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第11回全国和牛能力共進会宮城大会「種牛の部」（平成29年９月７日〜11日　仙台市　夢メッセみやぎ）

① 第２区優等賞１席　小野寺正人氏と「さいぜんれつ」号
② 審査会場全景
③ 特別賞（肩付賞）第４区　みどりの和牛育種組合
④ 特別賞（体積・均称賞）第５区　栗原和牛育種組合

①

②

③

④
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平成29年９月７日から11日まで、夢メッセみやぎ及び仙台市中央卸売市場食肉市場を会場に第11回全国和
牛能力共進会宮城大会が開催されました。
全国から513頭の出品牛、来場者数は予想を上回る41万７千人に達し、我が県の魅力ある食や観光などの幅
広いPRや、東日本大震災からの復興と支援への感謝の気持ちを全国に伝えることができました。
大会では、種牛（しゆぎゆう）の部第２区において、登米市　小野寺正人氏出品の「さいぜんれつ」号が、宮
城県史上初めてとなる日本一（優等賞１席）を獲得したほか、全９区のうち８つの区で優等賞に入賞し、出
品団体表彰では４席になるなど過去最高の成績を収めました。これもひとえに、出品者の努力と関係者によ
るサポート体制、そして多くの皆様の支援と協力体制がなければ成し得なかったことです。まさに、オール
宮城で創り上げた和牛の改良体制が宮城大会で花開いたといっても過言ではありません。
次回大会は、鹿児島県で開催されることが決定しており、今回培った経験を活かしつつ、次世代の人材の
育成を進めながら、更なる飛躍を目指し和牛改良に邁進していきたいと考えておりますので、引き続き御支援、
御協力を賜りますようお願い申し上げます。
また、大会の運営に当たりましては、関係機関の皆様に多大なる御協力をいただき、無事、滞りなく大会
を終了することができました。本当にありがとうございました。

〈全共便り〉
第11回全国和牛能力共進会宮城大会終了について

第11回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会

平成29年９月７日（木）〜11日（月）に第11回全国和牛能力共進会宮城大会が開催されました。種牛の部に330頭、
肉牛の部に183頭および復興特別出品区「高校の部」に14頭が出品され、このうち、宮城県からは種牛の部へ
20頭、肉牛の部へ８頭および復興特別出品区へ１頭を出品しましたので、各区の審査結果について報告します。
１．第１区（若雄）
18道県から22頭が出品され、審査の結果、優等賞に15頭および１等賞に７頭が選ばれました。
本県から出場した宮城県畜産試験場の「勝美桜１」号は優等賞７席を受賞しました。

２．第２区（若雌の１）
30道県から33頭が出品され、審査の結果、優等賞に17頭、１等賞

に12頭および２等賞に４頭が選ばれました。
本県から出場した小野寺正人氏の「さいぜんれつ」号は優等賞１･

席（写真）、菅原一研氏の「ゆりよし」号は優等賞11席を受賞しました。
３．第３区（若雌の２）
29道県から32頭が出品され、審査の結果、優等賞に16頭、１等賞

に12頭および２等賞に４頭が選ばれました。
本県から出場した熊谷良太氏の「さくら76」号は優等賞４席、菅

原英和氏の「はる」号は１等賞１席を受賞しました。
４．第４区（系統雌牛群）
14県から14群56頭が出品され、審査の結果、14群すべてが優等賞に選ばれました。
本県から出場したみどりの和牛育種組合（山谷恵一氏、佐藤和也氏、後上孝行氏、高橋則夫氏）は優等

賞５席ならびに特別賞「肩付賞」を受賞しました。
５．第５区（繁殖雌牛群）
18道県から18群72頭が出品され、審査の結果、優等賞に11群および１等賞に７群が選ばれました。
本県から出場した栗原和牛育種組合（兵藤浩氏、岡本正宏氏、千葉たぢ子氏、田中豊氏）は優等賞４席

ならびに特別賞「体積･均称賞」を受賞しました。

第11回全国和牛能力共進会の審査結果について

向井会長から額賞を授与される
「さいぜんれつ」号と小野寺正人氏

平成29年10月１日 第286号（　）2 （隔月１回発行）



６．第６区（高等登録群）
17道県から17群51頭が出品され、審査の結果、優等賞に10群および１等賞に７群が選ばれました。
本県から出場した登米和牛育種組合（（有）N.O.A、服部泰啓氏、佐々木昌典氏）は優等賞５席を受賞しました。

