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畜産特別資金について
宮城県農林水産部畜産課

畜産経営は、その施設整備や家畜導入、飼料代などに多額かつ一定間隔での資金が必要です。
一方、資金の回収までの期間が長期化にならざる得ないという特徴があります。
この間に、畜産物価格の低下や飼料代の高騰などがあると借入金の返済計画の大幅な変更を余儀なくされ
ることがあります。
このような場合の対処方法の一つである、畜産特別資金制度を紹介します。

１　資金種類
（1）大家畜・養豚特別支援資金（対策期間：平成25年度から29年度）
①経営改善資金
借換対象資金の毎年の約定償還（元金・利息）の借換に必要な資金の融通を行うもので、借換方式

と指導の仕方の特徴を踏まえ「ローリング方式」と呼ばれています。
資金対策最終年度には、借換対象資金の残高の一括借換に必要な資金の融通も可能です。

②後継者継承資金
後継者への経営継承を行う場合に、後継者が負うこととなる既往借入金の残高の一括借換に必要な

資金を融通します。
（2）畜産経営改善緊急支援資金（対策期間：平成25年度から26年度）

配合飼料価格の上昇・高止まりに加え、景気低迷等により畜産経営が急速に悪化し、負債の償還に支
障をきたす畜産農家への緊急対策として、残高一括借換ができる資金が措置されています。

２　資金の効果
（1）利子負担の軽減

借換に必要な資金に対して利子補給を行い、借入者が支払う利息の軽減が図られます。
（2）元金償還の負担の軽減

借換によって返済期間を長くすることで、１年ごとの返済金の金額を少なくします。
（3）経営改善による収益性の向上

関係機関の連携した指導を受けることにより、経営改善による収益性の向上が図られます。

３　資金概要
（1）概要� （単位：年、％）

資金名 対策期間
（貸付年度） 融資機関

貸付条件
貸付利率
（％） 償還期限（年） うち

据置期間

大家畜・養豚
特別支援資金

経営改善
資金 H25

〜29年度
県指定融資機関
（農業協同組合等）

1.2

一般 大家畜� 15
養豚� 7 ３

特認 大家畜� 25
養豚� 15 ５

後継者
継承資金

大家畜� 25
養豚� 15 ５

畜産経営改善
緊急支援資金

H25
〜26年度

県指定融資機関
（農業協同組合等）

大家畜� 25
養豚� 15 ５

（金利はH25.9.1現在）
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（2）貸付対象者
「経営改善計画」について知事の承認をうけたもの。
下記の飼養頭数規模以上の畜産経営者。

（単位：頭）

４　その他
（1）貸付日
①大家畜・養豚特別支援資金　：　毎年度、５月31日、11月30日
②畜産経営改善緊急支援資金　：　毎年度、５月31日、８月31日、11月30日、２月28日

（2）貸付限度額　：　借入金の毎年の約定償還金の借換に必要な額、または償還が困難な負債額。
（3）償 還 方 法　：　年１回元金均等払い
（4）貸付対象年齢　：　60歳未満の者、ただし60歳以上の場合は後継者が確定していること。

※�詳細につきましては、融資機関、または最寄りの家畜保健衛生所・地方振興事務所畜産振興部へご相談
下さい。

（畜産課企画管理班　菊地　武）

経営種類
経営改善資金・畜産経営改善緊急支援資金

後継者
継承資金個　人 法　人

特認　※
個　人 法　人

酪農 15 25 25
肉用牛繁殖 5 15 10 30 10

肉用牛肥育・一貫 10 30 20 60 20
乳用種肥育・ほ育育成 15 45 30 90 30

養豚繁殖 30 90 45 135 45
養豚肥育・一貫 300 900 450 1,350 450

※特認は、経営改善資金のみ

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 水 木 金 土

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
10
月
11
月

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）10・11月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・10/14（月）第26回マイルチャンピオンシップ南部杯　・10/21（月）第33回若駒賞　・10/26（土）第3回OROターフスプリント　
・10/27（日）第45回不来方賞　・11/3（日）第4回知床賞　・11/10（月）第3回絆カップ　・11/17（日）第41回南部駒賞　・11/23（日）栗駒賞　
・11/24（日）第26回ダービーグランプリ

