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平成27年度畜産業振興事業について

宮城県農林水産部畜産課

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。
今年度新たに酪農生産基盤確保・強化緊急支援事業、生乳流通合理化促進事業が実施されます。事業の

概要は、次のとおりです。

１．酪農生産基盤確保・強化緊急支援事業（所要額 1,205百万円）
事業の目的
生産者集団等が行う生乳生産基盤の確保・強化の取組を支援することにより、飼養頭数や生乳生産の

減少を食い止めるとともに、酪農経営の競争力強化を図る。
事業の内容
（1）酪農生産基盤の強化

生産者集団等が次の取組を行う場合に、費用の一部を支援する。
①後継者の経営基盤の強化
担い手と位置付けられた後継者に対する、初妊牛の導入（50,000円/頭）、簡易牛舎の整備、畜舎の

増改築への支援
②乳用牛の円滑な継承の推進
地域内で生乳生産を中止する酪農家や経営規模を縮小する酪農家の乳用牛を地域内の酪農家で継

承する場合の奨励金（32,000円/頭）の交付
③増頭対策の推進
乳用牛の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

④暑熱対策の推進
暑熱の低減を図るための技術指導や関連資材・機材の共同購入等

⑤繁殖・飼養・衛生管理技術等の向上
ア　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

イ　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
ウ　乳房炎による生乳生産量の減少を防止するための搾乳機器の点検（15,000円/戸以内、1/2相当定
額）・補改修、牛群検査

（2）女性・リタイヤ世代等の就農・定着等の推進
担い手となる女性・リタイヤ世代等の就農・定着化を図るための交流ネットワークの構築、就農促
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進等の取組を推進する。
（3）酪農理解醸成等による生乳需要基盤の確保の推進
①国産牛乳乳製品の消費の維持・定着を図るため、消費者・流通業者等に対して行う酪農理解醸成活
動等の取組を推進する。

②乳和食等の新たな利用場面の普及や牛乳乳製品の価値訴求等の国産牛乳乳製品の消費拡大・定着の
取組を推進する。

③牛乳生産者等が製造する牛乳乳製品の需要を拡大するために行う技術研修や販路拡大等の取組を推
進する。

２．生乳流通合理化促進事業（所要額 582百万円）
事業の目的
生産者団体等が一体となって生乳流通の合理化を検討・計画し、生乳流通の合理化に資する機器を整

備することを支援することにより、生乳の流通コストの削減を図り、もって酪農経営の収益性の改善を
図る。

事業の内容
（1）生乳流通合理化体制整備

生乳流通コストの生産者負担を軽減するため、単位農協、農協連及び指定団体（以下「生乳生産者
団体」）並びに行政機関等を構成員とした協議会における、現状の集送乳コスト構造の分析、コスト低
減方策の検討等を内容とする「生乳流通合理化計画」の検討・作成を支援する。

（2）生乳流通合理化機器リース
「生乳流通合理化計画」に基づき、生乳生産者団体が、タンクローリーの大型化による集送乳路線の
削減や隔日集荷の普及拡大による走行距離の短縮、生乳検査の効率化等の生乳流通の合理化（集送乳
コストの削減）を図るために必要な、生乳流通関係機器のリース導入を支援する。

平成27年度畜産業振興事業一覧
事　　業　　名 所要額（百万円） 事　　業　　名 所要額（百万円）

加工原料乳生産者経営安定対策事業 10 畜産高度化支援リース事業 貸付枠･1,755

肉用牛繁殖経営支援事業 15,877 畜産特別支援資金融通事業 1,999

肉用牛肥育経営安定特別対策事業 86,942 畜産動産担保融資活用推進事業 46

養豚経営安定対策事業 9,966 家畜防疫互助基金支援事業 基金規模･2,941
単年事業分　･95

酪農生産基盤確保・強化緊急支援事業（新規） 1,205 国産畜産物安心確保等支援事業 464

生乳流通合理化促進事業（新規） 582 畜産副産物適正処分等推進事業 6,736

酪農経営安定対策補完事業 1,186 畜産経営安定化飼料緊急支援事業 32

肉用牛経営安定対策補完事業 3,441 配合飼料価格安定基金運営基盤強化事業 13,460

食肉流通改善合理化支援事業 3,703 飼料穀物備蓄対策事業※１ 2,423

養豚経営安定対策補完事業 130

※１　平成24年度補正予算により措置した事業の実施期間延長
･ （企画管理班　齋藤　誠）
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平成27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