７．第７区（総合評価群）
16道県から16群112頭（うち、種牛群64頭および肉牛群48頭）が出品され、審査の結果、優等賞に10群お

よび１等賞に６群が選ばれました。
本県から出場した種牛群・仙南和牛改良推進組合（小室富義氏、境野和博氏、菅原公孝氏、加藤幸一氏）

は４位、また、肉牛群（金野康氏、高橋猛氏、根元仁一氏）は10位となり、総合で優等賞６席を受賞しました。
８．第８区（若雄後代検定牛群）
19道県から19群57頭が出品され、審査の結果、優等賞に11群および１等賞に８群が選ばれました。
本県から出場した「好福久」号産子の群（菅生貞夫氏、千葉敏氏、千葉正憲氏）は１等賞を受賞しました。

９．第９区（去勢肥育牛）
39道府県から78頭が出品され、審査の結果、優等賞に31頭、１等賞に31頭および２等賞に16頭が選ばれました。
本県から出場した馬場茂氏の「宮勝洋」号は優等賞９席を、金野康氏の「宮勝洋」号は優等賞25席を受賞しました。

10．復興特別出品区「高校の部」
14府県から14頭が出品され、審査の結果、最優秀賞

に１校、優秀賞４校および優良賞に９校が選ばれました。
本県から出場した柴田農林高等学校の「ゆうひ」

号は優秀賞３席を受賞しました。
11．出品団体表彰
各出品区の優等賞上位６席ならびに特別賞を対

象として出品道府県ごとに点数化・集計して表彰
するもので、本県は４席を受賞しました。

以上のように、宮城大会の悲願であった日本一を
第２区で獲得するなど、前回の長崎県大会を大きく
上回る成績（別表）をあげることができました。出
品者の方々の熱心な取り組みに敬意を表しますとと
もに、関係機関の方々の御支援に対しまして感謝申
し上げます。

枝肉セリ
肉牛の部の出品牛183頭の枝肉セリが９月10日、夢メッセみやぎ西館ホールで開催されました。常設の大型
スクリーンに出品牛の枝肉画像と電子セリ機の画像を投影し、仙台中央食肉卸売市場株式会社のセリ人のかけ
声のもと、約130名の購買者が枝肉を高値でせり落としました。最高価格は第９区優等賞１席の出品牛で、１
キロ当たり５万１円でした。

表．第11回全国和牛能力共進会　宮城県出品牛の受賞成績
宮城大会 （参考）長崎県大会

第１区（若雄） 優等賞７席 １等賞２席

第２区（若雌の１） 優等賞１席
優等賞11席 優等賞５席

第３区（若雌の２） 優等賞４席
１等賞１席 優等賞５席

第４区（系統雌牛群） 優等賞５席
特別賞「肩付賞」 優等賞３席

第５区（繁殖雌牛群） 優等賞４席
特別賞「体積・均称賞」 １等賞２席

第６区（高等登録群） 優等賞５席 １等賞５席
第７区（総合評価群） 優等賞６席 優等賞６席
第８区（若雄後代検定牛群） １等賞 ２等賞

第９区（肥育去勢牛） 優等賞９席
優等賞25席

１等賞
１等賞

出品団体表彰 ４席 ─

･ （千葉和義）

･ （三浦光也）
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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）

１．和牛振興エリア
①全国銘柄牛PRブース：全国より24銘柄の牛肉の試食を５日間で約1,500㎏
実施しました。また、同エリア内で宮城県食肉事業協同組合連合会による
仙台牛等の試食を約12,000名、クイズ・アンケートを各1,000名実施しま
した。

②和牛振興PR館：牛博士によるパネル解説、クイズラリー、牛の立体パズル、
生産から流通までのジオラマ展示、牛政宗くんや牛を題材にした動くぬり絵
等を実施し、一般消費者へ和牛に関する知識醸成・啓発を図りました。

２．企業団体PRエリア
139小間（展示棟Ａ内に77小間、屋外に62小間）86社

が出展しました。和牛の美味しさ等のセミナーを行っ
たり、畜産資材・器材のPR販売等、多種多様な出展が
ありました。

３．道府県PRエリア
出品した39道府県のブースを設置し、来場者に対して各道府県が観光PR等を

実施しました。

４．セミナー
９月８日に一般消費者向けのセミナーを夢メッセみやぎ会議棟大ホールにて

開催しました。午前中に、東北大学、宮城大学の教授を講師として和牛に関す
るセミナーを開催し、午後に全国肉用牛振興基金協会主催による「牛肉のおい
しさとは何か」をテーマにセミナーを実施しました。

５．宮城県PRエリア
宮城県PRエリアには107の出店があり、「県南」「仙台・松島」「三陸」「県北」

の４エリア毎に食・観光・特産品のPRが行われ、多くの来場者の方に宮城の
魅力を堪能していただきました。仙台黒毛和牛が食べられるバーベキューコー
ナーや、宮城の名産品が一挙に揃った土産コーナーも連日大盛況でした。

