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畜産業振興事業は、「独立行政法人農畜産業振興機構法」に基づき、畜産物の流通、生産の振興・合理化、
家畜排せつ物、飼料関連、価格補てん関連など畜産振興について多岐にわたる事業を農畜産業振興機構が実
施しているものです。
機構から補助を受けるのは、農林水産大臣の定める全国団体や公募により選ばれた全農等の全国団体がほ
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。
今年度酪農・肉用牛・養豚の経営安定対策の補完事業等について拡充等されていますので紹介します。

平成26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（所要額） 事　業　の　目　的 事　業　内　容

酪　農

酪農経営安定対策補
完事業（拡充）

所要額
　1,284百万円
　⑴ 771百万円
　⑵ 513百万円

酪農ヘルパーの人材育
成、傷病時利用の円滑化
や酪農ヘルパー利用組合
の強化を推進するととも
に、牛群検定による長命
連産性に関するデータの
収集、分析、未経産雌牛
の遺伝的能力評価の実施
やその有効活用を支援す
ることにより、酪農経営
におけるゆとりの創出や
生産性の向上を図る。

⑴ 酪農経営安定化支援事業
① 酪農の担い手となる酪農ヘルパー人材育成支援（新規）
ア．酪農後継者や新規就農希望酪農ヘルパー向け研修等への参加促進
イ．ヘルパー確保のための募集の取組、雇用前研修、実践研修を支援
ウ．酪農後継者等の臨時ヘルパーとしての出役を支援
エ．業務拡大に必要な免許取得を支援
オ．コントラ等支援組織との連携による臨時ヘルパー確保について支援
② 傷病時酪農ヘルパー利用組合の強化（拡充）
傷病時のヘルパー利用時の料金軽減対象に「育児サポート」を追加
③ ヘルパー利用組合の強化（拡充）
ア．経営診断、収支改善計画作成、広域利用調整やコントラ等支援組織との統合等支援
イ．ヘルパー傷害補償保険、損害賠償保険の加入促進
ウ．家畜防疫対策に係る計画策定、防疫機器等の整備を支援
エ．利用実態等調査、優良発表会等を実施

⑵ 牛群システム高度化支援事業
① 生産寿命・繁殖成績の向上

生産コストを低減する長命連産性に関する改良を図るため、肢蹄に関する遺伝的能力
評価制度の向上に必要な画像解析情報による肢蹄状況等データを収集・分析する取組を
支援
② 遺伝情報を用いた遺伝的能力の向上
③ 乳用雌牛を活用した収益の向上

収益性向上を図るため、後継牛生産に適さない低能力の乳用雌牛に黒毛和種受精卵を
移植する場合、受精卵移植経費の一部を助成

酪農生産基盤維持緊
急支援事業（新規）

所要額
1,003千円

生産基盤維持の取組を
支援し、飼養頭数・生乳
生産量の減少を食い止る
とともに、経営体質強化
や多角化を図る。

⑴ 後継者確保対策
① 担い手経営向上支援
後継者等の経営研修等の費用を一部助成
② 後継者の経営基盤の強化
初任牛の導入・畜舎の増改築に係る費用を一部助成

⑵ 乳用牛の円滑な継承の推進
経営規模縮小や経営中止酪農家の乳用牛を地域内酪農家が継承する場合奨励金を交付

⑶ 増頭対策の推進
増頭を図るための畜舎改修資材の共同購入や簡易施設・装置の導入費用の一部を助成

⑷ 暑熱対策の推進
暑熱の低減を図る技術指導経費、関連資材・機材の協同購入費用の一部助成

⑸ 繁殖・飼養・衛生管理技術等の向上
① 乳用牛の繁殖性や生産性の向上を図るための乳用牛の健康診断、自給飼料を活用した
飼養管理の向上を図るための飼料の分析・設計及びこれらに基づく技術指導費用を助成
② 乳用牛の衛生的で健康・快適な飼養環境の確保を図るための畜舎の環境改善を行う場
合（牛床マット等のカウコンフォート対応資材）に対する費用の一部助成

⑹ 高能力雌牛の整備
地域内の低能力雌牛に遺伝的能力の高い性判別受精卵を移植し、高能力な雌牛の整備を
行う場合の費用の一部を助成
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項　目 事業名（所要額） 事　業　の　目　的 事　業　内　容

肉用牛

肉用牛経営安定対策
補完事業（拡充）

所要額
3,441百万円

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
が顕著になっている。
このため、繁殖経営へ
の新規参入、繁殖雌牛の
増頭の取組等を支援する
ことにより、肉用牛の生
産基盤の強化を図る。

⑴ 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、
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実施
（畜舎整備の翌年度の繁殖雌牛の導入を支援対象に追加）
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経営体の育成を支援（拡充）
（繁殖経営に加え、肥育（一貫経営の推進）、酪農経営も対象に追加）
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（拡充）
ウ．繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎等の整備を支援
エ．肉用牛ヘルパーの推進支援（拡充）
（高齢者層の繁殖経営における分娩管理等を支援対象に追加）
オ．地域における繁殖性向上モデルの構築を支援（新規）

⑵ 地方特定品種及び離島等の肉用牛振興対策
① 地方特定品種関連
② 離島及び山振地域における肉用子牛集出荷促進の支援

⑶ 肉用子牛流通等対策
① 肉用牛流通促進対策
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支援
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について支援