盛　岡 水沢盛　岡 水　沢 水　沢

盛　岡 盛　岡 盛　岡 盛　岡
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【乳用牛の部】
・審査報告
乳用牛の部ですが未経産、経産牛ともに発育が良
く、乳牛らしさに富んだ素晴らしい牛が多く出品さ
れました。
未経産牛は、強健で活力に富んだ牛が望まれます
ので、育成管理は極めて重要であり、特に運動を行
い肢蹄の強い牛の育成を心掛けて下さい。
経産牛は、乳房の高さについては非常に改良の跡
が伺えます。しかし、肢蹄については弱いものが散
見されたのが惜しいところでした。今後は更に、尚
一層の改良並びに経営向上に役立てて頂きたいと思
います。
・農林水産大臣賞
・宮城県知事賞
　　第８区（３歳以上４歳未満）

丸森町　一條　薫
・農林水産省生産局長賞
　　第４区（16カ月以上20ケ月未満）

名取市　宮城県農業高等学校
・東北農政局長賞
　　第10区（５歳以上）

丸森町　㈲半澤牧場
・団体賞　大河原地区

平成25年度宮城県総合畜産共進会盛会裡に終了
（一社）宮城県畜産協会

本会主催による農林水産祭参加平成25年度宮城県
総合畜産共進会は「肉豚の部」を去る９月４〜６日、
宮城県食肉流通公社を会場に開催し、「肉用牛の部」
を９月13〜14日、「乳用牛の部」を９月14日にそれ
ぞれみやぎ総合家畜市場を会場に開催し盛会裡に終
了いたしました。開催にあたり多大なるご協力並び
にご支援を賜りました関係者各位には心から御礼申
し上げます。
本共進会の目的は、家畜の改良と飼養管理技術の
向上を通じ健全な畜産振興に期するところにあり、
今年度の出品もこれらの点を十分理解され各地域の
代表にふさわしい優れた出品畜と審査委員長より講
評がありました。今年度の出品頭数は、乳用牛の部
57頭、肉用牛の部は単品が39頭、群出品14組50頭の
計89頭、肉豚の部については66セット132頭の出品
でありました。
なお、各部の審査報告及び名誉賞受賞者は下記の
とおりです。

（開会式風景）

（審査風景）
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【肉豚の部】
・審査報告
全体の上物率が64.4％で、平均枝肉重量は76.2㎏、

「上」の重量範囲内の頭数は126頭で全体の95.5％と
なり、前年度より1.4ポイントの減少となりました。
出品畜全体として、外観における均称、肉づきとも
に良く、中躯の充実した枝肉が見られ、肉質肉色光
沢、きめしまり、脂肪質の良い物が多く見受けられ
ました。
惜しい点は、同一セットで枝肉重量と背脂肪にば
らつきがあり、脂肪付着での欠格がやや多かったと
ころです。今回は、枝肉重量の過少なものが見受け
られなくなり、前回の反省点を踏まえ改善されたと
考えられます。
今後とも日常管理に十分留意し適正重量で出荷さ
れ、より一層の安全でおいしい「ミヤギノポーク」
並びに各地域を代表する本県産豚肉の生産に、ご努
力をお願いしたいと思います。
・農林水産大臣賞
・宮城県知事賞
　　第１区（ミヤギノクロスの三元交雑種）

登米市　㈲ピッグ夢ファーム
・農林水産省生産局長賞
　　第２区（第１区以外の肉豚）

登米市　伊藤　範義
・東北農政局長賞
　　第１区（ミヤギノクロスの三元交雑種）

登米市　佐々木　昭
・団体賞　登米地区

【肉用牛の部】
・審査報告
肉用牛の部は、平成29年度に宮城県で開催される
第11回全国和牛能力共進会成功へ向けての開催であ
り、例年以上の意気込みが感じられる出品でした。
全体として発育良好、資質、品位に優れており、
種牛性に富む出品でありました。しかしながら、一
部の牛において栄養度が適切でない牛、肢蹄が弱い
牛が散見されました。
今年も昨年度に引続き「茂洋」産子が数多く出品
され、宮城全共へ向け、「茂洋」系統の活躍が期待
されるところです。今回の上位入賞牛の中には、宮
城全共の県代表候補となる牛も存在すると思いま
す。今後はより一層の栄養度管理と引き運動等が重
要となると思われますので、引続き適切な管理をお
願いします。
・農林水産大臣賞
・宮城県知事賞
　　第４区（繁殖雌牛群）

