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このたび、仙台牛銘柄推進協議会は全国農業協同
組合連合会宮城県本部と共同で10月９日を「仙台牛
の日」として制定し、（一社）日本記念日協会による
登録認定を受けました。
「仙台牛の日」の制定に伴い、10月９日（日）に仙台駅
前イービンズ４階･杜のガーデンテラスで記念式典を開
催いたしました。式典では日本記念日協会代表理事の
加瀬清志氏より、全国農業協同組合連合会宮城県本
部と当協議会にそれぞれ登録証が授与されました。続
いて行った記念イベントでは関係者のほか一般の消費
者にも多数ご参加いただき、「仙台牛」をバーベキュー
スタイルで味わいながら記念日の制定を祝いました。
10月９日を「仙台牛の日」とした理由ですが、10
月９日の数字だけを並べると「1009（センキュー）」
と読むことが出来ます。「仙台牛」を略して「仙
牛（センギュウ）」と読み、「センキュー」と「セン
ギュー」の語呂合わせ、さらに日頃のご愛顧への感
謝「Thank･you（センキュー）」の意味も込めて10
月９日を「仙台牛の日」と定めました。
「仙台牛」は宮城県で肥育された黒毛和牛の中で
も最高ランクの枝肉格付であるＡ−５・Ｂ−５のも
のだけに拘った銘柄牛で、全国的に見ても最高級の
品質を誇ります。当協議会は、昭和53年の設立以来、
最高級銘柄「仙台牛」の銘柄確立のために、販促資
材の提供、店頭キャンペーンや消費者参加型イベン
トの実施など、様々な活動を行ってまいりました。
「仙台牛」を応援してくださる多くの人々に支え
られ、「仙台牛」の認知度は確実に向上してきてい
ます。当協議会が認定する「仙台牛」指定店も現在、
全国に560店舗を数えるまでになりました。
今後、更なる銘柄確立のために、今回制定しまし
た10月９日「仙台牛の日」を活用し、「仙台牛」に
係る関係者（協議会会員・生産者・食肉流通業者・
小売店・提供店）の間で歩調を合わせた、より一体
的な販売促進活動に取り組んでまいります。

（事務局　小野太遵）

「仙台牛の日」について

仙台牛銘柄推進協議会

豚流行性下痢（以下PED）は、食欲不振と水様
性下痢を主徴とする豚の急性伝染病です。PEDは、
発症した豚が主に水様性下痢を呈し、特に哺乳豚で
の致死率が高い（50〜100%）ことが特徴です。
平成25年10月の沖縄県での発生以降、26年８月末
までに38道県817農場で約41万頭が死亡しました。
また、宮城県でも、26年４月以降、20農場で約７千
頭が死亡しました。その後、26年10月に策定された
「豚流行性下痢（PED）防疫マニュアル」に基づく
防疫対策の徹底により、26年９月から27年８月末は
28都道県233農場で約７万頭、27年９月から28年８
月は16道県107農場で約２万頭の死亡と、年々件数
は減少しているものの、現在も散発的な発生が報告
されています。
PEDウイルスは、感染した豚の糞便中に排泄さ
れ、主に経口感染によりまん延します。また、ウイ
ルスは環境中でも比較的強く、豚舎や運搬車両等に
おいて、長期間豚への感染性を維持した状態で存在
し続けることができます。そのため、本病は、感染
した豚の糞便に汚染された車両、衣類、履物、作業
器具等により、農場から農場へと伝播すると考えら
れます。
ウイルスの農場への侵入を防止するためだけでな
く、他の農場への伝播を防ぐためにも、飼養衛生管
理基準に基づき、豚、人、車両、作業器具等の消毒
や入退場時の消毒を徹底するなど、関係者が一体と
なった防疫対応を行うことが重要です。特に、豚や
排泄物の運搬車両は、タイヤ周りだけでなく、荷台、
運転席マット等も含め、車両全体を念入りに消毒し
ましょう。
また、母豚へのワクチン接種により、ウイルスが
侵入した場合における子豚へ被害を軽減できます。
しかし、ワクチン接種率は、26年の７割程度から本
年は５割程度にまで減少しています。飼養衛生管理
の徹底に併せて、積極的なワクチン接種による予防
を継続しましょう。
本病は、冬期に流行しやすい性質があります。養
豚農家の皆様には、今一度、日頃の飼養衛生管理を
見直していただき、万全を期するようよろしくお願
いします。なお、本病を疑う症状が認められた場合
は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所又は畜産振興部
に連絡願います。

（衛生安全班　真鍋　智）

豚流行性下痢（PED）を防ぐために

宮城県農林水産部畜産課
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冬季予防対策について
宮城県農業共済組合　
中央家畜診療センター

