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みやぎの肉用牛イメージアップ事業の紹介

宮城県農林水産部畜産課

宮城県では、全共宮城大会を１年後に控え、仙台牛の認知度向上や消費拡大に繋がる各種企画を展開して
います。

１．もっと身近に仙台牛・仙台黒毛和牛が楽しめる仙台牛ガイドブック＆マガジンの発行
産地にも関わらず、食べたことがないという県民も多い仙台牛・仙台黒毛和牛。より多くの県民に、一

度食べていただきたいという想いから、手頃な価格でご飯まで付いたメニュー27品を厳選し冊子にまとめ
ました。お店の方々に、ご尽力いただき、980円から2,800円という価格帯でのメニューが出揃いました。
目にも美味しいガイドブック＆マガジンとなりますので、皆さん本を片手に、お店に足をお運びください。

※ガイドブック・マガジンは10月中旬に配布開始予定です。

２．「仙台牛寿司」発売開始！
仙台牛がお寿司屋さんのカウンターでも楽しめるようになります。宮城県寿司組合（正式名称「宮城県

寿司商生活衛生同業組合」）との連携で、10月から県内22店舗の寿司店で仙台牛寿司の提供が始まります。
仙台牛のローストビーフにぎりがメインとなりますが、炙り寿司やロール寿司などもあり、仙台牛の新た
な美味しさを引き出してくれること必至です。
仙台牛ガイドブックに参加店舗が掲載されていますので、海の幸と合わせてお楽しみください。

３．キャンペーンのご案内
ガイドブックに掲載された仙台牛・仙台黒毛和牛飲食店及び仙台牛寿司提供店において、対象商品をお

食事された方へのプレゼントキャンペーンを10月17日から11月30日まで開催いたします。仙台牛ギフト券
５本を始め、全国寿司共通券や仙台牛カレーなど豪華賞品が当たりますので、奮ってご参加ください。

（生産振興班　平子智子）

鮨一八

「仙台牛ローストビーフにぎり」

540円（税込み）

成巧寿し

「仙台牛握り」（一人前 7貫）

4,500円（税込み）

〜 お手頃仙台牛メニューの一例 〜
潮彩の國　六右衛門

「仙台牛ステーキ重」

1,998円（税込み）

道の駅みなみかた  四季食彩  野の花

「仙台牛牛丼」

980円（税込み）

個室焼肉　うしどき

「和牛茶漬け」（仙台黒毛和牛）

972円（税込み）
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宮城県養豚研究会30周年記念講演並びに�
平成28年度第１回研究集会が開催されました

宮城県畜産試験場

去る７月29日、宮城県養豚研究会（会長：鈴木啓一東北大学大学院農学研究科教授･会員数：104会員）・宮
城県畜産試験場・一般社団法人宮城県畜産協会・宮城野豚銘柄推進協議会・宮城県養豚振興協会の５団体共
催による宮城県養豚研究会30周年記念講演、並びに平成28年度第１回研究集会が芙蓉閣（大崎市）を会場に
開催され、県内の養豚農家、関係企業、団体等から80名の参加があり、盛大に終えることができました。
昭和61年11月に設立された宮城県養豚研究会は、本年11月に30周年を迎えます。本研究会は、宮城県内の
養豚技術者、研究者及び生産者が連携を密にし、技術の向上を図ることを目的に設立されました。本研究会
ではその時々の養豚情勢や生産技術など、養豚農家の要望に沿ったかたちでテーマを設定し、各方面から講
師をお招きして毎年２回の研究集会を開催して参りました。
冒頭、鈴木会長からは、「この30年間で養豚農家数は2.7％と大幅に減少したものの肉豚生産量はほとんど変
わっていない。育種改良、栄養、衛生管理、繁殖技術などの技術革新がもたらした成果で、絶え間なく努力
してきた現在の養豚事業者が規模拡大に取り組んだ成果である。今後、どこの国よりも安全でおいしい日本
の豚肉が世界に打って出る事が大切である。」と挨拶がありました。
今回、第１部の30周年事業として、平成27年度畜産部門天皇杯受賞者の㈲星種豚場　代表取締役社長　星
正美氏から「日本型養豚のための純粋種豚改良・生産を支える６次産業化の展開」と題し記念講演がありま
した。同社は、全国規模でデュロック種純粋種豚と精液の供給を行っていますが、生産されるデュロック種
純粋種の特徴のある希少な肉を使った独自の加工品の販売や、レストランでの豚肉料理の提供により、同農
場における豚肉資源の付加価値を高める６次産業化の取り組みについて講演されました。
また、第２部の平成28年度第１回研究集会では、「強化される畜舎排水基準への技術的対応と畜舎汚水処理
技術の現状」をテーマに、３名の方々から報告がありました。参加された方々は、畜舎排水処理に取り組む
ヒントを得たようでした。
さらに、第２部終了後、30周年記念の豚肉の試食会を開催しました。宮城県内で生産された３つの純粋種、
デュロック種（しもふりレッド）、ランドレース種（ミヤギノＬ２）並びにバークシャー種（黒豚）のロース
肉とバラ肉をしゃぶしゃぶで試食しました。
今後も、消費者の方々に「安全、安心、そして美味しい豚肉」を食べていただくために、これからも養豚
関係者が一体となって、研究会活動を進めて行くことを確認した有意義な30周年記念でありました。

