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冬季予防対策について
宮城県農業共済組合

冬に頻発する様々な病気に対する予防対策方法を紹介します。
下痢予防
【感染性下痢対策】近年２週齢までのET子牛の白痢予防のため、乳牛においても分娩前の親牛に下痢５種混合
ワクチンが普及しています。２週齢までの感染性白痢で悩んでいる方にはおすすめします。うまく初乳が得られ
なかった場合は、代わりに初乳粉末製剤や免疫抗体製剤を飲ませてやる方法もあります。また、１か月齢過ぎか
ら発生するコクシジウムによる血便の予防には牛用バイコックス等が有効です。
【食餌性下痢対策】子牛は早ければ生後２週から親のエサに興味を示し始め、生後１か月過ぎに食餌性の下痢が
発生しやすくなります。子牛にはスターターから給与するのが肝心ですが、同時にバケツや水桶により清潔で十
分な給水を行いましょう。冬場は凍りやすいので朝晩のエサやりの時に氷をすべて取り除いてやったり、ぬるま
湯にしてやるとよいです。
カゼ予防
【感染性肺炎対策】現在さまざまな注射用ワクチンが開発されていますが、まずは対象農場においてカゼ発症
が始まる月齢を調べ、その１か月ほど前に投与することが重要です。分娩前の親牛に注射する方法もありま
すが、その場合はしっかり初乳を飲ませることが不可欠です。また投与後の効果の出現が早い、鼻粘膜に噴
霧する粘膜ワクチンも大規模農場の導入牛を中心に使用されて始めています。
【環境対策】冬は寒いため牛舎を締め切ることが多くなりますが、換気が不十分だと堆肥から発生するアンモ
ニアガスが牛舎に滞留し肺炎のきっかけを作ります。アンモニアガスは煙のように軽く、牛舎は牛の体温や
堆肥の発酵熱で温かいため、屋根に１か所排気口を作るだけで効率的にガスを逃がすことができます。同時
に、吸気口はどこかひとつに決めず分散させることで、すきま風を弱めることができます。
寒さ予防
牛の体温は主に筋肉、肝臓、第一胃から生まれる熱によって維持されていますが、３か月齢までの子牛は
第一胃が十分に発達していないため、特に寒さの影響を受けやすくなります。後で述べるように寒いと体温
を維持しようと大量のエネルギーを消費するため、特に気温が下がる１月２月は慢性的にエネルギーが不足
しやすく出荷体重は下がることになります（図）。予防はお腹
を冷やさないことが第一であるため、コンクリートがむき出
しになったり糞尿で濡れた敷料に寝て体温を奪われないよう
にすることが重要です。また牛用ジャケットや、厚手のポリ
袋で２重に防水を施した電気カーペットを利用すると効果的
です。
子牛の尿石症予防
冬は水が冷たく、朝晩は凍るため自然と飲む量は減ります
が、その分おしっこは濃くなり尿石症になりやすくなります。
ふすまを多く含む粉状の濃厚飼料を多給するとそのリスクは
さらに上がります。給水は食餌性下痢対策の項目において述
べたとおり改善し、濃厚飼料の種類や量も見直したり、市販
されている尿石症予防用の鉱塩を利用するのも重要です。
繁殖障害予防
冬は外気温が氷点下12度になると、体温維持のために一日に濃厚飼料１kg分のエネルギーを消費すること
が分かっています。冬に発情が現れず、春に発情が来る理由の一つがここにあります。しかし、日々の気温
に合わせて給与量を変えると牛は体調が悪くなってしまうので、特に冷え込む１月〜２月を中心に濃厚飼料
を一定量（500gくらい）普段より多く給与しましょう。
皮膚真菌症
特に冬において、離乳後の子牛を中心に皮膚真菌症が蔓延することがあります。基本的には獣医師に治療
をお願いすることになりますが、しつこく広がる場合は無理な離乳と寒さ予防が不十分であるためエネルギー
不足が著しくなり、皮膚がカサカサになることで真菌症が感染しやすくなっていることが考えられるので、
獣医師に相談するといいでしょう。真菌はスタンチョンなどの金属構造物に付着しやすいので、逆性石鹸な
どで消毒するのも有効です。

