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平成29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、公募により選ばれた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可能です。

今年度から新たに実施される事業や拡充された事業について紹介します。

事　業　名 事　業　目　的 事　業　内　容

酪農経営支援総合対策
事業（拡充）

4,075百万円

我が国の酪農は、高
齢化等により酪農家戸
数や飼養頭数が減少
し、後継牛不足も深刻
化するなど生産基盤の
弱体化が進行してい
る。このため、生産者
集団等が行う地域の創
意工夫を生かした取組
を支援し、担い手や乳
用後継牛を確保してい
くとともに、経営の多
角化・高度化を推し進
めることにより、地域
の実情に応じた酪農生
産基盤の維持・強化を
図る。

（1）乳用後継牛の緊急的な確保
後継牛の育成等のための簡易畜舎整備、機器導入、育成牛の事故率低

減（ワクチン１千円／頭）、 供用期間の延長支援（肢蹄保護、乳房炎防止、
48ヶ月以上１千円／頭）、後継者への経営基盤強化（初妊牛導入５万円
／頭）、暑熱ストレスの軽減、乳用牛の地域内継承・育成牛の地域内流
通促進（奨励金３万２千円／頭）等を支援する。

（2）生乳流通体制の合理化の推進
生乳流通コストの生産者負担を軽減するため、生乳生産者団体が行う

「生乳流通合理化計画」、緊急時の「搾乳継続計画」 の検討・作成、生乳
流通関係機器のリース導入、非常用電源・乳温記録システムの整備、貯
乳施設の減容化・補改修、乳代精算方法の効率化等の取組を支援する。

（3）生乳需要基盤の確保の推進
国産牛乳乳製品の消費の維持・定着を図るため、消費者等への酪農理

解醸成活動、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、
生産者自らが製造する牛乳乳製品の需要拡大のための技術研修や販路拡
大等の取組を推進する。

（4）酪農ヘルパーの利用拡大（※事業実施期間：平成29〜31年度）
学生インターンシップの受入や酪農ヘルパーの研修、資格取得等の人

材確保・育成、傷病時等の利用料金を軽減するための互助基金制度及び
広域利用調整や経営改善等のヘルパー利用組合強化の取組を支援する。

（5）女性・リタイア世代等の就農・定着等の推進
酪農家の労働負荷軽減や新たな担い手確保のため、省力化機械等の利

用実態調査、女性・リタイア世代等の受入体制構築や就農促進等の取組
を支援する。

（6）乳用牛能力向上の推進
牛群検定組合等が行う遺伝情報（SNP）データの収集等の取組や牛群

検定に加入する都府県の酪農家が優良な乳用牛を導入する取組（遺伝情
報（SNP）有等：５万円／頭、遺伝情報（SNP）無：４万円／頭）を支
援する。

国産畜産物安心確保等
支援事業

457百万円

家畜個体識別システ
ムの円滑な運用の確
保、 口 蹄 疫 や 鳥 イ ン
フルエンザ等に備えた
国産食肉の安全・安心
に係る情報収集・普及
等を支援することによ
り、国産畜産物の安心
確保と安定供給に資す
る。

（1）家畜個体識別システム定着化事業
家畜個体識別システムの適正かつ円滑な運用を図るため、生産者等が

牛トレーサビリティ制度を的確に実施するための取組を支援する。
（2）緊急時生産流通体制支援事業

①･緊急時鶏肉処理体制整備等対策事業
鳥インフルエンザ発生時における円滑な鶏肉処理体制の構築に向け

た取組を支援する。
②･緊急時食肉安全性等情報提供事業

口蹄疫、鳥インフルエンザ等の発生時に備えた、国産食肉の安全・
安心に係る情報収集・消費者への普及を支援する。
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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
・8/6（日）第31回ひまわり賞（オークス）  ・8/13（日）第18回若鮎賞  ・8/15（火）第22回クラスターカップ（JpnⅢ）、第40回桂樹杯
・9/3（日）第35回ビギナーズカップ  ・9/9（土）第５回ヴィーナススプリント  ・9/10（日）第25回青藍賞  ・9/16（土）第５回イーハトーブマイル  
・9/17（日）第19回ジュニアグランプリ  ・9/24（日）第19回岩手県知事杯OROカップ

水　沢 水　沢盛　岡 盛　岡

水　沢 水　沢 盛　岡 盛　岡 盛岡

事　業　名 事　業　目　的 事　業　内　容

（3）家畜排せつ物利活用推進事業
堆肥の広域流通を図るための畜産農家と耕種農家のマッチング手法の

実証及びおが粉代替敷料の利活用に必要な技術指導等を行う研修会の開
催を支援する。

（4）海外流行疾病侵入時対応強化事業
海外の流行疾病に対する我が国の動物用医薬品の有効性等に関する情

報を収集し、畜産関係者に向けた情報提供を支援する。
（5）薬剤耐性（AMR）対策に対応した飼養管理技術確立支援事業（新規）

抗菌性飼料添加物を使用しない飼養管理へ移行するための技術的課題
及び対処法の検討や技術的検証を行うとともに、優良事例を収集し、畜
産関係者等に向けた情報提供を行う。

