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平成27年度 宮城県総合畜産共進会
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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27年度宮城県総合畜産共進会盛会裡に終了
一般社団法人宮城県畜産協会

本会主催による農林水産祭参加平成27年度宮城県総合畜産共進会は、去る９月２日〜４日宮城県食肉流通公
社（登米市）及び９月11日〜12日みやぎ総合家畜市場（美里町）において開催いたしました。前日の豪雨で肉用
牛の部の開催が危ぶまれましたが、開催当日は、天候にも恵まれ、お蔭様をもちまして盛会裡に無事終了するこ
とができました。開催に際しましては、格別なるご配意、ご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございました。
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ます。今年

度の出品頭数は、肉豚の部が、県内５農協より同腹２頭を１セットとして出品され、第１区は30セット60頭、第
２区は、16セット32頭、合計46セット92頭の出品でした。肉用牛の部は単品が51頭、群出品16組56頭の計107頭、
乳用牛の部は、53頭の出品があり、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。
また、全共マスコットキャラクター牛政宗くんも応援に駆け付けてくれました。
なお、各部の審査報告及び名誉賞等の受賞者は以下のとおりです。

【肉豚の部】
・審査報告
外観においては均称、肉付きともに良好で、特に両区ともモモの充実した枝肉が多く見られました。肉質
においては、１区、２区ともに肉色と脂肪質の良いものが多く見られました。惜しい点としては、上位等級
に届かなかった枝肉に、重量オーバーと脂肪付着過少、過多での格落ちがやや多く見られたことです。今後
の改善を望みたいところであります。
生産者の皆様には、大変な仕事でございますが、これからも日常管
理に十分留意され、適正重量での出荷を心掛け、より一層の優良品質で、
安心安全なおいしい豚肉生産にご研鑽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（ミヤギノクロス三元交雑種）
･ 加美町　渡邊　耕並
・農林水産省生産局長賞
･ 第２区（第１区以外の肉豚）
･ 栗原市　千葉　房義
・東北農政局長賞
･ 第１区（ミヤギノクロス三元交雑種）
･ 登米市（有）ピッグ夢ファーム
・団体賞･ 栗原地区

開会式風景 開会式に登場した牛政宗くん

農林水産大臣賞　渡辺　耕並さん
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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
・10/10（土）第15回ハーベストカップ　・10/12（月）第28回マイルチャンピオンシップ南部杯　・10/19（月）第35回若駒賞　・10/24（土）第5回OROターフスプリント
・10/25（日）第47回不来方賞　・11/1（日）第6回知床賞（北海道交流）　・11/8（日）第5回絆カップ　・11/15（日）第43回南部駒賞
・11/21（土）第27回栗駒賞　・11/23（月）第28回ダービーグランプリ　・11/30（月）第32回プリンセスカップ

盛　岡盛岡

盛　岡盛　岡 盛岡盛　岡 盛　岡

水　沢 水　沢 水　沢

【肉用牛の部】
・審査報告
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まで２年を切っており、全体的な底上げと、
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、斉一性の向上が見られ、体積、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、肢蹄の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２区（若雌の２）
･ 栗原市　佐藤　聖
・農林水産省生産局長賞
･ 第４区（繁殖雌牛群）
･ 栗原市　栗原和牛育種組合
・東北農政局長賞
･ 第６区（父系群）
･ みどりの和牛育種組合

・団体賞･ 栗原地区

【乳用牛の部】
・審査報告
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非常に改良の跡が伺えます。しかし、肢蹄について弱いものが散見された
ことが惜しいところでした。今後は、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）
･ 大崎市　八巻　誠
・農林水産省生産局長賞
･ 第３区（12カ月以上16ケ月未満）
･ 加美町　宮城県加美農業高等学校
・東北農政局長賞
･ 第２区（12ヵ月未満）
･ 加美町　宮城県加美農業高等学校

・団体賞･ 大崎地区

農林水産大臣賞　佐藤　聖さん

農林水産大臣賞　八巻　誠さん
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鳥インフルエンザの発生を
防ぎましょう！
宮城県農林水産部　畜産課