（種豚家きん部　大庭康彦）
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平成28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28年度宮城県総合畜産共進会は、下記日程により３畜種別開催で行
いました。
・肉豚の部･ ７月13〜14日　宮城県食肉流通公社（登米市）
・肉用牛の部（肉牛）･ ９月８日　仙台中央卸売市場食肉市場
・肉用牛の部（種牛）･ ９月９日〜10日　みやぎ総合家畜市場（美里町）
・乳用牛の部･ ９月21日　みやぎ総合家畜市場（美里町）

各開催とも天候にも恵まれ、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、今年
度の出品もこれらの点を十分理解された、各地域の代表にふさわしい優れた出品畜であると審査委員長より
講評をいただきました。
今年度の出品頭数は、肉豚の部･第１区35セット70頭、第２区26セット52頭、合計61セット122頭の出品で

した。肉用牛の部【肉牛】は７区として、55頭が出品され、肉用牛の部【種牛】は単品が52頭、群出品15組
52頭の計104頭が出品されました。乳用牛の部は53頭の出品でありました。
なお、各部の審査報告及び上位受賞者は下記のとおりです。

【肉豚の部】
・審査報告
外観において均称・肉付きともに良好で深みのある枝肉が見受けられました。肉質においても、１区、２
区ともに肉色と脂肪の質の良いものが多く見られ評価の高い出品でした。一方、惜しまれる点としては、モ
モ・ロース・カタの各部の厚みや枝肉重量と背脂肪のばらつき、脂肪付着での格落ちがやや多く見受けられ、
一部では枝肉重量の過少のものが見られました。今後とも、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、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･ 第１区（ミヤギノクロス三元交雑種）
・宮城県知事賞･ 登米市　有限会社 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　佐竹･忠洋
・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　有限会社 狩野畜産
・団体賞･ 登米地区

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
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
・10/9（日）第16回ハーベストカップ  ・10/10（月）第29回マイルチャンピオンシップ南部杯（JpnⅠ）  ・10/17（月）第36回若駒賞  ・10/22（土）第６回OROターフスプリント
・10/23（日）第48回不来方賞  ・10/30（日）第７回知床賞（北海道交流）  ・11/6（日）第６回絆カップ  ・11/13（日）第44回南部駒賞
・11/20（日）第29回ダービーグランプリ  ・11/28（月）第33回プリンセスカップ

盛　岡 盛　岡 盛　岡盛　岡 盛　岡

水　沢盛　岡 水　沢 水　沢

㈲ピッグ夢ファーム 殿 佐竹 忠洋 殿

平成28年９月30日 第280号（　）4 （隔月１回発行）



【肉用牛の部（肉牛）】
・審査報告
今回の県共進会は全共宮城大会の１年前になることから、24ヵ月肥育試験
牛を第７区として開催し、55頭の出品がありました。
平均枝肉重量･470㎏、上物率･85.2％、平均BMS番号･7.0と24ヶ月という早期

