ、農業産出額の35％を占め、安全で良質な
畜産物を消費者に安定的に供給する畜産主産県としての地
位を確立し、農業の基幹作目としての重要な役割を果たし
ている。
しかし、震災や景気の低迷を受けて、農畜産物価格の下
落や担い手不足、原油価格や米国での干ばつによるトウモ
ロコシ相場の高騰による配合飼料価格の高騰、米国産牛肉
の輸入月齢の緩和、更には、環太平洋経済連携協定への交
渉参加表明等、依然として厳しい状況にある。
本会としても、国や県が行う畜産関連施策と連携を密に
し、畜産経営の安定とさらなる発展のための諸事業を実施
していくとともに、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。
⑴�畜産経営支援指導研究会の開催
⑵�畜産コンサルト団の設置
⑶�個別経営体支援指導�
⑷�畜産経営技術研修会・交流会の開催
⑸�地域畜産経営体相談窓口指導
⑹�情報提供体制整備
⑺�地域情報データベースの構築
⑻�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、繁殖雌牛の増
頭、優良繁殖雌牛の導入、簡易畜舎等の整備を行う
生産集団及び肉用牛ヘルパー組織に対して補助し、
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）
平成23年度肉用牛肥育経営緊急支援事業おいて、
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（委託事業）
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

平成25年度一般社団法人宮城県畜産協会事業の概要

一般社団法人宮城県畜産協会

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（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）

農畜産業振興機構からの直接交付方式に対応する
ため、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．乳用種初生牛生産費調査事業（委託事業）
乳用種初生牛の飼料費・労働時間・敷料費・衛生

費等の調査を行う。
12．システム畜舎実地検討事業

畜舎建築の規格化（システム化）を行い、システ
ム畜舎の設計について、畜種・飼養管理方法、地域
性に応じた畜舎構造についての地域の農家や建築士
との意見交換や、アンケート調査等による実地検討
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。

⑴�豚丹毒ワクチン（生）接種事業
⑵�豚丹毒ワクチン（不活化）接種事業
⑶�豚日本脳炎ワクチン（生）接種事業
⑷�豚日本脳炎ワクチン（不活化）接種事業
⑸�豚三種混合ワクチン（生）接種事業
⑹�豚伝染性胃腸炎ワクチン（生）接種事業
⑺�豚オーエスキー病ワクチン（生）接種事業
⑻�豚パルボウイルス感染症ワクチン（不活化）接種事業
⑼�牛アカバネ病ワクチン（生）接種事業
⑽�牛炭疽ワクチン（生）接種事業
⑾�牛５種混合ワクチン（生）接種事業
⑿�牛ヘモフィルス・ソムニ感染症ワクチン（不活化）接種事業
⒀�牛６種混合ワクチン（生＋不活化）接種事業

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、経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．地域自主防疫活動強化緊急対策事業
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及び馬インフルエンザ等のま
ん延の実態をふまえ、防止対策として軽種馬の繁殖
牝馬及び乗用馬等に対し予防接種の徹底・強化を図
る。
また、地域での防疫活動の一環として、ワクチン

接種の推進、飼養衛生管理基準の自主点検等、地域
の自主防疫活動強化のための検討を行う。
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６．家畜防疫互助基金支援事業
口蹄疫や豚コレラ等の海外伝染病が発生した場合、
生産者が飼養する牛及び豚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、最近、中国や台湾において口蹄疫が継続的
に発生しており、国内での流行が懸念されるので、
事務委託先等に対し未加入者の加入を推進する。

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開催し、死亡牛の円
滑な収集及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」及び「仙
台家畜保健衛生所・解剖施設」を利用し、県が実施
する検査の円滑な推進を図る。

９．組織強化対策事業
近年、中国や台湾での口蹄疫や鳥インフルエンザ
等の発生に対処するため、危機管理対策を強化する
とともに、北海道や東北各県での自衛防疫の取組み
等に関し、情報交換や検討会を開催し、自衛防疫組
織の強化を図る。