日頃より、本会事業にご協力賜わり深謝申し上げ
ます。
最近の畜産情勢は、依然として配合飼料価格の高
騰や担い手不足による畜産戸数及び頭数の減少によ
り、生産基盤の弱体化が進んでおります。
この現状を踏まえ、畜産経営体に対する経営支援
指導をはじめ、価格安定対策、家畜衛生対策、家畜
改良対策事業に積極的に取り組んでまいりますの
で、事業実施にあたり県並びに関係各位のご支援ご
協力を賜りますようお願いいたします。

Ⅰ．畜産経営支援対策事業
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

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
るため調査指導を実施する。

４．公庫資金活用推進事業
日本政策金融公庫資金の借入を希望、または借

入れた農家等を対象に、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。

５．肉用牛経営安定対策補完事業
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。

６．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。

７．乳用種初生牛生産費調査事業
酪農経営における初生牛の生産実態を把握し、
安定的な国内肉牛生産のための生産費調査を行
う。

８．酪農生産基盤維持緊急支援事業
酪農生産基盤の維持・回復を図るため、後継者
等を対象とした研修会の開催及び個別指導を実施
し、酪農担い手のネットワークを構築する。

Ⅱ．家畜衛生対策事業
１．特定疾病自衛防疫事業推進事業
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。

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、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、牛白血病の清浄化
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．生産段階における防疫強化支援事業
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。

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状
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．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、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
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し、普及推進を図る。
８．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
り加入の推進を図る。

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、48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。

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。

11．宮城県生乳取扱者研修事業
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。

12．獣医師養成確保修学資金貸与事業
産業動物獣医師を志す者に対し、獣医師養成確

保修学資金を給し有能な産業動物獣医師の養成及
び確保を図り、宮城県産業動物の診療体制の整備
と畜産振興に資する。

Ⅲ．家畜価格安定対策事業
１．肉用子牛生産者補給金制度
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
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．家畜改良対策事業
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。

（総務課　半田好昭）

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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平成27年度みやぎ総合家畜市場の現状と今後の見通し
全農宮城県本部畜産部　みやぎ総合家畜市場

（畜産部市場流通課　上野新英）

月
性

８　月 ９　月 10　月 11　月
取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格

雌 508 537,413 480 546,669 509 558,315 529 576,122
去勢 599 623,169 606 635,575 615 635,521 693 648,965
計 1,107 583,816 1,086 596,279 1,124 600,559 1,222 617,431

月
性

12　月 １　月 ２　月 ３　月 合　計
取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格

雌 690 546,632 583 544,022 624 570,226 609 594,601 7,265 535,868
去勢 830 627,068 666 630,428 717 667,902 832 680,974 8,532 627,151
計 1,520 590,554 1,249 590,096 1,341 622,451 1,441 644,471 15,797 585,170

月
性

４　月 ５　月 ６　月 ７　月
取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格 取引頭数 平均価格

雌 655 513,442 714 469,587 700 491,614 664 513,151
去勢 712 628,751 798 567,466 789 590,150 675 592,467
計 1,367 573,501 1,512 521,245 1,489 543,827 1,339 553,135

平成26年度みやぎ総合家畜市場の取引実績は、子牛市場において取引頭数15,797頭（前年比92.0％）・取引価格につ
いては、税込み585,170円（前年比112％）、成畜市場においては取引頭数7,803頭（前年比99.3％）・取引価格については、
税込み195,370円（前年比113.0％）の実績となりました。
和牛子牛の取引情勢は、全国的に飼養者の高齢化並びに担い手不足等の問題により生産頭数が減少しており、品薄
傾向が続き高値で推移しました。
特に多くの購買者から高く評価されたのは、斉一性を重視した地域の牛であり、地域で取組む「血統」「能力」「体形」