野鳥が飛来するシーズンが近づいております。
近年、アジア諸国や欧米を含め、世界的に高病原
性鳥インフルエンザの発生が確認されており、野鳥
やねずみ等の関与が疑われています。家きん（鶏、
あひる、七面鳥、うずら等）を飼われている方は次
のことに注意してください。

（１）�衛生管理区域や鶏舎への病原体の持ち込みを
防止しましょう

・農場を衛生管理区画とそれ以外の区画に分けて、
その出入口付近に消毒設備（消毒噴霧器等）を設
置し、車両の出入りの際に消毒をしましょう。
・衛生管理区域や家きん舎の出入口付近に踏込消毒
槽や手指消毒用の消毒器を設置し、立ち入る者に
は、出入りの際に手指や靴の消毒を行わせましょう。
・衛生管理区域専用の衣服や靴を設置するとともに
家きん舎ごとの専用の靴を設置し、出入りする者
には確実に使用させましょう。

（２）野生動物による病原体の侵入を防ぎましょう
・家きん舎の給餌・給水設備や飼料の保管場所にね
ずみ、野鳥等の野生動物のふん尿が混入しないよ
うにしましょう。
・野生動物の侵入防止のため、防鳥ネット等を設置
しましょう。定期的に破損状況を確認し、破損箇
所は、ただちに補修しましょう。
・家きん舎の屋根や壁に破損がある場合は、すぐに
修繕しましょう。
・ねずみ、はえ等の害虫を駆除しましょう。

（３）家きんの健康観察を行いましょう
・毎日、家きんの健康観察を行いましょう。
・他の農場から家きんを導入する場合は、異状がな
いことを確認するまで、他の家きんと接触させな
いようにしましょう。
・家きんを出荷・移動する場合には、直前に健康状
態を確認しましょう。

なお、家きんに異常が見られる場合は、すぐに獣医
師または最寄りの家畜保健衛生所にご相談下さい。
･ （衛生安全班　高森広典）

牛トレーサビリティ法の
届出義務違反事例について

宮城県農林水産部　畜産課

農林水産省九州農政局による立ち入り検査の結
果、熊本県の酪農業者が、子牛の発育を良く見せる
ため、平成15年７月から26年７月までに生まれた
596頭の子牛の出生日を実際より１〜39日遅い日付
で届け出ていることが判明し、平成27年７月31日、
牛トレーサビリティ法の届出義務違反で催告が行わ
れました。
昨年11月にも同様の事例が発生しており、このよう

な届出義務違反は、牛トレーサビリティ制度に対する
消費者や関係者の信頼を揺るがすものであり、あって
はならない行為です。出生年月日や品種などを偽って
届出した場合は、行政処分や罰則の対象となり、補
助事業に参加できなくなる可能性があります。

･ （衛生安全班　高森広典）

出生・転入・転出・死亡の届出は
遅滞なく適切に行いましょう

牛トレーサビリティ制度

あなたの牛は、大丈夫？

もう一度、確認しましょう！
- 耳標は両耳に装着していますか？
- 出生・転入・転出・死亡の届出は、
きちんとしていますか？

乳牛の

能力検定

（牛群検定）

牛の診療

（農業共済）

牛の個体
登録

（育種改良）

出生年月日や品種などを
偽って届出した場合、行政
処分や罰則の対象になった
り、補助事業に参加できなく
なることがあります。

牛トレーサビリティ制度は、
色々な場面で活用されています。

各種補助
事業への
活用

牛肉の
表示

各種データ
の

横断的利用
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第14回全日本ホルスタイン共進会　北海道大会宮城県出品牛決定
宮城県ホルスタイン協会