畜産経営環境対応強化
緊急対策事業（新規）

12百万円

環境規制の強化等へ
の対応に必要な施設・
機械等のリース方式に
よる導入支援を新設。

畜産農家等が、環境規制の強化及び飼養衛生管理基準の見直しへの対応
に必要な施設・機械をリース方式により導入する取組を支援する。

畜産経営安定化飼料
緊急支援事業（拡充）

201百万円

配合飼料価格の低減
に向けた工場の再編・
合理化等の計画策定、
資金借入に対する金利
支援に加え、施設廃棄
等に要する費用への支
援を追加。

（1）飼料緊急支援
平成25年度に配合飼料製造業者等が実施した、市中銀行等から資金を

借り入れ、生産者に対して独自の補塡や給付金の交付等により生産者向
け配合飼料価格の抑制や支払い期限の延長等の取組に対し、当該借入れ
に係る金利相当額を支援する。

（2）配合飼料製造費等低減緊急支援
①･工場の再編・合理化等の配合飼料製造・供給コストの低減に向けた関

係者による検討、計画策定の取組等を支援する。
②･当該計画に基づく工場の再編・合理化等に伴う、
　ア･　設備導入に必要な資金の借入れに対し、金利相当額の一部を支援

する。
　イ･　施設廃棄等に必要な費用の一部を支援する。

粗飼料確保緊急対策
事業

229百万円

平成28年度台風対策
のうち粗飼料確保緊急
対策について、28年度
の粗飼料の減収・品質
低下の影響は29年度の
飼料収穫・調製まで続
くため、本対策を延長。

（1）代替粗飼料の共同購入支援
平成28年台風７号等の影響により、29年度中に不足する自給飼料の代

替粗飼料を共同購入により確保する場合に、購入費用の一部を支援する。
（2）サイレージ品質低下防止対策

平成28年台風７号等の影響により、生育不良が見込まれる29年産牧草
等のサイレージの品質低下防止のため、発酵促進資材等を共同購入によ
り確保する場合に、購入費用の一部を支援する。

※平成29年度畜産業振興事業の概要　･https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000092.html

今夏の気象予報と暑熱対策について
気象庁が６月23日に発表した「３か月予報（７〜９月）」、６月29日に発表した「１か月予報（７月）」

によると、全国的に暖かい空気に覆われ、気温が高くなると見込まれています。
このため、家畜のストレスや疾病を減らし、畜産物の生産性の維持・向上につなげるためにも、

十分な暑熱対策を行うことが大切です。具体的な対策は、下記ホームページを参照ください。

公益社団法人中央畜産会 家畜への暑熱対策　http://jlia.lin.gr.jp/seisan/

･ （企画管理班　浅野佑太）
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平成29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

最近の畜産情勢については、全国の肉用子牛並び
に乳用初妊牛市場で高騰が続き、また、担い手の高
齢化、後継者不足などを背景に飼養戸数・頭数の減
少が続き、生産基盤の弱体化が危惧されております。

本会としては、このような現状を踏まえ、畜産経
営基盤の体質強化と経営支援指導・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んでまいりますので、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
申し上げます。

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．畜産特別資金等推進指導事業
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．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。

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．みやぎの子牛生産基盤復興支援事業

肉用牛の増頭を推進するため、啓発資材作成、
相談窓口の設置及び講習会等を開催する。

８．畜産経営における女子力発揮推進事業
将来の地域女性リーダー候補育成のためのキャ

リアアップ、ネットワーク構築を促進することを
目的とした研修会を開催する。

９．畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）
畜産クラスター事業の機械導入事業の円滑な推

進を図るため、畜産クラスター協議会等を対象に
事業説明会及び事業参加要望書等の取りまとめを
実施する。

10．酪農経営体生産性向上緊急対策事業（労働負担軽減事業）
酪農経営体生産性向上緊急対策事業（通称：楽酪

事業）の労働負担軽減事業（機械導入事業）の円滑
な推進を図るため、楽酪応援会議等を対象に事業説
明会及び事業参加要望書等の取りまとめを実施する。

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およびBVD−MD

の防疫対策、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．馬伝染性疾病防疫推進対策事業
競走馬以外の乗用馬等に対する馬インフルエン