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．肉用牛繁殖経営支援地域推進事業
肉用牛繁殖経営支援事業の円滑な推進を図るため、

推進会議、助言指導等を実施する。
５．指定協会運営体制支援事業

肉用子牛生産者補給金制度を適正かつ円滑に実施
するため、指定協会の運営体制の強化を図る。

６．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、毎月の肥育牛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。

７．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
⑴�宮城県家畜人工授精師協会事務受託
⑵�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　半田好昭）
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平成25年度全農宮城県本部畜産部事業方針について

東日本大震災以降、飼料価格の高騰や国内経済の長引く
低迷、放射性セシウムの汚染問題に端を発する農畜産物へ
の不信感や風評被害等により販売価格は低迷し、また、損
害賠償請求に対する支払いの遅延等畜産経営に対する環境
が悪化しております。
加えて、新政権によるＴＰＰ交渉参加問題も加わり生産
者の経営継続に対する先行き不安感をさらに増幅させてお
ります。
平成25年度については、継続してＴＰＰ参加に断固反対
すべく組織を挙げて行動するとともに、畜産経営の継続的
維持・拡大に向けた生産基盤を確保するため畜産部次期
３ヶ年計画に基づき以下の重点実施策の達成に向け取り組
んで参ります。

１．畜産生産基盤維持・拡大取組み強化
（１）繁殖牛生産基盤の維持・拡大
①初妊牛生産事業による和牛繁殖牛供給・優良子牛生産
初妊牛の計画的生産による県内繁殖牛生産基盤の
拡充及び整備を促進します。
〔各年度：100頭〕

②�生産基盤対策（基幹産地登録制度等）による繁殖牛規
模拡大
基幹産地登録制度の活用による継続的な支援を行
い、繁殖牛規模拡大を支援します。
〔各年度：150頭〕

③�優良雌牛保留対策事業による優良雌子牛保留（導入・
自家保留）
和牛育種組合等が取組む系統造成事業（原種牛制
度）を推進し、次世代を担う繁殖雌牛の牛群整備を図
るため、優良産子の保留を促進します。
〔25年度：300頭　26・27年度：各200頭〕

④繁殖牛生産者貸付預託事業による維持・拡大
繁殖牛基盤の維持・拡大を推進し、生産農家の経
営安定を図ります。
〔各年度：300頭〕

（２）肉牛肥育生産基盤の維持・拡大
①ＪＡ全農北日本くみあい飼料㈱との連携による肉牛基盤拡大
ＪＡと連携し、畜産農家の動向を捉え、生産から
販売までを支援します。
〔各年度：200頭〕

②肉用牛生産者貸付預託事業による維持・拡大
計画的な肉用牛の導入を促進し、生産性の向上を
図ります。
〔各年度：100頭〕

２．販売事業の取組み強化
（１）家畜市場事業取組み強化
①子牛市場取扱頭数の維持・拡大
生産基盤確保並びに担い手確保による体制強化

②市場子牛の品質向上対策
改良組合組織指導強化、市場成績データ分析・情
報提供、講習会の開催

（２）肉畜販売事業取組み強化
①�「仙台牛・仙台黒毛和牛」、「宮城野豚・しもふりレッド」
等の銘柄推進と販売の強化
購買者交流会の開催、地産地消取組強化、指定店
との連携による販売強化、消費者対策の強化