平成27年９月12日みやぎ総合家畜市場において、第14回全日本ホルスタイン共進会宮城県出品牛の最終選
考会を開催し、未経産９頭、経産牛16頭の出品候補牛より宮城県代表牛８頭を決定しましたので、ご報告さ
せて頂きます。本来であれば、５年前に第13回が開催される予定でしたが、口蹄疫の発生や東日本大震災に
より中止となり、第12回の栃木大会から10年ぶりの全日本ホルスタイン共進会となります。
なお、今回の北海道大会より後継者育成のために高校特別枠が新設され、代表牛８頭のうち高校特別枠と
して１頭が選出されました。高校特別枠で出品される牛については、北海道大会では、一般枠の牛と併せて
審査を受けることになります。
また、今回出品する８頭は、過去最多の出品頭数となります。この頭数は、震災復興を頑張っている生産
者によりできるものであり、また、各関係団体のご協力によりできるものと思っております。
北海道大会は、10月23日〜26日までの４日間、北海道勇払郡安平町早来新栄　北海道ホルスタイン共進会
場において開催されますので、ご来場いただき、宮城県代表牛へのご声援方よろしくお願いいたしますとと
もに選考にあたりまして関係各位のご指導、ご協力に対し感謝を申し上げます。

宮城県代表牛名簿
①未経産牛の部

②経産牛の部

№ 出品
区分 名　号 個体識別

番　　号 生年月日 所有者
住　所 氏　名

１ １ カミノウ　アイオーン
プリン 13544−2782−6 H26.8.26 色麻町 宮城県加美農業

高等学校

２ １ スペシヤル　アイオーン
フロスト 14348−4353−9 H26.8.24 栗原市志波姫 伊藤　紀彦

３ ５ ビーチフイールド
デイストライ　バーバラ 14099−7408−4 H25.12.30 大崎市古川 濱田　賢志

№ 出品
区分 名　号 個体識別

番　　号 生年月日 所有者
住　所 氏　名

１ ６ ウツデイランド　スパーク
リング　エルトン　ＥＴ 13835−5213−1 H25.1.26 角田市 ㈲渡辺ファーム

２ ７ ビツクイン　アールチエ　
アフターデンプシー 13411−3054−8 H25.7.3 丸森町 荒　修

３ 10 インデイシブル　バーク　
フイーバー 13805−6973−6 H24.5.10 加美町 高橋　真

４ 11 ミヤノウ　ゴールドロイ　
レジエンド 13376−5290−0 H24.2.12 名取市 宮城県農業高等学校

５ 12 ブラメリア　ブラツクス　
サツシ 08555−1229−1 H23.5.24 丸森町 ㈲半澤牧場

（事務局　庄司清文）
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仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始40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において、７月８日（水）に仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始40周年記
念事業協賛会主催の枝肉共進会が、肉牛250頭・肉豚400頭上場で開催され盛会裡に終了いたしました。関係
者各位に改めて御礼申し上げます。
厳正な審査により入賞された方々を紹介いたします。
なお、所属団体、出品者名、枝肉重量、せり単価の順で記載いたします。

褒　賞 所属団体 出品者名 枝肉重量 せり単価
名誉賞 宮城家畜商出荷組合 川村　大樹 607.5 6,972

最優秀賞

ＪＡ栗っこ（金成） 山家　賢蔵 549.0 3,503
仙台市場出荷組合 根元　仁一 596.5 2,626
仙台市場出荷組合 高橋　三江 596.0 2,631
ＪＡ古川 小高　和彦 577.5 2,700
宮城家畜商出荷組合 川村　和弘 639.0 3,001

優秀賞

宮城家畜商出荷組合 高橋　　浩 542.0 2,700
宮城家畜商出荷組合 菅原千代志 604.5 2,452
ＪＡ古川 高橋　俊悟 610.0 2,383
ＪＡいしのまき（河南） 川村　大樹 639.5 2,554
ＪＡいしのまき（河南） 佐藤　太一 663.0 2,352
宮城家畜商出荷組合 佐藤　　健 532.0 2,501
宮城家畜商出荷組合 川村　拓也 626.0 2,624
ＪＡみやぎ登米（とよま） 千葉　正憲 586.0 2,800
ＪＡみどりの（小牛田） 佐々木栄吉 594.5 2,600

褒　賞 所属団体 出品者名 枝肉重量 せり単価
名誉賞 宮城家畜商出荷組合 今野　誠喜 470.0 6,005

最優秀賞 ＪＡ全農ミートフーズ（株）（ＪＡ八戸） 山本　正人 419.0 3,503
ＪＡみやぎ登米（なかだ） 渡辺　　亨 476.5 2,535

優秀賞

いわい肉牛出荷組合 千葉　忠平 430.0 2,456
宮城家畜商出荷組合 伊藤　陽一 591.0 2,460
宮城家畜商出荷組合 （株）日高見牧場 491.5 2,612
宮城家畜商出荷組合 佐藤　伸也 508.0 2,554