養　豚

養豚経営安定対策補
完事業（新規）

所要額
130百万円

我が国の養豚において
は、約８割が３品種（ラ
ンドレース種、大ヨーク
シャー種、デュロック種）
の交雑による肉豚生産が
行われている。
３品種の原種豚におけ
る繁殖性や産肉性などの
能力向上と効率的利用が
重要な課題となっている。
このため、各地域にお
ける能力向上に必要な純
粋種豚等の導入を推進
し、養豚経営の体質強化
を図る。

地域の生産者集団において、配合飼料の節減など生産コストの低減を図るためのに必要と
なる純粋種豚又は、その精液について、海外を含めた他地域からの導入を支援
純粋種豚導入　10万円／頭以内
精液導入　　　１万円／本以内

飼　料

飼料自給力強化支援
事業（実施期間延
長・抜本見直）

所要額
12,700百万円

輸入飼料穀物や粗飼料
の価格が高騰する中、畜
産経営の安定・向上を図
るため、国産粗飼料の生
産、流通等の機能を強化
し、国産粗飼料の一層の
利用拡大を推進する。

⑴ 都府県酪農経営国産粗飼料利用体制強化事業（新規）
都府県酪農の輸入粗飼料の依存体質を改善し、国産粗飼料の利用・定着を推進するため
の取組の支援（6,100円／頭）を実施。
取組内容：①二期作・二毛作　②借地利用　③優良・奨励品種　④耕畜連携
　　　　　⑤国産粗飼料の広域流通

⑵ 公共牧場等の機能強化支援事業（拡充）
公共牧場等の採草地や放牧地の荒廃箇所再生改良、放牧管理用施設の機能向上整備、永
年草地強害雑草対策等への支援

⑶ 国産粗飼料活用促進事業（拡充）
国産粗飼料の安定的かつ効率的な乾燥・調製等手法、広域流通体制構築の取組等支援

⑷ TMRセンター等体質強化事業（拡充）
TMRセンター等の経営診断等による改善計画作成、既存TMRのための施設等機能向上、
機械等のリースによる導入経費を支援

⑸ 飼料基盤活用強化事業（拡充）
コントラクター等が行う草地等への転換、草地更新等経費を支援。
トウモロコシ等高エネルギー飼料作物の新規作付けに対して当該拡大面積の作付け経費
を支援

（企画管理班　菊地　武）
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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、畜産農家の減少に
加え飼養家畜も減少している。また、円安による原油価格
や配合飼料価格の高騰、更には環太平洋経済連携協定への
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、畜産経営の強化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る。

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
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する。

平成26年度宮城県畜産協会事業の概要について
一般社団法人宮城県畜産協会

７．養豚経営安定対策事業
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。
８．乳用種初生牛生産費調査事業

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。

９．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。
豚丹毒ワクチン、豚日本脳炎、豚三種混合、豚伝

染性胃腸炎、豚オーエスキー病、豚パルボウイルス
感染症、流行性下痢混合、牛アカバネ病、牛炭疽、
牛５種混合、牛ヘモフィルス・ソムニ感染症、牛６
種混合、牛コロナウィルス

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。

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．馬インフルエンザ等防疫強化特別対策事業
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。

６．地域自衛防疫強化特別対策事業
地域での伝染病発生時の対応等を支援するため、

畜産農家での初動防疫活動、地域特定疾病対策等の
検討を行うとともに、生産者段階での防疫演習等の
実施、農場立入関連技術者に対する異常畜の早期発
見に必要な研修を行い、生産現場における家畜防疫
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体制の強化を図ることにより、伝染性疾病の発生予
防等防疫措置の徹底に努める。

７．家畜伝染病防疫対応強化事業
家畜伝染病予防法の一部改正により、県内の牛及
び豚飼養農場を対象に、獣医師による家畜飼養衛生
管理状況調査を行い、家畜飼養衛生管理基準の遵守
及び啓蒙・普及を図るとともに、防疫対策の強化を
図る。（調査戸数：30戸）

８．農場HACCP認証普及推進支援対策事業
県内における農場HACCP認証に取り組む農場に対
し、取組状況を調査するとともに、これらの農場に
対して専門家による構築指導を行い、地域における
農場HACCP取組の中核となる農家を育成し、普及推
進を図る。

９．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る。

10．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。

11．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。

12．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。

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、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。

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、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
家畜人工授精技術普及指導等の業務

６．業務受託
宮城県牛乳協会業務受託
宮城県家畜人工授精師協会事務受託
宮城県ホルスタイン協会業務受託

� （総務課　半田好昭）
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畜産事業を取り巻く環境は、生産面では配合飼料
価格の高止まりによる生産コストの上昇、更には、
生産農家の高齢化並びに後継者不足による規模縮
小・廃業により生産基盤の脆弱化が進行している。
一方消費面では少子高齢化社会への進行・低価格志
向による消費の減退が続く中、平成26年４月からの
消費税増税により国産畜産物の消費の落込みが懸念
される。また、TPP交渉については生産農家の経営
継続に対する先行き不安感をさらに増幅させている
状況にある。
このような状況の中、畜産経営の継続的維持・拡
大並びに販売力の強化策として、以下の重点実施策
に取組む。