「飼養環境」の整備が生産集団の急務となっています。また、発育良好で質量兼備の種雄牛産子評価が高く、県種雄牛
産子が約５割りを占めた特徴ある市場として、県内外より多数の購買者にご来場いただいたのも高値の要因となりま
した。
成畜市場においては、放射能問題による牛の移動制限（生後１年以上）は未だに解除されていないため、県行政の
ご指導とご協力をいただき放射能測定検査を月２回に増やし、上場頭数の確保に取組みましたが、生産頭数の減少に
より前年を越えるには至りませんでした。
平成27年度は、第11回全国和牛能力共進会宮城大会出品対象牛（種牛若雌の部及び肥育の部）が生まれる年であり、
それに伴い全国和牛関係者から宮城県の和牛が更に注目されることとなります。
本会は、産地として生産基盤の拡充を最優先課題とし、宮城全共対策と併せて事業展開してまいります。
家畜市場においては、前年度同様上場頭数の安定確保を目指し、血統４代祖並びにワクチン接種月日の表示など安
心して購買いただけるよう上場牛の情報を増やす取組みを進めてまいりますので、皆様のご指導ご協力を賜りますよ
うお願い申しあげます。
平成26年度子牛市場月別実績表･ （税込み）

第65回東北畜産学会宮城大会公開シンポジウム開催のお知らせ
宮城県畜産試験場

第65回東北畜産学会宮城県大会実行委員会（委員長：宮城大学食産業学部石田光晴教授）運営の第65回東北畜産学
会宮城県大会の一環として公開シンポジウムを下記により開催しますので、多数参加頂きますよう御案内申し上げます。
なお、公開シンポジウムのみの参加は無料です。
（1）テーマ：「美味しい牛肉・豚肉の生産〜飼料用米給与による可能性」
（2）会　場：東北大学大学院農学研究科　メイン会場：第一講義室
（3）日　程：平成27年８月27日（木）
　　　10：00･ 開　会　式
　　　10：20〜10：50･ ･基調講演･

農業・食品産業技術研究機構 畜産草地研究所 畜産物研究領域長　　渡邊　彰 氏
･ 「食肉の美味しさとは何か」
　　　10：50〜12：00･ パネルディスカッション
･ 山形県農業総合研究センター畜産試験場 家畜改良部 専門研究員　　小松智彦 氏
･ 「膨潤飼料米給与による黒毛和種牛肉の食味向上技術」
･ 宮城県農林水産部畜産課　技術主査　　齊藤陽介 氏　「飼料用米給与牛の官能評価」
･ ㈲一関ミート　　　　　　代表取締役　石川聖浩 氏　「飼料用米給与豚肉の販売戦略」
･ ㈱栄和　　　　　　　　　代表取締役　公平　弘 氏　「飼料用米給与牛肉の販売戦略」
　　　12：00〜12：30･ 総合討論　　座長　宮城県畜産試験場　　場長　鹿野裕志 氏
（4）問合わせ先：宮城県畜産試験場　　TEL：0229−72−3101　FAX：0229−72−2326　高田・佐々木
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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 水

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
・8/1（月）第38回すずらん賞　・8/2（日）第37回せきれい賞　・8/9（日）第29回ひまわり賞（オークス）　・8/12（水）第19回クラスターカップ賞（JpnⅢ）　・8/15（土）第16回若鮎賞
・8/16（日）第38回桂樹杯　・8/31（月）第41回ビューチフル・ドリーマーカップ　・9/6（日）第33回ビギナーズカップ　・9/12（土）第3回ヴィーナススプリント　
・9/13（日）第23回青藍賞　・9/19（土）第3回イーハトーブマイル　・9/20（日）第17回ジュニアグランプリ　・9/27（日）第17回岩手県知事杯OROカップ　