ザワクチン接種及び軽種馬等の繁殖牝馬に対する
馬鼻肺炎ワクチン接種を推進することにより生産
段階の効率的な馬防疫措置を図る。

６．自衛防疫体制強化推進事業
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．飼養衛生管理基準等緊急啓発普及促進事業
新たな「飼養衛生管理基準」の啓発普及を迅速
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かつ的確に実施して、生産段階における防疫措
置・体制の強化・推進を図る。

８．農場HACCP認証地域取組推進強化事業
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
し、普及推進を図る。

９．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、互助制度の普及啓蒙を図る。

10．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。

11．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。

12．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。

13．獣医師養成確保修学資金貸与事業
獣医学を専攻する学生のうち産業動物獣医師を

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、四半期毎の平均売買
価格が保証基準価格（肉用子牛の再生産を確保す
るため、毎年度国が決定）を下回った場合、当該

四半期毎に販売又は自家保留をした生産者に対し
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。

３．肉用牛肥育経営安定特別対策事業
農畜産業振興機構及び生産者により「肉用牛肥

育経営安定特別基金」を造成し、毎月の肥育牛１
頭当たりの粗収益が生産コストを下回った場合に
差額の８割を補てんすることにより経営の安定と
肉用牛生産基盤の維持拡大に資する。

４．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、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．乳用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）
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第52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29年６月24日（土）みやぎ総合家畜市場におい

て開催し、福島県本宮市の酪農家 今野 剛 氏によ
り63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 306 エイトロール･ブロカウ･セルリアン 大崎市 八巻　　陸
経産 906 ◎ブラメリア･ゴールドロイ･リズ･フタゴ 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 301 エイトロール･ブロカウ･ナナミーナ 大崎市 八巻　　陸
経産 604 ◎エイトロール･アフターシヨツク･ピアレス 大崎市 八巻　　陸

【シニアチャンピオン】
種別 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
9 906 ◎ブラメリア･ゴールドロイ･リズ･フタゴ 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
9 905 ウツデイランド･メルクレスト･ルーベン･モエ 角田市 ㈲渡辺ファーム

【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 ◎エイトロール･アフターシヨツク･ピアレス 大崎市 八巻　　陸

【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
8 804 ◎ブラメリア･ボルト･ブラドニ･ET 丸森町 ㈲半澤牧場