診療受付時間のお知らせ
獣医師が朝に組んだスケジュール通り効率的に往診できるようにすることで、重症患畜への対応や往診時
間に関する組合員の方からの要望に応えていくため、ＮＯＳＡＩの診療センターでは診療等受付時間を下記
のようにしています。ご理解ご協力をお願いします。
●診療受付時間･ 午前８時30分〜９時30分
●当日の人工授精依頼･ 午前８時30分〜正午
●急患の場合･ 上記以外にも受付
※治療などで伺う予定がある場合でも、追加診療などがある場合は事前に診療センターまでご連絡ください。
連絡がないと対応できない場合があります。
※急患以外の受付時間を過ぎた診療依頼に関しては、翌日以降の対応になります。ご了承ください。
･ （家畜課　加納茂太）
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豚流行性下痢（PED）対策の徹底を

宮城県農林水産部畜産課

豚流行性下痢（以下PED）は、水様性下痢・嘔
吐を主徴とし、特に哺乳豚で高い死亡率を示します。
平成25年に国内で７年ぶりの発生以降、平成26年８
月までに全国で約42万頭が死亡しました。県内にお
いても、平成26年４月から平成27年２月まで、20農
場で約７千頭が死亡しました。現在、県内での発生
は確認されていませんが、全国的には、平成28年９
月から平成29年８月までに75農場で約７千頭の死亡
が確認されています。
PEDは、季節を問わず発生しており、特に気温
の低下する冬季に好発する傾向があります。また、
PEDの原因となるPEDウイルスは、感染豚の糞便
中に排出され、豚はウイルスを経口的に摂取するこ
とで感染しますので、以下の点に留意しPED対策
にあたりましょう。
（1）ウイルス侵入防止対策
PED対策として最も重要となる点は、農場内に
PEDウイルスを侵入させないことです。このため
には、飼養衛生管理基準に従った飼育管理、特に、人、
物及び車両の出入の管理、消毒の徹底、作業動線管
理が重要となります。また、豚の導入時は隔離期間
を設け、十分な健康観察を行いましょう。
（2）ワクチン接種の励行
PED被害の低減には、ワクチンの使用が効果的
です。ワクチンは母豚に接種し、その母乳を摂取す
ることで子豚が免疫される乳汁免疫のため、母豚の
健康状態、子豚が十分に哺乳できる環境が重要とな
ります。
（3）早期通報
PEDが発生した場合は、まん延防止のため、速
やかな初動対応が必要となります。常日頃から、最
寄りの家畜保健衛生所又は獣医師等の連絡先をご確
認下さい。
･ （衛生安全班　髙野泰司）