②輸出事業の再開
震災以降中断している牛肉の輸出について、条件

整備をし輸出を再開する。
（３）�酪農生産基盤の維持・拡大並びに計画的な生乳生産

の着実な実行
①乳用雌牛生産者貸付預託事業による維持・拡大
計画的な乳用雌牛の導入を促進し、生産性の向上

を図ります。
〔各年度：生乳取扱21,000トン・導入100頭〕

②乳用雌初妊牛市場開催による導入推進
北海道（ＥＴセンター）からの直接市場上場によ

り導入コストの低減等を図り、導入を推進します。
〔各年度：初妊牛市場90頭〕

３．第11回全国和牛能力共進会宮城県大会対策取組み強化
（１）出品対策事業強化

これまでの取組みを踏まえ、各種事業の取組みを強
化し、次回大会での入賞を目指します。
①育種価推進事業
　　〔各年度：情報収集8,000頭〕
②優良雌牛保留事業
　　〔保留頭数25年度：300頭　26・27年度：200頭〕
③早期肥育技術向上対策事業
　　〔各年度：供試牛頭数28頭〕
④出品牛確保交配推進対策
　　〔27年度：育成牛確保300頭〕

４．担い手活動取組み強化
（１）担い手育成・組織活動強化

各種研修会の開催及び地区別研修会等の開催支援、
共進会等開催支援及び協賛を行い、担い手の育成・組
織活動強化を図ります。
①和牛改良組合リーダー研修会
②ＪＡ新任担当者研修会
③後継者育成（大学・農業高校生）研修会
④地区別女性部研修会
⑤担い手肉牛枝肉共進会協賛

５．肉牛・肉豚生産振興事業取組み強化
（１）肉牛生産振興対策
①ＪＡ全農北日本くみあい飼料㈱との連携による飼料
米を活かした肉牛肥育用飼料の継続給与試験を実施
します。

②飼料米給与による付加価値をつけた銘柄を検討し設
定します。

（２）肉豚生産振興対策
①ＪＡ全農北日本くみあい飼料㈱との連携による養豚
事業再構築を検討します。� （畜産部　髙橋修）
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肉用牛に係る遺伝性疾患（ＩＡＲＳ異常症）について

宮城県農林水産部畜産課生産振興班

農林水産省は平成25年４月10日付けで新たな遺伝性疾患
であるＩＡＲＳ異常症について、「肉用牛の遺伝性疾患に対
する対応方針（平成13年９月14日付け13生畜第3036号生産
局畜産部畜産技術課長通知）に定める公表遺伝性疾患とし
て対応することとしました。なお、黒毛和種の遺伝性疾患
はこれまで６種類（バンド３欠損症、クローディン16欠損
症など）が報告されています。

○臨床症状
・生時体重が小さい（概ね20㎏以下）
・起立・自力吸乳が困難
・虚弱で下痢・肺炎に感染しやすい

○遺伝様式（図１、図２の交配パターンを参照ください）
・ＩＡＲＳ異常遺伝子の保因牛（片方の遺伝子が異常遺
伝子となっている牛）であっても発症はしません
・ＩＡＲＳ異常遺伝子の保因牛と正常牛の交配で、発症
牛（虚弱子牛）は生まれません
・保因牛同士を交配すると４頭に１頭の割合で発症牛が
生まれる可能性があります

宮城県では、この公表を受けて、基幹種雄牛等の保因状
況を確認するため、５月から検査を実施した結果、現在の
基幹種雄牛である「茂洋」や「安平勝」などがこの遺伝子
を保因していることが判明いたしました（６月末までの検
査結果）。

○宮城県有種雄牛のＩＡＲＳ異常遺伝子保因状況
（過去の供用種雄牛から第11回現場後代検定牛までを抜粋）
・保因牛
安谷、茂勝、茂宗、宮福茂、神勝福、安敏波、南安平、
勝利波、茂洋、安平勝、茂平勝、洋福桜

・正常牛
茂糸波、第２波茂、奥茂、金宗、金滝、菊宗、茂糸桜、
繁奥、奥桜、奥北茂、糸昭、勝緑、憲藤、幸重波、
波糸福、勝姫波、豊北茂、忠勝美、神福英、平清
勝、仁美桜、好平茂、勝洋、隆忠、茂花勝、平正宗、
花茂桜、平茂洋、茂洋美、洋勝忠、勝百合、洋糸波、
勝忠久、勝福桜