【最優秀賞】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

1
111 ミヤノウ･スピカ･エアリフト･ミスズ･ミラクル 名取市 宮城県農業高等学校
110 イチジヨウフアーム･HC･オーソン 丸森町 一條　　薫

2
202 ウツデイランド･マツカチエン･モエ 丸森町 エリートジェネティクス㈱
208 カミノウ･マツカチエン･プリンセス 色麻町 宮城県加美農業高等学校

3
306 エイトロール･ブロカウ･セルリアン 大崎市 八巻　　陸
301 エイトロール･ブロカウ･ナナミーナ 大崎市 八巻　　陸

4
402 リトルアイランド･マツカチエン･ルージユ 蔵王町 小島　一也
401 スペシヤル･スパイラル･フロスト 栗原市 伊藤　紀彦

5
506 スギ･モーサン･スター･エボニー 丸森町 エリートジェネティクス㈱
503 YNS･ブロカウ･エース 加美町 千葉　義文

6
604 ◎エイトロール･アフターシヨツク･ピアレス 大崎市 八巻　　陸
605 YNS･ゴールドロイ･チーフ 加美町 千葉　義文

7
701 ◎エリートジエン･オブ･ビビアン･ET 丸森町 ㈲半澤牧場
705 イチジヨウフアーム･アフター･ゴールド･プリンセス･コラ 丸森町 一條　　薫

8
804 ◎ブラメリア･ボルト･ブラドニ･ET 丸森町 ㈲半澤牧場
808 ブラメリア･チツプ･ブリリアント 丸森町 ㈲半澤牧場

9
906 ◎ブラメリア･ゴールドロイ･リズ･フタゴ 丸森町 ㈲半澤牧場
905 ウツデイランド･メルクレスト･ルーベン･モエ 角田市 ㈲渡辺ファーム

10
1001 ◎ブラメリア･フリスク･セルシー 丸森町 ㈲半澤牧場
1002 ジエリー･デイストライ･スレツト 栗原市 野村　泰仁

＊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。

（事務局　熊谷佳奈）

〈衛生便り〉
抗生物質は慎重に使用しましょう

〜抗生物質の効かない耐性菌の
出現が注目されています〜

宮城県仙台家畜保健衛生所

近年、抗生物質が効かない ｢薬剤耐性菌｣ が世界

中で増加する一方、抗生物質の開発は停滞しつつあ

り、大きな問題となっています。薬剤耐性菌は、国

際的にも注目が集まっており、昨年開催された伊勢

志摩サミットにおいても主要な議題の一つとして取

り上げられました。

家畜が薬剤耐性菌に感染し病気になると、治療に

抗生物質を使用しても治らない、または治りにくい

などの問題が生じます。特に、複数の抗生物質に

耐性を示す多剤耐性菌は、有効な抗生物質が限ら

れ、治療はより難しくなります。また、家畜と接触

したり、牛乳や肉などの畜産物を介して、家畜由来

の耐性菌がヒトの病気の原因になる危険性もあり

問題視されています。県内でも昨年度に３農場で

Salmonella Typhimuriumによる牛のサルモネラ症

の発生があり、そのうち２農場から分離された菌は

多剤耐性菌でした。

抗生物質の使用量の増加は、耐性菌の増加に関係

することが明らかになっています。抗生物質の使用

頻度を減らすためにも、衛生環境の改善や飼養衛生

管理基準の遵守、適切なワクチン接種により感染症

の予防に努めましょう。また、抗生物質を使用する

際は、有効な薬剤の使用を最小限に抑えていく ｢慎

重使用｣ が大切です。獣医師が発行する指示書に従

い、抗生物質の対象家畜、使用期間、使用量、休薬

期間を守り、正しく使用しましょう。

薬剤耐性の問題には、畜産関係者が一体となって

取り組むことが必要不可欠です。薬剤耐性菌の増加

を抑え、抗生物質が今後も感染症の治療に有効に使

えますよう、御協力お願いします。

（病性鑑定班　楢崎菜々子）
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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30年度入学生の推薦入校試
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・一般入校試験の合計）

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･）推薦入校試験の募集人員は上記の８割程度
とします

◇応 募 資 格･ 学校長推薦
◇募集期間･ ･平成29年９月６日（水）･

〜平成29年９月20日（水）（当日消印有効）
◇試 験 日 時･ 平成29年10月４日（水）午前８時45分〜
◇試 験 場 所･ 宮城県農業大学校本部名取教場
◇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）

原稿
◇合格発表日･ 平成29年10月13日（金）午前10時
◇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
は返還対象となります。）また、本大学校の養
成課程は、国の事業である農業次世代人材投資
資金（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30年度
宮城県農業大学校入学生を募集（推薦入校試験）

私の家では、酪農と水田の
複合経営を行っています。水
田の面積は１町５反、酪農の飼
養頭数は搾乳牛が20頭、乾乳
牛が５頭、育成牛が３頭です。

私は、農業大学校卒業後、
父の後を継ぎ酪農を行うつも
りです。子供のころの遊び場

は牛舎や家の前の牧草地などでした。そこで働く父
の姿を見て、何気なく将来は酪農をやりたいと思う
ようになりました。

中学に上がり手伝いも少しずつ行うようになった
頃、実際の作業を通して、以前よりも強く酪農をや
りたいと思うようになりました。高校も農業高校に
進みました。

高校では、動物科学科の畜産専攻班に入りました。
実習では和牛の飼養管理について学び、座学では豚、
牛についての基本的なことを学びました。しかし、
座学でも牛に関する学習は和牛を中心に行われ、乳
牛に関する学習はほとんどありませんでした。高校
３年の夏休みに農業大学校のオープンキャンパスに
参加しました。畜産学部では、家畜人工授精師や削
蹄の資格を取得でき、より実践的なことも学べると
思いました。オープンキャンパスの体験を通して農
業大学校に進学しようと決めました。

農業大学校に入校し、１学年の頃は座学で基礎的
なことを学び、実習でも野菜の栽培などを行いまし
た。９月から10月に行われる先進農業体験学習では、
酪農を行っている農家さんに１か月間お世話になり、
ホルスタイン共進会で牛を引かせてもらうなど、家
では体験できないことを体験させていただきました。

２学年に進級し、酪農を専攻し、毎日、乳牛の飼
養管理を行ないながら、勉学に励んでいます。また、
卒論のプロジェクト課題も本格的に始まりました。私
は、家の経営の課題である乳房炎予防をテーマに設
定しました。プロジェクトを進めていくうちに作業方
法の改善点がたくさん見つかりました。それらを改善
し、乳房炎の原因を見つけ予防していきたいと思いま
す。また、７月には家畜人工授精師の講習会があるの
で、資格取得できるよう努力していきたいです。そし
て、取得した際には自宅の酪農経営の改善と近隣酪
農家の経営発展に役立てていきたいと考えています。

〈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　髙橋　大翔
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〈New face〉

はじめまして。
平成29年４月から宮城県農

林水産部畜産課企画管理班に
配属されました、浅野佑太と
申します。

出身は宮城県名取市で、今
年の３月に宮城県名取北高等学校を卒業しました。

高校の時に、宮城県の観光が取り上げられた記事を
読み、宮城県の食材や観光地を他県のみならず国外に
もアピールすることにより宮城県全体を盛り上げていきた
いと考え宮城県職員を目指しました。働いてみて、毎日
が新しい発見の連続で本当に一日があっという間に過ぎ
てしまう程充実した日々 を過ごしていると感じています。