水　沢水　沢 盛　岡 盛　岡

盛岡 盛　岡盛　岡 盛岡 水　沢 水　沢

･ （畜産係　主事　佐々木祐介）

畜産基盤再編総合整備事業による加美町営放牧場の再編

加美町　農林課

加美町は県の北西部に位置し、西は奥羽山脈を隔て山形県尾花沢市に、北から東にかけては地域の中心都
市大崎市、南は加美郡色麻町に接している。総面積は460.82㎢と県内でも有数の面積を有し、そのほとんど
が山岳・丘陵地帯を占めている。さらに、そこから流れ出る鳴瀬川などの一級河川の流域には田園地帯が広
がり、四季折々の自然の変化が満喫できる。
県の穀倉地帯である大崎耕土の一翼を担う加美町の基幹農業は、米作を主体とした農業であるとともに、
古くから馬産地として生産を行ってきた土壌を活かした畜産経営が盛んであり、水稲と畜産の複合経営地帯
として発展してきた町である。とりわけ、畜産については、米作に次ぐ生産額を誇り、恵まれた地理的・自
然的条件を活かしながら、和牛繁殖・肥育を主とした肉用牛経営と酪農経営の着実な増頭規模拡大が図られ
てきた。
町には以前より、乳用育成牛を預託する町営放牧場があり、夏山冬里方式による放牧で、畜産経営労働力
と生産コストの軽減を図ってきた。
しかしながら、畜産経営における担い手不足・高齢化は確実に進展してきており、労働力不足による廃業
の増加、飼料価格の高騰等による経費の増大により経営状況は厳しい状況となっている。
このため、町や農協などの関係機関が一丸となり、畜産経営に掛かるコストおよび労働力の軽減を図り、
増頭と規模拡大を持続的に実現していくため、平成23年度より「農山漁村地域整備交付金草地畜産基盤整備
事業」による町営放牧場の再編整備に取り組み、およそ60haの草地造成整備、乳用育成牛舎および肉用牛舎
の再編整備を実施している。
乳用育成牛舎は平成25年度に完成し、平成26年６月から運用を開始。本年７月には肉用牛舎が完成し、乳
用育成牛50頭、肉用牛150頭の通年預託の牛舎が整備された。今後、経営規模拡大に向け、飼養農家が畜舎を
増築することなく、飼料代や管理労働費などのコストを低減し、労働力の軽減を図り、行政的支援（セーフ
ティーネット）による畜産経営の安定の一助となればと考える。
また、本放牧場については、現在「加美町土づくりセンター（家畜排せつ物処理施設）」を管理委託してい
る、一般社団法人加美町畜産公社と平成27年度より指定管理協定を締結し、管理運営を行うこととなっており、
家畜排せつ物の適正処理、耕種農家への良質な堆肥供給を確立し、耕畜連携による環境保全型・資源循環型
農業の促進が期待できる。
このように、本放牧場は、コスト低減・労働力の軽減、飼養者の急な事故・病気等による労働力不足に陥
り廃業を余儀なくされる状況を防ぐため、一時的な預託など小規模農家の存続、循環型農業・地域畜産経営
の安定合理化に資する畜産拠点としての役割を担うとともに、次世代につながる取組として、将来的には肉
用牛農家や酪農家等の時代のニーズに応じた機能の拡充、新規和牛・酪農経営希望者や後継者の研修、小中
学校の農業体験学習等での活用も視野に検討し、畜産生産物の６次産業化や加美町産牛ブランド推進等、町
の農業拠点施設として発展していくことを期待する。
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第50回 
宮城県ブラックアンドホワイトショウ受賞結果

宮城県ホルスタイン改良同志会
平成27年６月27日（土）みやぎ総合家畜市場にお
いて開催し、ストレートマンキャトルケアサービス
高橋直人氏により81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 212 エイトロール･ビー･アルマーニ･ワツシヨイ 大崎市古川 八巻　　誠
経産 904 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
【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 401 エイトロール･ゴールドチツプ･ピアレス 大崎市古川 八巻　　誠
経産 708 エイトロール･GW･アツトウツド･オーロラ 大崎市古川 八巻　　誠
【シニアチャンピオン】
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏名
経産 904 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
【リザーブシニアチャンピオン】
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏名
経産 1004 サウスフアーム･ウエルキン･ロイ･チヤンス 丸森町 長谷部裕行
【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
経産 708 エイトロール･GW･アツトウツド･オーロラ 大崎市古川 八巻　誠
【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
経産 807 KH･アイオーン･ローズ 丸森町 半沢　健一