褒　賞 所属団体 出品者名 枝肉重量 せり単価
名誉賞 宮城家畜商出荷組合 佐藤　寿男 536.0 2,003
最優秀賞 仙台市場出荷組合 佐藤　高志 473.0 1,727
優秀賞 ＪＡみやぎ仙南（川崎） 真壁　照意 462.0 1,645

褒　賞 所属団体 出品者名 枝肉重量 せり単価
名誉賞 清水港飼料（株） （有）コマクサファーム 77.0 2,398

最優秀賞
協同飼料（株） 佐竹ファーム 77.0 956
昭和畜肉研究会 （有）ケイアイファウム玉山農場 76.0 1,020
昭和畜肉研究会 （有）ケイアイファウム玉山農場 77.5 958

優秀賞

ＪＡ栗っこ（一迫） 千葉　房義 76.5 860
日本農産工業（株） 阿部　哲男 77.0 854
一般 丸山（株）（農）蔵王ファーム本場 75.0 854
一般 （有）なわや 75.0 858
一般 （農法）高清水養豚組合 73.5 858
一般 （株）シムコ東日本（岩出山） 78.5 858

【第１部黒毛和種去勢の部】

【第２部黒毛和種牝の部】

【第３部交雑種（去勢・牝）の部】

【第４部肉豚の部】

（営業部　営業二課　清野芳和）
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農林水産祭参加　第55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55回仙台牛枝肉共進会を下記の
内容にて開催することとなりましたので、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27年11月１日（日）〜４日（水）
（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。

部 品　種 区　分 条　　　件
第１部 黒毛和種 去　勢 枝肉重量390㎏〜650㎏
第２部 黒毛和種 雌 枝肉重量320㎏〜550㎏

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頭 11月２日 11月４日
第２部 黒毛和種 雌 50頭 11月２日 11月４日
計 200頭

「飼料用米利用の拡大について」
宮城県農林水産部　畜産課

飼料用米については、平成27年３月、国が決定し
た「食料・農業・農村基本計画」において、増産の
努力目標が示されました。これを受けて宮城県内で
も、平成27年産の飼料用米作付けは、前年の1,954ha
から4,858haへと約2.5倍拡大しています。
生産された飼料用米の多くは、配合飼料メーカー
に販売されますが、一部は直接、畜産生産者のもと
に供給され利用されます。図はその一例ですが、田
尻地域サイボクグループにおいて、水稲生産組合と
連携した地域ぐるみの取り組みを行う計画です。こ
のような飼料用米の生産利用の連携には、「強い農

（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）･出品牛は血統明確で、これを証明する書類
（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　松浦浩司）

業づくり交付金」のほか「畜産収益力強化対策（畜
産クラスター）事業」で施設・機械等の整備が可能
です。
また、農林水産省の平成28年度概算要求では、飼
料用米を活用した豚肉、鶏卵等の畜産物などのブラ
ンド化に対する支援を新規に行うこととしていま
す。県においても、国の政策を推進するよう鋭意取
り組んで行くこととしておりますので、詳しくは地
方振興事務所農業振興部や畜産振興部にお問い合わ
せください。
･ （草地飼料班　嶋田俊治）
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牛乳・乳製品フェア2015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16回目を迎える“牛乳乳製品フェア2015〜「国産
100％」の日本のミルクを「みなさん」へ〜”は子ど
も達を中心にご家族みなさんで楽しんでいただける
と共に今まで知らなかった牛乳・乳製品の魅力を
知っていただけるイベントとなっております。
ステージイベントでは、牛乳・乳製品を使い、ご
家庭で簡単に作れる料理をご紹介するMILKキッチ
ン、家庭でも作れる手作りバター教室、元気いっぱ
いな子ども達のダンスパフォーマンス、18日（日）
には中高生に人気のお笑い芸人“どぶろっく”による
ステージライブが開催されます。
このほかにも、牛乳・乳製品を使ったスイーツ
が買えるスイーツカフェ、ポニーの乗馬体験、子
牛、ヤギ、羊等と触れ合える動物ふれあいコーナー、
本物の牛で行う乳搾り体験、骨密度測定コーナー、
MILKクイズラリー、ふわふわ遊具など、盛りだく
さんの内容となっております。
みなさん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27年10月17日（土）〜18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。
　　　　　（･公共交通機関または会場周辺の有料駐