栗原市　栗原和牛育種組合
（後藤辰男、山本久雄、伊藤慶博、田中豊）

・農林水産省生産局長賞
　　第２区（若雌の２）

登米市　小野寺　正人
・東北農政局長賞
　　第５区（高等登録群）

登米市　登米和牛育種組合
（㈲ＮＯＡ、服部泰啓）

・団体賞　登米地区

　　（経営支援課　柴田耕太郎）

（審査風景）

（肉用牛の部
名誉賞　小野寺さん）

（第１区　名誉賞
㈲ピッグ夢ファーム　佐々木さん）

（肉豚講習会風景）
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仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始38周年記念枝肉共進会の受賞結果
仙台中央食肉卸売市場株式会社

仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始38周年記念事業協賛会主催による標記共進会が、去る７月10日（水）
に仙台市中央卸売市場食肉市場において開催されました。出品頭数は肉牛が240頭・肉豚が400頭出品され盛
会裡に終了いたしました。開催にあたり多大なるご協力並びにご支援を賜りました関係各位に改めて御礼申
し上げます。
なお、入賞者は下記のとおりです。

【第１部黒毛和種去勢の部】
褒　賞 所　属　団　体 出　品　者　名 枝肉重量 せり単価

名誉賞 ＪＡいしのまき（河南） 川　村　典　子 560.5 6,504

最優秀賞

ＪＡみどりの（小牛田） 内　海　清　一 546.0 3,101
仙台市場出荷組合 佐　藤　健　一 591.5 2,206
宮城家畜商出荷組合 遠　藤　一　郎 559.0 2,350
仙台市場出荷組合 高　橋　三　江 553.5 2,218
ＪＡいしのまき（河南） 川　村　和　弘 548.0 2,585

優秀賞

宮城家畜商出荷組合 山　田　洋　一 494.5 2,133
ＪＡみどりの（鹿島台） 菅　野　一　夫 575.5 2,105
ＪＡみどりの（鹿島台） 青　木　健　一 574.5 2,111
ＪＡ古川 小　高　　　栄 582.5 2,124
ＪＡ大河原事業所 菅　生　貞　夫 500.0 2,304
宮城家畜商出荷組合 高　橋　隆　民 487.0 2,120
宮城家畜商出荷組合 佐　藤　　　健 526.5 2,142
宮城家畜商出荷組合 泉　　　宗　時 549.0 2,108
ＪＡみやぎ登米（とよま） 千　葉　正　憲 518.0 2,124

【第２部黒毛和種牝の部】
褒　賞 所　属　団　体 出　品　者　名 枝肉重量 せり単価

名誉賞 ＪＡみやぎ登米（南方） 津　藤　義　喜 482.5 5,004

最優秀賞 ＪＡみやぎ登米（南方） 日　下　正　之 436.0 3,050
宮城家畜商出荷組合 佐　藤　寿　男 484.0 2,501

優秀賞 ＪＡ栗っこ（瀬峰） 鈴　木　秀　一 399.5 2,061
仙台市場出荷組合 ㈲うしちゃんファーム 467.0 2,550

【第３部交雑種（去勢・牝）の部】
褒　賞 所　属　団　体 出　品　者　名 枝肉重量 せり単価

名誉賞 ＪＡ栗っこ（一迫） 千　葉　和　男 416.5 1,816

最優秀賞 宮城家畜商出荷組合 佐　藤　寿　男 510.5 1,406
宮城家畜商出荷組合 佐々木　則　雄 515.0 1,404

優秀賞 宮城家畜商出荷組合 佐　藤　信　行 568.5 1,396
一般 伊　東　恭　一 531.5 1,285

【第４部肉豚の部】
褒　賞 所属団体 出品者名 枝肉重量 せり単価

名誉賞 太平洋ブリーディング㈱ ㈲ハイランド牧場（山田農場） 75.5 1,044

最優秀賞
一般 （農法）高清水養豚組合 74.5 954
一般 ㈲高邦畜産 77.5 956
清水港飼料㈱ ㈲コマクサファーム 74.5 962

優秀賞

太平洋ブリーディング㈱ ㈲ハイランド牧場（小笠原農場） 78.5 826
昭和畜肉研究会 ㈲ケイアイファウム玉山農場 75.0 850
ＪＡ栗っこ（一迫） 千　葉　房　義 74.0 856
清水港飼料㈱ ㈲コマクサファーム 79.5 856
㈱加工連 大　槻　孝　雄 80.0 854
㈱加工連 大　槻　孝　雄 75.5 858