子牛の風邪発症には、大きく３つの要因が影響します。それぞれに対策を行うことで、子牛を風邪から守
ることができます。

○要因その１　病原体
ウイルス、細菌、マイコプラズマなどの病原体の侵入を防ぐことが有効です。

・畜舎を消毒しましょう
畜舎の清掃・消毒を徹底することで、畜舎内に侵入する病原体の量を

減少させることができます。
また、畜舎の入り口に踏み込み消毒槽を置くことで、長靴の裏などに

ついている病原体の侵入を防ぐことができます。
・ワクチンを投与しましょう
ワクチン接種で、病原体が体に入り込まないようにすることができます。

ワクチンは、感染症に罹患するリスクを減少させるだけではなく、もし、体内
に病原微生物が入ってしまっても、ひどくならないようにすることができます。
一般的に、牛群の７割の個体にワクチンを接種していれば、急性感染

症の流行は起こらないといわれています。
また注射ではなく鼻腔内に噴霧する方法のワクチンもあります。

○要因その２　環境
衛生管理、寒冷、換気、密度といった畜舎の環境に配慮が必要です。

・保温しましょう
子牛は、体温を奪われやすく寒さに弱い

ため、防寒ジャケットを着用させましょう。
また、赤外線ヒーターの設置や保温マッ

トの使用も有効です。
・換気しましょう
冬期は寒いので、風が入ってこないように

閉めきっている畜舎が多く見られます。閉め
きっていると空気が循環せずにこもってしま
い、糞尿から発生したアンモニアや硫化水
素などが牛の鼻や眼を刺激してしまいます。
特に子牛は、座っている時間も長いため、アンモニアや硫化水素の刺激を持続的に受けます。その結果、

鼻粘膜が弱まり、気管や肺の粘膜も痛めてしまいます。冷気が直接牛に当たるのを防ぎながら、適度な換
気に努めましょう。牛舎内を歩いて空気の淀んでいないかチェックしましょう。

○要因その３　抵抗力
栄養状態を良くし、免疫力の低下を抑えることで抵抗力を付けることが大事です。

・ストレス軽減に努めましょう
牛はストレスを感じやすく、とても敏感な動物です。ストレスが加わる

と、副腎皮質ホルモンが分泌され、免疫機能の低下が起こってしまいます。
主に牛が感じるストレスは、
①気温や湿度などの変動
②アンモニアや硫化水素などの化学物質による刺激
③細菌やウイルスなどの病原体の侵入
④移動や群の変更
⑤過密な飼育環境

などです。ストレスのない環境づくりに努めましょう。

○まとめ
子牛を風邪から守り成長を促すには、栄養管理もとても大切です。
子牛が栄養不良になると、免疫組織である胸腺やリンパ節などの委縮が起こります。
また、腸管粘膜の上皮細胞が弱くなり、粘膜から出血したり、下痢が起こりやすくなります。下痢にな

ると腸粘膜から栄養成分を吸収できず、栄養不良が続いてどんどん痩せ、毛に光沢がなくなってしまいます。
そうならないためには

・初乳を飲ませましょう
生まれた子牛には、６時間以内に１リットルほどの初乳をしっかり与えることを心掛けましょう。

・腸内環境を整えましょう
乳酸菌などを給与し、腸内環境を整えましょう。

・良質な飼料を与えましょう
嗜好性の良い、良質な飼料を給与しましょう。

･ （巣山由乃）

ジャケットを着せた子牛 赤外線ヒーターの使用例

元気な子牛

風邪発症の３要因
原 因
病原体

誘 因
抵抗力

誘 因
環　境

ウイルス
細菌

マイコプラズマ

栄養状態
免疫力

衛生管理
寒冷
寒気
密度

感受性
抵抗性

菌の伝播

ストレス

感染症
（風邪）
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第56回仙台牛枝肉共進会終了報告

全国農業協同組合連合会宮城県本部

農林水産祭参加第56回仙台牛枝肉共進会は、11月３日（木）〜７日（月）の期間で仙台中央卸売市場食肉市場
で開催され、盛会のうちに終了しました。

チャンピオン牛
第１部　黒毛和種　去勢の部

出 品 者　　川村和弘
血　　統　　父：百合茂　母の父：安福久
格　　付　　Ａ−５　BMS No.･12
枝肉重量　　561.5㎏
枝肉単価　　6,004円

第２部　黒毛和種　雌の部
出 品 者　　和田峰雄
血　　統　　父：茂洋　母の父：安福久
格　　付　　Ａ−５　BMS No.･12
枝肉重量　　507.5㎏
枝肉単価　　5,004円