〈衛生便り〉

高病原性鳥インフルエンザの発生予防
宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所畜産振興部

平成29年３月24日に宮城県栗原市で発生した高病
原性鳥インフルエンザの防疫措置では、222,290羽
の疑似患畜、鶏卵及び飼料等を72時間以内に埋却
し、拡散防止のための防疫措置を終了しました。そ
の後、周辺での続発はなく、封じ込めに成功すると
ともに、発生農場では、様々な再発防止対策を施し、
防疫措置終了後、約３ヶ月で農場再開に至りました。
これも、多くの県職員の皆様方を始め、自衛隊、市
職員、関係機関、建設業協会等の方々の多大なる御
協力の上に成せたものです。この場をお借りして、
感謝申し上げます。
さて、本年度も冬季を迎えるにあたり、家きん飼
養者の方々には、緊張を迫られる季節が到来しまし
た。県内の各家畜保健衛生所では、６月５日から、
100羽以上家きんを飼養している農場に立入調査を
実施しています。この取組みは、３月の発生におけ
る疫学調査報告を基に、高病原性鳥インフルエンザ
の防疫対策強化のために推進しています。家きん飼
養者の飼養衛生管理基準の遵守レベルの高位平準化
を図るとともに、野鳥や野生動物等の鶏舎へのウイ
ルスの侵入経路を遮断するため、家畜防疫員が、鶏
舎の屋根や壁の破損箇所を指摘し、飼養者に修繕等
の対策を講じるよう指導しているところです。
また、県では、３月発生時の防疫措置における改
善事項を精査し、今後の危機管理体制を向上するた
め、各公所の地方振興部を中心に、様々なテーマで
防疫演習を開催しています。
家きん飼養者の皆様は、立入調査の際に指摘され
た破損箇所等の修繕や、飼養衛生管理基準の再徹底
を確実に実施してください。また、万が一、高病原
性鳥インフルエンザを疑う症状を発見した場合は、
速やかに最寄りの家畜保健衛生所へ通報してくださ
い。
･ （畜産振興班　山田　治）

平成29年11月20日 第287号 （　）（隔月１回発行） 3



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 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
12
月
１
月

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
・12/3（日）第40回北上川大賞典  ・12/10（日）第16回寒菊賞  ・12/16（土）第26回白嶺賞  ・12/31（日）第43回桐花賞
・1/2（火）第44回金杯  ・1/8（月）第18回トウケイニセイ記念  
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高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ防疫演習を開催しました

宮城県仙台家畜保健衛生所

鳥インフルエンザ発生の危険性が高まる季節を迎え、11月１日に、宮城県農林水産部、宮城県仙台地方振
興事務所及び関係団体との共催で、宮城県仙台家畜保健衛生所、宮城県獣医師会館及び暫定オフサイトセン
ター隣接グラウンド（旧消防学校グラウンド）にて、県職員、市町村、関係団体、警察及び養鶏農家等約230
名が参加し、「高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ防疫演習」を開催しました。
今回の演習の目的は、今年３月に宮城県内で初めて発生した高病原性鳥インフルエンザ防疫措置を実施し
た際に、実際に作業に携わった職員の経験、意見に基づいて見直した本病現地地方支部マニュアルに沿った
円滑な対応と宮城県対策本部、仙台現地地方支部及び発生農場との作業連携を確認することです。また、３
月の発生時に、県対策本部から発生農場への指示が十分に伝達されなかったことや県対策本部が防疫推進進
捗状況を十分把握できなかった事を反省し、マニュアルを見直し、新たに「情報分析班」を設置しました。
演習では、携帯電話会社の映像伝送システムを利用し、現場の状況をスマートフォンで撮影、県対策本部の
専用パソコンで受信後、防疫措置の進捗状況把握や分析を行い、県対策本部との情報共有を行いました。
また、防疫措置を進めるに当たって各班が従事する作業は、演習前にリーダー研修を２回開催し、自律的
に作業が進められる体制の強化を図りました。特に、殺処分鶏の埋却作業は、宮城県建設業協会塩釜支部の
協力により重機を活用した実践に即した演習を行いました。
アジア諸国では、未だ鳥インフルエンザの発生が継続して確認されており、渡り鳥の飛来がピークを迎え
る冬期間中は、本症の発生するリスクが高くなっております。
鳥インフルエンザが発生した場合、まん延防止を図るためには、「農家からの早期通報」、「迅速かつ円滑な
初動防疫措置」、「関係機関との連携構築」が不可欠です。
発生を防ぐために、養鶏農場おかれましては、飼養衛生管理基準に基づいた日常の衛生管理の徹底をお願
いします。
･ （防疫班　加藤伸悦）

炭酸ガスによる殺処分演習 重機を活用した埋却作業演習
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蔵王36畜産クラスター協議会の取組内容について
《蔵王デーリィパイオニアセンターの紹介》