（営業２課　清野芳和）
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農林水産祭参加
第53回仙台牛枝肉共進会

の開催について

全農 宮城県本部 畜産部

農林水産祭参加第53回仙台牛枝肉共進会を下記の
内容にて開催することになりましたので、多数ご参
観くださるようご案内申し上げます。

１．会期及び場所
（1）会期　平成25年11月７日（木）〜11日（月）
（2）場所　仙台市宮城野区扇町六丁目３番16号
　　　　　仙台市中央卸売市場食肉市場

２．出品区分及び条件
（1）肥育の完成されたものとする。

※ただし、瑕疵のある枝肉は審査対象外とする。

（2）�出品牛は出品者において12ヶ月以上飼養され
最長飼養地が県内のものとする。

（3）�出品牛は血統明確なもので、これを照明する
書類（子牛登記書等）を有すること。

３．出品頭数及び屠畜・販売日

（生産販売課　内海　聡）

部 品　種 区　分 条　　件

第１部 黒毛和種 去勢 枝肉重量
390kg〜580kg

第２部 黒毛和種 雌 枝肉重量
320kg〜450kg

部 品種 区分 頭数 屠畜
月日

販売
月日

第１部 黒毛和種 去勢 150 11月
８日

11月
11日

第２部 黒毛和種 雌 50 11月
８日

11月
11日

計 200

牛乳・乳製品フェアの
開催について

宮城県牛乳普及協会

まるごとフェスティバルと共催となってから、今
年で14回目を迎える�“牛乳・乳製品フェア２０１３
〜ミルクフレンズパーク〜”�は、ご家族みなさんに
楽しんでいただけるイベントになっております。
19日のステージイベントでは、ベガルタ仙台で活
躍された千葉直樹さんによるトーク＆クッキングセ
ミナー、オープニングとエンディングを飾るのは、
石巻、塩釜、七ヶ浜、宮城野区の小中学生ユニット�
“みちのく仙台ＯＲＩ姫隊”。20日には、料理愛好家
わかちゃんによるトーク＆クッキングセミナー、石
巻出身で、みやぎ�“絆”�大使を務めている遠藤正明
さんのライブ、そして２日間にわたり破牙神ライ
ザー龍が登場します。
このほかの内容としては、牛乳を使った料理を
紹介するMILKキッチン、親子で楽しめる手作りバ
ター教室、子牛・ヤギ・羊・ウサギ等と触れ合える
動物ふれあいコーナー、骨密度測定、乳搾り体験、
ニュースポーツ（ラダーゲッター・ユニカール・
バッゴー）など、盛りだくさんの内容となっており
ます。
ぜひ、ご家族でご来場下さいますよう、ご案内申
し上げます。

●開催日：平成25年10月19日（土）〜20日（日）
●時　間：10：00〜16：00
●場　所：仙台市　勾当台公園
●交　通：ＪＲ仙台駅より徒歩20分。

または仙台市営地下鉄・勾当台公園駅下
車すぐ。

●駐車場：なし。（公共交通機関をご利用下さい。）

（鹿野浩子）
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〈畜試便り〉
新規基幹種雄牛「好平茂」「仁美桜」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「好平茂」（写真１）、「仁美桜」（写真３）が、本県の新規基幹種雄牛に
選抜されました。
現在、人気沸騰の「茂洋」、現在産子が子牛市場へ上場されている「豊北茂」、昨年度基幹種雄牛となった「忠
勝美」、「安平勝」と合わせて、肉用牛の改良の幅がさらに広がることになり、本県肉用牛の生産推進と農家
の経営安定に貢献ができる種雄牛が揃いました。
優良牛増産を進めることができるとともに、「仙台牛」の一層の名声を高め、宮城全共に向け弾みがつくも
のと期待されます。