さて、今年は全国和牛能力共進会宮城大会が開催
されますが、畜産課として仙台牛を日本一にするべ
く、まずは自分から何かできることはないか考え、率
先して行動できるよう頑張っていきたいと思います。

気がつくと働き始めて４ヶ月が経過しようとして
います。まだまだわからない事が多いですが、新し
い発見は私にとって多くの知識や経験を得る大きな
チャンスと捉え、一つ一つの仕事を確実に処理でき
るよう日々頑張ってまいりたいと考えています。

皆様、これからも御指導、御鞭撻のほどよろしく
お願いいたします。

初めまして、今年の４月よ
り宮城県畜産試験場種豚家き
ん部・原種豚チームに配属に
なりました、岡　希と申しま
す。生まれは札幌市で、岩手

大学出身です。大学では寄生虫研究室に所属し、肝
蛭の遺伝子操作技術に関する研究を行っていまし
た。

現在は試験場の豚の診療や、生産性の向上を目的
とした試験研究を担当しています。これまで豚と接
する機会がなかったため不安でしたが、現場作業員
及び上司の皆さんにご指導頂きながら、様々な経験
を積ませて頂いています。試験場は実際に養豚の現
場に接することができ、畜産に携わる獣医師にとっ
て、非常に勉強になる環境です。まだまだ未熟な点
ばかりですが、愛らしい豚たちに癒やされながら、
楽しく仕事に取り組んでいます。

今後は畜産試験場の獣医師として研究及び診療技
術の向上に努め、宮城県の養豚業に貢献できるよう
精進して参りますので、ご指導のほどよろしくお願
い致します。

このたびNOSAI･宮城中央
家畜診療センターに配属され
ました前道一貴と申します。
出身は茨城県で、この春、北
里大学を卒業しました。私が
NOSAI･宮城を志望した理由

は大動物獣医師として深く、幅広い経験を積むこと
ができると考えたからです。内科や外科などの病気
の治療はもちろん、損害防止のための健康管理や衛
生管理、その中でも特に深い興味を持った事は繁殖
管理への取組みです。農家の方にとって子牛の誕生
は牛乳や肉の生産へと繋がる重要なことです。一人
の獣医師が人工授精、エコーや直腸検査による妊娠
鑑定、受精卵採取、難産介助などの処置を通して牛
の新たな命の誕生までの成長過程をトータルで見て
いくことができる環境にとても魅力を感じました。
農家の方にとって牛はかけがえのない財産です。病
気が治った時、子牛が無事に生まれた時の喜びは測
り知れないものだと思います。まだまだ学ぶべきこ
とが沢山ありますが、畜産農家の皆さんをしっかり
サポートすることが出来る獣医師になるよう一生懸
命頑張っていきたいと思います。

このたびNOSAI･宮城中央
家畜診療センターに配属され
ました中鉢友紀乃と申します。
出身地は埼玉県所沢市で、趣
味はサイクリングとお菓子作

りです。出身大学は岩手大学で、産業動物臨床学研
究室に所属しておりました。岩手大学在学中に実習
や研究室業務などで牛について学ぶ機会が多く、自
然と大動物分野に興味を持つようになり、大動物に
ついてさらに学ぶと共に大動物臨床の発展に貢献し
たいと思い、この分野を志望しました。大学在学中
は牛の受精卵移植に関する研究をしており、現在も
繁殖分野に興味があります。また、入社してから３
か月しか経っていませんが実際に現場を見る中で子
牛の疾病の発生が多いと感じており、治療はもちろ
んその予防についても学んでいきたいと思っていま
す。臨床現場では検査などが限られた環境で診断・
治療を行わなければならないので、自分の五感を養
い、知識を増やして最善の診療を行えるよう頑張り
たいと思います。

宮城県畜産課
企画管理班

浅野　佑太

宮城県畜産試験場
種豚家きん部・原種豚チーム

岡　　希

宮城県農業共済組合（NOSAI 宮城）
県南家畜診療センター

前道　一貴

宮城県農業共済組合（NOSAI 宮城）
中央家畜診療センター

中鉢　友紀乃
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はじめまして。本年度から
NOSAI･宮城県北家畜診療セ
ンターに配属になりました近
藤大祐と申します。静岡県出
身です。大学は北里大学で大

動物臨床学を専攻していました。私は大学生の時に
診療センターで実習させて頂き、職員の方々の知識
の豊富さや獣医療に対する真剣さに惹かれました。
これがきっかけとなり本組合で仕事をしたいと入社
しました。大学に入るまで、農業にあまり触れたこ
とはありませんでした。治療に関する知識は勿論の
こと、飼育する方法さえ知らないことを知りました。