１．畜産生産基盤維持・拡大取組み強化
⑴ 繁殖牛生産基盤維持・拡大
① みやぎ農業振興公社との事業連携により初
妊牛生産事業の取組みを強化する

② ＪＡ全農北日本くみあい飼料との連携によ
り規模拡大を推進する

③ 基幹産地登録制度要領による規模拡大を推
進する

④ 優良雌牛保留対策事業及び繁殖牛預託要領
による優良雌牛更新・規模拡大を推進する

⑤ キャトルセンター（共同管理施設）事業の構
築を図る

⑵ 肉牛肥育生産基盤維持・拡大
① ＪＡ全農北日本くみあい飼料との連携によ
り規模拡大を推進する

② 肥育牛預託要領による規模拡大を推進する
⑶ 系統養豚研究会設立による系統養豚生産基盤
再構築推進事業の実践

⑷ 生乳生産基盤維持対策要領・初妊牛供給によ
る生乳計画生産の取組みを強化する

２．家畜市場事業取組み強化
⑴ 基幹種雄牛情報提供等により購買者誘致に取
組む

⑵ ７ヶ月令リスト送付による適正出荷を推進し
出荷月齢の短縮を図る
⑶ 子牛品質向上を図るため市場開催時に講習会を
開催する

３．肉畜販売事業取組み強化
⑴ 仙台牛・宮城野豚等銘柄普及を図るため、卸
業者・指定店との連携を強化する
⑵ 消費者交流会開催並びに指定店イベント開
催・協賛を実施し消費拡大に取組む
⑶ 輸出事業の取組みを強化し、現地での銘柄表
示・指定店の開拓に努める
⑷ 飼料米給与等による付加価値銘柄の検討並び
に普及推進に取組む

４．第11回全国和牛能力共進会宮城大会対策取組み強化
⑴ 優良雌牛保留対策事業による優良雌牛保留を推
進する
⑵ 育種価推進事業による枝肉情報の収集に努め、
育種価判明率の向上を図る
⑶ 早期肥育技術向上対策事業の取組みを強化し
24ヶ月肥育体系の確立を図る
⑷ 基本計画（全体概要、会場・催事・運営計画）
の策定を図る
⑸ 交配雌牛調査・現地確認・交配依頼推進・交
配の実施に取組み出品対策を図る

５．担い手育成並びに組織活動取組み強化
⑴ 担い手育成普及推進実施要領による担い手組
織活動を支援する
⑵ 全国和牛登録協会県支部との連携により担い
手育成・組織活動の取組みを強化する
（和牛改良組合リーダー研修会、後継者育成研
修会、地区別女性部研修会等）
⑶ 担い手肉牛枝肉共進会・飼養管理研修会等を
開催し担い手の育成を図る

� （畜産部　佐々木仁）

平成26年度全農宮城県本部畜産部事業方針について

全農宮城県本部畜産部
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平成26年度地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業について

一般社団法人　宮城県畜産協会

本事業は、繁殖雌牛増頭の取組等を支援し肉用牛生産基
盤の強化を図る目的で、独立行政法人農畜産業振興機構の
補助を受け、本協会が事業実施団体として今年度も事業を
継続実施いたします。
本年度も、中核的担い手育成増頭推進、優良繁殖雌牛導
入支援及び繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎等の事業を行
いますので、その内容等についてご紹介いたします。

Ⅰ．事業に取組める生産者集団等
農協、農協連、公社、一般社団法人及び３戸以上の
農業者で構成する生産者集団等

Ⅱ．事業の内容
１．中核的担い手育成増頭推進

地域の中核的担い手が計画的に優良な繁殖雌牛を増
頭した場合、増頭実績に応じた奨励金（育種価要件に
より８万円／頭又は10万円／頭以内）を交付します。
⑴ 奨励金交付対象者
ア．肉用子牛生産者補給金交付契約をしている者。
イ．平成25年に繁殖雌牛を増頭又は維持した者。
ウ．平成26年12月31日現在の繁殖雌牛飼養頭数が10
頭以上の見込であること。

⑵ 奨励金交付対象牛
　（奨励金単価８万円／頭、10万円／頭共通要件）
ア．繁殖目的に飼養されている黒毛和種であること。
イ．平成26年12月31日現在で満12ヵ月齢以上であること。
ウ．導入時点での月齢が、満72ヵ月齢未満であること。
エ．国及び農畜産業振興機構から、繁殖雌牛の導入、保
留及び増頭に係る補助金の交付を受けていないこと。

（奨励金単価８万円／頭要件）
・対象牛の枝肉重量の育種価及び期待育種価が、上
位１/２以上であるか、他の５形質の育種価及び期待
育種価のうち２形質以上で上位１/２以上であること。

（奨励金単価10万円／頭要件）
・対象牛の枝肉重量の育種価及び期待育種価が、上
位１/２以上であり、かつ他の５形質の育種価及び期待
育種価のうち１形質以上で上位１/２以上であること。

⑶ 奨励金交付対象頭数
ア．期首頭数
平成26年１月１日現在の満12ヵ月齢以上の黒毛
和種繁殖雌牛飼養頭数。
ただし、平成26年度に新規に事業を実施する者
については、平成26年４月１日現在の満12ヵ月齢
以上の黒毛和種繁殖雌牛飼養頭数。
イ．期末頭数（黒毛和種繁牛飼養頭数が10頭以上で
あること。）
平成26年12月31日現在の満12ヵ月齢以上の黒毛
和種繁殖雌牛飼養頭数。
ウ．交付頭数及び上限頭数
上記イの期末頭数－上記アの期首頭数＝増頭数