１）出品財の概要について
第１部　去勢
格付等級Ａ５、BMS･No.･12、枝肉重量561.5㎏、胸最長筋面積（ロース面積）95.0㎝、バラの厚さ10.0㎝、

皮下脂肪1.8㎝、歩留り79.8％
外観は、枝肉の厚みがあり重量感あふれるもので、ロース芯が大きく、枝肉全体のバランスがとれたも

のでした。また、脂肪付着は皮下及び胸腹腔内面ともに適度にのっており、無駄がありませんでした。
肉質においては、胸最長筋に、これ以上入らないと表現できるくらい細かな脂肪が入り、棘突起間をは

じめ筋肉露出面にも十分でした。
肉色は、鮮明で光沢があり、脂肪質においても粘り締りのある優れた枝肉でした。

２）審査経過
出品頭数は130頭、枝肉重量の平均は553.2㎏（最大729.5㎏、最小431.5㎏）でした。
枝肉等級の格付け状況は、５等級103頭（79.2％）、４等級24頭（18.5％）、３等級３頭（2.3％）となり、

昨年と比較すると、５等級が1.2％増加、４等級は0.2％減少、３等級も1.0％減少している。４等級以上
（上物率）は、97.7％で、昨年より1.0％増加しました。
外観では、枝肉重量の大きいものが多く見受けられましたが、バランスのとれた良い枝肉でした。
肉質では、脂肪交雑の平均値がBMS･№9.4と昨年より0.6ポイント増加し、５等級率を引き上げました。
肉の光沢・締りもよく、脂肪質も光沢が良く粘りのある枝肉が揃っていました。
一方で、重量オーバーのため入賞を逃してしまった枝肉があったこと、ロース芯の左側が小ザシで

あるのに右側が流れザシである枝肉が多かったことが惜しまれる結果となりました。
（生産販売課　松浦浩司）
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NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）12・１月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・12/4（日）第39回北上川大賞典  ・12/11（日）第15回寒菊賞  ・12/17（土）第26回白嶺賞  ・12/31（土）第42回桐花賞
・1/2（月）第43回金杯  ・1/9（月）第17回トウケイニセイ記念

水沢水　沢 水　沢水　沢 水　沢

水　沢水　沢

平成28年度上半期生乳需給状況について
東北生乳販連宮城支所　　
みやぎの酪農農業協同組合

平成27年度より継続で、計画生産による生産意欲への悪影響を避ける観点も含めて、今後３年間は前年実
績以上の目標数量の設定を行う中期計画生産を実施しております。
１．生乳需給状況
（1）全　国

平成28年４月〜９月の受託乳量は3,595,513㌧、前年同期比100.2％増加しました。地域別には、北海道1.5％
増加となっておりますが、9月は台風の影響により前年を下回りました。都府県は1.3％減少しております。

（2）東　北
４月〜９月の受託乳量は273,434㌧、前年同期比99.2％となっております。

（3）用途別販売実績
東北の用途別販売実績は、４月〜９月の飲用牛乳向け198,063㌧、前年同期比99.1％、特定乳製品向け

23,010㌧、前年同期比93％となっております。その他の用途別については、はっ酵乳等向け42,075㌧、前
年同期比107％、チーズ向け1,337㌧、前年同期比83.5％、生クリーム等向け8,970㌧、前年同期比88.9％となっ
ております。

（4）宮城県
４月〜９月の受託乳量は58,248㌧、前年同期比2.3％の減少となっております。また、９月の出荷戸数は
529戸と前年より23戸減少しております。

平成28年度全国生乳受託実績 （単位：㌧、％）
月地区名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４〜９月計前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

北　海　道 319,953 102.8 336,353 102.2 328,627 102.2 333,795 102.3 321,682 100.3 306,324 99.4 1,946,734 101.5
都　府　県 286,545 98.9 293,826 98.8 274,334 98.1 272,359 98.4 264,485 99.2 257,230 98.6 1,648,779 98.7
全　　　国 606,498 100.9 630,179 100.6 602,961 100.3 606,154 100.5 586,167 99.8 563,554 99.0 3,595,513 100.2

平成28年度東北生乳受託・用途別販売実績 （単位：㎏、％）
月県 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４〜９月計前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

青　　　森 5,327,318.0 102.1 5,513,434.0 102.3 5,157,206.0 98.1 5,309,311.0 100.6 5,238,076.0 100.7 4,956,584.0 97.5 31,501,929.0 100.2
岩　　　手 17,179,786.0 100.9 17,792,503.0 100.2 16,960,076.0 99.8 17,093,681.0 99.8 16,773,856.0 99.7 15,982,345.0 97.3 101,782,247.0 99.6
宮　　　城 9,964,726.0 98.7 10,249,351.0 97.6 9,635,791.0 97.6 9,671,562.0 97.5 9,581,027.0 98.1 9,145,450.0 96.5 58,247,907.0 97.7
秋　　　田 2,347,429.0 99.6 2,468,333.0 102.4 2,328,388.0 101.5 2,299,369.0 101.4 2,303,109.0 100.9 2,186,975.0 99.3 13,933,603.0 100.9
山　　　形 5,525,900.9 95.8 5,768,179.8 96.3 5,384,803.0 94.3 5,401,045.7 95.9 5,186,631.2 95.8 5,013,801.4 96.7 32,280,362.0 95.8
福　　　島 6,084,531.0 100.2 6,252,009.0 101.3 5,933,098.0 102.5 5,999,842.0 103.2 5,880,735.0 103.8 5,538,497.0 102.6 35,688,712.0 102.2