【好平茂のプロフィール】
「好平茂」は、父に「茂洋」、母の父に「平茂勝」、母の母の父に「安福」の血統の種雄牛で、初の「茂洋」
産子の種雄牛です。
現場後代検定（去勢９頭、雌９頭）の成績は、枝肉重量489.0㎏（去勢：531.6㎏、雌：446.3㎏）、ロース芯
面積67.4㎝2、脂肪交雑基準値2.4（BMS�No.8.0）、４・５率89％です（表－１）。
検定成績をみると、宮城県において現場後代検定を実施した種雄牛の中で、歴代１位の枝肉重量であり、
去勢９頭中６頭が枝肉重量500kgを超え（重量600kg超も２頭）、雌でも１頭が500kgを超えております。肉質
は、BMS�No.12、11、10がそれぞれ１頭ずつ記録しており、なんと、BMSの平均が8.0とこちらも歴代１位の
成績です。上物率も89％と驚異的な比率です。県の改良方針に基づく総合育種価においても、ずば抜けてお
ります。
また、検定当時の子牛選定データをみると、発育判定（５段階評価）が５〜４の子牛が多く、産子はすく
すくと大きくなります。やや古めの血統であっても、安定して増体しており、繁殖農家においても、安心し
て交配することができる種雄牛です。
「好平茂」は７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、現在人気沸騰で入手が困難な茂洋
に代わる種雄牛として利用することも可能です。

期待される交配
「好平茂」は、検定成績からみると、血統を選ばない安定した能力を持っているものと思われます。増体能
力に優れている気高系、藤良系の雌牛への交配では、500kg超のボリュームのある枝肉が期待でき、土井系の
雌牛では、安定した肉質が期待できます。ただし、「茂洋」の娘牛との交配は、兄妹交配となり、近交係数が
高くなるので注意が必要です。

（写真１）　新規基幹種雄牛「好平茂」 （写真２）産子の枝肉写真（BMSNo.12、Ａ5）

表－1　現場後代検定成績（検定牛18頭平均）
①枝肉重量
（kg）

②ロースの太さ
（cm2）

③バラの厚さ
（cm）

④脂肪交雑（サシ）
（BMS�No.）

好平茂 489.0 67.8 8.8 8.0
全国平均 449 55 7.5 5.5
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23年度の検定牛の平均値
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【仁美桜のプロフィール】
「仁美桜」は、父に「奥北茂」、母の父に「金幸」、母の母の父に「平茂勝」の血統の種雄牛です。初めて仙
南地域から基幹種雄牛として選抜されました。また、「奥北茂」の２頭目の基幹種雄牛でもあります。
現場後代検定（去勢12頭、雌７頭）の成績は、枝肉重量473.8㎏（去勢：496.2㎏、雌：435.3㎏）、ロース芯
面積57.7㎝2、脂肪交雑基準値1.9（BMS�No.6.6）、４・５率79％です（表－２）。
検定成績をみると、同一回次に「好平茂」がいたことから、成績がかすんで見えますが、枝肉重量、バラ
の厚さ、脂肪交雑ともにバランスのとれた成績となっており、表には示しておりませんが、日齢枝肉重量（枝
肉重量／と畜日齢）は、好平茂より優れております。やや、宮城県の種雄牛としてはロースがやや小さめで
すが、全国平均を全ての項目で上回っております。また、上物率は79％で「茂洋」の現場後代検定当時の上
物率と同じであり、現場における結果が楽しみです。
「茂勝」の流れをくむ「茂洋」、「忠勝美」、「好平茂」と「奥茂」、「奥北茂」の流れをくむ「豊北茂」、「仁美桜」
を上手に使っていく必要があります。特に、茂洋産子の雌牛にはぜひおすすめしたい種雄牛です。
「仁美桜」は９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ます。

期待される交配
「仁美桜」は、検定成績からみると、枝肉重量のバラツキが少なく、血統を選ばない安定した能力を持って
いるものと思われます。増体能力に優れている気高系、藤良系の雌牛への交配では、500kg超のボリュームの
ある枝肉が期待でき、土井系の雌牛では、安定した肉質が期待できます。ただし、「奥北茂」の娘牛との交配
は、兄妹交配となり、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３）　新規基幹種雄牛「仁美桜」 （写真４）産子の枝肉写真（BMSNo.11、Ａ5）