肥育にも関わらず良好な成績で、バラと筋間の充実した枝肉が多く見受けら
れました。今後は、超音波スキャニングスコープの精度や枝肉歩留、脂肪交
雑のさらなる向上に期待いたします。

・宮城県知事賞･ 第７区（24ヶ月肥育試験牛）
･ 登米市　金野　康

【肉用牛の部（種牛）】
・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に向け、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に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･ 第４区（繁殖雌牛群）
・宮城県知事賞･ 登米和牛育種組合
・農林水産省生産局長賞･ 第１区（若雌の１）
･ 大崎市　氏家　邦佳
・東北農政局長賞･ 第５区（高等登録群）
･ 登米和牛育種組合
・団体賞･ 登米地区

【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、
各部位への移行が滑らかで、背腰の強さ、肋の開帳に優れた牛が多く散見されました。
経産牛は、乳房の高さ、付着など、乳房において優れた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まれるところでした。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･ 第８区（３歳以上４歳未満）
・宮城県知事賞･ 丸森町　有限会社 半澤牧場
・農林水産省生産局長賞･ 第４区（16カ月以上20ケ月未満）
･ 大崎市　八巻　誠
・東北農政局長賞･ 第10区（５歳以上）
･ 丸森町　一條　薫
・団体賞･ 大崎地区

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）

上位入賞牛

群出品名誉賞受賞牛

血統
父 母父

好平茂
第１花国
母母父
平茂勝

格付 枝肉重量 ロース芯面積 BMS･No.
A5 530.5 ㎏ 78 ㎠ 11
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農林水産祭参加　第56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56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28年11月３日（木）〜７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。

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㎏
＊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
部 品　種 区　分 頭　数 屠畜月日 販売月日

第１部 黒毛和種 去　勢 130頭 11月４日 11月７日
第２部 黒毛和種 雌 50頭 11月４日 11月７日
計 180頭

（生産販売課　松浦浩司）

仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始41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６日（水）に仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始41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。

【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 宮城家畜商出荷組合 高橋　　浩 583.0 8,204

最優秀賞

（株）丸市 会田　直隆 501.0 4,005
ＪＡ栗っこ（金成） 山家　賢蔵 640.0 3,353
ＪＡみやぎ登米（迫） 三塚　英明 609.5 2,872
宮城家畜商出荷組合 高橋　　浩 568.5 4,293
宮城家畜商出荷組合 川村　和弘 664.0 3,318

優 秀 賞

ＪＡみやぎ登米（南方） 佐野　和夫 626.0 2,903
ＪＡみやぎ登米（南方） （株）川口ファーム 536.5 2,844
ＪＡみやぎ登米（とよま） 千葉　　盛 636.5 2,856
宮城家畜商出荷組合 川村　和弘 628.5 3,055
宮城家畜商出荷組合 高橋　隆民 634.0 2,920
宮城家畜商出荷組合 本間　初夫 592.0 3,042
仙台市場出荷組合 的場　正廣 722.0 2,729
ＪＡ古川 和田　峰雄 633.0 2,938
ＪＡ古川 小高　　栄 639.0 2,950

【第２部　黒毛和種（雌）の部】
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 486.5 5,565
最優秀賞 宮城家畜商出荷組合 （株）日高見牧場 486.5 3,106

ＪＡ南三陸（入谷） 阿部　貴利 566.0 3,010

優 秀 賞
ＪＡ栗っこ（志波姫） 窪田　一憲 431.0 2,934
ＪＡみやぎ登米（豊里） 加藤　政昭 513.0 2,805
全畜連 （株）川口ファーム 493.5 2,857
宮城家畜商出荷組合 今野　誠喜 394.0 2,987

【第３部　交雑種（去勢・雌）の部】
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 （株）日高見牧場 586.0 2,141
最優秀賞 宮城家畜商出荷組合 （株）日高見牧場 539.5 1,719
優 秀 賞 全畜連 佐藤　高志 568.5 1,555

【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 清水港飼料（株） （有）コマクサファーム 78.0 2,018