計 46,429,690.9 99.8 48,043,809.8 99.6 45,399,362.0 98.9 45,774,810.7 99.4 44,963,434.2 99.6 42,823,652.4 97.9 273,434,760.0 99.2
（単位：㎏、％）

月用途 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４〜９月計前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
総受託販売乳量 46,429,690.9 99.8 48,043,809.8 99.6 45,399,362.0 98.9 45,774,810.7 99.4 44,963,434.2 99.6 42,823,652.4 97.9 273,434,760.0 99.2
飲
用
等
向
け

飲用牛乳向け 31,947,721.9 99.7 34,168,543.8 99.1 33,320,196.0 98.5 32,953,395.7 98.5 32,298,983.2 98.1 33,374,469.4 100.5 198,063,310.0 99.1
はっ酵乳等向け 6,770,127.0 102.8 7,509,784.0 108.4 7,342,916.0 110.4 7,457,197.0 110.1 7,160,407.0 113.2 5,835,304.0 96.1 42,075,735.0 107.0

乳
製
品
向
け

特定乳製品向け 5,991,132.0 103.3 4,568,244.0 93.9 3,093,844.0 88.8 3,503,601.0 88.2 3,896,737.0 95.9 1,956,579.0 76.8 23,010,137.0 93.0
生クリーム等向け 1,492,544.0 81.4 1,582,174.0 92.3 1,426,043.0 83.0 1,666,236.0 106.0 1,346,154.0 86.2 1,427,296.0 86.0 8,940,447.0 88.9
チーズ向け 226,966.0 81.5 213,824.0 84.9 215,163.0 90.0 193,141.0 73.6 259,913.0 94.9 228,804.0 77.3 1,337,811.0 83.5
全乳哺育向け 1,200.0 100.0 1,240.0 100.0 1,200.0 100.0 1,240.0 103.3 1,240.0 100.0 1,200.0 103.4 7,320.0 101.1

平成28年度宮城県生乳受託販売実績 （単位：㎏、％）
月団体名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４〜９月計前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比

みやぎの酪農 5,660,188 100.4 5,818,455 98.8 5,449,268 98.8 5,462,782 97.7 5,475,295 99.4 5,192,151 97.3 33,058,139 98.7
全 農 宮 城 1,566,809 97.6 1,619,151 98.7 1,524,141 97.3 1,530,033 97.0 1,478,568 96.7 1,427,655 96.9 9,146,357 97.2
宮 城 酪 農 2,737,729 96.0 2,811,745 95.1 2,662,382 95.4 2,678,747 97.4 2,627,164 96.4 2,525,644 94.9 16,043,411 95.9
宮 城 県 9,964,726 98.7 10,249,351 97.6 9,635,791 97.6 9,671,562 97.5 9,581,027 98.1 9,145,450 96.5 58,247,907 97.7

･ （販売課　村田孝志）
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気仙沼高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ現地地方支部防疫演習について