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28年度入学生の入学試験を
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
◇推薦入学試験
応 募 資 格･ 学校長推薦
募 集 期 間･ ･平成27年９月４日（金）･

〜平成27年９月17日（木）（当日消印有効）
試 験 日 時･ 平成27年10月１日（木）午前８時45分〜
合格発表日･ 平成27年10月９日（金）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）
◇一般入学試験（前期）
募 集 期 間･ ･平成27年11月13日（金）･

〜平成27年11月26日（木）
試 験 日 時･ 平成27年12月10日（木）午前８時45分〜
合格発表日･ 平成27年12月18日（金）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。

◇その他
条件に応じて、公益社団法人みやぎ農業振興公

社や（独）日本学生支援機構の奨学金を受けること
ができます。なお、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。

※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。

農林水産祭参加平成27年度宮城県総合畜産共進会
を下記日程により開催いたすこととなりましたの
で、多数ご来場下さいますようご案内申し上げます。
１　開催日時
１）肉豚の部
会　期･ 平成27年９月２日（水）〜９月４日（金）
場　所･ 宮城県食肉流通公社（登米市）
･ 枝･肉展示及び褒賞授与･

……９月４日　午前･10：30〜
２）肉用牛の部
会　期･ ･平成27年９月11日（金）･

〜平成27年９月12日（土）
場　所･ み･やぎ総合家畜市場（美里町）･

……一般参観（12日） 午前･9：30〜
３）乳用牛の部
会　期･ 平成27年９月12日（土）
場　所･ み･やぎ総合家畜市場（美里町）･

……一般参観（12日）　午前･9：30〜
　　　　　（総合開会式・閉会式は９月12日となります）

２　付帯行事
県内産牛肉・豚肉・鶏卵、地場産品展示即売など
･ （経営支援課　柴田夏季）

平成28年度
宮城県農業大学校入学生を募集

平成27年度
宮城県総合畜産共進会開催のお知らせ

一般社団法人　宮城県畜産協会

（一般社団法人宮城県畜産協会家畜改良課　庄司清文）
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（防疫班　佐沢公子）

農場での消毒方法を再確認しましょう
仙台家畜保健衛生所

本格的な夏がやって来ました。夏の暑さは家畜にストレスを与え、繁殖や免疫機能にも影響を及ぼします。また、
気温が上昇すると環境中の様々な病原体が増殖しやすく、家畜が感染症にかかるリスクが高くなります。そこで、今
回は家畜の健康を維持する上で重要な「消毒」について紹介したいと思います。
消毒方法には大きく以下の２つがあります。
①物理的消毒：熱、光線（紫外線）、放射線などによる方法
　　スチームクリーナーによる畜舎消毒、手術器具等の煮沸消毒等があげられます。コクシジウム等の原虫オーシ
ストは有効な消毒薬が限られているため、熱による消毒も有効な手段となります。
②化学的消毒：消毒薬による方法
　　畜産現場で使用されている主な消毒薬には逆性石けん、塩素系消毒薬、両性石けん、ヨウ素系消毒薬、アルコー
ル類などがあります。消毒薬はそれぞれ効果を示す病原体の種類が決まっています（下表参照）。
薬剤を用いた消毒の場合、その効果は粘液、糞便などで覆われていると弱くなります。したがって、事前に水洗等
により有機物を除去しておく必要があります。また、殺菌力は一般的に温度の上昇に伴って高まり、低温で弱まりま
すが、塩素系やヨウ素系消毒薬は温度の上昇によって蒸散するため殺菌効果が低下することがあります。通常の畜舎
消毒のためには逆性石けんを使用すれば十分ですが、疾病発生時には病原微生物を想定して消毒薬を選択し使用する
必要があります。車両や畜舎の出入り口には安価で入手しやすい消石灰の散布も有効です。また、酸性（塩素、ヨウ素）
とアルカリ性（消石灰等）の消毒薬を混ぜて使用しない等の注意も必要です。
夏場にはサルモネラ症、大腸菌症等の細菌性疾病、コクシジウム病などが発生しやすくなります。疾病の発生予防
のため、農場での衛生管理の一環である「消毒」について今一度、確認してみてはどうでしょうか。
各種消毒薬の各種微生物に対する消毒効果