最優秀賞
丸山（株） （有）日向養豚 77.5 956
昭和畜肉研究会 （有）ケイアイファウム　玉山農場 75.5 960
昭和畜肉研究会 （有）ケイアイファウム　玉山農場 76.5 954

優 秀 賞

日本農産工業（株） 野田　　哲 75.0 852
日本農産工業（株） 野田　　哲 77.5 856
一般 （有）なわや 78.5 856
太平洋ブリーディング（株） 東北事業所　小笠原農場 77.0 852
太平洋ブリーディング（株） 東北事業所　山田農場 75.0 854
太平洋ブリーディング（株） POB雪国牧場　秋山預託農場 77.5 852

（営業部　営業二課　清野芳和）
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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29年度入学生の入校試験を
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（推薦入校試験分を含む）
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
◇応 募 資 格･ ･高等学校卒業者（平成29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･ ･平成28年11月10日（木）･
〜平成28年11月24日（木）（当日消印有効）

◇試 験 日 時･ ･平成28年12月８日（木）午前８時45分〜
◇合格発表日･ 平成28年12月16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･卒業生は、４年制大学への３年次編入学試験の
受験が可能となります。

◇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29年度
宮城県農業大学校入学生を募集
　　　　　（一般入校試験前期）

鳥インフルエンザ発生予防対策の�
再点検をしましょう

宮城県農林水産部畜産課

高病原性鳥インフルエンザは、アジア諸国や欧米
等、世界的に発生が確認されています。国内でも、
直近では昨年１月に岡山県及び佐賀県での発生が確
認されています。過去の国内発生事例では、野鳥や
野生動物又は消毒未実施の長靴等を介しての家きん
舎内への鳥インフルエンザウイルスの持込が発生要
因の１つとして疑われています。
このため、本病の対策については、ウイルスの家
きん舎内への持込防止対策に特に注意が必要で、加
えて異常家きんの早期発見・通報が重要となりま
す。
渡り鳥の飛来する時期が近づいていますので、家
きん（鶏・あひる・うずら等）飼養者の方は次の点
に注意し、本病発生を未然に防ぎましょう。

１�．衛生管理区域や家きん舎内へのウイルスの持込
防止
・･農場を衛生管理区域とそれ以外の区域に区分け
し、必ず専用の衣服、長靴を着用しましょう。

・･車両消毒設備や踏込消毒槽、手指消毒薬を常設
し、車両、長靴、手指等の消毒を実施しましょう。

・･野生動物や野鳥の侵入防止のため、防鳥ネット
等を設置し、定期的に破損状況を確認し、補修
しましょう。

・･家きん舎の給餌設備、給水設備、飼料の保管場
所等に野生動物や野鳥の糞尿が混入しないよう
にしましょう。

２．日常の家きんの健康観察
・･毎日、家きんの健康観察を行いましょう。
・･特に、家きんを導入する際は、異常がないこと
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。

３．異状家きん発見時の早期通報
・･異状家きんを発見した場合は、すぐに獣医師ま
たは家畜保健衛生所にご相談下さい。

・･緊急時の連絡先を確認し、整理しておきましょ
う。

４．農場立入者等の記録及び保存
・･本病発生時のまん延防止のため、衛生管理区域
に立ち入った人の氏名、住所、所属、車両等を
記録し、１年間保存しましょう。

（衛生安全班　髙野泰司）
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牛乳・乳製品フェア2016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17回目を迎える “牛乳乳製品フェア2016 〜牛乳
が楽しくする乳ライフ〜” は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、元気いっぱいな子どもた
ちによるダンスパフォーマンス、親子で楽しめるク
イズ大会、16日（日）にはマギー審司によるマジック
ショー、また平成29・30年度のミルクキャンペーン
キャラクターを決める選考会があります。
また、MILKキッチンでは手作りバター教室、牛
乳・乳製品を使いご家庭で簡単に作れる料理を紹介
する料理教室、牛乳を使用したミルク鍋のおふるま
いがあり、ミルク情報館では、理解醸成コーナーや
骨密度測定コーナーがあります。
このほか会場内では、ミルクわたあめ・ミルク
シャーベット作りや牛乳パック工作などの体験型イ
ベント、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28年10月15日（土）〜16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）