（うち奨励金交付対象要件該当の繁殖雌牛）×奨励
金単価（８万又は10万）
ただし、１生産者当り50頭を補助頭数の上限とする。

２．優良繁殖雌牛導入支援
地域の肉用牛改良に必要な優良繁殖雌牛を農協等

の預託により導入する場合、奨励金（育種価要件に
より４万円／頭又は５万円／頭以内）を交付します。

⑴ 奨励金交付対象牛
　（奨励金単価４万円／頭、５万円／頭共通要件）
ア．国及び農畜産業振興機構から、繁殖雌牛の導入、保
留及び増頭に係る補助金の交付を受けていないこと。
イ．登録・登記を受けた黒毛和種繁殖雌牛。
（奨励金単価４万円／頭要件）
① 父牛が宮城県有種雄牛の黒毛和種雌牛は、父牛の
枝肉重量又は脂肪交雑の育種価又は期待育種価のい
ずれかが、宮城県において上位１/２以内であること。
② 父牛が宮城県有種雄牛以外の黒毛和種雌牛は父牛
の枝肉重量又は脂肪交雑の育種価又は期待育種価
のいずれかが、宮城県又は生産された都道府県等
において上位１/４以内であること。

（奨励金単価５万円／頭要件）
① 父牛が宮城県有種雄牛の黒毛和種雌牛は、父牛の
枝肉重量又は脂肪交雑の育種価又は期待育種価の
いずれかが、宮城県において上位１/２以内であり、
かつそれ以外の５項目の育種価の一つが宮城県に
おいて上位１/２以内であること。

② 父牛が宮城県有種雄牛以外の黒毛和種雌牛は、父
牛の枝肉重量又は脂肪交雑の育種価又は期待育種
価のいずれかが、宮城県又は生産された都道府県
等において上位１/４以内であり、かつそれ以外の
５項目の育種価の一つが宮城県又は生産された都
道府県において上位１/４以内であること。

３．繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎等の整備
繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎（木造、パイプ

ハウス及び鉄骨）及び器具機材を農協等が取得し、
繁殖雌牛増頭計画及び飼料自給率向上計画等を有す
る当該生産者と貸付契約を締結する場合１/２以内を
補助します。

４．肉用牛ヘルパー推進
（一社）宮城県畜産協会長が承認した規約を有する
肉用牛ヘルパー利用組合に対して、ヘルパー要員の
傷害保険料及びヘルパー利用料金の１/２以内を補助
します。

Ⅲ．問合せ先
最寄りの農協又は宮城県畜産協会へ
一般社団法人　宮城県畜産協会　経営支援課
TEL：022－298－8473　FAX：022－292－5395
Eメール：info@mygchiku.or.jp
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第49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26年６月23日㈪　みやぎ総合家畜市場におい
て開催し、㈱トミーヒルインターナショナル荒木敏
彦氏により62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 405 エイトロール�ビー�サツカー�ワツシヨイ 大崎市古川 八巻　　誠
経産 901 フイフテイーストーム�ラウンドアツプ�レベツカ 丸森町 ㈲半澤牧場

【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 119 ナガイフアーム�アレキ�ガーテ 丸森町 長井　　勝
経産 503 テイーウエーブ�GIB�ローソリテイ�サンアツプ�ET 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 フイフテイーストーム�ラウンドアツプ�レベツカ 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
8 804 ビーチフイールド�カリスマ�モーテイー 大崎市古川 濱田　賢志

【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
５ 503 テイーウエーブ�GIB�ローソリテイ�サンアツプ�ET 丸森町 ㈲半澤牧場

【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
６ 604 KH�アイオーン�ローズ 丸森町 半沢　健一

【最優秀賞】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏名

1 119 ナガイフアーム�アレキ�ガーテ 丸森町 長井　　勝
109 ミヤノウ�サニー�クウル 名取市 宮城県農業高等学校

2 210 ナガイフアーム�マンモス�62�エフビーアイ 丸森町 長井　　勝
209 アイスヴイレツジ�コララミー�ロツキー 栗原市一迫 ㈲小山牧場

3 303 エイトロール�マスターピース�JY 大崎市古川 八巻　　誠
304 KH�ウイター�シド 丸森町 半沢　健一

4 405 エイトロール�ビー�サツカー�ワツシヨイ 大崎市古川 八巻　　誠
404 ビーチフイールド�シヤウト�バーバラ 大崎市古川 濱田　賢志

5 503 ◎テイーウエーブ�GIB�ローソリテイ�サンアツプ�ET 丸森町 ㈲半澤牧場
504 レデイ�ビバノン�スプラツシユ 栗原市築館 砂金　篤孝

6 604 ◎KH�アイオーン�ローズ 丸森町 半沢　健一
602 デイフエンド�アツトウツド�コンビンサー 角田市 佐藤　　俊

7 705 アイスヴイレツジ�バレン�ビツフイ 栗原市一迫 ㈲小山牧場
702 ◎イチジヨウフアーム�アトリーズ�プリンセス�コラ 丸森町 一條　　薫

8 804 ビーチフイールド�カリスマ�モーテイー 大崎市古川 濱田　賢志
807 ◎アイスヴイレツジ�ブリツツ�ラングサイン 栗原市一迫 ㈲小山牧場

9 901 ◎フイフテイーストーム�ラウンドアツプ�レベツカ 丸森町 ㈲半澤牧場
902 イチジヨウフアーム�アトラス�プリンセス�コラ 丸森町 一條　　薫

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27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26年９月５日㈮
　　　　　〜平成26年９月18日㈭（当日消印有効）
◇試験日時　平成26年10月１日㈬午前８時45分〜
◇合格発表日　平成26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、本大学校の養成課
程は、国の事業である青年就農給付金（準備型）
の対象になります。
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。