「何も知らないということが逆に努力した分一つ一
つ成長していくことができる」とやりがいを感じま
した。そこで産業動物獣医として働くことを決心し
ました。本組合に入社して３か月が経過しました。
農家さん方の力になれていないことが現状です。今
後とも日々努力を重ね、職員の皆さんや農家さんに
恩返しをしていけるように精進していきます。

はじめまして。今年度より
NOSAI･宮城県北家畜診療セ
ンターに配属となりました、
地主真実子と申します。出身
は埼玉県で、今春、日本獣医

生命科学大学獣医学部を卒業しました。
大学時代、産業動物と触れ合う機会が少なかった

私ですが、５年次にNOSAI･宮城の臨床実習に参加
したことが、産業動物の獣医師を目指す大きなきっ
かけとなりました。往診に随行する中で、日々動物
たちに愛情を注ぐ農家の方々と出会い、その経営を
支える獣医師として働きたいという思いが強くなり
ました。また、先生方と農家の方々の強いつながり
を実感し、私も経営の支えとなるだけでなく、心の
よりどころとして何でも相談してもらえるような獣
医師になりたいと思っています。

まだまだ未熟で至らない点もございますが、農家
の方々に信頼される獣医師となれるよう、向上心を
持って頑張っていきたいと思いますので、どうぞよ
ろしくお願い致します。

今年度からJA全農みやぎ
畜産部生産指導課に勤めるこ
とになりました、倉田佑磨と
申します。出身は千葉県浦安
市で早稲田大学を卒業しまし

た。浦安は埋立地で農地はなく、親戚に農家もおら
ず、農学部でもありません。ずっと農業と無縁だっ
た私ですが、大学で公共政策を学ぶ中で農業の公的
機能に関心を持つようになり、日本の農地を守りた
いと思って全農を志望しました。ただ、農業につい
て何も知らない状態だったので、まずは農業を直に
経験したいと思い、現場に近い部署を希望して縁あっ
て宮城県の畜産部に配属になりました。毎日慣れな
いことばかりですが、お陰様で子牛の登記や市場業
務と牛や生産農家の皆様に直接触れ合う機会が多く、
日々勉強させていただいております。９月の全共に
向けても意気込んでおりますので、どうぞ皆様よろ
しくお願いいたします。

はじめまして。４月から
JA全農みやぎに入会しまし
た、早坂公宏と申します。出
身は仙台市です。宮城野高校
を卒業後、山形大学でマーケ

ティングを専攻してきました。趣味はドラム、ス
ポーツ観戦などです。

実家は非農家で、大学で農業を学んだわけでもあ
りませんが、逆境の中にある日本の農業を支えたい
と思い、入会を決意しました。

畜産部の事業管理課に配属となり、現在は牛や豚
に関連する様々な伝票処理を中心とした業務を行っ
ています。部全体を見渡すことができる課ですの
で、幅広い知識を身につけて自分の業務に活かして
いきたいです。

まずは仕事の一日の流れを把握して、できる仕事
をどんどん増やしていくことが当面の目標です。周
囲から信頼される職員を目指して、精一杯仕事に尽
力して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど
宜しくお願い致します。

宮城県農業共済組合（NOSAI 宮城）
県北家畜診療センター

近藤　大祐

宮城県農業共済組合（NOSAI 宮城）
県北家畜診療センター

地主　真実子

全国農業協同組合連合会宮城県本部
畜産部生産指導課

倉田　佑磨

全国農業協同組合連合会宮城県本部
畜産部事業管理課

早坂　公宏
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宮城県 平成29年７月１日付
新 旧 氏　名

震災復興・企画部震災復興・企画総務課副参事兼課長補佐（総括担当）兼震災復興政策課政策調査員 農林水産部畜産課副参事兼課長補佐（総括担当） 小嶋　淳一
農林水産部畜産課長補佐（総括担当） 石巻港湾事務所次長（総括担当） 熊谷　圭太

NOSAI 宮城 平成29年７月１日付
新 旧 氏　名

家畜診療研修所診療指導課技師 （新規採用） 斎藤　千裕

〈人の動き〉

平成29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

農林水産祭参加　平成29年度宮城県総合畜産共進会（肉用牛の部・肉豚の部）を、下記により開催し、お
蔭様をもちまして盛会裡に終了いたしました。

・肉用牛の部（種牛）･ ６月17日〜18日　みやぎ総合家畜市場（美里町）
・肉豚の･ ７月12日〜14日　宮城県食肉流通公社（登米市）
各部の出品頭数は、肉用牛の部【種牛】は単品が59頭、群出品16組71頭の計130頭が出品され、肉豚の部は、