これら種雄牛の保因状況から、現在飼養されている繁殖
雌牛においても、ＩＡＲＳ異常遺伝子を保因している可能
性があります。今後は、保因している、あるいは保因の可
能性がある繁殖雌牛には、正常牛の交配をお願いいたしま
す。なお、他県あるいは民間所有の種雄牛の保因状況につ
いては農林水産省のホームページでご確認ください。

さらに、虚弱子牛が生まれる原因は様々あり、ＩＡＲＳ
異常症だけではありません。分娩前に適切な栄養管理を行
い、飼養環境を整えることが重要です。適切な交配・飼養
衛生管理を行って、元気な子牛の生産をお願いいたします。
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梅雨空の晴れ間、仙台空港8：30フライト‼　伊丹経由で、
宮崎空港を目指し出発した本県14名の牛飼い母ちゃん。会
場では、懐かしい顔ぶれにお国なまりのご挨拶。母ちゃん
同志の抱擁に呆気にとられる私がそこにいました。
平成25年７月16日〜17日にかけて、宮崎県都城市において７

回目の「全国モーモー母ちゃんの集い�IN�みやざき」が開催さ
れました。前回大会より多い300名の母ちゃんが集いました。
大会は、実行委員長の飯盛さん、都城市長、宮崎県知事
の順に挨拶‼　県や市が一丸となって畜産に力を注いでい
るのを実感しました。
続いて基調講演では、NOSAIみやざきの上松瑞穂さんが

「分娩管理と子牛の育成について」と題し、お金をかける時
期は、分娩前１ヶ月〜分娩後２ヶ月に最大限のエサ・ビタ
ミン類・畜舎環境を整える事が重要と話していました。
続いて、西都市における口蹄疫発生からワクチン接種後の
全頭淘汰で指揮をとられた橋田市長さん自らが「畜産市長の
口蹄疫130日の闘い」と題し、口蹄疫発生から安全宣言に至っ
た経過・苦悩などDVDを通してお話をいただきました。
会場内は、すすり泣く母ちゃん方、ハンカチで目を覆う
母ちゃんが多く、私自身も惨劇をニュースの映像で見てい
ただけで、実際の殺処分や埋却シーンに心が痛みました。
最後に市長は、この惨事を２度と繰り返さないためにも防
疫の遵守の大切さを呼び掛けていました。
お待ちかねの交流会では、各県でご当地の特色ある様々
な出し物を披露していましたが、本県は、「大漁唄いこみ」
生歌バージョンでお送りしました。この日のため、ハッピ
（H29年開催の宮城全共・仙台牛）に豆絞りのユニホーム。
練習を重ね当日も秘かに練習をし、本番を迎えました。見
事‼　息のあった生歌と踊り⁇　会場内は最高の盛り上り
となりました。平成29年度開催の宮城全共もしっかりPRし
てきました。

全国モーモー母ちゃんの集い IN みやざきが開催されました‼
＝全国から牛飼いの女性が宮崎県都城市に大集合＝

一般社団法人　宮城県畜産協会

本番前は緊張した様子の母ちゃん達も、夜遅くまで時間
の許す限り他県の母ちゃんと親睦を深めていたようです。
翌日は朝食を済ませ8：30よりフィナーレ、地元川南町で
繁殖牛30頭を飼養する阿部洋子さんから「口蹄疫発生後の
我が家の防疫対策」と題し、実際淘汰を体験したことで自
己防疫の重要性について考え実践している事例としてお話
しをいただきました。
防疫対策で最も重要な事は、「農場の隔離」自分達の制限
はもちろんエサの配送車、郵便、来客者に至っても出入口
を制限する事で農場の隔離が行えるようになった。また、
牛舎毎に家族の長靴や作業用の用具を備え付け徹底した「農
場隔離」を実施している。しかし、宮崎県内であっても、
口蹄疫による殺処分にあった経営と、そうではない経営で
取組みに差はあるらしい。本県の農場に足を運ぶと消毒層
は置いてあるだけ、自宅から牛舎に長靴で…下手をすれば