東部家畜保健衛生所

近隣国において、継続して鳥インフルエンザが発生している中、鳥インフルエンザウイルスを保有してい
る可能性がある野鳥が飛来する時期を迎えるに当たり、10月25日に、宮城県気仙沼地方振興事務所、気仙沼
保健福祉事務所及び当所が主体となって、気仙沼高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ現地地方支部防疫
演習を本吉公民館にて実施しましたので、その概要をお知らせします。
当所が管轄している地域には、東部地方振興事務所、気仙沼地方振興事務所及び東部地方振興事務所登米
地域事務所の３公所があり、それぞれ防疫演習を開催しております。気仙沼地方振興事務所との防疫演習は、
例年、発生時の防疫対応、組織体制及び野鳥に関する情報提供等の講義と、防護服の着脱演習を実施してき
ました。今年度は、より具体的に作業内容とその手順を確認してもらうために、防護服の着脱に加えて、生
きた鶏を用いた捕鳥、鶏模型を使用した二酸化炭素ガス注入による殺処分や死亡鶏のフレコンバックへの投
入、及び消毒ポイントでの車両消毒の実技演習を行いました。実技者は、実際の作業に従事する所属職員と
し、農場作業従事者３名、着脱サポート者３名、車両消毒者２名の合計８名でそれぞれの役割について演習
しました。農場作業従事者は、集合施設で１枚目の防護服を着衣し、その後農場仮設テントにバス等で移動
したと仮定し、そこで２枚目の防護服及びマスク・ゴーグル等装着し、農場内に入ります。その後、生きた
鶏の捕鳥、二酸化炭素ガスの注入、フレコンバックへの死亡鶏の投入をそれぞれ実技演習しました。作業後
には、農場仮設テントに戻り、防護服の脱衣を行いました。着脱サポート者は、自身も防護服を着衣した状
態で、農場作業従事者の防護服及びマスク・ゴーグル等の着脱の補助を行いました。車両消毒者は、公道か
らの消毒ポイントへの誘導、動力噴霧器による車両消毒、車両消毒済証明書の交付を実技演習しました。
今回の防疫演習には、県職員、建設業協会、養鶏農家等約40名が参加し、アンケート調査の結果、実技演
習部分については、８割以上の方から、「わかりやすかった」との回答をいただき、実際に作業手順を目で確
認若しくは実演できたことが、理解の醸成につながりました。一方、埋却についての実演についても「あっ
た方が良い」、「講義での説明が足りない」という評価もあり、次年度への課題としたいと考えております。
鳥インフルエンザは、飼養衛生管理基準の遵守による病原因子の侵入防止が最も重要です。しかし、万が一、
発生があった場合には、農場からの早期発見及び通報を受け、県及び関係機関が迅速な初動防疫体制を構築し、
それを直ちに実行に移していくことが、本病の早期封じ込め及びまん延防止につながります。当所の近隣に
は、野鳥の飛来地として有名な伊豆沼、内沼及び蕪栗沼があり、管内にウイルスが侵入するリスクは高い状
況にあります。年々防疫演習の参加者の意識が高まっていることを実感しつつ、万が一の発生時の迅速な初
動防疫体制構築のために、今後も関係者との連携強化を進めながら、定期的に防疫演習を開催し、より一層
危機意識の向上を図っていきたいと考えております。

（防疫班　上村健人）

平成28年11月20日 第281号（　）6 （隔月１回発行）



宮城県牛乳普及協会

10月15日（土）、16日（日）に仙台市勾当台公園において“牛乳・乳製品フェア2016〜牛乳が楽しくする乳ライ
フ〜”を開催いたしました。両日とも晴天に恵まれ多くの来場者で賑わいました。
今年は牛乳・乳製品の魅力を知っていただくだけではなく、牛乳・乳製品の原料となる生乳を生産してい
る酪農家のこと、乳牛のことをもっと知っていただこうと様々なコーナー
を展開しました。
ミルク情報館では、理解醸成コーナーを設け、東北酪農青年女性会議（事
務局：全酪連仙台支所）のご協力の下、酪農家のこと、牛乳乳製品につい
て消費者に知っていただくため、パネル展示、パンフレット等配布を行な
いました。この他にも各乳業メーカーの商品展示コーナー、骨密度測定コー
ナーを設け、多くの方へPRすることができました。
ミルクキッチンでは、手作りバター教室、メーカーの方々による料理教室を
行いました。（株）明治では水切りヨーグルトを使用した「ヨーグルトティラミ
ス」、雪印メグミルク（株）では牛乳とヨーグルトを使用した「みかんラッシー」、
森永乳業（株）では牛乳とヨーグルトを使用した「具だくさんあっさりミルク
スープ」の紹介、試食を行いました。どの料理も牛乳・乳製品がたくさん使
われており、栄養満点です。当日はレシピの紹介だけではなく、カルシウム
の働き、骨のおはなしなどしていただき、参加した方々も聞き入っていました。
ミルクステージでは、MILKクイズ大会で牛乳乳製品に関するクイズを出
題し、正解した方には乳製品の詰合せをプレゼントしました。この他にも、
子どもたちによるパフォーマンスステージを行い、16日には「マギー審司」
さんを招き、マジックショーを行い、ステージ前には座れないほどの老若
男女が集まり、大いに盛り上がりました。
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
会も行われ、新たに２人のみやぎミルクレディーが選ばれました。
盛りだくさんの内容に大人から子供まで大いに盛り上がった２日間とな
りました。
生産者、乳業者、牛乳宅配販売店は日々安全な牛乳の提供に努めており、
消費者の皆さんの牛乳・乳製品に対する意識向上を図れるよう、なお一層
の普及活動を行って参ります。

（佐々木晶子）

左　色川るみ（いろかわるみ）さん
右　中村優花（なかむらゆか）さん

【Ｈ29・30みやぎミルクレディー】

パンフレット等配布の様子
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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29年度宮城県総合畜産共進会　開催日程について
一般社団法人　宮城県畜産協会