エリア内の屋外ステージでは、みやぎ絆大使・マギー審司さんのマジック＆
トークショーを始め、審査の実況中継、ドラえもんショーなどが行われ、大人
から子供までたくさんの方々に楽しんでいただきました。また、県内外から遊
びに来てくれたご当地キャラクター達が、牛政宗くんとともに会場を盛り上げ
てくれました。

６．震災復興エリア
震災復興エリアでは、宮城県の復興の歩みや復興活動事例をパネルや映像で

紹介し、御支援いただいた皆様への感謝を表しました。また、被災各県のブー
スにて、復興の情報発信や物産PRが行われました。多賀城高校の生徒がガイド
し、多賀城市内の被災状況をたどる「まち歩き」も行われました。

（１〜４　庄司清文、５〜６　佐藤文恵）

全共宮城大会催事部門の報告について

屋外展示

宮城県PRエリアの様子

みやぎ絆大使マギー審司さんのショー

展示棟Ａ内　震災復興関係展示

屋内展示
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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
・10/8（日）第17回ハーベストカップ  ・10/9（月）第30回マイルチャンピオンシップ南部杯（Jpn I）  ・10/15（日）第37回若駒賞  ・10/21（土）第7回OROターフスプリント
・10/22（日）第49回不来方賞  ・10/29（日）第8回知床賞（北海道交流）  ・11/5（日）第7回絆カップ  ・11/12（日）第45回南部駒賞
・11/19（日）第30回ダービーグランプリ  ・11/26（日）第34回プリンセスカップ

盛　岡 盛　岡盛　岡盛岡 盛　岡

水　沢 水　沢 水　沢 水　沢

仙台牛の認知度向上や消費拡大に繋がる各種企画を全共会場内外で展開し
ました。
全共100日前となる５月、「いい日、ハレの日、仙台牛。」をキャッチコピー
として、全共宮城大会の開催告知と併せて広報活動を開始しました。同下旬
からはラジオ番組内でキャッチコピーと同名タイトルのレギュラーコーナー
がスタート、さらに８月に入りテレビのCMや情報番組内でのスポット告知な
どメディアによる情報発信を集中して展開し認知拡大を図りました。
また、開催期間を含む約一か月間、県内外の多くの方々が行き交う仙台駅と
仙台空港にブースと大型サイン等を設置、仙台市中心部商店街にはバナー広告
を設置し、仙台牛の知名度向上と大会開催の機運醸成に繋げました。

当日の会場内では、これまで準備を進めてきた、仙台牛の特性を活かした新
メニューの提供を行いました。仙台牛を「外食で楽しめる」「家庭でも作れる」
「話題性のある」という３つの方向性で地元シェフやグルメタレント等へ開発
を依頼し、出来上がった各メニューは販売開始30分ほどで限定数が完売するほ
どの人気ぶりとなりました。この様子は、地元テレビ情報番組で生中継で紹介
されるなど、今後の仙台牛の消費拡大に期待が持てる内容となりました。
また、キャッチコピー「いい日、ハレの日、仙台牛。」を冠した仙台牛PRブースも会場内に設置し、仙台牛
の魅力を全国のみならず海外からの来場者に向けても発信しました。このブースは会場内で展開された回遊
企画の終着点の機能を併せ持っていたことから「仙台牛」を軸とした交流の場として賑わいました。
･ （鈴木　学）

①一般来場者の駐車場運営
交通量調査・アンケート調査を踏まえた予想来場者数を基に、種牛の部

の夢メッセみやぎ近くに約4,000台規模の蒲生北部駐車場、また９日（土）10
日（日）の２日間は夢メッセみやぎから13㎞ほど離れたグランディ21に1,500
台規模の駐車場を設けました。
なお、多くの方が来場された９日（土）10日（日）は、駐車場への入場に関

する交通サインの設置や警備員の配置、蒲生北部駐車場においては第２の
アクセス道路を整備したことなどにより、交通渋滞を発生させることなく、
終始スムーズな駐車場運営が行われました。
②団体貸切バスの駐車場運営
各県からの応援団の方や団体貸切バスの来場が見込まれたことから、夢

メッセみやぎ会場から徒歩５分程度の場所に、215台収容の団体バス専用駐
車場（事前予約なしの先着順）を設けました。
団体貸切バスのピークとなった10日（日）昼前後には駐車率が100％近くに

なったことから、近くに設けていた団体バス待機場に20台弱を迂回させて対
処しました。しかしその後もバスの入場が途切れなかったことから、団体バ
ス専用駐車場内の通路に駐車するなどの緊急対応を図り、無事駐車場運営を終えることが出来ました。
③シャトルバス運行
夢メッセみやぎ会場正面駐車場は、一般車両や団体貸切バス・トラベルセンターの送迎バスの乗り入れ