都城家畜市場
（上場頭数471頭）

宮城県参加者（15名）

「宮崎牛」道の駅にて販売

長靴で近所に買い物…という経営も見受けられます。
口蹄疫発生から３年が経過し、風化する事がないように

石灰で真っ白になった牛舎をもう一度思い出し「自分の財
産は自分で守る」そして、「いれない」「ださない」「もちこ
ませない」の３原則を遵守するよう防疫対策の再点検をお
願いします。
視察研修では、都城家畜市場を訪問しました。上場した

牛はどれも手入れが行き届き、共進会に出品する牛の様で
した。出荷日令も260日〜290日令の牛が多く、体重も300kg
〜320kgと骨格、体高など申し分のない毛艶の良い牛が多く
見受けられました。中には96万で落札された雌牛に歓声が
上がりました。

最後に、２年に１度の大会も「BSE、口蹄疫、震災など」
様々な歴史を刻み「兵庫」「宮城」「島根」「青森」「沖縄」
「岩手」「宮崎」とたすきをつなぎ、年々参加する母ちゃん
が増え、その分パワーも増しています。このパワーが日本
の畜産を根底から支えている原動力と実感させられます。
次回は、平成27年度「秋田県開催」と決定しました。開

催時期など詳細がわかり次第「畜産みやぎ」や「モーモー
通信INみやぎ」等でお知らせいたします。
今回の大会で活字では表現しきれない珍道中は、11月末

日開催の「報告会」でお披露目しますので、県内の牛飼い
母ちゃんは是非ご参加ください。

勝平正×安平　日令265日

なお、「みやぎモーモー母ちゃん」に入会希望の母ちゃん
は下記までご連絡ください。
連絡先：一般社団法人�宮城県畜産協会�経営支援課�芳賀
� TEL：022−298−8473　FAX：022−292−5395
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第48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25年６月24日㈪みやぎ総合家畜市場において開
催し、ＡＢＳ㈱竹田秀臣氏により69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 303 ナガイファーム�フィーバー�デ�コール 丸森町 長井　　勝
経産 902 イチジョウファーム�ＨＣ�ダンディー 丸森町 一條　　薫

【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 111 エイトロール�サッカー�Ｐ�ドーラン 大崎市古川 八巻　　誠
経産 711 ワイシー�ジェイク�アドベント�ＲＥＤ 加美町 千葉　義文

【シニアチャンピオン】
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏名
9 902 イチジョウファーム�ＨＣ�ダンディー 丸森町 一條　　薫

【リザーブシニアチャンピオン】
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏名
8 803 ブラメリア�エア�アンナ 丸森町 ㈲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
7 711 ワイシー�ジェイク�アドベント�ＲＥＤ 加美町 千葉　義文

【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
7 710 アイスヴィレッジ�ブリッツ�ラングサイン 栗原市一迫 ㈲小山牧場