蔵王36畜産クラスター協議会
１．蔵王36畜産クラスター協議会の概要
（1）設立経緯

畜産・酪農生産基盤の弱体化は著しく、TPPの行方がどうであれ国際化は避けられず、もはや生産
者個々の努力だけでは維持できない情勢となっていることから関係者の集合体が地域の様々な課題に
取り組み、安定性・収益性の高い目標を持ち、生産基盤維持・強化を図ろうと設立しました。

（2）構成員と役割

（3）取組内容
ア）労働負担の軽減・飼養規模拡大対策：育成牛預託⇒哺育・育成牛舎の整備
イ）労働負担の軽減・飼料コスト削減対策：飼料生産委託⇒ＴＭＲセンターの整備拡充
ウ）担い手の育成確保対策：研修施設整備⇒搾乳ロボットを導入した酪農実践農場設立

２．事業の取組について
（1）事業内容

（2）平成29年10月末現在の利用状況について
①搾乳牛舎：搾乳牛：70頭･ ③堆肥舎：通常利用
　（初妊牛：25頭導入済・12月までに25頭導入予定）･ ④TMRセンター：前年同時期生産量比較：150％
②哺育育成牛舎：140頭（預託牛：90頭）･ ⑤施設見学・視察受入：833名（６月〜10月累計）

３．蔵王36畜産クラスター協議会における今後の課題と取組予定について
協議会の計画は（3）の他、「コントラクター組織整備」と「堆肥センター整備」があります。この２つ

の取組について蔵王36畜産クラスター協議会は、研修会及び調査等を行い、関係機関・団体に対し指導・
協力を要請し、畜産・酪農だけでなく地域農業の生産基盤強化・拡大に努めて参ります。
･ （（一財）蔵王酪農センター　菅井啓二）

構　　成　　員 事　業　係　る　役　割
宮城県大河原農業改良普及センター 経営技術指導・事業内容の普及推進
宮城県大河原家畜保健衛生所 経営技術指導・諸申請指導
蔵王町農林観光課 指導・助言
蔵王町酪農組合連合会 利用促進・後継者新規就農希望者斡旋
全農宮城県本部 後継牛生産指導・後継者新規就農希望者斡旋
みやぎ仙南農業協同組合 利用促進・生産者支援・後継者新規就農希望者斡旋
みやぎの酪農農業協同組合 利用促進・生産者支援・後継者新規就農希望者斡旋
（公社）みやぎ農業振興公社 利用促進・助言
JA全農北日本くみあい飼料㈱ 利用促進・飼養管理指導
雪印種苗㈱ 利用促進・飼養管理指導
東北生乳販売農業協同組合連合会 助言
（一社）蔵王エコネット 助言
公立大学法人宮城大学 助言
（一財）蔵王酪農センター 実施主体・飼養管理・業務管理・普及拡大・研修生受入と指導

ウ）搾乳ロボットア）コンポストバーン牛舎 イ）TMRセンター

項　　目 活用したクラスター事業 内容・規模 事業費（円） 補助金（円） 完了年月
先進地視察
実証展示 Ｈ27年度調査・実証事業 青森県酪農家視察

炭化籾殻の家畜糞尿減臭効果検証 2,219,795 2,219,795 H28.･3.31

搾乳牛舎 Ｈ28年度施設整備事業 ･ 2,175.69㎡･ 150頭飼養可能 206,694,644 94,718,000 H29.･5.29
Ｈ28年度機械導入事業 餌寄せロボット１基 2,592,000 1,200,000 H29.･4.30

哺育育成牛舎 Ｈ28年度施設整備事業 ･ 907.80㎡･ 100頭飼養可能 62,517,935 20,572,000 H29.･5.29
堆肥舎 Ｈ28年度施設整備事業 ･ 555,00㎡ 28,425,076 11,108,000 H29.･5.29