を禁止し、シャトルバス、タクシー、開閉会式の特別来賓車両のみを乗り入れ可能として運営しました。
シャトルバス乗降場は最大で６方面13ヶ所とし、案内看板やカラーコーン・コーンバーを設置してシャ

トルバス利用者の案内・誘導、待機列の整理を行ったため、円滑でスムーズなシャトルバス乗車運営を行
うことが出来ました。･ （佐藤　英二）

全共宮城大会における“みやぎの肉用牛イメージアップ事業”の展開について

交通輸送運営について

仙台駅に設置されたPRブース

団体貸切バス駐車場

キッチンカーで販売された仙台牛新メニュー

シャトルバス乗降場
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登米市畜産クラスター協議会の取組について
登米市産業経済部農産園芸畜産課

協議会設立の経緯
登米市は、肉用牛の飼養農家で815戸、飼養頭数で約２万５千頭、いずれも県内最多で、東北有数の畜産物
の産地です。しかし、近年は生産者の高齢化や後継者不足等により、廃業する農家が増え、飼養戸数及び飼
養頭数共に減少が続いていました。
このため、登米市では、生産基盤の維持・拡大を重要テーマと位置づけ、持続的な畜産業の振興を地域一
体で取り組むため、「登米市畜産クラスター協議会」を平成27年３月に設立しました。

取組内容
協議会として最も力を入れている取組は、新規就農者に対する営農支援です。協議会の構成団体それぞれ
が役割を担い、新規就農者をサポートしています。
平成27年度事業に手を上げたのは和牛繁殖での新規就農希望者の３名でした。しかしながら、畜産業の新
規就農では初期投資が莫大となることが最大の問題でした。そこで、地元のみやぎ登米農業協同組合が事業
の取組主体となり、施設や牛を導入し、新規就農者へ貸し出す取組を新たに行うこととしました。建設場所
は新規就農希望者が準備し、その後、農協で施行業者を選定しました。新規就農希望者は、就農前より地域
の中核的農家へ研修に行き、技術の向上に努めました。宮城県東部家畜保健衛生所及び登米農業改良普及セ
ンターでは、頭数規模に合わせた各種計画作りや各種関係法令への指導があり、適正な事業の実施を行いま
した。また、震災以降、建設費が高騰しており、国の補助上限単価に達するため、市でも独自に要綱を制定し、
新規就農者の補助上限単価の嵩上げを行いました。事業完了後も、県を中心に協議会が一体となり指導して
おり、分娩状況の確認や種付けの助言等を行っています。それぞれ順調に子牛の生産もはじまっています。
また、新規就農者支援と併せて、大規模農家の育成にも取り組んでいます。市独自に法人化に係る手数料等を

２分の１助成する事業も行い、法人化を推進しています。平成28年度には自動給餌機を取り入れた126頭規模の
肥育牛舎、堆肥舎、副資材保管庫、飼料保管庫の一体施設の整備を行いました。その際にも、県による各種計画
作りの支援、融資の確保に努めました。入札の方法等についても助言を行い、適正な事業実施をサポートしました。

今後の展望
新規就農者に関しては、手厚くサポートするため関係機関で対策チームを結成することとしています。就農
期と位置づける就農後１〜２年目は新牛舎に慣れるまでの飼養管理や防疫対策について重点的にサポートし、
飼養管理体制を確立させていきます。成長期と位置づける３〜５年目は、分娩監視装置や発情発見装置など
の導入を補助事業の紹介も含め推進し、安定した分娩と早期発情発見を促し、１年１産を目指していきます。
安定期と位置づける６年目以降は、１年１産を目指す取組は継続しつつ、新規就農者の先輩として、新たな
新規就農希望者が現れた際に助言をもらえる地域の中核的農家へ成長してもらえることを目指していきます。
法人化した中核的農家については、雇用創出による地域後継者の育成をはじめ、地域の和牛肥育のモデル
的な大規模農家へ成長してくれることを期待しています。そのため協議会としても、これまでの事業効果の
検証を行い、効果的な事業実施に反映できるよう取り組んでいきます。

表１．新規就農者施設整備内容･ （単位：円）
新規就農者 規模 施設 施設整備事業費（税抜） 国補助金 市補助金 施設リース期間 繁殖雌牛リース期間

A 50頭 牛舎、堆肥舎 61,635,000 28,066,000 1,591,000 17年 5年
B 30頭 牛舎、堆肥舎 36,907,500 16,038,000 824,000 17年 5年
C 30頭 牛舎、堆肥舎 38,957,500 16,402,000 829,000 17年 5年