液性 消毒薬 商品名※
細菌 抗酸菌 ウイルス 　芽胞菌

カビ コクシジウム（大腸菌、サルモ
ネラ等） （ヨーネ菌等） （インフルエンザ等） （口蹄疫等） （炭疽、クロストリ

ジウム等）

酸性

塩素剤
ビルコンＳ
クレンテ
スミクロール

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

ヨウ素剤
クリンナップＡ
ファインホール
バイオシッド30
ポリアップ16

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

アルカリ性

アルデヒド系 グルタクリーン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ─

水酸化ナトリウム添加 クリアキル-100
（水酸化ナトリウム0.1％添加） ○ ○ ○ ○ ─ ─ ─

石灰 消石灰 ○ ○ ○ ○ ─ ○ ─

逆性石鹸
パコマ
オスバン
アストップ

○ × ○ × × △ ×

中性
アルコール 消毒用エタノール ○ × ○ × × ○ ×

オルソ剤 タナベゾール
トライキル ○ ○ ○ × × ○ ○

※商品名は代表的なものを記載･ 【消毒効果】　○：効果あり　△：効果不確実　×：効果なし、─：不明

〈衛生便り〉

私の家は酪農家で、父、母、兄でおよそ経産牛40頭規模での経営をしております。この農業
大学校に入学する前は、会社員として高校を卒業後の５年間勤めていました。家業の酪農に参
入するため退社した後、一年間ほど家で働いてみましたが、酪農に関しての知識が不足してい
ることを実感し、新たに学び直そうと農業大学校に入学しました。
当初は、家で仕事をしながら学校にも通えるか不安でしたが、家族の協力により学校生活を
送っています。今年で二年目になり、家からも遠い岩出山の寮に入るので家族には大変な思い
をさせていますが、その分も私が就農した際は、勉強した知識を生かし、恩返しをしたいと思っ
ています。
入学して最初の年は、主に農業全般の授業や実習などにより基礎的な知識を学びました。初

めて学ぶ農業の授業はとても面白く、興味深いものでした。また、先進農業体験という農家研修では、一か月ほどの
泊まり込みで研修をさせていただきました。この研修では農家によって様々な経営方法があるのだと身を持って体験
しました。
あっという間に二年目になり、今年からは本格的に畜産に関する専門的な授業が始まりました。専門的な授業は、
改めて畜産業の奥深さ、面白さ、そして大変さを感じています。授業で学んだ内容は、すぐに家族と相談し、家の酪
農経営に取り入れ、少しでも経営が良くなるように試行錯誤する日々をおくっています。また、卒論の研究課題では、
電気柵による飼料作物の害獣対策に取り組んでおり、以前はクマ等による食害によって断念していたデントコーンの
栽培にも挑戦しています。飼料価格が高騰する中、自給飼料の増産にも取り組み、経営成績の向上を図っていきたい
と考えております。
今年からは就農するにあたって必要になる家畜人工授精師や削蹄師などの資格の取得を目指し、より勉強に励んでいきま

す。卒業後は、現在、経営を継いでいる兄とともに兄弟で酪農を営み、地域の方々とも協力しつつ畜産業を盛り立てていき
たいと考えておりますので、関係の皆様のご指導とご協力をよろしくお願いいたします。

〈農業大学校生の抱負〉 就農に向けて 宮城県農業大学校　畜産学部
乳牛専攻　２学年　新国　直樹
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〈畜試便り〉