第１区30セット60頭、第２区25セット50頭、合計55セット110頭出品されました。
なお、各部の上位受賞者及び審査報告（抜粋）は下記のとおりです。

【肉用牛の部（種牛）】
今年は、第11回全国和牛能力共進会の宮城県出品最終選考会を兼ねた共進会として、例年以上の意気込み

が感じられる出品でした。全体として発育が良好で、斉一性の向上が見られ、体積、体の伸び、深さに富む
種牛でした。しかしながら、一部の牛において栄養度が適切でない牛、体の締りがない牛、後肢の弱い牛が
散見されました。今回の上位入賞牛は、宮城全共の本県代表牛となりますので、引続き適切な管理をお願い
します。

【名誉賞】･ 第６区（繁殖雌牛群）
農林水産大臣賞
宮城県知事賞･ 栗原和牛育種組合

【名誉賞】･ 第２区（若雌の１）
農林水産省生産局長賞
宮城県議会議長賞･ 登米市　小野寺　正人

・東北農政局長賞･ 第８区（総合評価群）
･ 仙南和牛改良推進組合
・団体賞･ 栗原地域

【肉豚の部】
枝肉は、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、肉の赤色がやや強く見えるものもおりましたが、両区ともに脂肪質の良いものが多く、肉質として評
価の高いものでした。惜しまれる点としては、枝肉重量が小さめで特に腹部における内面脂肪の付着が過少
のものが多く見受けられました。今後とも、四季折々に適応した飼養管理に十分留意され、消費者が求める
品質の優良な安全でおいしい豚肉の生産にご研鑽をお願いします。

【名誉賞】･ 第１区（ミヤギノクロス三元交雑種）
農林水産大臣賞
宮城県知事賞･ 登米市　㈲ピッグ夢ファーム

【名誉賞】･ 第２区（第１区以外の肉豚）
農林水産省生産局長賞
宮城県議会議長賞･ 栗原市　㈱サイボク東北牧場

・東北農政局長賞･ 第１区（ミヤギノクロス三元交雑種）
･ 栗原市　千葉　房義
・団体賞･ 登米地域

（第１区　名誉賞）
㈲ピッグ夢ファーム

（名誉賞）
栗原和牛育種組合

（名誉賞）
登米市：小野寺正人氏

（第２区　名誉賞）
㈱サイボク東北牧場
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〈畜試便り〉
新しい飼料作物奨励品種の紹介

宮城県畜産試験場

第11回全国和牛能力共進会宮城大会
宮城県代表牛が決定しました。

第11回全国和牛能力共進会実行委員会

畜産試験場では、県内に適した飼料作物の選定を
行うため、栽培試験を実施し品種の生育特性や生産
性を調査しています。

今回は、新しく宮城県の飼料作物奨励品種になっ
たイタリアンライグラス１品種について紹介します。
イタリアンライグラス「はたあおば」
「はたあおば」（図１）は、３年間の栽培試験を経た