計 137,500,000 60,506,000 3,244,000

（奥村哲朗）
平成27年度に整備した50頭規模の繁殖牛舎 平成28年度に整備した126頭規模の肥育牛舎
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農林水産祭参加第57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57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29年11月５日（日）〜７日（火）
（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 11月６日 11月７日
第２部 黒毛和種 雌 50 11月６日 11月７日
計 180

（生産販売課　畑山和夫）

仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始42周年記念枝肉共進会の受賞結果について
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５日（水）に仙台市中央卸売市場食肉市場業務開始42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（円）
名 誉 賞 ＪＡみやぎ登米（とよま） 須藤　国実 550.5 5,037

最優秀賞

宮城家畜商出荷組合 高橋　啓太 580.5 3,500
ＪＡみやぎ登米（米山） 石崎　琇一 532.5 3,301
仙台市場出荷組合 渡辺　俊治 587.5 3,204
一般 高橋　忠夫 633.0 3,104
一般 高橋　文子 646.0 3,210

優 秀 賞

宮城家畜商出荷組合 高橋　　浩 569.0 3,303
宮城家畜商出荷組合 （株）日高見牧場 513.5 2,904
宮城家畜商出荷組合 藤崎　敏幸 552.0 3,003
ＪＡみやぎ登米（迫） 三塚　英明 476.5 3,204
ＪＡみやぎ登米（南方） 高橋　　浩 576.5 3,184
ＪＡみやぎ登米（南方） （株）川口ファーム 532.0 3,352
ＪＡみやぎ登米（とよま） 千葉　　盛 586.5 3,200
ＪＡみやぎ仙南（蔵王） 遠藤　　貢 620.0 2,766
一般 高橋　啓太 615.0 3,000

【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（円）
名 誉 賞 ＪＡ栗っこ（志波姫） 窪田　一憲 424.5 5,558
最優秀賞 ＪＡあさひな（大郷） 千葉　昌史 530.5 3,206

ＪＡ栗っこ（高清水） 三塚　勇喜 448.5 3,105

優 秀 賞
仙台市場出荷組合 （株）川口ファーム 448.0 3,153
宮城家畜商出荷組合 （株）日高見牧場 424.0 3,000
ＪＡみやぎ登米（米山） 佐藤　正芳 433.0 2,831
ＪＡみやぎ登米（米山） 小野寺充洋 431.0 3,000

【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（円）
名 誉 賞 宮城家畜商出荷組合 （株）日高見牧場 657.5 2,030
最優秀賞 宮城家畜商出荷組合 （株）日高見牧場 543.0 1,781
優 秀 賞 宮城家畜商出荷組合 佐藤　信行 617.5 1,792

【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（円）
名 誉 賞 昭和畜肉研究会 伊藤　重雄 75.5 2,006

最優秀賞
丸山（株） （有）日向養豚 75.5 952
一般 （有）なわや 74.0 954
昭和畜肉研究会 （有）ケイアイファウム　玉山農場 76.5 1,016

優 秀 賞

丸山（株） （農）蔵王ファーム 75.5 858
一般 （有）なわや 79.0 854
フィード・ワン（株） 佐竹ファーム 76.0 858
ＪＡ栗っこ（一迫） 千葉　房義 75.0 860
ＪＡ加美よつば（色麻） 加美農業高校 73.0 854
昭和畜肉研究会 （有）ケイアイファウム　玉山農場 77.5 906

（営業部　営業二課　清野芳和）
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子育て応援団 すこやか2017の開催について

宮城県牛乳普及協会

子供を楽しく育てることのできる社会環境づくり
を目指し、地域・行政・子育てに関わる団体・企
業・ボランティアなど、産官民による応援団を結成
し「来場者が楽しい時間を過ごす中から、子育ての
助けになるものをひとつでも持ち帰っていただく」
機会の提供を目的として実施します。
会場は４つのゾーンに分かれており、子育てに役
立つ情報が盛りだくさんで、工作やスポーツ体験
コーナーがある「子育てサポートゾーン」、作って
食べて命を育む「食育」を体験することのできる
「食育ゾーン」、お仕事体験やゲームで楽しめる「知
育ゾーン」、これからパパ、ママになる方への体験・
相談コーナーの「プレパパ・プレママコーナー」が
あります。野外会場には、乗り物が大集合します。
ステージイベントでは、14日（土）にそれいけ！アン
パンマンショー、15日（日）に赤ちゃんハイハイレー
スなどが行われます。
また、当協会のブースでは美味しい牛乳が試飲で
きるコーナー、手作りバター教室、野外ブースで
は、牛と触れ合うことができる搾乳体験コーナーが
あり、お子さんが楽しめるコーナーが盛りだくさん
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29年10月14日（土）〜15日（日）
●･時　間：10：00〜16：00
●･場　所：･セキスイハイムスーパーアリーナ･