「みやぎまるごとフェスティバル2016」
への出展のお知らせ

宮城県食肉消費対策協議会
消費者の方へ安全・安心な宮城県産食肉の知識と
情報を普及啓発するため出展いたします。
具体的には、牛肉豚肉の栄養や効能、食肉の流通、
食肉の表示、肉の格付け、宮城県産銘柄牛・銘柄豚
の紹介等に関するパンフレットを配布、食肉の知識と
情報パネルを展示し、アンケート回答者へ「仙台黒毛
和牛」と「しもふりレッド又は宮城野ポークみのり」
の試食（焼肉）を２日間で1,200名様に実施いたします。
食肉の栄養と効能について一部紹介いたします。

①･牛肉の赤身肉はヘム鉄を多く含み、野菜に含まれる
鉄分はタンニン等と結合し吸収率が下がりますが、
ヘム鉄は野菜の５倍ほど吸収率が高く、貧血で鉄の
必要な方には牛肉のヘム鉄をおすすめいたします。
②･豚肉はビタミンB1を豊富に含み、全食品中ナンバー1、
ビタミンB1は糖質が体内でエネルギーに変わる際に
不可欠な働きをします。疲労回復には豚肉をおすす
めいたします。
多くの方の来場をお待ちしております。
開催日時：平成28年10月15日（土）〜16日（日）
　　　　　10：00〜16：00
会　　場：勾当台公園

（事務局　大宮勝廣）

平成28年度宮城県家畜人工授精師協会
講習会の開催について

宮城県家畜人工授精師協会
昨今、乳用牛及び肉用牛の改良が進む中、長期不
受胎牛の出現が顕著なものとなっており、経営の安
定化に向け、それを防ぐ飼養管理技術の向上が求め
られております。
本講習会の開催により、飼養管理技術の向上と経
営の安定化につなげていただきたいと考えておりま
すので、多数ご来場下さいますようご案内申し上げ
ます。

記
１．開催日時　平成28年11月29日（火）13：00〜16：00
２．場　　所　大崎市三本木保健福祉センター
　　　　　　　「ふれあいホール」
　　　　　　　大崎市三本木字大豆坂24−3
３．講演内容　「繁殖障害にしないための飼養管理」（仮）
４．講　　師　株式会社オールインワン　津村直美 氏

お問合せ先
事務局　一般社団法人宮城県畜産協会家畜改良課内
TEL･022−298−8476
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〈畜試便り〉
新たな宮城県基幹種雄牛「茂洋美」号および「洋勝忠」号のデビューについて

宮城県畜産試験場

本県では肉用牛集団育種推進事業において黒毛和種種雄牛を選抜していますが、この度２頭の基幹種雄牛
「茂洋美」号および「洋勝忠」号が誕生したのでご紹介します。今回２頭が選抜された産肉能力後代検定は平
成26年４月から開始され、平成28年２月と４月に枝肉成績が判明し終了したものです。

・「茂洋美」号は平成23年２月に栗原市金成で生産され、父に「茂洋」号、母の父に「勝忠平」号、母の母の
父に「平茂勝」号をもち、気高系の母に茂金系を交配して作出された基幹種雄牛です。現場後代検定（去
勢：13頭、雌：８頭）の成績は、枝肉重量502.2㎏（去勢：531.9㎏、雌：454.0㎏）、ロース芯面積67.2㎠、バ
ラの厚さ8.9㎝、脂肪交雑（BMS･No）8.6、Ａ４・５率95.2％です。これまで本県基幹種雄牛の脂肪交雑成
績は「好平茂」号と「勝洋」号の8.0が最高でしたが、「茂洋美」号の成績はこれを大きく上回るものとなり
ました。本牛の体型の特徴としては、発育、体深、肋張り及び腿の充実が挙げられます。