車場をご利用下さい。）

･ （佐々木晶子）

肉用子牛生産者補給金制度に係る
負担金の改定について
一般社団法人　宮城県畜産協会

このことについて、肉用子牛価格安定基金業務規
程第23条に基づき、第６業務対象年間における肉用
子牛１頭当たりの負担金の額が下記のとおり改定さ
れました。

記

１．肉用子牛１頭当たりの負担金額

２．適用時期
平成27年７月１日に個体登録される肉用子牛
（平成27年１月２日生）から適用。

･ （価格安定課　亀井和也）

品種区分
旧単価
平成27年

１月１日生まで

新単価
平成27年

１月２日生以降
差　額

黒毛和種 550円／頭 300円／頭 ▲･ 250円
褐毛和種 2,975円／頭 1,150円／頭 ▲･ 1,825円
その他の肉専用種 6,100円／頭 3,100円／頭 ▲･ 3,000円
乳用種の品種 3,175円／頭 1,600円／頭 ▲･ 1,575円
肉専用種と乳用種
の交雑の品種 1,250円／頭 600円／頭 ▲･ 650円

「みやぎまるごとフェステイバル2015」
について
宮城県食肉消費対策協議会

県産品の消費拡大及び地場産業の振興を図ること
を目的に「みやぎまるごとフェステイバル2015」が、
下記の日程により開催されます。
宮城県食肉消費対策協議会では、勾当台公園を会
場に食肉に関する知識の普及啓蒙・消費拡大をＰＲ
するため、食肉に関するパネルの展示やアンケート
を実施いたします。
食肉に関するパネル閲覧のあとのアンケート回答
者には、県内産牛肉（仙台黒毛和牛）や豚肉（ミヤ
ギノポーク・しもふりレッド）の試食（600名×２
日）を行いますので、多数の方々のご来場をお待ち
しております。

記

１．開催日時：平成27年10月17日（土）
　　　　　　　　　　　　　18日（日）
　　　　　　　10：00〜16：00
２．場　　所：仙台市　勾当台公園

･ （事務局　島貫稔）
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〈畜試便り〉
膨潤発酵処理米を給与した黒毛和種肥育牛の肉の特徴

宮城県畜産試験場

研究の目的
飼料用米生産量の増加とともに牛への給与事例も増えつつあります。飼料米を給与することにより、牛肉
中の脂肪の質が向上するといった報告もありますが、十分に明らかになっていません。そこで、膨潤発酵処
理米（炊いたご飯を発酵させた飼料）を給与した牛肉について、一般消費者による官能評価を行いました。

研究成果
官能評価は一般消費者150名から回答を得ました。評価方法は、脂肪に関する14用語を含む24用語について、
強く感じる用語を選択し、その用語を膨潤発酵処理米の給与牛肉と給与していない通常牛肉のどちらか一方
を選択する方法で行いました。その結果、膨潤発酵処理米の給与牛肉で回答者が有意に強く感じた用語は、
「口どけが良い」、「甘い」、「脂っこい」でした。このことから、黒毛和種肥育牛へ出荷前６ヵ月間に１日当た
り１㎏給与した牛肉は、前述した３つの用語で特徴づけられました。

利活用の留意点等
膨潤発酵処理米は、消化性に優れ嗜好性も良いことから、宮城県内においても利用が増えることが期待さ
れます。今回の報告は、膨潤発酵処理米「ふっくらライス」（株式会社野川ファーム）を給与した一つの官能
評価の結果で、これ以外の飼料米を給与した効果はわかりません。また、肉のおいしさ評価には、官能評価
のほかに理化学的分析評価や文化的要素など多様なものが影響していますので、総合的な評価が必要となり
ます。
なお、本研究は農林水産省委託プロジェクト研究「低コスト・省力化、軽労化技術等の開発」国産飼料分
科会３系（課題番号32006）の助成で行われています。