「みやぎまるごとフェステバル2016」が開催されました
宮城県食肉消費対策協議会

農林水産祭参加･平成29年度宮城県総合畜産共進会は下記の日程により畜種別に開催いたすこととしており
ますのでお知らせします。
また、「肉用牛の部」は「第11回全国和牛能力共進会宮城大会」の最終選考会を兼ねて開催いたします。

記
１　開催期日

　１）肉用牛の部　会　期　　平成29年６月17日（土）〜平成29年６月18日（日）
　　　　　　　　　場　所　　みやぎ総合家畜市場（美里町）

　２）肉 豚 の 部　会　期　　平成29年７月12日（水）〜７月14日（金）
　　　　　　　　　場　所　　（株）宮城県食肉流通公社（登米市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・枝肉展示及び褒賞授与

　３）乳用牛の部　会　期　　平成29年９月26日（火）
　　　　　　　　　場　所　　みやぎ総合家畜市場（美里町）

（経営支援課・家畜改良課）

10月15日（土）・16日（日）の２日間、勾当台公園の会場に出展し、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、食肉に関する知識
と宮城県産銘柄牛・銘柄豚紹介のパネル展示説明、アンケート回答者へ仙台黒毛和牛と宮

みや

城
ぎ

野
の

豚
ポーク

みのり・し
もふりレッドの試食を延1,200名に行いました。
試食をされた多くの方から、「おいしい肉ですね」と笑みがこぼれ、「肉の販売もしてほしい」、「販売店を
教えてほしい」などの要望がありました。
また、伊達武将隊や牛政宗くんも来場し、仙台牛、仙台黒毛和牛、宮

みや

城
ぎ

野
の

豚
ポーク

みのり、しもふりレッドのPR
に一役買っていただきました。
今後も多くの皆様に、安心安全な県産牛肉、豚肉の消費拡大PRに努めて参ります。

（事務局　大宮勝廣）
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小さい頃から動物が大好き
だった私の将来の夢は、動物
園の飼育員になること。動物
について知識を深めたいと思
い、牛や馬などを飼育してい
る福島明成高校に進学した。
授業の一環で牛削蹄競技大会
を見学に行く機会があり、削

蹄ってどんなことだろうと、とても楽しみにしてい
た。削蹄競技で、削蹄師がおとなしくしていない成
牛の肢を持ち上げ、鎌などの道具で蹄の形を整えて
いる姿は、まるで牛のネイリストのようだった。削
蹄のかっこよさに魅了され、女性の削蹄師もいると
知った私は、削蹄ができるようになりたいと思った。
そんなときに２級認定牛削蹄師の資格取得に熱心な
宮城県農業大学校のことを知り、進学した。
９月、１学年の授業でメインと言われる先進農業
体験学習が始まり、約１ヶ月間、栗原市一迫の（有）
小山牧場さんで研修を行った。経営規模は、経産牛
60頭、育成牛35頭の酪農経営だ。私は、主に牛舎で
搾乳作業をさせていただいた。私の家は非農家で、
高校でも乳牛は飼育していなかったので、搾乳は人
生初の作業だった。ミルカーをセットする前の前絞
りやポストディッピングといった作業は牛の負担を
減らし、乳房炎の予防になり、衛生的品質を高める
ので特に重要だと学んだ。搾乳は牛にも消費者にも
気を遣う作業だと思った。搾乳の他にも哺乳や給
餌、直腸検査なども体験させていただいた。初めて
直腸に手を入れるときは、興味とは裏腹に戸惑いも
あった。いざ入れてみると糞以外、何を触っている
か分からなかったが、温かく締め付けられる、初め
ての感触に感動した。研修中には、六次産業施設で
ある『あいすむら』で、アイスの製造、販売も体験
させていただいた。また、他の酪農家さんの牛舎や
米の乾燥施設、飼料用とうもろこし畑などにも連れ
て行ってもらった。実践的な作業の体験と関連施設
の視察をすることができ、大変内容の濃く、充実し
た研修になった。小山さんの家族にも、今日から家
族だよと温かく迎え入れてもらえてうれしかった。
今回の研修で学んだことは、来年のプロジェクト
や日々の学習に活かしたいと思う。

〈農業大学校生の抱負〉

先進農業体験学習を終えて
宮城県農業大学校畜産学部１学年

　服部　千秋

平成29年度宮城県農業大学校
入学生を募集（一般入校試験後期）

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（推薦入学試験及び前期一般入学試験分も含む）
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
（注）�募集定員を満たした学部は、後期一般入学

試験を実施しないことがあります。後期一
般入学試験の募集人員は１月上旬にホーム
ページ上に掲載します。

◇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29年１月19日（木）
･ 〜平成29年２月２日（木）（当日消印有効）
◇試験日時　平成29年２月16日（木）午前８時45分〜
◇合格発表日　平成29年２月24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。
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〈畜試便り〉