平成27年度
宮城県農業大学校入学生を募集

（推薦入学試験）

� （宮城県畜産協会家畜改良課）

＊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。
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１）飼料用米の形態と加工方法
県内で飼料として流通している飼料用米は、原料はも
みつき又は玄米が主で、乾燥したものを粉砕や蒸気圧ペ
ン処理しています。生米をサイレージ化したものはソフ
トグレインサイレージ（SGS）と呼ばれ、ライスセンター
にある籾殻膨軟処理装置（プレスパンダー）で破砕処理
後サイレージ化した膨軟化もみ米もその１種です。その
他、玄米を蒸気で炊いた後サイレージ化した製品（商品
名：ふっくらライス等）も流通しています。

２）加工方法による違いは？
加工方法の違いで一般成分（CP、TDN等）に大きな差
はありません。しかし、ルーメン内の分解（発酵）スピー
ドと利用性、消化率は加工方法により大きく異なります。
まずタンパク質について見てみます（表１）。CPのう
ち、溶解性タンパク質（SP）はルーメン内で急速にアン
モニアまで分解されるタンパク質で、高水分のサイレー
ジほど高い傾向となることが知られています。分析の結
果、膨軟化もみ米で突出して高くなっています。利用性
の高いタンパク質ですが、飼料中から十分にエネルギー
（TDN）が得られないとルーメン内のバランスが悪くなる
場合がありますので注意が必要です。
酸性デタージェント不溶タンパク質（ADICP）は結合
タンパクとも呼ばれ、ルーメン内で牛が利用できないタ
ンパク質です。熱ダメージ等で高くなり、加工過程にお
ける加熱の程度の差が反映されると考えられます。例え
ば最もCP中のADICPが高い圧ぺんもみ米ではCPの10.7％
あり、この分が利用できないということを考慮しなけれ
ばいけません。飼料用米と他の穀類を代替利用する際は、
CP含量とともに利用性の低いタンパク質の割合も考慮し、
不足分を充足する必要があります。

次にデンプンについて見てみます。（表２）。既報に
よれば、無加工ではルーメン内でほとんど分解されず、
30％程度が糞中に排出されるのに対し、破砕や圧ぺん化

により利用率が上昇し、糞中への排泄が見られなくなる
とされています。今回、ルーメン内７時間後の消化率を
分析したところ、加工方法の違いで29％から81％と大き
く幅がありました。このことからデンプンの消化スピー
ドは膨軟化もみ米＞圧ぺんもみ米＞ふっくらライス＞粉
砕米＞玄米の順で早いと考えられます。膨軟化もみ米は
乾燥していない未熟の生米で調整されているため、子実
のデンプン自体がもともと細粒化しており、微生物がア
タックしやすい状況にあったことも考えられます。
α化（糊化）は水中での加熱によりデンプンが“酵素に

よる”消化を受けやすくなった状態であり、α化度はこの
割合を示しています。炊飯した米のα化度はほぼ100％で
すが、飼料用米では25.3から86.8％まで差が見られました。
値が高いほどより「炊飯した米」に近く、酵素がかかわ
る下部消化管での消化も受けやすいと考えられます。お
そらく粒度が細かい又はα化度が高いほど最終的なデン
プンの消化率は高く、ルーメンの通過速度が速い又はルー
メン内で利用されない場合には、バイパスして下部消化
管で利用される機会が増え、この際の消化率にα化度が
関係すると考えられます。

３）飼料用米の選択
飼料用米は配合飼料、トウモロコシ、大麦のいずれの

代替も可能です。ただし成分の差があるため、育成期間
であったり、給与期間が長い場合は確実にCPの補充を行っ
てください。サイレージ化した製品は概して嗜好性高い
ので、食わせ込みたい時期の給与に向いています。コス
ト面から考えるとSGSは最も生産コストを低くできる可能
性があります。粉砕米は単味としてだけでなく配合飼料
への事前混合が可能であり、大規模流通に適しています。
これらは保存性がやや低いのが難点ですが、適切に調製・
保存することで対応が可能です。圧ぺん米は単味飼料と
してしか流通がありませんが、保存性が非常に高い製品
です。給与したい量によっても加工方法を選択すべきで
あり、多給代替はサイレージよりも破砕や圧ペン米が向
いていると考えています。当チームではそれぞれの特性
に合った肥育牛での利用方法の検討を進めています。よ
り具体的な給与方法については宮城県普及に移す技術
（http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/res_center/hukyuu
－index.html）にまとめてありますので直接HPをご覧頂
くか、当チームまでお問い合わせください。