【最優秀賞】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏名

1 111 エイトロール�サッカー�Ｐ�ドーラン 大崎市古川 八巻　　誠
116 申請中 蔵王町 村上　飛鳥

2 201 エイトロール�サッカー�ビー�ワッショイ 大崎市古川 八巻　　誠
207 ミヤノウ�ゴールドロイ�ミクミク 名取市 宮城県農業高等学校

3 303 ナガイファーム�フィーバー�デ�コール 丸森町 長井　　勝
305 インサイドベイ�アイオーン�ブライリー 東松島市 内海　一善

4 402 ＫＨ�アイオーン�ローズ 丸森町 半沢　健一
403 ナガイファーム�マンモス�ロンナン 丸森町 長井　　勝

5 506 ◎イチジョウファーム�アトリーズ�プリンセス�コラ 丸森町 一條　　薫
501 ブラメリア�ブラックス�サッシ 丸森町 ㈲半澤牧場

6 606 ◎アイスヴィレッジ�バレン�ビッフイ 栗原市一迫 ㈲小山牧場
603 ウッディランド�アレキサンダー�キューピット 角田市 ㈲渡辺フアーム

7 711 ◎ワイシー�ジェイク�アドベント�ＲＥＤ 加美町 千葉　義文
710 アイスヴィレッジ�ブリッツ�ラングサイン 栗原市一迫 ㈲小山牧場

8 803 ◎ブラメリア�エア�アンナ 丸森町 ㈲半澤牧場
802 イチジョウファーム�アトラス�プリンセス�コラ 丸森町 一條　　薫

9 902 ◎イチジョウファーム�ＨＣ�ダンディー 丸森町 一條　　薫
904 ブラメリア�エイチェル�ジェイエス�プリン 丸森町 ㈲半澤牧場

〈衛生便り〉
牛ウイルス性下痢・粘膜病と持続感染牛について

宮城県仙台家畜保健衛生所

牛ウイルス性下痢・粘膜病（以下ＢＶＤ−ＭＤ）
は、牛に発熱、咳、下痢、異常産（流産・死産・奇形）
など多岐に渡る症状をもたらすウイルス病で、国内
では経済的損失の大きい病気として家畜伝染病予防
法で届出伝染病に指定されています。
近年、ＢＶＤウイルスの持続感染牛（以下ＰＩ牛）
の存在が、本病流行の重要な役割を担っているとし
て注目されています。妊娠牛がBVD感染した場合、
多くの場合は胎盤を介し胎児へ感染するため、異常
産といった症状を起こしますが、胎齢100日前後の
胎児がＢＶＤウイルスに感染し流死産することなく
出生に至った場合、子牛はウイルスを自己タンパク
として認識してしまうため、抗体を産生せずにＰＩ
牛となります。ＰＩ牛は一見健康な牛に見えます
が、尿や乳汁、呼吸器系等から生涯に渡ってＢＶＤ
ウイルスを排出し続けるため、ＰＩ牛は他の牛への
感染源へとなっていきます。またＰＩ牛として生ま
れた子牛自体も消化器系のびらん・潰瘍を主徴とす
る粘膜病（以下ＭＤ）を発症することがあります。
ＭＤを発症した牛はその後、急性もしくは慢性的な
経過を辿りますが、いずれもほぼ100％の牛がへい
死または生産効率の低下により廃用となります。生
き残ったとしても、ＰＩ牛の産子は同じようにＰＩ
牛となっていきます。こうして牛群内での感染サイ
クルが成立し、ＢＶＤウイルスは生き残り続けるこ
とになります。
現時点ではＰＩ牛に対する治療法はなく、牛群内
に存在するＰＩ牛の早期摘発・淘汰が本病のまん延
防止に有効です。また、外部から農場内にウイルス
を持ち込まないために、運搬車および靴の消毒など、
一般的衛生管理の励行が大切です。農場内のＰＩ牛
摘発には、血液を用いたウイルス遺伝子検査および
抗体検査で診断することが可能なため、万一農場内
で流死産の頻発・発育不良・難治性の呼吸器症状・
消化器症状等が見られた場合は、かかりつけの獣医
師、もしくは最寄りの家畜保健衛生所まで相談して
みてください。
� （防疫班　結城章太郎）

＊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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第99回日本養豚学会大会運営委員会（委員長：鈴木啓一東北大学大学院農学研究科教授）主催の第99回日
本養豚学会大会を、下記のとおり開催しますので、多数参加いただきますよう御案内申し上げます。