TMRセンター Ｈ28年度機械導入事業 ミキサーフィーダー１基 13,219,200 6,120,000 H29.･4.10
コンベアー２基 2,761,560 1,278,500 H29.･4.10
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第57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57回仙台牛枝肉共進会は、11月５日〜７日の期間で仙台中央食肉卸売市場において開
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　　金野　康　（JAみやぎ登米）
血　　統　　父：北平安　母の父：茂勝栄
規　　格　　Ａ－５　BMS№12　
枝肉重量　　596.0㎏
枝肉単価　　8,005円

第２部　黒毛和種メスの部
出 品 者　　千葉　和義（JAみやぎ登米）
血　　統　　父：好平茂　母の父：北国７の８
規　　格　　Ａ－５　BMS№12　
枝肉重量　　507.0㎏
枝肉単価　　6,001円

１）出品財の概要について
　第１部（去勢牛の部）

格付は「Ａ－５」で枝肉重量596.0kg、ロース面積101.0㎠、バラの厚さ9.7㎝、皮下脂肪の厚さ1.0㎝、
歩留基準値80.7と、外観・肉質ともに大変優れていた枝肉であった。

２）審査経過
出品頭数は130頭、枝肉重量の平均は558.4kg（最大717.0kg最小444.5kg）であった。枝肉等級の格付

状況は５等級103頭（79.2％）、４等級24頭（18.5％）、３等級３頭（2.3％）で、４等級以上（上物率）
は97.7％であった。
外観では、全体的に枝肉重量は大きく、ロース芯面積は、大きく厚みが充実し、バランスの取れた

立派な枝肉が多く見受けられた。
また、肉質面では全体的にサシの入り方は「細ザシ・中ザシ」がバランスよく混在したものが多く

あり、肉色及び光沢、肉の締まり・きめは良好で、近年重要視されてきている脂肪質について、前回
より「光沢・粘り」が良くなってきたことが高評価できると思われる。
しかし、ロース芯のサシの形状について、左側が細ザシ、右側が流れザシというような枝肉や脂肪

色は白いが粘りに関してやや不満を感じる枝肉が散見されたことが今後の課題といえる。

チャンピオン賞受賞者（左：千葉和浩（和義）氏　右：金野　康氏） ･ （生産販売課　畑山和夫）
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平成29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

（一社）中央酪農会議では平成29年度より地域による計画的な生産基盤の維持・拡大対策を支援するととも
に酪農家による計画的な経営展開を促進するため、これまでの配分方法を改め目標数量は指定団体からの計
画の積上げ数量をもとに設定することとしております。
１．生乳需給状況
（1）全　国

平成29年４月〜９月の受託乳量は3,519,867㌧、前年同期比97.9％に減少しました。地域別には、北海道
1.7％減少となっておりますが、昨年の８、９月は台風の影響により前年を下回りました。都府県は2.6％減
少しております。

（2）東　北
４月〜９月の受託乳量は266,713㌧、前年同期比97.5％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198,509㌧、前年同期比100.2％、特定乳製品向け

20,433㌧、前年同期比88.8％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42,846㌧、前
年同期比101.8％、チーズ向け1,343㌧、前年同期比100.4％、生クリーム等向け3,580㌧、前年同期比40.1％
となっております。

（4）宮城県
４月〜９月の受託乳量は58,193㌧、前年同期比99.9％と前年並みとなっております。また、９月の出荷
戸数は512戸と前年より17戸減少しております。

平成29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 312,818 97.8 330,046 98.1 319,415 97.2 323,044 96.8 320,615 99.7 307,266 100.3 1,913,204 98.3
都　府　県 279,744 97.6 288,614 98.2 270,697 98.7 262,671 96.4 254,177 96.1 250,760 97.5 1,606,663 97.4
全　　　国 592,562 97.7 618,660 98.2 590,112 97.9 585,715 96.6 574,792 98.1 558,026 99.0 3,519,867 97.9