・「洋勝忠」号は平成23年５月に登米市中田町で生産され、父と母の父は「茂洋美」号と同様ですが、母の母
の父が「神高福」号となっています。現場後代検定（去勢：13頭、雌：５頭）の成績は、枝肉重量512.4㎏（去
勢：527.3㎏、雌：473.6㎏）、ロース芯面積65.1㎠、バラの厚さ8.5㎝、脂肪交雑（BMS･No）7.8、Ａ４・５率
94.4％です。これまで本県基幹種雄牛の枝肉重量成績は「好平茂」号の489㎏が最高でしたが、「洋勝忠」号
の成績はこれを23.4㎏上回り、歴代最高となりました。本牛の特徴としては、資質の良さと、体型において
は体深、体伸に優れています。

なお、「茂洋美」号の凍結精液の県内畜産農家等への配布は８月から実施され、「洋勝忠」号については
10月を予定しています。また、平成29年には子牛の生産が始まり、平成31年には肥育牛として出荷され始め
ます。

（酪農肉牛部　肉牛チーム）

「茂洋美」号

「洋勝忠」号

産子の枝肉写真（BMSNo.11、A5）

産子の枝肉写真（BMSNo.12、A5）
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〈衛生便り〉
牛リステリア症に注意

宮城県北部家畜保健衛生所

リステリア症は、リステリア菌が口腔粘膜の傷か
ら侵入し、牛や羊、馬、豚などに脳炎や流産を引き
起こす他、人の食中毒の原因となる人獣共通感染症
です。
他の細菌と比較して、リステリア菌は低温

（４℃）、低栄養でも増殖することができ、牛の糞便
中では十数ヶ月間生存可能です。
牛リステリア症は北海道及び本州北部に発生が多
く、発症初期では音に敏感に反応し、運動を好まな
くなります。中期になると、平衡感覚が失調し、左
右いずれかに旋回運動を始めます。次第に斜頸、耳
翼の下垂、流涎、嚥下困難に陥り、食欲はあっても
採食できないほどの神経症状を示します。眼球は乾
燥、白濁し、末期には脱水、起立不能、昏睡状態に
なり死亡します。
本症の原因は、リステリア菌を大量に含んだ変敗
サイレージの給与によるものが多く、pHの上昇し
たサイレージはリステリア菌が増殖しやすい環境で
あるため注意が必要です。ロールベールラップサ
イレージからのリステリア菌の分離率及び平均pH
は、ラップに傷穴がないものは12％、5.2であるの
に対し、傷穴がある場合、31％、5.7と有意に高かっ
たという研究報告もあります。サイレージ給与の際
は、色、臭い、カビの混入がないこと等を確認し、
牛に異常が認められた場合は、直ちに給与を中止し
ましょう。
国内での牛リステリア症の発生は散発的ですが、
宮城県でも本症と診断、あるいは疑う事例が散見さ
れています。安全な畜産物供給の観点からも、良質
なサイレージの生産と保存を心がけ、発生予防に努
めましょう。また、早期発見と適切な抗生物質の使
用により、発症牛の約半数に回復が期待できます。
本症を疑う症状が認められた場合、速やかにかかり
つけの獣医師に相談し、適切な治療を受けることが
大切です。

（防疫班　豊島たまき）

私の家は、仙台市で酪農
を営んでおり、搾乳牛40頭、
育成牛30頭を飼養していま
す。将来は家の酪農経営を
継承したいと思っています。
今でこそ、農業大学校に入
り、畜産について学んでい
ますが、以前は正直、酪農