上で、飼料作物奨励品種に選定されました。当品種
は雪印種苗、タキイ種苗（株）から販売されています。
「はたあおば」は、標準品種のタチワセ（現奨励品

種）と比較して、生育特性および越冬性は同等です。
収量性については、「はたあおば」が優れています。

栽培上の留意点は、播種量を３〜４㎏/10ａとし、根
雪期間が60日を超える地域での栽培を避けてください。

（草地飼料部）

種
牛
の
部

出　品　区　分 父牛 名　号 出品者・組合名

第１区（若雄）
15〜23ヶ月齢未満

勝洋 勝美桜１ 宮城県畜産試験場

第２区（若雌の１）
14〜17ヶ月齢未満

好平茂
好平茂

さいぜんれつ
ゆりよし

小野寺正人（登米市）
菅原　一研（栗原市）

第３区（若雌の２）
17〜20ヶ月齢未満

好平茂
好平茂

さくら76
はる

熊谷　良太（栗原市）
菅原　英和（登米市）

第４区（系統雌牛群）
14ヶ月齢以上

平勝美
平勝美
平勝美
平勝美

かなえ
あさこ
かつみ
みか

【みどりの和牛育種組合】
山谷　恵一（大崎市）
佐藤　和也（大崎市）
後上　孝行（大崎市）
高橋　則夫（大崎市）

第５区（繁殖雌牛群）
３産以上の産歴

茂洋
茂洋
茂洋
茂洋

ゆりしげ 3
おかしげ
なえの２
ゆいこ

【栗原和牛育種組合】
兵藤　　浩（栗原市）
岡本　正宏（栗原市）
千葉たぢ子（栗原市）
田中　　豊（栗原市）

第６区（高等登録群）
14ヶ月齢以上

奥北茂
茂洋
好平茂

おくひら
しげひら
よしひら

【登米和牛育種組合】
㈲ N . O . A（登米市）
服部　泰啓（登米市）
佐々木昌典（登米市）

第７区
（総合評価群）

17〜24ヶ月齢
未満

好平茂
好平茂
好平茂
好平茂

なつひら
はな
ゆり
あさこ

【仙南和牛改良推進組合】
小室　富義（白石市）
境野　和博（白石市）
菅原　公孝（丸森町）
加藤　幸一（角田市）

肉
牛
の
部

24ヶ月齢未満
好平茂
好平茂
好平茂

登米牛
咲花
俊光

金野　　康（登米市）
高橋　　猛（大崎市）
根元　仁一（大和町）

第８区
（若雄後代検定牛群）

24ヶ月齢未満

好福久
好福久
好福久

桃義久
好福洋
隆好久

菅生　貞夫（川崎町）
千葉　　敏（登米市）
千葉　正憲（登米市）

第９区（肥育去勢牛）
24ヶ月齢未満

勝洋
勝洋

宮勝洋
宮勝洋

金野　　康（登米市）
馬場　　茂（角田市）

高
校
の
部

復興特別出品区
14〜20ヶ月齢未満

勝洋 ゆうひ 柴田農林高等学校

表１　主要な特性
品種名 早晩生 草　丈 収　量 倒伏性 越冬性

はたあおば 早生 ○ ◎ ○ ○

凡例：◎優れる、○普通

表２　はたあおばの生育特性および収量性

品種名

１番草 ２番草 １番草＋
２番草

乾物収量
（㎏/10a）

収穫時
草丈

（㎝）
倒伏程度 乾物収量

（㎏/10a）
収穫時
草丈

（㎝）
倒伏程度

総乾物
収量

（㎏/10a）
はたあおば

（対標準品種比）
723

（103）
99.4

（102）
1.2

（100）
309

（99）
76.4

（101）
1.0

（100）
1032

（102）
タチワセ

（標準品種） 699 97.3 1.2 312 75.4 1.0 1010

※Ｈ26 〜Ｈ28年の３年間の収量調査結果。
※倒伏程度は倒伏無を１、甚を９とする評点法。
※（　）内は標準品種を100とした値。

図１　「はたあおば」の草姿
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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

（㊤･出品対策部　千葉和義　㊦･鈴木　学）

平成29年５月24日（水）、県庁１階ロビーにおいて、全共宮城大会までの日数を表示するカウントダウンボー
ドの除幕式を行いました。開式の挨拶で河端会長から「全共は５年に一度の大会であり、全国の和牛生産者
が日本一を目指して熾烈な戦いが繰り広げられる。会場では仙台牛を始め、全国のブランド牛の無料試食な
ど一日中楽しめる企画が盛りだくさん。ぜひ家族・友人を
誘って来場して欲しい。」とコメントし、出席者でカウントダ
ウンボードを除幕しました。

また、この除幕式に合わせ５月22日（月）から26日（金）の間、
全共宮城大会の魅力や牛政宗くんの活動報告をまとめた「パ
ネル展」も実施しました。

カウントダウンボードは全共宮城大会最終日の９月11日
（月）まで県庁ロビーに設置され、来庁される皆さんをお出迎
えします。

全共宮城大会100日前イベントを開催しました！

平成29年６月17日（土）〜18日（日）に第11回全共宮城県代表牛最終選考会が開催され、種牛の部20頭および
復興特別出品区「高校の部」１頭のあわせて21頭の出品牛が決定しました。（Ｐ11のとおり）

出品候補牛の飼養管理や出品技術については、昨年11月から県内６地区ごとに全３回の日程で「出品技術
向上研修会」を開催してきたところですが、県代表牛最終選考会ではその成果が十分に発揮され、各出品区
ともに僅差の争いの中で出品牛が決定されました。

これら出品牛を対象として、６月30日（金）には公益社団法人全国和牛登録協会宮城県支部主催「第11回全
共宮城県代表牛第１回集合指導会」が開催され、出品者をはじめ、補助員、育種組合や改良推進組合、JA、
JA全農みやぎや県関係機関などが出席しました。

集合指導会では、第11回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会事務局の安部出品対策部長や全共指導員の方々
から、「飼料給与方法や追い運動により、栄養度（６部位36以下）を管理すること」、「体尺測定や審査の際には、
正しい姿勢をとりその姿勢を長く維持

（60分程度）させること」などについて
指導があり、出品者は出品牛とともに正
姿勢、縦列や歩行の練習を行いました。

今後は、７月に２回、８月にも２回
の集合指導会が開催されます。出品牛
が万全の状態で全共本番を迎えられる
ように準備が進められます。

第11回全共宮城県代表牛第１回集合指導会について

この度、石川壽一会長の辞任に伴い、７月24日の理事会において新会長が選出されましたので、お知らせ
いたします。

（一社）宮城県畜産協会会長に高橋 正
まさし

 氏（宮城県農業協同組合中央会長）が就任しました。

平成29年８月１日 第285号（　）12 （隔月１回発行）