飼料作物生産における家畜堆肥等の有効活用技術の検討について
宮城県畜産試験場

高値が続く和牛子牛等、一部畜種を除き、畜産物価格は低迷・伸び悩んでいる一方で、飼料・肥料等の各
種資材価格は高い水準で推移しており、畜産経営は厳しい状況におかれています。
そのような中で畜産経営内で発生する家畜糞尿を積極的に活用し、肥料費の低減を図りながら飼料作物の
増収を実現する技術の確立が求められています。
今回は、肥料費の低減と飼料作物生産を両立させる技術について検討しましたので紹介します。

１　試験方法
オーチャードグラス（2012年10月播種／品種まきばたろう）は、表１のとおりの施肥区分を設け、１区あ
たり４ｍ×４ｍ、５区４反復としました。
飼料用トウモロコシ（2015年５月播種／品種34B39）は、表２のとおりの施肥区分を設け、１区あたり４ｍ
×３ｍ、４区３反復としました。それぞれの各区ごと肥料代を算出し、比較しました。

２　試験結果
（1）オーチャードグラス
収量については、堆肥と硫安を施用した試験１で場内慣行栽培である対照区と同等の値となりましたが、
堆肥を増やし、硫安の量を減らすと、収量は低くなりました（図１）。場内試験ほ場では土壌中のカリ蓄積が
進んでおり全体的にテタニー比も高い傾向となっていますが、堆肥の施用割合が上がると３番草でも高くな
る傾向が見られました（図２）。肥料代については、対照区の6,800円/10ａに対し、収量が同等であった試験
１では4,335円/10ａであり、乾物収量１㎏あたりの肥料代を2/3に節減することができました（表３）。

（2）飼料用トウモロコシ
複合化成肥料の替わりに硫安を用いても、さらに、堆肥を増量し硫安を減量した場合でも，対照区と同等
の収量が得られましたが，堆肥のみ多投した試験３区では収量が下がりました（図３）。土壌分析値を見ると
堆肥を慣行の４倍施用した試験３でpH値が高くなり、K2O濃度も上がりました（表４）。乾物収量１㎏あたり
の肥料代は、対照区の8.17円に対して、1.81〜2.33円と大幅に節減することができました（表５）。
今回の試験では、適度な堆肥の増量と硫安の複合肥料の代替により肥料費の節減効果が見られましたが、
過度な堆肥の施用は土壌中ミネラルバランスを崩す恐れがありますので、土壌分析の実施等で適切な飼料作
物生産をおこなうことが重要です。

（草地飼料部環境資源チーム　鶴田　昇）

表１ オーチャードグラス栽培における施肥内容

表３ オーチャードグラス栽培における肥料代

表４ 飼料用トウモロコシ栽培における土壌分析値 表５ 飼料用トウモロコシ栽培における肥料代
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図２ オーチャードグラスのテタニー比

表２ 飼料用トウモロコシ栽培における施肥内容
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一般社団法人　宮城県畜産協会
家畜改良課

熊谷　佳奈

平成28年11月より宮城県
畜産協会の家畜改良課に配
属となりました、熊谷佳奈
と申します。
生まれ育ちは日本三景の

宮城県松島町です。地元なのにあまり観光をしたこ
とがないので、そろそろしたいなと思っています。
大学は宮城大学を卒業しました。卒業後は大阪の企
業に就職しましたが、大阪での暮らしの中で地元宮
城の良さに気付くことが多く、やっぱり宮城で暮ら
しを落ち着け、宮城のためになる仕事がしたいと思
い、今年帰って参りました。
大学では動物遺伝育種学研究室に所属していまし
たので、家畜の世話をする機会も多く、いつかこの
経験を生かせる職場で働ければと考えておりまし
た。この度、縁あって宮城県畜産協会で働かせてい
ただくことになり、大変嬉しく思っております。
今はまだ皆様に教えていただくばかりで、ご迷惑
をお掛けしてばかりで申し訳ない気持ちでいっぱい
ですが、早く仕事を覚え、業務を遂行できるよう精
進して参ります。これから少しずつでも宮城の畜産
に貢献できるように、皆様をはじめ農家の方々等多
くの方と関わり、たくさん吸収し、知識・経験を増
やしていきたいと思っております。皆様方のご指導
ご鞭撻の程、よろしくお願いいたします。