１　開 催 期 日：平成25年10月10日㈭・11日㈮
２　会　　　場：仙台市民会館小ホール
� 〒980−0823　宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園４番１号　TEL�022−262−4721
３．大会委員長：東北大学大学院農学研究科教授　鈴木啓一
４．大会事務局：宮城県畜産試験場種豚家きん部
５．大会参加費：日本養豚学会会員2,000円、非会員3,000円、学生無料
� （宮城県養豚研究会会員は無料）
� 懇親会：会費5,000円（事前申し込みが必要です）
６．講演要旨代：日本養豚学会会員2,000円、非会員3,000円
７．開 催 日 程：第１日（10月10日）
� ９：30� 開会・挨拶
� ９：45〜12：00� 研究発表
� 12：00〜13：30� 昼食（理事会）
� 12：15〜13：15� ランチョンセミナー（主催：インターベット）
� � 「サーコウイルス２型に関する話題提供」
� 13：30〜16：30� 公開シンポジウム
� � テーマ「我が国のこれからの種豚改良について考えよう」
� � Dr.�Egbert�Knol（オランダ　Topigs社）
� � 座長　鈴木啓一（東北大学大学院農学研究科）
� � 通訳　井上達志（宮城大学食産業学部）
� � パネラー
� � ①桑原　康（農事組合法人富士農場サービス）
� � ②高畑　隆（プライフーズ株式会社ハイポー事業本部）
� � ③石井和雄（�独立行政法人農業･食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所）
� 16：30〜17：30� 研究発表
� 18：00〜� 懇親会（会場：仙台市民会館展示室）
� 第２日（10月11日）
� ９：00〜12：00� 研究発表
� 12：00〜13：30� 昼食（編集委員会）
� 13：30〜16：00� 研究発表
� 16：00� 閉会・挨拶
� （種豚家きん部　中條満）

〈畜試便り〉
第99回日本養豚学会大会開催のお知らせ

宮城県畜産試験場

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
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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
・8/3 ㈯ すずらん賞・8/14 ㈬ 第18回クラスターカップ（JpnⅢ）・8/18 ㈰ 第14回若鮎賞・9/2 ㈪ 第39回ビューチフル・ドリーマーカップ・9/7 ㈯ 第31回ビギナーズカップ
・9/14 ㈯ 第１回ヴィーナススプリント・9/16 ㈪ 第21回青藍賞・9/21 ㈯ 第１回イーハトーブマイル・9/22 ㈰ 第15回ジュニアグランプリ・9/29 ㈰ 第15回岩手県知事杯OROカップ

水　沢

水沢

盛　岡

盛　岡

盛　岡

盛　岡水　沢 水　沢

水沢
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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）

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26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25年９月６日㈮〜平成25年９月

19日㈭（当日消印有効）
◇試 験 日 時　平成25年10月２日㈬午前８時45分〜
◇合格発表日　平成25年10月10日㈭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）
　　　　　　　　　　　　　数学Ⅰ（60分）
　　　　　　　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、
公益社団法人みやぎ農業振興公社から奨学金
（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。

私の家（栗原市栗駒）では、
現在、和牛肥育60頭と水稲の複
合経営を行っています。高校生
の時に、将来就農するため、牛
についてもっと深く学んでみた
いと思い、この宮城県農業大学
校に入学しました。

入学して１年が過ぎ、現在は、岩出山の宮城県畜
産試験場で実習をさせてもらいながら、毎日、畜産
について学んでいます。以前は、就農した際は肥育
をしようと考えていましたが、授業の中で繁殖につ
いて学んでいくうちに、繁殖にやりがいを感じ、自
分でもやってみたいと考えるようになりました。
大学校入学からは、市場に行くことが増え、昨年

からは、栗原市の和牛共進会にも参加するようにもな
りました。その共進会を通し、繁殖農家さんと話をす
る機会が多くなりました。その中で、自分の知識は、
まだまだ未熟だと感じたので、将来に向けて、少しで
も知識や技術を深められように努力しています。
７月からは家畜人工授精師の資格取得に向けた講
習会が始まりました。科目が多く、覚えることが多
く大変ですが、将来、和牛の繁殖を行うためにも、
必ず取得したいです。試験に合格し、資格を取得で
きたなら、自分の経営に生かすだけでなく、私の住
んでいる地域にも貢献し、栗原市の畜産を盛り上げ
ていきたいです。
卒業後は、社会を学ぶためにも、いったんは企業
などに就職することを考えています。そしてその後
に就農する予定としています。私がこの大学校に入
学してから、あっという間に時間が過ぎ、卒業まで
１年を切りました。私は畜産についての知識、技術
に関してはまだまだ未熟ですし、経験もほとんどあ
りません。だからこそ、残りわずかになってしまっ
た学生生活を大事にして、将来に向けて努力してい
きたいです。