･ （酪農肉牛部　肉牛チーム　石黒裕敏）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ぎとっ

乳状の **
油っぽい

食べて鼻に抜ける香りが甘い

クリーミー

あっさり

濃厚な

さっぱり

油っこい

脂肪が好ましい

まったり **
風味（味や香り）が好ましい

こってり

ぎとぎと *
霜降り状の **

とろける *
全体として好ましい

脂っぽい *
おいしい

脂肪が溶けやすい **
甘い **

脂の量を多く感じる

脂っこい *
口どけがよい **

（％）

飼料米給与牛の方が強い 通常肉の方が強い 差が無い

図１　各用語について違いを強く感じた人の割合（％）

＊は通常肉に比べ給与牛肉で強く感じる人の割合が有意に高い用語　＊：p<0.05,＊＊:p<0.01
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〈衛生便り〉
牛の大脳皮質壊死症をご存じですか？

〜第一胃をしっかり作って予防しましょう〜
北部家畜保健衛生所

大脳皮質壊死症をご存じでしょうか？　チアミン

（ビタミンＢ１）が欠乏することにより、大脳の皮

質部分が壊死する病気です。中枢神経が冒されるの

で、失明、ふるえ・痙攣、強直姿勢、歩様異常など

様々な神経症状があらわれ起立不能になります。食

欲が低下したり群れについて行けなくなったりする

こともあります。

粗飼料不足・濃厚飼料の多給により、ルーメンア

シドーシスが発生すると、第一胃内でチアミン分解

酵素を産生する細菌が増殖してチアミン欠乏となり、

発症します。壊死した大脳は元に戻ることはありま

せん。このため、急性・重度な症例は100％死亡す

ると言われていますが、発症早期のチアミン投与で

症状が改善することが多く、一般に死亡率は30％前

後です。飼養管理によっては子牛の５０％前後に発

生することもあり、経済被害の大きい疾病です。

特に３〜８ヶ月齢の育成牛に多発します。この期

間は発育が著しく、チアミン要求量が大きくなる時

期で、発育良好な子牛ほど症状が重度な傾向があり

ます。第一胃の発達が未熟なところへ配合飼料を多

給することで、第一胃内の環境が悪化し発症します。

予防は、３ヶ月齢までの飼養管理で第一胃を良好

に発育させることです。母乳・代用乳だけでなく、

遅くとも10日齢前後までに人工乳の給与を始めま

しょう。早期に味に慣れさせることが重要です。ま

た、粗飼料は１ヶ月齢前後から開始し、良質で柔ら

かいものを短めに切断し給与しましょう。母牛に給

与する粗飼料は硬く長すぎるため、子牛の第一胃壁

を傷つけてしまうことがあります。母牛の盗食を防

ぐためにも、子牛専用の餌箱を用意しましょう。

３ヶ月齢で１日当たり２㎏前後の人工乳が摂取で

き、粗飼料の摂取量が増えてくれば、第一胃発達の

目安となります。

･ （防疫班　加藤里子）

〈農大生の抱負〉
将来に向けて勉強の日々

宮城県農業大学校　畜産学部
肉牛専攻　２学年

近藤　誠也

現在、私の家では、肉用

繁殖牛50頭と水稲４haの複

合経営をしております。将

来、家の経営に携わり、さらに経営状況をよくして

いきたいという思いからこの宮城県農業大学校に入

学しました。大学校では肉牛を専攻し、日常管理、

繁殖管理、経営管理など幅広く講義、実習を通して

学べています。

今、特に力を入れているのは卒業論文をまとめる

ために行っているプロジェクト課題研究で、稲ホー

ルクロップサイレージの利用方法をテーマに研究を

進めています。穀物相場が高騰している今、自給飼

料の確保、増産が安定した経営の一つの手段だと考

えており、水稲の栽培を経営内で行っている私の家

では稲ＷＣＳの利用が有効だと思いこのテーマとし

ています。これから自宅の経営にうまく取り入れら

れるよう、現地調査やサイレージの成分分析など

行っていく予定です。

また、資格取得にも力を入れており、先日は牛の

家畜人工授精師の資格を取得することができまし

た。将来的に自宅就農を考えている私にとってこの

資格は非常に強い武器になると考えており、たくさ