宮城県における優良種豚供給体制の確立

宮城県畜産試験場

本県では平成13年度に系統豚「しもふりレッド」

（Ｄ種）、平成20年度に系統豚「ミヤギノＬ２」（Ｌ

種）を造成し、これらを県内養豚農家に配布し利用

してもらうために、維持増殖を続けています。両系

統豚の血縁係数及び近交係数の変化は図１・２に示

すとおりです。

交配の組み合わせをしっかり吟味するとともに、

凍結精液を活用するなどして近交係数の上昇をでき

るだけ押さえ、系統豚の寿命を少しでも長持ちさせ

る努力をしています。表１・２では、両系統豚の配

布状況を示しています。

ここ数年の配布頭数は両系統合わせてほぼ100頭

を超えており、平成26年度には「しもふりレッド」

は、育成雄27頭、育成雌51頭、「ミヤギノＬ２」は

育成雌51頭が県内の養豚農家に配布され活用されて

います。さらに、当場では「しもふりレッド」の精

液を県内に広く販売していますが、表３に示すとお

り、最近は年々本数が増加し、昨年度はついに過去

最高の7,000本の大台を超えました。特に、暑さのた

め雄の造精機能が低下することから、農家の需要が

増大する夏場に、一時的に当場での雄の飼養頭数を

増加させるなどの工夫をしていることが功を奏して

いると思われます。今後とも我々は、できる限りの

努力をして、県内の養豚農家に優良な種豚を供給し、

本県の養豚振興に貢献し続けたいと考えています。

（種豚家きん部　吉野淳良）

表１　「しもふりレッド」の配布状況

年度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

雄（頭） 31 38 49 24 29 27

雌（頭） 58 68 107 42 34 51

計 89 106 156 66 63 78

表２　「ミヤギノＬ２」の配布状況

年度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

雌（頭） 52 79 51 45 32 51

表３　精液の譲渡状況

年度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26

デュロック種 5,235 5,588 5,786 6,201 6,488 7,149
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図１　「しもふりレッド」の血縁係数と近交係数の変化

図２　「ミヤギノＬ２」の血縁係数と近交係数の変化
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〈New face〉
宮城県東部家畜保健衛生所

防疫班

松尾　賢吾

初めまして。平成27年４
月より東部家畜保健衛生所
防疫班に配属されました松

尾賢吾と申します。出身は宮城県仙台市で、出身大
学は帯広畜産大学です。大学在学中に畜産について
興味を持ち始めたことから、卒業後は畜産に関わる
仕事を希望し、関東の動物用医薬品メーカーの牛製
剤部門で４年ほど勤務しておりました。しかし、地

元の宮城で働きたいという思いや、薬を介してでは
なく直接畜産の世界に関わりたいという思いが強
まったことから、４月から宮城県東部家畜保健衛生
所に奉職しました。
私の所属する東部家畜保健衛生所防疫班は、県北
東部の畜産農家における家畜伝染病の予防及び対策
を中心に業務を行っています。現場では、畜産農家
に出向き、生産者の方々と共に疾病予防対策を考え、
農家の生産性向上の一助となるように日々努めてい
ます。
まだまだ自分の未熟さ・勉強不足を痛感する毎日
ですが、上司や先輩所員の指導・アドバイスを受け
ながら業務に励んでおります。早く一人前となり畜
産農家の方々のお役に立てるよう精進していまいり
ますので、今後ともよろしくお願いいたします。

〈New face〉
全国農業協同組合連合会宮城県本部

畜産部生産販売課

小野　太遵

はじめまして。今年度から
全農みやぎ畜産部生産販売
課に配属となりました、小野
太遵と申します。出身は宮城
県東松島市（旧矢本町）で、

今春、宮城大学食産業学部を卒業しました。大学では
農業について学ぶだけでなく、商品開発を行い大学ブ
ランドとして発売するなど、流通、販売を含め、食に
関して幅広く実践的に学んで参りました。また、大学３
年の春に、農畜産物ＰＲのためには直接販売が重要で