〈農業大学校生の抱負〉

「農業大学校に入学して」
宮城県農業大学校畜産学部２学年

肉牛専攻　鈴木　朋弥

平成26年度宮城県農業大学校入学生を募集
（推薦入学試験）
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〈New face〉
宮城県畜産試験場

酪農肉牛部　バイオテクノロジー研究チーム

菅野　宏美

〈New face〉
公益社団法人みやぎ農業振興公社

畜産振興部　畜産振興班

庄子　修平

初めまして。平成25年４
月から畜産試験場に配属と
なりました、菅野宏美と申
します。所属は酪農肉牛
部バイオテクノロジー研究
チームで、畜産職の技師で
す。生まれは宮城県仙台市
で、宮城県第二女子高等学

校（現二華高）を卒業後、岩手大学農学部動物科学
過程に入学しました。
大学では動物生殖工学研究室に所属し、ブタ体外
受精胚の初期発生について研究していました。まさ
か大学で勉強していた内容と近い分野に携わること
ができると思っていなかったため、喜ばしい反面、
もっと様々な分野を学んでいきたいという気持ちも
あります。私は畜産農家出身ではない上に、大学で
家畜と接した時間もごく僅かです。先日も初めて子
牛市場へ行き、出荷前の子牛やセリ、更に市場にい
らっしゃった方々の雰囲気を感じ、圧倒されました。
また同時に、自分は非常に狭い視野でしか畜産を知
らなかったことにも改めて気付かされました。これ
からもなるべく多くの方々と関わり、様々な場所に
赴き、物事に柔軟に対応できる県職員となれるよう
に努力したいと思います。
私の所属する畜産試験場では、業務内容も各部、
各チームごとに多岐にわたり、毎日が勉強の日々で
す。幸いにも農家の方々や、職場の皆さんは親切で、
質問にも丁寧に回答して下さります。早く皆様に安
心して仕事を任せ頂ける職員になれるよう、これか
らも、仕事に対する責任と、周囲への感謝を忘れず
に日々勉強していきたいと思います。

はじめまして、平成25年
４月より公益社団法人みや
ぎ農業振興公社職員として
畜産振興部畜産振興班に配
属されました庄子修平と申
します。出身は宮城県多賀
城市で、実家は兼業農家で
す。幼い頃から祖父にわか

りやすく教えてもらった農作物の栽培の楽しさが私
の原点です。その時の経験がきっかけとなり、多賀
城高等学校を卒業後、東京農業大学農学部農学科に
入学しました。
大学では野菜園芸学を専攻し、オクラの種子プラ
イミングについて研究してきました。
卒業後は、宮城大学大学院食産業学研究科に入学
しました。専攻は果樹園芸学で、クリの果実発達と
同化産物の転流について２年間研究しました。
現在、私が所属する畜産振興班では、畜産施設及
び草地整備事業をはじめ、優良肉用牛子牛の供給等
の牧場事業や稲発酵粗飼料の収穫調製と広域的供給
を行っています。さらに、原発事故による放射能汚
染の影響を受けた牧草地の除染作業、汚染牧草・汚
染稲わらの処理業務も行っています。
私は、これまでの経歴の中で畜産との関わりは少
なく、わからない事が多々ありますが、上司の指導・
アドバイスを受け、一つ一つの業務にやりがいを感
じながら日々務めています。
現在の仕事では経験不足でまだまだ未熟者です
が、今後は多種多様の仕事にチャレンジし、これか
らの宮城の農業、畜産の発展といち早い復興のため
に尽力していきたいと考えております。今後とも関
係機関の皆様のご指導よろしくお願い致します。
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