平成29年度東北生乳受託・用途別販売実績 （単位：㌧、％）
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 5,182 97.3 5,319 96.5 5,028 97.5 5,073 95.5 5,060 96.6 4,924 99.3 30,586 97.1
岩　　　手 16,603 96.6 17,480 98.2 16,415 96.8 16,510 96.6 16,286 97.1 15,792 98.8 99,086 97.4
宮　　　城 9,845 98.8 10,381 101.3 9,667 100.3 9,645 99.7 9,559 99.8 9,096 99.5 58,193 99.9
秋　　　田 2,224 94.7 2,343 94.9 2,105 90.4 2,158 93.8 2,147 93.2 2,083 95.3 13,060 93.7
山　　　形 5,339 96.6 5,577 96.7 5,260 97.7 5,182 96.0 5,090 98.1 4,846 96.6 31,294 96.9
福　　　島 5,833 95.9 6,109 97.7 5,798 97.7 5,782 96.4 5,607 95.4 5,365 96.9 34,494 96.7

計 45,026 97.0 47,209 98.3 44,273 97.5 44,350 96.9 43,749 97.3 42,106 98.3 266,713 97.5
（単位：㌧、％）

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 45,026 97.0 47,209 98.3 44,273 97.5 44,350 96.9 43,749 97.3 42,106 98.3 266,713 97.5
飲
用
等
向
け

飲用牛乳向け 31,581 98.9 33,746 98.8 33,677 101.1 34,124 103.6 31,602 97.8 33,779 101.2 198,509 100.2
はっ酵乳等向け 7,394 109.2 8,072 107.5 7,071 96.3 6,886 92.3 7,224 100.9 6,199 106.2 42,846 101.8

乳
製
品
向
け

特定乳製品向け 5,253 87.7 4,592 100.5 2,676 86.5 2,467 70.4 4,123 105.8 1,322 67.6 20,433 88.8
生クリーム等向け 571 38.3 556 35.2 643 45.1 637 38.2 571 42.4 602 42.2 3,580 40.1
チーズ向け 226 99.6 242 113.0 206 95.7 236 122.3 229 88.0 204 89.2 1,343 100.4
全乳哺育向け 1 100.0 1 96.8 0 13.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 35.0

平成29年度宮城県生乳受託販売実績 （単位：㌧、％）
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 5,669 100.2 6,052 104.0 5,593 102.6 5,600 102.5 5,577 101.9 5,254 101.2 33,745 102.1
全 農 宮 城 1,508 96.2 1,560 96.3 1,476 96.9 1,466 95.9 1,437 97.2 1,398 97.9 8,845 96.7
宮 城 酪 農 2,668 97.5 2,769 98.5 2,598 97.6 2,579 96.3 2,545 96.9 2,444 96.8 15,603 97.3
宮 城 県 9,845 98.8 10,381 101.3 9,667 100.3 9,645 99.7 9,559 99.8 9,096 99.5 58,193 99.9

･ （販売課　村田孝志）
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第11回全国和牛能力共進会宮城大会を終えて

第11回全国和牛能力共進会宮城県実行委員会事務局
第11回全国和牛能力共進会宮城大会開催にあたりましては、生産者はじめ、実行委員会構成団体や各関係
機関の皆様に、多大なる御支援、御協力を賜り、誠にありがとうございました。厚く御礼申し上げます。
宮城大会が開催されてから、早２ヶ月が過ぎようとしておりますが、全共を終えてからの実行委員会関係
の行事について一部御紹介します。
９月28日には、全共出品者全員による知事表敬訪問が県行政庁舎４階庁議室で行われ、その後、議会庁舎
応接室において、県議会議員表敬訪問が行われました。