表－２　現場後代検定成績（検定牛19頭平均）
①枝肉重量
（kg）

②ロースの太さ
（cm2）

③バラの厚さ
（cm）

④脂肪交雑（サシ）
（BMS�No.）

仁美桜 473.8 57.7 8.6 6.6
全国平均 449 55 7.5 5.5
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23年度の検定牛の平均値
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平成26年度宮城県農業大学校入学生の募集（一般入学試験：前期）
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。
平成26年度入学生の一般入学試験（前期）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（推薦入学試験分も含む）
　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26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　11月14日（木）〜11月27日（水）当日消印有効
◇試 験 日 時　12月11日（水）午前８時45分〜
◇合格発表日　12月18日（水）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　・国語総合（60分）

・数学Ⅰ（60分）
・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、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。

〈人の動き〉

NOSAI宮城
退職（平成25年８月31日付）� 県北家畜診療センター次長� � 一　條　俊　浩

平成25年９月１日付

新 旧 氏　　　名
中央家畜診療センター次長兼庶務課長 中央家畜診療センター次長 佐々木弘志
県北家畜診療センター次長 中央家畜診療センター庶務課長 高橋　一郎
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〈衛生便り〉
搾乳牛のサルモネラ症について

北部家畜保健衛生所
牛サルモネラ症は子牛の下痢症として知られてき
ましたが、現在では搾乳牛でも多くの発症が認めら
れています。搾乳牛がサルモネラ菌に感染した場
合、発熱（40〜42℃）、食欲減退、水様性下痢又は
血便を呈し、脱水症状により死亡する場合もありま
す。サルモネラ菌が農場に侵入する原因は、導入牛
や人、器材、汚染飼料、ネズミなどの衛生害獣と多
岐に渡ります。また他の疾病に比べ、一旦発生する
と清浄化が難しく、対応が長期に及ぶことから、飼
養者の経済的、精神的負担が大きくなります。
サルモネラ症を予防するためには、他の疾病同
様、牛舎の清掃や消毒など飼養衛生管理基準を遵守
することが第一です。特に飼槽や給水器など経口的
に感染しやすい箇所を重点的に管理する必要があり
ます。
ここで、サルモネラ症が発生した場合の対応につ
いて説明します。まず飼養牛全頭の細菌検査を行
い、サルモネラ保菌牛を摘発します。保菌牛は除菌
のため、抗菌剤を３〜５日間連続投与します。この
検査と抗菌剤の投与を一定期間繰り返して、最終的
な清浄化を目指していきます。しかし抗菌剤で除菌
されないケースも多く、およそ２〜３回繰り返して
も除菌が達成されない場合、牛の自主淘汰も考慮し
なければなりません。
清浄化に向けた対応は、治療費用や抗菌剤投薬に
伴う生乳の廃棄、牛の淘汰による損失など飼養者に
とっては大きな負担となります。しかし、対応を怠
れば、菌が牛舎内に蔓延し、乳量の大幅な減少や死
亡に至など、壊滅的な被害に繋がりかねません。何
よりも発生させないための日頃の管理が基本となり
ますが、もし異常牛が認められた場合、すぐにかか
りつけの獣医師や最寄りの家畜保健所までご連絡く
ださい。

（防疫班　阿部洋平）

〈農業大学校生の抱負〉
「農業大学校で学んで」

宮城県農業大学校畜産学部２学年
肉牛専攻　猪股　喜征
私の家は、登米市東和町にあ
り、現在は経産牛７頭の和牛繁
殖と、水稲3.1ha作付けの複合
経営を行っています。我が家で
は、現在まで祖父を中心に農業
を行ってきており、私も幼い頃
から手伝う機会が何度もあった

ことから、自然や農業に興味や関心を持つようにな
りました。そして、普通高校出身ですが、宮城県農
業大学校への進学を希望しました。農業大学校の友
人たちは農業に関する知識が豊富で教わることが多
く、また、これからの農業の担い手としてお互いに
将来のことを語り合うこともよくあり、充実した
日々を送っています。
私は、農業大学校を卒業後に、祖父の後を継ぎ、
そして、25頭程度まで規模拡大したいと考えていま
す。８月に家畜人工授精師の講習会が終わり、農業
大学校の講義も卒業論文がメインとなってきまし
た。私の課題名は「増頭に伴う自宅畜舎の規模拡
大」としています。将来就農し、規模拡大して増頭
する際に新しく畜舎を建設する予定としているの
で、この課題のなかでその方向性などを検討してい
きたいと考えています。まだ、進行状況はいまいち
ですが、宮城県畜産試験場の先生方や農業大学校の
先生方に協力をいただき、これから本格的に取り組
んでいきたいと思います。
また、９月中には家畜人工授精師の免許を取得で
きる見込みとなりましたが、さらに10月からは牛削
蹄師の資格取得に向けた講義も始まるので、取得で
きるようにがんばりたいと思います。卒業後に就農
した際には、この２つの資格を生かして、自分の経
営だけではなく、地元の畜産業の発展に貢献してい
きたいと思っています。