� （酪農肉牛部肉牛チーム　齊藤　陽介）

〈畜試便り〉
飼料用米の種類及びそれぞれの特徴について

宮城県畜産試験場

表１　加工方法の違いにおけるタンパク画分

飼料用米の形態
も
み
が
ら

乾
物
率

水
分

Ｃ
Ｐ

Ｓ
Ｐ

Ｓ
Ｐ
／
Ｃ
Ｐ
中
％

Ａ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｐ

Ａ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
／
Ｃ
Ｐ
中

Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｐ

Ｎ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
／
Ｃ
Ｐ
中

Ｄ
Ｍ
中
％

Ｄ
Ｍ
中
％

Ｄ
Ｍ
中
％

Ｄ
Ｍ
中
％

もみつき挽砕
（食用米もち 品種名：みやこがねもち）

有

85.6 14.4 7.1 0.64 ９ 0.61 8.5 0.88 12.3

もみつき挽砕
（食用米うるち 品種名：ひとめぼれ） 89.4 10.6 7.5 0.97 13 0.66 8.8 0.93 12.5

圧ぺんもみ米
（飼料用米専用品種 品種名：べこあおば） 86.4 13.6 6.2 0.14 2.2 0.67 10.7 0.98 15.7

膨軟化もみ米
（品種不明：サイレージ） 60.2 39.8 6.5 3.5 54.2 0.56 8.7 1.17 18.1

玄米
（食用米うるち 品種名：ひとめぼれ）

無

85.5 14.5 6.9 0.82 11.9 0.41 ６ 0.55 8.1

玄米
（食用米うるち 品種名：ササニシキ） 85.7 14.3 6.2 0.37 ６ 0.36 5.8 0.73 11.8

ふっくらライス
（品種不明：サイレージ） 58.6 41.4 7.3 0.04 0.6 0.41 5.6 0.92 12.6

値はカンバーランドバレー分析研究所にて分析した

表２　加工方法の違いにおけるデンプン画分とα化度
飼料名

乾物中％ デンプン
消化率％ α化度

TDN NFC NSC デンプン
玄米（ひとめぼれ） 86.9 85.6 83.8 82 29 39
玄米（ササニシキ） 86.2 83.9 82.9 80.8 28
粉砕米（みやこがねもち） 75.6 71.8 70.1 68.2 39
粉砕米（ひとめぼれ） 76.9 69.2 67.9 65.7 48 36
圧ぺんもみ米（べこあおば） 76.1 74.2 69 68.2 70 66
膨軟化もみ米（品種不明、サイレージ） 74.6 70.5 67.8 66.8 81 25.3
ふっくらライス（品種不明，サイレージ） 86.5 84.5 82 81.5 52 86.8
α化度は食品分析センターにてグルコアミラーゼ第２法で分析した平均値
その他はカンバーランドバレー分析研究所へ依頼した成分分析値から抜粋。
starchD%はstarch%を100としたときのin vitro７時間後の消化率
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夏期の暑熱時、家畜は行動・生理機能等に様々
な変化が起こります。家畜は人に飼養管理され、自
ら暑熱等のストレスを避けることができません。そ
こで、適切な暑熱対策を怠ると、直接死廃事故に繋
がらなくとも、採食性・繁殖性の低下により生産性
に大きく影響します。熱中症が起こる機序は、気温
と湿度が関連しますが、湿度が高いと汗が蒸発しづ
らく熱放散が難しくなります。また、人と比較して
家畜の汗腺数は極端に少なく汗の蒸発量も少ないた
め、暑さへの適応をさらに難しくしています。ここ
では、家畜の中で汗腺数が比較的多い牛と、汗腺を
全く持たない鶏を例に暑熱対策を紹介していきます。
牛の汗腺数は、人の1/10程度で暑熱の影響は乳牛
で25℃、肉用牛では30℃以上で現れます。環境面の
対策には ①樹木・遮光ネットの設置 ②送風・散
水・毛刈りによる体熱放散量の増加等があり、飼料
給与面の対策には ①冷水の給与 ②飼料給与回数・
時間の変更（早朝及び夜間）、③ミネラル給与等が
有ります。一方、鶏は汗腺がないため気温35℃以上
では呼吸数の増加（パンティング）や飲水により熱
を放出します。また暑熱ストレスでは免疫機能低下
やサルモネラの排菌増加等衛生的な問題も懸念さ
れ、過度に呼吸を防ぐ管理・体内の熱生産を抑え
る管理が重要です。具体的には ①ビニールカーテ
ン設置（床上80cm）で風速を速め体感温度を降下�
②鶏舎・鶏体への散水 ③飼料給与時間変更で体内
発熱と舎内温度上昇の重なりを防ぐ ④冷水・重曹・
塩化カリウムの飼料添加・飲水投与等があります。
暑熱被害はお盆明けから９月にかけて集中するた
め早めの措置が重要です。家畜の様子をよく観察
し、異常が認められた際には最寄りの家畜保健衛生
所までご相談ください。

� （結城瑞希）

私の家では養豚経営をしてお
り、主に母豚となる豚を生産し
ています。養豚の他にも、飼料
用トウモロコシを栽培し、それ
をサイレージにして豚に与えて
います。私は小学生の頃から養
豚の仕事を手伝っていて、将来