10月３日には、今回の全共肉牛候補牛のと畜調査会が、仙台市中央卸売市場食肉市場において開催されま
した。
次いで、今回の全共成績についての宮城県全体の報告会が、全国和牛登録協会宮城県支部と全共実行委員
会の共催により10月30日に、仙台市秋保温泉ホテルニュー水戸屋で実施されました。
今回はその中から、次回鹿児島大会へ更なる飛躍を目指すことを誓い合った報告会の概要についてお知ら
せします。
報告会には、出品者や出品補助者、出品関係団体はもとより、実行委員会構成団体も加え、200名を超える
出席者のもと盛大に開催され、過去最高の成績を収めた喜びを分かち合いました。
出品者は、出品牛の名号が記載されたのぼりを先導に大きな拍手に迎えられ入場。公益社団法人全国和牛
登録協会宮城県支部の高橋修支部長の挨拶、その後、全国
和牛登録協会の向井文雄会長から褒賞授与等のセレモニー
が行われました。
県実行委員会の安部俊也出品対策部長から、全共に向け
た出品牛の選抜過程や出品技術等の取り組み経過について
報告があり、「宮城全共に向け、オール宮城で取り組んで
きたことが、今回の結果につながった」と成果をまとめ
ました。次回、鹿児島大会に向け、「今回の成果を活かし、
基本に忠実にしっかりと対策を取れば上位入賞が出来る。
米沢藩上杉鷹山公の『為せば成る為さねば成らぬ何事も･成
らぬは人の為さぬなりけり』のようにしっかりと出品対策
を進めていくことが重要」と次回大会に向けた対策の骨子
を述べました。
記念講演をいただいた全国和牛登録協会の向井会長から

は、改めて、全共の基本理念を確認した上で、宮城県出品
牛の優点、惜しかった点のコメントがありました。また、
全共テーマでもある「明日へつなぐ和牛生産」の事例とし
て大分県や広島県の取り組みが紹介されたほか、第12回鹿
児島大会に向け、「全国の和牛人が志を高くもって取り組ん
でほしい」と次回大会に向け、取り組み強化を促しました。
今後、実行委員会は、報告書の作成や年度末に予定して
いる解散総会に向け、大会を総括していく予定としており
ます。
引き続き、本県の和牛振興に対しまして、御支援・御協
力を賜りますようお願い申し上げます。
･ （鈴木秀彦）

知事表敬訪問

第11回全共宮城県報告会　高橋支部長挨拶

第11回全共宮城県報告会　安部出品対策部長報告

県議会表敬訪問
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宮城県牛乳普及協会

10月14日（土）、15日（日）にセキスイハイムスーパーアリーナ（グランディ21）にて“子育て応援団すこ
やか2017”が開催されました。台風の影響も心配されましたが、晴天に恵まれ約２万人の来場者で賑わいま
した。
今イベントは子育てを行う親御さんや、小さいお子さんをメインとしたものとなっており、牛乳を試飲し
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実際に絞ってもらう乳搾り体験コーナー、牛乳
を使ってバターを作るバター作り体験コーナーと、食育を通して、牛乳・乳製品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。
野外ブースでは乳搾り体験を実施し、各日約200名のお子さんたちに、実際に牛と触れ合い乳搾りしていた
だきました。子供たちは初めて見る大きな牛を前に驚く子や、はしゃぐ子など様々な反応を見ることができ
ました。ほとんどの子が乳搾りを体験したことがないため、とても貴重な経験になったと思います。また、
順番待ちで列に並んでいる方に、乳搾り体験を実施していただいた酪農家さんが、牛乳についての豆知識な
どをお話しいただきました。
室内ブースでは、牛乳試飲や手作りバター教室を行いました。たくさんの方々に試飲していただき、牛乳
をPRできました。また、バター作り体験では各日４回に分け、各回18名ずつ実施しました。少人数ともあり、
整理券がすぐ無くなるほど大人気でした。自分で作ったバターをその場でクラッカーにつけて食べていただ
き、とても美味しいとのお声をいただきました。体験されたお子さんには、ミルクジャパングッツをプレゼ
ントし大好評でした。バター作り体験はテレビでも放送されました。
今回のイベントを通して、成長期であるお子さんや親御さんも含め、牛乳・乳製品を摂ることの大切さや、
牛から搾られた乳が皆さんの飲んでいる牛乳となり、その牛乳を使ってバターなどの乳製品ができるという
流れを、来場されたお客さんに知っていただけたらとの思いで臨みました。
今回、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。
今後とも、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。
･ （飯塚大智）