んの経験を積み、自宅や地域全体の家畜改良の促

進・受胎率の向上に少しでも力になりたいと思って

います。他にも削蹄師や家畜商、大型機械などの資

格取得を計画しており、将来的には家畜の管理や取

引に関しては何でもこなせるようになりたいと思っ

ています。

就農した際には、子牛を確実に安定した価格で市

場に出荷するために牛それぞれの個体管理をしっか

りできるようになりたいと思い、大学校での勉強を

一生懸命がんばっています。これを読まれた畜産関

係の皆様のご指導をよろしくお願いいたします。
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〈New�face〉
宮城県畜産試験場

森田　昌孝

本年４月より畜産試験場
草地飼料部に配属されまし
た森田昌孝と申します。採
用試験を経て配属されまし
たが、受験資格上限ギリギ

リの年歳でチャレンジしました。新人紹介として紙
面をいただいておりますが、実は新人とは決して言
えない年齢です。
なぜ、年をとっているかと言いますと職歴がござい

まして、前職は国立大学の附属農場で研究支援と大
家畜管理を担当する技官として働いていたからです。
配属されました畜産試験場では、主に飼料作物の

品種選定や適応試験を担当しております。今までは
作物を栽培し、収穫する側の視点で奨励品種等の情
報を参考にしておりましたが、現在は、その品種選
定作業等に従事し、情報を提供する側の視点から仕
事に取り組むことができ、双方の視点を大切にしな
がら業務に当たっております。
飼料作物に係わる試験を担当する中で、年に一度
しかない作業で最も大切になるのが、「天気予報」
と「段取り」です。毎日、天気予報と「にらめっこ」
し、滞りなくこなせるよう準備と確認、シミュレー
ションを重ね、何とか今年の農繁期は無事？に過ご
すことができました。
今年は慣れるのに精一杯ですが、この半年間の経
験、さらには今までの知識をフル活用し、早く業務
になれ、自給飼料を通じた畜産振興に貢献したいと
考えております。
どうぞ宜しくお願いいたします。

〈New�face〉
みやぎの酪農農業協同組合

仙南支所

佐藤　克文

はじめまして。平成27年
１月より、みやぎの酪農農
業協同組合仙南支所に配属
となりました佐藤克文と申
します。出身地は宮城県栗

原市です。実家は兼業農家で和牛繁殖を行っていた
事もあり幼い頃から牛と接する機会がありました。牛
の世話をするのが楽しく、手伝いをしていた思い出が
あります。しかし社会人になってからは農業や酪農と
は無縁の生活を送っていました。仕事をしていても、

やりがいというものを感じていなかったと思います。
実家で手伝いをする度に、やはり何かしらの形でも農
業に携わるのは楽しいと思うようになりました。その
ような中でご縁があり、みやぎの酪農でお世話になる
機会を与えて頂きました。今は主に購買関係の仕事
をやっております。私にとってはゼロからのスタート
であり、毎日が勉強になることばかりです。
今はまだ覚えることが多々あり、その中で酪農家
の方々や周囲の先輩方に迷惑をかけてしまうことが
あります。しかし、組合で働いている以上は自分の
言動にしっかりとした責任を持ち信頼して頂くこと
が大事だと考えております。失敗したことも良い経
験として、これからますます自分自身が成長出来る
よう努力して参ります。皆様どうか今後とも宜しく
お願い致します。

〈New�face〉
宮城県農業共済組合
中央家畜診療センター

張　　雄貴

はじめまして。平成27年４
月からNOSAI宮城の中央家畜
診療センター診療課に配属に
なりました、張雄貴と申します。
出身地は神奈川県、出身大学

は北里大学で大動物臨床学研究室に所属していました。
大学に入学した当初は、犬・猫の臨床獣医師とし
て働くことを想像していました。しかし、大学５年

生のときNOSAI宮城の夏期臨床実習に参加させて
頂き、そこでの診療業務や職場環境を通じて、先生
方の農家のために意欲的に取り組まれている姿に感
銘を受け、産業動物獣医師として働いていきたいと
思うようになりました。
宮城県は祖父母の実家があり、幼少時から度々訪れ