〈New face〉〈衛生便り〉
農場の飼養衛生管理を再点検しましょう！

北部地方振興事務所　　　
栗原地域事務所畜産振興部

家畜の感染性疾病は、哺乳育成期の発育を阻害す
るばかりでなく、畜産物の生産性を低下させる要因
となっています。また、高病原性鳥インフルエンザ
や口蹄疫の侵入発生が、地域や畜産業界へ甚大な被
害を及ぼすことは、平成22年の口蹄疫発生や平成16
年以降、幾度か発生した高病原性鳥インフルエンザ
の被害で記憶されているところです。
感染性疾病の病原体（細菌やウイルス等）は、何
らかの要因（人、車両、野生動物等）で農場内に侵
入し、感受性家畜に感染、発症、そして農場内に蔓
延します。高病原性鳥インフルエンザ等の海外悪性
伝染病の侵入等の防疫対策は、情報提供、検疫強
化、海外渡航者への注意喚起、野鳥モニタリング等
で国・県レベルでも努めていますが、家畜飼養者が
行う基本的な防疫対策は、家畜伝染病予防法第12条
の飼養衛生管理基準を遵守することです。
飼養衛生管理基準は、①家畜防疫情報の把握、②
場内の衛生管理区域設定、③消毒等の病原体の持込
み防止、④野生動物からの感染防止、⑤畜舎資機材
等の衛生状態の確保、⑥健康観察や早期発見通報等
の異状時対処、⑦埋却候補地の準備、⑧家畜の導入
や出荷、来場者等の記録、⑨特定症状の発見時対応
といった９つの大項目で示され、その点検のための
チェック表があります。
毎年２月に、定期報告によって農場の衛生管理状
況を点検していただいておりますが、特に、年末年
始は、海外悪性伝染病の侵入発生が懸念される季節
です。家畜飼養者の方々には、飼養衛生管理チェッ
ク表を活用して、自農場の衛生管理を再点検し、適
切な改善等を施すことで、農場への病原体の侵入防
止等に努めると共に、異常畜の発見時には、速やか
に最寄りの家畜保健衛生所又は畜産振興部に通報願
います。
平成29年２月には、飼養頭羽数調査を含めた飼養
衛生管理基準の定期報告がありますので、併せて、
御協力お願いします。

（畜産振興班　山田　治）
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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

（㊤･八木千恵　㊦･大村　享）

いよいよ来年９月に迫った宮城大会に向けて、昨年10月から大会の実施計画策定業務を行っていましたが、
先月、大会実施計画が出来上がりました。
実施計画では、種牛の部会場である夢メッセみやぎ及び肉牛の部会場である仙台市中央卸売市場食肉市場
における会場設営計画、運営計画等を定めています。
大会の主会場となる夢メッセみやぎでは、屋内・屋外のすべての施設を利用して、５年に１回の大会にふ
さわしい会場を計画しています。
今後は本実施計画に基づき、大会に向けた準備をさらに進めて参ります。
○共進会実施計画
共進会実施計画では、審査が円滑に進められるとともに、出品者・出品牛の安全性と快適性、枝肉の品質
管理・衛生管理に配慮した会場設営を行います。種牛の部会場の夢メッセみやぎでは、駐車場に仮設牛舎を
建て、屋内展示棟内に、審査会場と前大会を超える3,600人収容の観覧席を設営します。
○催事エリア〜宮城県PR、和牛振興、震災復興、企業団体PR、道府県の各エリア〜
来場者の皆様に宮城の魅力をお伝えし、楽しんでいただける催事を計画しています。宮城県の魅力を県内
外の来場者にPRするため、観光PR、特産物販売、ステージイベントを行う宮城県PRエリア、全国の銘柄牛
の試食コーナーや和牛の歴史、生態などを紹介する「和牛振興PR館」などの和牛振興エリア、震災からの復
興状況と支援への感謝の気持ちを全国からの来場者にパネルと映像で紹介する震災復興エリア、最新畜産技
術や機械器具等を展示紹介する企業団体PRエリア、全国から共進会に出品する各道府県のPRを行う道府県エ
リアを設置します。

大会実施計画が完成しました！

11月２日（水）、JAビル宮城の大会議室において、実行委員会の構成団体から約100名が出席し「平成28年度
臨時総会」を開催しました。
冒頭で若生会長から、大会まで残り10ヵ月、これまで以上に委員の皆様と一丸となって準備に取り組むこ
とが、大会成功と全共日本一獲得のために重要であ
り、一層の御支援をいただきたいとの挨拶がありま
した。
議事では、昨年10月から１年にわたり検討を重ね
てきた「大会実施計画（案）」や大会までの具体的
な広報展開を示した「後期広報計画（案）」、来場者
等の円滑な交通輸送方法を検討してきた「交通輸送
実施計画（案）」のほか、「大会全体事業費の変更
（案）」「平成28年度変更事業計画（案）及び補正予
算（案）」などが事務局より提案され、全ての議案
が原案どおり承認されました。

実行委員会平成28年度臨時総会を開催しました。

〈人の動き〉一般社団法人　宮城県畜産協会
１　依願退職（平成28年９月30日付）
　　　家畜改良課　技師　　遠藤　栄嗣

２　新規採用（平成28年11月１日付）
　　　家畜改良課　技師　　熊谷　佳奈
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