をやりたいとは思っていませんでした。幼い頃から
親の仕事の様子を見ていて、酪農の仕事は朝が早く、
休みがないので大変だと感じていたからです。
しかし、親が一生懸命に働いている姿を見ている
うちに酪農に興味を持つようになりました。また、
現在持っている牛や牛舎、土地を、親の代で終わら
せてしまったら勿体ないと考えるようになりまし
た。
農業大学校での生活は、現在、２年生になり、私
は無事に家畜人工授精師の試験に合格することがで
きました。今後、畜産経営をしていく中で、この資
格を活用し、牛の繁殖管理や我が家の牛の改良に役
立てて行きたいと考えています。また、９月からは
削蹄の講義が始まります。削蹄は牛を健康に管理し
ていく上で必要になってくる重要な技術です。その
ためにも、削蹄技術や関連する知識をしっかりと身
につけ、将来、我が家の牛を自らの手で健康的に管
理していきたいと思っています。
２年生になり、半年近くが経ち、農大生として過
ごす時間は残り少なくなってきました。その中で卒
業論文や日々の学習、進路など忙しいですが、学部
の仲間たちと毎日楽しく過ごしています。農業は人
との繋がりが大切だということを様々なところで耳
にします。この仲間たちとの繋がりは将来に続いて
いき、自分の人生を豊かにするものだと思います。
この仲間たちとの時間を大切にしつつ、残り半年の
農大生活も精一杯学び、楽しんで行きたいと思いま
す。
農業はキツい上に儲からないという声をよく聞き
ます。将来は、農大で得た知識・仲間たちとの輪を
フル活用し、たくさん稼いで、農業は儲かるんだ、
楽しいんだということを証明できる酪農家になりた
いと思います。そしてその姿をみて、少しでも農業
に興味を持つ人が増えてほしいと思います。

〈農業大学校生の抱負〉

私の目指す酪農家
宮城県農業大学校畜産学部
２学年　庄子　大地
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宮城県東部家畜保健衛生所
防疫班

佐々木春香

初めまして、今年の４月
から宮城県東部家畜保健衛
生所の防疫班に配属となり
ました、佐々木春香と申し
ます。出身は宮城県の多賀

城市で、高校卒業までを宮城で過ごしました。宮城
にいた頃は牛や豚などの家畜はほとんど見たことが
ありませんでしたが、広大な土地で大きな動物に触
れられるところで獣医学を学びたいという漠然とし
た思いから、北海道にある酪農学園大学への進学を
決めました。大学では生産動物の外科学研究室に所
属し、主に牛や馬の飼養から診療までを行いまし
た。そういった活動の中で、牛や馬はもちろんのこ
と、農家さんをはじめとして畜産業に関わる方々が
大好きになりました。そして現在、獣医師として畜
産業に関われていることをとても嬉しく感じていま
す。今はまだ目の前の仕事をこなすことに精一杯で
すが、今後は畜産業の発展のために出来ることを自
ら考え、行動していけるような獣医師になりたいと
思っています。
宮城県出身ではありますが、実は県内、そして東
北各地をあまり巡ったことがありません。
実際、今の勤務地である登米市も訪れたことがあ
りませんでした。北海道にいた６年間で東西南北の
あらゆるところを巡り、その楽しさを知ったので、
これからは宮城県、そして東北各地の様々なところ
を巡ってみようと思っています。
まだまだ至らない点ばかりではありますが、少し
でも早く畜産業の発展に貢献できる獣医師になれる
よう日々精進して参りますので、今後ともご指導ご
鞭撻の程よろしくお願い致します。

宮城県畜産試験場
酪農肉牛部乳牛チーム

佐藤　佑子

はじめまして、平成28年
４月より宮城県畜産試験場
酪農肉牛部乳牛チームに配
属となりました佐藤佑子と
申します。生まれは宮城県

です。出身大学は北里大学で、大学時代の大半を青
森県十和田市で過ごしました。大学では動物飼育管
理学研究室に所属し、双子の子ヒツジとその母ヒツ
ジを供試動物として、離乳時に受けるストレスに対
する隔離経験の影響について研究しました。
幼い頃から生き物が好きで、その中でも畜産分野
に興味を持つようになり、生まれ育った大好きな宮
城県の畜産業に貢献していきたいと考え、この仕事
を志望しました。
私の一日は、毎朝、牛をパーラーに入れ牛床を掃
除し餌を与えることから始まります。酪農の現場で
は、毎日当たり前におこなわれている業務ですが、
その中で、人工授精をしたり、分娩を目の前で見た
り、治療をおこなったりと、私には初めての経験の
連続で、そこから学ぶことや感じることも数多くあ
ります。こういった、これ以上にない恵まれた環境
で、親切な方々に囲まれ、宮城県の畜産に携われる
ことに喜びを感じています。
現在は、乳牛の飼養管理や試験研究、牛群検定な