（グランディ・21体育館）
●･駐車場：有

（飯塚大智）

食肉知識の普及啓発活動について
＝「みやぎまるごとフェスティバル2017」＝

宮城県食肉消費対策協議会

本協議会では、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、今年度も
「みやぎまるごとフェスティバル2017」に出展いた
します。
出展の内容は、食肉の保存方法と熟成、牛肉の格
付け、食中毒を防ぐポイント、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するとと
もに、食肉の知識と情報パネルなどを展示します。
また、アンケートにご協力をいただいた方には

「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」の試食焼肉をセットとして２日間で合計
1,200名様に提供いたします。
宮城の美味しい銘柄肉をご堪能いただけますの
で、多数のご来場をお待ちしております。

①･開催日：平成29年10月14日（土）〜15日（日）

②･時　間：午前10時〜午後４時まで

③･場　所：仙台市　勾当台公園

④･内　容：パンフレットの配布及びパネルの展示

⑤･試　食：（両日とも）

　･　　　　１回目：10：30

　･　　　　２回目：11：30

　･　　　　３回目：13：00

　･　　　　４回目：14：00

　･　　　　５回目：15：00

（事務局：一般社団法人　宮城県畜産協会　大宮勝廣）
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渡り鳥の飛来シーズンが間近となっています。宮

城県では、平成29年３月24日に高病原性鳥インフル

エンザの初めての発生が栗原市でありました。発生

農場は、ウィンドレス鶏舎でしたが、国から派遣さ

れた疫学調査チームの報告によると、鶏舎内にネズ

ミやネコ等の小動物が侵入した痕跡が認められまし

た。このため県では、今年度の鳥インフルエンザ流

行期に先駆けて、立入調査を６月から９月末にかけ

て実施しました。

（1�）病原体の持ち込み防止は徹底されているか？

　○･･農場内に入る車両の確実な消毒

　○･･外来者へ告知する看板やゲートの設置

　○･･踏込消毒槽の設置

　○･･鶏舎の専用衣服や長靴の用意

（2�）野生動物による病原体の侵入防止対策はな

されているか？

　○･･鶏舎の壁や床の破損の修理

　○･･防鳥ネットの破れの修繕

　○･･排水溝からの侵入防止対策

　○･･集卵コンベアや除糞ベルトの開口部の隙間

対策

　○･･鶏舎周囲に野生動物を寄せ付けないように

整理・整頓の実施

以上の内容について、県内の家きん100羽以上飼

養農場142戸を対象に立入し、不備な点の改善指導

等を行っていますが、渡り鳥の飛来シーズン前には、

再度自己点検もお願いいたします。

また、家きん飼養者の皆さんの日頃の健康観察が、

鳥インフルエンザの早期発見に繋がります。家きん

に異常を認めたら、直ちに獣医師または最寄りの家

畜保健衛生所にご相談ください。

（衛生安全班　清水ゆう子）

鳥インフルエンザの発生を防ぐために

宮城県農林水産部畜産課

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30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11月９日（木）･
〜平成29年11月24日（金）（当日消印有効）

◇試 験 日 時･ 平成29年12月８日（金）午前８時45分〜
◇合格発表日･ 平成29年12月15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、国の事業である農業次世代人材投資事業
（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校生を募集
　　　　　（一般入校試験前期）
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〈畜試便り〉

地域低利用資源「籾殻」利用による繁殖育成雌豚の四肢強化対策
宮城県畜産試験場

【背景】　脚弱症（非感染性肢蹄障害）は豚特有の急速な発育に伴って発生し、繁殖母豚廃用の大きな原因の
一つとなっています。肢蹄の強健性は繁殖面のみならず長命性にも影響するため、動物福祉的にも、対症療
法の確立が望まれている状況です。一方、当場では肥育豚の飼養に籾殻ハウス豚舎を使用しており、育成豚
のコンクリート床豚舎に比べ、脚弱の豚が少ないという報告があります。宮城県では米の収量が多く、それ
に伴って籾殻が余剰に生産されるため、一部は廃棄物として処分されています。そこで、本研究では繁殖用
育成雌豚を、地域の低利用資源である籾殻を床材として飼養し、脚が丈夫になるか調査を行いました。

【方法】　約10週齢のランドレース♀24頭を、籾殻床飼養群（籾殻あ
り）12頭（図１）、コンクリート床飼養群（籾殻なし）12頭に分けて
飼養しました。籾殻投与後に測定者３人による脚スコア判定（側方、
前後望、つなぎ）、歩様及び体尺測定を行い、両群の成績を比較しま
した。