あるという考えから、「みやぎ食の応援団」というサー
クルを立ち上げました。サークル活動の一環として県
内農畜産物のＰＲイベントなどに関わる中で、生産者の
取組みや農畜産物の美味しさを伝える役割に魅力を感
じたのが全農みやぎを志望するきっかけとなりました。
大学では授業などで牛や豚に触れる機会は何度かあ

りましたが、専攻は植物生理学であったため、畜産に
関して学ぶ機会はあまり多くありませんでした。そのた
め、今は先輩方の指導のもと、ひたすら勉強の毎日です。
しかしその中でも、少しずつイベント等に関わらせてい
ただき、宮城の畜産振興に貢献できる喜びを感じてお
ります。
まだまだ至らない点もございますが、一つ一つ学び
ながら頑張って参りたいと思いますので、皆様どうか
ご指導の程、よろしくお願い致します。

〈New face〉
宮城県農業共済組合

県北家畜診療センター

篠崎　春美

はじめまして。平成27年
４月よりNOSAI宮城の県
北家畜診療センターに配属

されました、篠﨑春美と申します。出身地は東京都
杉並区、出身大学は北里大学で、大学生活の５年間
は青森県で過ごしました。
大学入学までは、牛とはほとんど縁がなく、ふれ
あい牧場で何度か触れ合ったことがあるくらいでし

た。そんな私が産業動物獣医師を目指すきっかけと
なったのが、大学５年の夏休みに参加したNOSAI
宮城の臨床実習でした。往診随行の際に、分娩介助
に立ち会わせていただき、緊迫した空気の中、一人
で命と向き合う獣医師の姿と、牛を我が子のように
心配する農家の姿がとても印象的でした。この時か
ら、このような農家の思いに寄り添い、農家に貢献
できる獣医師になりたいと強く思うようになりまし
た。
６月まで大衡の家畜診療研修所で、先生方や農家
の方々の温かいご指導のおかげで、充実した研修生
活を送ることができました。
産業動物獣医師として、少しでも農家に貢献でき
るように、成長していきたいと思っていますので、
皆様ご指導宜しくお願いいたします。
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〈全共便り〉 第11回全国和牛能力共進会宮城大会に向けて
第11回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会

第11回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会平成27年度通常総会を開催しました

マスコットキャラクターの名称決定

平成27年７月13日（月）に通常総会を開催しました。
総会では、平成26年度の実績報告及び収支決算、平成27年度の事業計画及び収支予算等が協議され、全議
案が承認されました。今年度は会場全体の実施設計や交通輸送計画、催事計画の検討などが計画されており、
９月には２年後に迫った宮城大会に向け、決起大会を行う予定です。
総会後には研修会が開催され、公益社団法人全国和牛登録協会の向井文雄会長理事から「和牛改良に果た
す全共の役割」と題し講演をいただきました。

大会のシンボルとなるマスコットキャラクターの名称
を募集したところ、1,442作品の応募がありました。宮
城県実行委員会の選考を経て、右のとおり名称（最優秀
賞）を決定しました。
このマスコットキャラクターは、所定の手続きを経て
商標登録を行う予定としております。また、より多くの
皆様に「牛

うし

政
ま さ

宗
む ね

」の存在や大会について知っていただき、
活用いただけるよう、使用基準を定めましたので、ホー
ムページ等をご確認の上、ご活用ください。
今後、大会をＰＲするため各地域のイベントへも参加
予定ですので、「牛

うし

政
ま さ

宗
む ね

」くんを見かけましたら、ぜひお声がけ・応援をお願いします。
名称募集にたくさんのご応募をいただきありがとうございました。

※現在は二次元でのお披露目ですが、９月の県共進会では二次元を抜け出し、皆様にお会いできることを楽しみにし
ている「牛

うし

政
まさ

宗
むね

」くんです。
（第11回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会事務局　千田　春香）

最優秀賞（採用作品）

「 牛
う し

 政
ま さ

 宗
む ね

 」
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