ていました。そんな第２の故郷ともいえる宮城県で畜
産に係わる仕事が出来ることを誇りに感じています。
大学で教わった獣医学を活かしつつ、農家と共に
勉強して宮城県の更なる畜産の発展に力を発揮して
いきます。農家に信頼される一人前の獣医師を目指
して努力していきますので、皆様どうぞご指導の程
よろしくお願い致します。
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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

１．第11回全共出品技術向上研修会について
平成27年８月10日（月）及び11日（火）に、それぞれ
ＪＡみやぎ登米南方集出荷場及びみやぎ総合家畜市
場を会場として、種牛の部で上位入賞を目指すた
め、公益社団法人全国和牛登録協会宮城県支部（全
和登県支部）とともに牛体の手入れ及び毛刈り等の
技術を向上することを目的とした研修会を開催しま
した。
講師として、宮崎県のＪＡこばやしから大久津雄
一氏を迎え、牛体手入れの基本であるブラッシング、
繋ぎ運動などに関する講義と、毛刈りの実演をして
いただき、両日あわせておよそ200名の方々が参加
されました。

研修会の模様は、全和登県支部が本年12月頃に
DVDで関係者へ配布するよう計画しています。今
後は、本研修会の成果が共進会をはじめ、出品牛の
選畜調査の場面でも生かされるものと期待していま
す。

２�．全共出品牛取得のための指定交配の実施状況と
協力に対する支援について
日本一を獲得するために、高い能力を備えた出品
候補牛を数多く生産することを目指し、平成26年５
月に定めた「第11回全共出品対策基本計画」に基づ
いて、平成26年11月から本年８月に第１、４、７及
び８区で指定交配を実施しました。

全共事務局は、各ＪＡ、家畜保健衛生所や全農み
やぎとともに、事前に県内の繁殖雌牛から３千頭余
りを対象にした巡回調査を実施して1,313頭を選定
し、所有している生産者及び関係する家畜人工授精
師に対して「好平茂」、「勝洋」、「好福久」及び「平
勝美」の交配を依頼しました。
その結果、選定頭数の約７割にあたる893頭（た
だし、第１区は調査中のため除く）に交配していた
だくことができました。第７及び８区に限ると、交
配頭数は前回長崎大会の4.7倍と大幅に増加し、全
共に向けた取り組み意欲の高まりを如実に表してい
ます。

全共出品牛取得のための指定交配実施状況

なお、指定交配に対する支援として、県では指定
期間内に交配した生産者に対して、「茂洋」又は「好
平茂」の凍結精液を、雌牛１頭あたり２本、有償で
優先配布することとし、本年８月からは第７区（肉
牛）及び第８区の交配に対する引き換えを開始しま
した。また、全農みやぎと全和登県支部は指定交配
により子牛を生産した生産者に対して、第７区は子
牛１頭あたり２万円、第８区は子牛１頭あたり10万
円を補助することとしています。
今月から、いよいよ上記の指定交配による産子が

誕生します。今後、管理する生産者の方々に対して、
飼育管理・調教等の指導を実施してまいりますの
で、なお一層の御協力をよろしくお願いいたします。

（事務局　千葉和義）

第11回全共出品技術向上研修会（平成27年８月11日）

出品区
今回（宮城大会） 前回（長崎大会）

指定頭数 交配頭数（前回比）指定頭数 交配頭数
第１区 89頭 調査中（　―　） 未実施 ―

第４区 52頭 ･ 30頭（　―　） 未実施 ―

第７区（種牛） 708頭 528頭（4.4倍） 326頭 120頭
第７区（肉牛） 343頭 239頭（7.5倍） 88頭 32頭
第８区 121頭 ･ 96頭（3.0倍） 64頭 32頭
第７及び８区　小計 1,172頭 863頭（4.7倍） 478頭 184頭

合　　　計 1,313頭 893頭（　―　） 478頭 184頭
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