【結果】　籾殻床飼養群において、籾殻投与後９週で「つなぎ」スコアの改善が認められました（図２）。また、
試験開始から９週後の歩様に関しても、籾殻床飼養群では初期の状態を維持していることがわかります（図
３）。更に、体格や体重の実測値に差は認められませんでしたが、籾殻床飼養群では群内の変動係数が小さく、
成長のばらつきが少ない傾向が認められました。最終的に種豚として農家へ配布した割合は、籾殻床飼養群
67％、コンクリート床飼養群17％となり、脚の状態及び歩様が良好な個体が多い籾殻床飼養群で有意に高い
割合となりました（p<0.05）。

以上の結果から、床材としての籾殻利用は豚の四肢を強化し、歩様も良く、成長が揃った豚を育成するこ
とができ、繁殖用育成雌豚の飼養に有用であると考えられます。本法は処分される余剰な籾殻を活用するた
め、地域の農業廃棄物の減少にも貢献します。また、籾殻床飼養群では豚が舎外で活発に運動する様子が観
察されました。運動量が増えることで飼料要求率が増加し、子宮重量が増加する傾向が報告されており、本
法が豚の繁殖性向上にも寄与することが期待されます。

（種豚家きん部　岡　希）

図１　籾殻床飼養豚

図２　籾殻床試験前後の「つなぎ」スコアの推移 図３　歩様の推移
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私の祖父母の家は、和牛繁
殖と水田の複合経営を行って
います。水田は６町あり、成
牛が30頭います。今は祖母
と叔父が主となって経営を
行っており、週末は私と父も
手伝いに行っています。私は

大学校卒業後、１年間、地元の和牛繁殖農家の下で
研修を行い、その後就農し経営を引き継ぎたいと考
えています。私は最初、農家なんて自分には無縁だ
と思いながら生活していました。しかし、小学４年
の時に祖父が脳梗塞で倒れてしまい、現在も右半身
が麻痺しており思うように動けず、祖母が朝、晩の
給餌作業を行っています。このような状況のため、
祖母の負担を減らしたいと思い、自分が家の経営を
引き継ごうと思うようになりました。
高校卒業後、宮城県農業大学校に入校しました。
中学、高校の頃は週末も部活があり、たまにしか手
伝いに行くことができず、給餌作業、ゴールデンウ
イークの田植えなどしかやっておらず、小遣い稼ぎ
という感覚でした。このため、入校したばかりの頃
は畜産に関する知識がほとんどありませんでした。
１学年では実習がほとんどなく、座学がメインで行
われ、農業をするうえで基礎的な知識を学びました。
また、９月に行われた先進農業体験学習では、33日
間、美里町の農家さんのところでお世話になり、よ
り実践的な学習を通して、畜産の厳しさや今までの
自分の考えの甘さを実感することが出来ました。
現在、２学年になり、実習、専攻の課目を中心に
日々学習に励んでいます。プロジェクト課題では、
自分が経営を引き継いだ際に役立てられるように、
飼養管理技術の改善を通して経営改善が図れないか
調査を行っています。いままでお世話になった家族
や友達、様々な方々に感謝の気持ちを忘れずに、限
られた学生生活を大切にし、充実したものにして卒
業後の進路につなげていきたいです。

〈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　啓
農林水産祭参加平成29年度宮城県総合畜産共進会

（乳用牛の部）を、平成29年９月26日みやぎ総合家
畜市場（美里町）において開催し、お蔭様をもちま
して盛会裡に終了いたすことができました。
出品頭数、49頭より最優秀賞16点の中から、２点
の名誉賞を選抜いたしました。
なお、審査報告は下記のとおりです。

【審査報告（抜粋）】
未経産は総体的に発育が良く、体高に対する体長
のバランスが良い牛が多く出品され、特に、各部位
への移行が滑らかで、背腰の強さ、肋の開張に優れ
た牛が散見されました。
経産牛は、背腰の強さがあり、前駆から中躯が充
実し力強さを感じる牛が多く、特に、乳房底面の高
さ、付着の強さなど、乳房における改良の成果が見
られました。
平成32年に宮崎県において開催される「第15回全
国ホルスタイン共進会」に向け、引き続き計画的な
交配と飼養管理の徹底をお願いします。

【名誉賞】･ 第９区（４歳以上５歳未満）
農林水産大臣賞
宮城県知事賞･ 角田市　（有）渡辺ファーム

【名誉賞】･ 第２区（生後12ヶ月未満）
農林水産省生産局長賞
宮城県議会議長賞･ 宮城県農業高等学校

左：（有）渡辺ファーム
　　ウツデイランド スパークリング エルトン ET号
右：宮城県農業高等学校
　　ミヤノウ スピカ エアリフト ミスズ ミラクル号

⃝団体賞　　大河原地域

平成29年度
宮城県総合畜産共進会（乳用牛の部）

盛会裡に終了
一般社団法人宮城県畜産協会
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〈New face〉