は自分もこの仕事に就きたいと思うようになり、宮
城県農業大学校に入学しました。１年生の時には、
初めて意見発表に挑戦して東日本大会に出場するこ
とができましたが、全国大会には進むことができず
とても悔しい思いをしました。２年生になった今で
は、宮城県畜産試験場内にある畜産学部で実習を通
しての学習や、授業では専攻分野である養豚や飼料
生産など畜産全体について学んでいます。
現在の目標としてはプロジェクト課題で良い結果
を残したいと考えています。プロジェクトの内容は
「子豚への飼料用トウモロコシ給与による効果と飼
料用トウモロコシの生育調査」という課題に取り組
んでいます。具体的には、飼料用トウモロコシの乳
酸発酵が豚にどのような効果をもたらすのか調べる
ために、子豚にトウモロコシサイレージを給与し、
発育や疾病の発生状況を調査するというのと、飼料
用とうもろこしの品種の違いによってどのような生
育の違いが出るのか、どの品種がサイレージに向い
ているのか調べるというものです。家でも飼料用ト
ウモロコシを豚に給与していますが、私は播種の段
階から飼料調製、給与までをきちんとやったことが
ないので今回プロジェクトを通して飼料生産につい
て学んでいけたらと思います。
卒業後の進路については今のところ、養豚の環境
保全・循環型畜産に取り組んでいる牧場へ研修に行
きたいと考えています。今、大学校で学んでいるこ
と、プロジェクト課題で取り組んでいる内容を活か
していきながら、養豚関係の仕事で活躍できるよう
になりたいです。

〈衛生便り〉
家畜を暑熱から守る飼養管理について

仙台家畜保健衛生所

〈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
養豚専攻　澤口　実歩

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

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
8
月
9
月

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
・8/2 ㈯ すずらん賞・8/13 ㈬ 第19回クラスターカップ（JpnⅢ）・8/16 ㈯ 第15回若鮎賞・9/1 ㈪ 第40回ビューチフル・ドリーマーカップ・9/7 ㈰ 第32回ビギナーズカップ
・9/13 ㈯ 第2回ヴィーナススプリント・9/14 ㈰ 第22回青藍賞・9/20 ㈯ 第2回イーハトーブマイル・9/21 ㈰ 第16回ジュニアグランプリ・9/27 ㈯ 第16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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〈新人紹介〉
宮城県東部家畜保健衛生所

防疫班

阿部　隆樹

〈新人紹介〉
宮城県畜産試験場

技師

青沼　達也

はじめまして。平成26年
4月から宮城県東部家畜保
健衛生所防疫班に配属され
ました阿部隆樹（あべりゅ
うき）と申します。宮城県
石巻市出身で、岩手大学農
学部獣医学科を卒業しまし
た。

私は両親も祖父母も石巻市出身の生粋の石巻人
で、生まれ育った石巻が、そして宮城が大好きです。
代々、漁業に携わる一族でしたが、動物が好きだっ
たので獣医師の道を志しました。宮城県は畜産が盛
んという事実は大学に入ってから初めて知りました
が、今では、獣医師として大好きな宮城の畜産振興
の力になれることに喜びを感じています。
現在は、防疫班において先輩方の指導のもと、放
牧場における衛生検査を中心に家畜伝染病予防事業
関連の検査等を行っています。また、獣医事と動物
用医薬品関連の担当をさせていただいています。学
生時代は家畜に触れる機会があまりなかったので、
一から学ぶことが多いですが、日々の業務の中、先
輩方の指導で少しずつ体が動くようになってきてい
ると実感しています。
今、畜産界は日豪EPAやTPPにより決して風向
きが良いとは言えない状況です。一日も早く業務を
覚え、家畜の飼養管理から流通まで、畜産業の全体
に関する知識を深め、獣医師として、家畜の疾病の
予防・蔓延防止に尽力したいと思っています。ま
た、宮城の畜産の発展に少しでも貢献できるよう頑
張っていきたいと思いますので、御指導・御鞭撻の
ほど、よろしくお願い致します。

はじめまして、平成26年
４月より宮城県畜産試験場
　酪農肉牛部　バイオテク
ノロジー研究チームに配属
となりました、青沼達也と
申します。出身は地元宮城
県の仙台市です。大学時代
を岩手県で過ごした後、就

職を機に再び宮城県に帰って参りました。大学では
牛や豚の受精卵などを扱う研究室に所属し、豚の卵
子を使って受精後の初期に起こる組織分化について
研究しておりました。組織分化とは何ぞやとお思い
になる方も多いかと思いますが、iPS細胞や最近話
題のSTAP細胞とも関連のある分野です。
大学では畜産学科に所属しながらも生きた家畜と

関わる機会は多くなく、実家や親戚が農家というわ
けでもなかったため、試験場配属後は扱いの慣れな
い牛に振り回されてばかりの日々を送っております。
また所属チームで扱う卵子や胚は初見ではなかった
ものの、初めてのことも多く、未熟な知識、技術の
ために周囲の方々に迷惑をかけてばかりです。
しかし、親切な方々に恵まれ、牛の引っ張り方、
慣れない器具の使い方など、１つ１つ丁寧にご指導
いただき、少しずつ自分のできることが増えてきた
と感じております。また所属チーム外の業務にご同
行させていただくこともあり、実際に畜産現場へ出
て、県の畜産職として重要な現場のことについて勉
強する機会も与えていただいております。
毎日少しでも多くのことを学び、技術者として、
社会人として早く一人前になれるよう努力して参り
ます。そして身につけたことで農家の方々、宮城県
の畜産に貢献できるよう努力したいと思います。今
後ともご指導のほどよろしくお願いいたします。
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（新役員）
職　　名 氏　　名 所　　属
1 会　　長 石川　壽一 宮城県農業協同組合中央会　会長
2 副 会 長 寺田　守彦 宮城県農林水産部　技監兼次長
3 常務理事 浅野　安夫 学識経験者
4 理　　事 赤間　正幸 大郷町　町長
5 理　　事 保科　郷雄 丸森町　町長
6 理　　事 菊地　　潔 全国農業協同組合連合会宮城県本部　本部長
7 理　　事 谷津　壽郎（公社）宮城県獣医師会　会長
8 理　　事 伊藤　一成 みやぎの酪農農業協同組合　代表理事組合長
9 理　　事 榊原　　勇 みやぎ登米農業協同組合　代表理事組合長
10 理　　事 大坪　輝夫 みどりの農業協同組合　代表理事組合長
11 理　　事 山下　定志 宮城県牛乳協会　会長
12 理　　事 加藤　榮幸 栗っこ農業協同組合　代表理事組合長
13 理　　事 三浦　靜也 加美よつば農業協同組合　代表理事組合長
1 監　　事 三浦　恒一 宮城県農業共済組合連合会　会長
2 監　　事 邊見　良一 農事組合法人　高清水養豚組合　代表理事組合長