どさまざまな業務に従事しておりますが、知識、技
術ともにまだまだ未熟であり、勉強の毎日です。今
はまだ精一杯の毎日ですが、少しでも多くのことを
吸収し、一日も早く県職員として一人前となり、宮
城県の畜産振興に貢献できるよう努力して参ります。
初心を忘れずに、常に向上心を持って仕事に取り
組んでいきたいと思っておりますので、今後ともご
指導のほどよろしくお願い致します。

〈New�face〉
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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･八木千恵　②･山田智子　③④･鈴木　学）

本大会を１年後に控え、“全共日本一” 獲得と大会運営の成功を祈念し、平成28年度宮城県総合畜産共進会
の肉用牛の部と催事を拡充して、本番を想定した第11回全国和牛能力共進会宮城県出品対策共進会（プレ全
共）を開催しました。
９月10日の開会式では、本番さながらに、地区毎に小牛田農林高校の生徒を先頭に出品者の入場行進が行
われました。
催事エリアでは、仙台牛の美味しさを知ってもらおうと、宮城県産和牛振興グループと宮城県食肉事業協同組
合連合会の協力により500人分の試食が振る舞われました。また、県内19市町
が出展し、特産品等の販売や観光PRと、ステージでの市町紹介タイムやご当
地キャラクターの万歩計振り大会など、来場者へ各市町の魅力を発信しました。
他にも、伊達武将隊の演舞や、「牛飼いママの料理紹介」として、仙台牛
を使った簡単で美味しいすき焼きのレシピの紹介も行いました。
また、「みやぎ全共高校サポーターズ倶楽部」も出展し、加美農業高校で
生産された野菜やリンゴジュースなどを販売しました。審査終了後には、
小牛田農林高校による「和牛調教ショー」が行われ、高校生の日頃の調教
成果が披露され、プレ全共を盛り上げてくれました。

❶ プレ全共を開催しました！

入場行進

栗原市瀬峰地区では毎年、「瀬峰農場田んぼアートまつり」を開催してお
り、今年はいよいよ来年に開催が迫った全共宮城大会のPRキャラクター「牛
政宗」がその題材に選ばれ、５月下旬、地域の皆さんで田植えを行いました。
７月16日、順調に生育した田んぼアートが見頃を迎えたことから、観賞
会が開催されました。会場には100名を超える地域の皆さんが集まり、仙台
牛の試食や「牛政宗」とのミニゲーム、ゲストで歌手のティーナ・カリー
ナさんのステージなど充実のイベント内容となりました。

❸ 田んぼアートの題材に「牛政宗」が採用！

全共宮城大会のPR活動の一環として４月から６月末まで募集していた「牛政宗」キャラ弁
写真コンテストに全国から82作品の応募がありました。
一次審査となる、400日前イベント（７月開催）での来場者投票を勝ち抜いた18作品につい
て、栄養士や栄養・美術系の学生らを委員とする審査会で厳正な審査を行い、グランプリを
含む５作品を選出しました。
入賞作品は全共ホームページ等で発表され、９月10日のプレ全共で表彰式を開催しました。

❹ 「牛政宗」キャラ弁写真コンテスト入賞者決定

グランプリ　多賀城市　佐藤紀子さんの作品「牛政宗くん仙台七夕へ」弁当

８月３日に全和登宮城県支部と全農宮城県本部との共催により「和牛担い手育成研修会」が開催され、県内
農業高校８校の生徒と農業大学校の学生たちが参加し、和牛の見方や審査について学びました。
あわせて開催された宮城県学校農業クラブ連盟の審査競技会では各校３名
計24名の代表が、全共宮城大会の家畜審査競技「高校の部」の代表を目指し、
競い合いました。
さらに、「みやぎ全共高校サポーターズ倶楽部」の交流会も開催し、全共
宮城大会ではじめて開催される復興特別出品区「高校の部」への出品を目指
す４校から決意表明をしていただきました。発表の様子や各高校の取り組み
はぜひＨＰをご覧ください。（下記ＵＲＬ参照）
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/miyagi-zenkyou/highschool-supporter.html

❷ 全共「高校の部」に向け決意表明
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