NOSAI宮城中央家畜診療
センター所属の樋口大輝と申
します。福岡県出身で、日本
獣医生命科学大学を卒業し、
研究室は放射線学教室に所属
していました。趣味はスノー

ボード、釣りです。在学中は専ら小動物医療に携
わっており、産業動物と接する機会は数えるほどで
した。しかし、入学時より将来は産業動物獣医師に
なることを目指しており、診療センターでの臨床実
習にて先生方・農家の方々の情熱・人柄に感銘を受
け、本組合を志望致しました。日本の畜産業は現在、
様々な問題を抱えていますが、一獣医師として農家
の方に親身になり、宮城県の畜産を支えられるよう
な獣医師を目指していきます。現在、研修中ですが、
経験を沢山積み、日々知識を深め、逸早く農家の方
に貢献できるよう精進致しますので、よろしくお願
いいたします。

宮城県農業共済組合（NOSAI 宮城）
中央家畜診療センター

樋口　大輝

はじめまして、こんにちは。
この度、NOSAI宮城　県北
家畜診療センターに配属にな
りました、斎藤千裕（さいと
うちひろ）と申します。福島
県の会津出身です。田舎育ち

なので、自然と農業が大好きです。大学在学中は繁
殖の研究室に所属し、牛の繁殖の基礎を学びました。
以前より牛の臨床がしたいと思っていたので、畜産
の盛んな宮城県で仕事ができることをとても嬉しく
思っています。
疾病を的確に診断し治療する事はもちろんです
が、疾病にかからないようにするのが一番大事であ
ると思います。そのために自分に何ができるのかを
日々考えています。農家の皆様に寄り添った、牛た
ちに優しい獣医療を提供できるよう努力を怠ること
なく精進していきたいと思います。まだまだ未熟で
ご迷惑をお掛けすることも多くあるかと思います
が、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

宮城県農業共済組合（NOSAI 宮城）
県北家畜診療センター

斎藤　千裕

〈衛生便り〉
野鳥の飛来に備え、

鳥インフルエンザ対策を強化しましょう !!
宮城県北部家畜保健衛生所

平成29年３月宮城県では初となる高病原性鳥イン
フルエンザが発生し、飼養されていた鶏約22万羽が
殺処分されました。全国的には９道県12戸で発生が
あり167万羽が処分されるなど、大きな経済的被害
を与えております。
国による発生農場の調査から、伝染病の発生要因
としては農場周辺に鳥インフルエンザウイルスを保
有するカモなどの野鳥が飛来し、野鳥の生息に適し
た環境であったことに加え、ネズミなどの野生動物
が鶏舎内に侵入し、ウイルスを持ち込んだ可能性に
ついて指摘がありました。
このため、野鳥の飛来シーズンに備え、県では家
畜保健衛生所が全ての養鶏場への立入り調査を行
い、野鳥や野生動物の侵入防止を強化するため、日
頃からの衛生管理・防鳥ネット及び鶏舎内外の修繕
などの指導に取り組んでいます。
鳥インフルエンザを始めとした家畜伝染病の侵入
防止に向けては、農場での飼養衛生管理の徹底が大
切であり、消毒設備を設置して出入りする車両や畜
舎消毒を励行する、農場従事者は専用の作業着に着
替え、長靴や持ち込む資材などは消毒する、野鳥な
どの動物が鶏舎に侵入しないよう周辺環境の整理や
鶏舎内外の修繕管理に努める必要があります。
また、発生予防と蔓延防止には異常鶏の早期発
見・通報の徹底や発生時の埋却地候補地の確保が重
要となります。今年も野鳥（冬鳥）の飛来シーズン
が近づいています。生産者の皆様方には昨年にも増
して、発生予防に向けて対策強化に取り組むようお
願いします。

（防疫班　矢田絢子）

家きん舎 

【衛生管理区域】 

車両消毒 

フェンス設置 

入場者等の記録 

専用の服や靴の使用 

家きん舎周辺の 
整理・整頓 

家きん舎周囲の 
樹木の剪定 

消毒の実施 

出入りの最小限化 
消毒液の定期的交換 

家きん舎毎の消毒 

家きん舎専用の靴使用 

壁等の破損修繕 金網等の破損修繕 

排水溝等からの 
侵入防止対策 
（鉄格子の設置） 

ねずみ対策 
（トラップ設置） 

集卵・除糞ベルトの 
開口部の隙間対策 

① 人・物・車両によるウイルスの持ち込み防止 
・ 衛生管理区域、家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底 
・ 衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用 
・ 上記措置の記録 

② 野生動物対策 
・ 防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕 
・ 家きん舎周囲の清掃、整理・整頓 
・ 上記措置の定期点検 

予防対策の重要ポイント 
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