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）
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〈New face〉
全国農業協同組合連合会　宮城県本部

畜産部　生産指導課

澤口　直浩

〈New face〉
全国農業協同組合連合会　宮城県本部

畜産部　生産指導課

山下　幸佑

初めまして。
平成25年４月から全国農
業協同組合連合会宮城県本
部の職員として働いており
ます澤口直浩と申します。
所属は畜産部生産指導課で
す。出身は宮城県大崎市で
地元の高校を卒業後、みど
りの農業協同組合に入組致

しましたが、この度ご縁がありまして平成22年４月
から現在の職場で働いております。

私が所属する生産指導課の業務は全国和牛能力共
進会対策・和牛登録事業・家畜改良指導・和牛繁殖
基盤事業・肉用牛集団育種事業など多岐にわたる業
務を行なっています。初めは主に事務処理を行なっ
ていましたが、徐々に流れが分かってくる内に現場
に出て仕事をしたいと強く思うようになりました。
実際にその意向をくんでいただき今では、家畜市場
業務・子牛登記・成牛登録といったさまざまな現場
へ出向き農家の方々と一緒に関わり合う仕事を行
なっています。元々は畜産農家出身ではなくとても
狭い範囲の事しか知らなかった事もあり、本気で一
から学んで来ましたが、まだまだ知識・経験ともに
不足している部分が多々あるので、これからは専門
的な資格取得は各種研修に参加する事も大事になっ
て来ます。上司・先輩方からひとつでも多くの事を
学び良い部分を積極的に取り入れながら日々精進し
つつ、一日でも早く宮城の農業・畜産に貢献出来る
様な職員を目指し頑張ります。最後となりますが、
平成29年に本県で開催されます第11回全共は、農家
会員の皆様に興味を持ってより多数の方に参加、協
力していただければ必ず大きな成果を上げることが
できると考えていますので、皆様と一緒に日本一を
目指したいと思います。今後とも、ご指導よろしく
お願い致します。

はじめまして、平成25年
４月より全国農業協同組合
連合会宮城県本部の職員に
なりました山下幸佑と申
します。所属は畜産部生産
指導課です。出身は宮城県
大崎市で実家は兼業農家で
す。幼い頃から生き物に触
れる機会が多かった私は、

自然と畜産に関わる職業に就きたいと考え、小牛田
農林高等学校を卒業後、宮城県農業実践大学校（現
在の宮城県農業大学校）に入学しました。
高校、大学と畜産を専攻し、大学では家畜の生理、
繁殖について学び、現場実習も行いながら黒毛和種
の血統と交配について研究しました。
はじめましてと申しましたが、平成22年４月から
３年間、本会で臨時職員として市場業務や生産指導、
登記登録業務に携わってきました。そのため業務に
もだいぶ慣れてきたと思っていますが、職員として
心機一転、気を引き締めて業務に取り組みたいと考
えています。
現在、私が所属する生産指導課では、生産基盤対
策として、優良雌牛保留事業をはじめ、和牛の生産
頭数の拡充に努めています。東日本大震災とその後
の原発事故の影響で、和牛繁殖の農家組合員の離農
が相次ぎましたが、県有種雄牛の活躍や廃用牛出荷
の遅延改善等、和牛生産にも復興の兆しが見えてき
ました。そこで、農家の方々に一頭でも多くの優秀
な雌牛を保留・導入していただき、震災前を上回る
ような優良牛の生産と、その頭数の拡大に向けた経
営指導ができるよう精進したいです。またその取り
組みを通して、４年後に宮城県で開催される全国和
牛能力共進会で、わが県が日本一の栄冠に輝けるよ
う、努力していきます。
４年目とは言えまだまだ経験不足で未熟者です
が、農家組合員の方々と一緒に、宮城の畜産の益々
の発展に尽力したいと考えていますので、関係機関
の皆様のご指導ご鞭撻よろしくお願い致します。
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