一般社団法人宮城県畜産協会
新役員のお知らせ

去る７月９日開催の役員会において、菅原章夫会
長が退任され、後任として石川壽一氏が就任いたし
ましたのでお知らせいたします。

【書籍紹介】　宮城県の研究者・技術者も執筆！
『肉牛大事典　飼育の基本から最新研究まで』
一般社団法人 農山漁村文化協会 編
B5判 1,144ページ　価格 20,000円＋税

農山漁村文化協会では加除式出版物「農業技術大系」シ
リーズを発行しており、農業の新しい技術の動向や実践を
追録で年１回ずつ収めている。そのひとつである農業技術
大系「畜産編」全７巻のうち、「第３巻　肉牛」を再編して
１冊にまとめたのが本書である。先達者たちが究めた飼育
の基本から、現在第一線が挑んでいる最新の研究まで、総
勢約100名の専門家が執筆している。
宮城県の執筆者では、畜産試験場の沼辺孝氏が「黒毛和
種の代表系統」で供用種雄牛を中心に、県の育種・造成に
ついて紹介。茂重波の父娘交配による「茂勝」、その茂勝を
交配して造成した「茂洋」、茂重波の息牛・奥茂で造成され
た「奥北茂」など。また、丸森町在住（執筆当時）の獣医
師・宮下正一氏が「サンドイッチ交配」について解説。子
牛の三代祖（父、母の父、母の母の父）が、資質系（安美系・
茂金系・菊美系）と体積系（藤良系・気高系）で互い違い
になるような牛群改良で、枝肉重量が増し、肉質も向上し、
枝肉成績が安定的にアップする。
そのほか冒頭の肉牛生産の歴史と今後の展開では、わが
国での肉牛の歴史、育種経過、飼育の変遷と特徴のほか、
昨今のアニマルウェエルフェア、ハンドリング（行動制御）、

（一社）農山漁村文化協会（農文協）東北支部　電話 022－262－5804　FAX 022－221－2235
肉牛大事典　　　　20,000円＋税　　　　冊
住　　所　　　　〒　　　－　　　　

氏　　名� 電話番号　　　　－　　　　－　　　　　

ご　
注　
文

この度の豚流行性下痢（PED）の発生及び感染
拡大防止のため、今年度の「肉豚の部」は開催を見
合せ致しました。
なお、肉用牛の部（９月12日〜13日）、乳用牛の
部（９月13日）につきましては、予定どおり開催い
たします。� （経営支援課）

平成26年度宮城県総合畜産共進会
「肉豚の部」を中止します

� 一般社団法人　宮城県畜産協会

〈人の動き〉� � NOSAI宮城

１　退職（平成26年５月31日）
氏　名 事　由

吉田　裕貴 依願退職 家畜診療研修所損防指導課技術主査

２　採用（平成26年６月１日）
氏　名 新

巣山　由乃 中央家畜診療センター診療課技師

持続可能な生産システムなどについて解説。続く、肉牛の
起源、発育・生理では、牛の起源と家畜化、分類と類縁関係、
家畜としての特性、肉牛の一生と発育、栄養消化生理、繁
殖生理、産肉生理といった基礎理論がまとめられている。
黒毛和種については、家畜改良事業団と主要産地20道県

による最新の種雄牛情報が一覧でき、前述の資質と体積を
あわせ持つ牛群改良（交配）法のほか、脂肪交雑と増体を
両立させるための飼養技術を収録。たとえば飼養管理では、
肥育でのビタミンＡコントロール、育成でのスターター給
与、繁殖での適切な増し飼いなど。同様に日本短角種や褐
毛和種でも、血統から飼養技術まで解説。
また、舎飼のみならず、休耕地や野山を活かし、地域の風土
を守り育てる放牧技術についても多くを割いている。とくに設
置が簡単な電気牧柵を使って牧区を移動させながら、生い茂る
雑草を牛に食べさせていく小規模移動放牧も項を分けて詳述。
さらに、牛肉の官能・理化学特性、脂
質・小ざし評価、香り・熟成・食感、
変色など、おいしさ評価と健康価値に
ついての最新研究も収録。そして、生
産者・生産組織の技術と経営では、繁
殖、肥育、一貫、産地・地域それぞれ
の事例を紹介。
本書は事典の体裁をとっているもの

の、実用的な内容を豊富に含んでおり、
生産現場での、よりいっそうの飼育改
善、経営改善に役立つ１冊である。
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