会場の様子 搾乳体験
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全国モーモー母ちゃんの集いINみやぎ開催報告
一般社団法人　宮城県畜産協会

【私たちの手作りの大会】をテーマに掲げ、平成29年９月11日（月）〜12日（火）、加美町『やくらい文化
センター』を会場に、県内外の元気なモーモー母ちゃん等129名が集まり盛会裏に開催されました。
当日は、加美町　猪股町長及び宮城県農林水産部　横山次長にご臨席いただき、川崎町　有限会社･蔵王あ

ぐり　小林郁恵さんより「震災を経験し牛舎倒壊寸前！！それでも前を向いて歩きだした軌跡」と題し、話題
提供いただきました。
基調講演では、NOSAI宮城　仙南家畜診療センター　損防課　課長　川名晶子先生より「大切な牛を守る
ワクチネーションの必要性」と題して講演をいただき、免疫の仕組について物語を交え丁寧に紹介いただき
ました。
川名先生から「ワクチンは転ばぬ先の杖である」との言葉に参加者一同目を輝かせていました。
最後に、宮城県内からも50名を超える参加をいただき、共に手を取り合い、共に乗り越え、共に喜び合え
る【仲間】に出会えたことに感謝いたします。
２年後は、兵庫県開催です。皆さんも【仲間】を増やす出会いに参加しませんか！！
･ （経営支援課　芳賀　巧）

小山会長開会挨拶 集合写真

「みやぎまるごとフェステバル2017」が開催されました
宮城県食肉消費対策協議会

10月14日（土）・15日（日）の２日間、勾当台公園の会場に出展し、食肉の保存方法と熟成、食中毒予防、
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、併せてパネル展示説明を行い、
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、牛政宗くんも来場し、全国和牛共進会宮城大会の報告と応援に対するお礼、また、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）

宮城県銘柄牛・豚肉をPRする牛政宗くん試食コーナーの様子

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）
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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（前期）

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30年１月18日（木）･
〜平成30年２月１日（木）（当日消印有効）

◇試 験 日 時･ 平成30年２月16日（金）午前８時45分〜
◇合格発表日･ 平成30年２月23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）
（注）定員に達した学部は、一般入校試験（後期）
を実施しないことがあります。一般入校試験（後
期）の募集人数は平成30年１月上旬にホームペー
ジ上に掲載します。

◇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
　　　　　（一般入校試験後期）

私は高校の時、青年海外
協力隊に興味がありました
が、大学を卒業していること
や何年以上現場で経験を積ん
でいることなど条件がありま
した。何か経験を積むにあ
たって、どんな職業が良いの
か考えた時、見つけたのが酪

農でした。もともと動物が好きで、農業に憧れが
あったので、毎日牛に関われる職業にとても魅力を
感じました。しかし、家が農家ではなく、畜産はも
ちろん農業について知識が皆無だったため、まずは
知識をつけたいと思っていた時に高校の先生に農業
大学校を紹介され、オープンキャンパスに参加して、
入学することを決めました。
一年生での一番大きなイベントである先進農業
体験学習では、私は栗原市一迫の㈲小山牧場に33
日間住み込みでお世話になりました。㈲小山牧場
の経営規模は経産牛60頭、育成牛35頭で、私は搾
乳を中心に学ばせていただきました。初めて搾
乳をして、牛からお乳が出るところを初めて見ま
した。搾っている時はこれが牛乳という実感が
湧きませんでしたが、稲刈り体験でみなさんに牛
乳を振る舞うために機械の中で回っているのを見
て、あれは牛乳なんだって思えて、毎朝私が搾
らせていただいているのが牛乳になって、飲んで
もらえることにすごく感動しました。『あいすむら』
で小山牧場の牛乳を使ったジェラートやソフトク
リームの製造、販売を見学しました。『あいすむら』
は小山家の夢だったと社長の奥さんが教えてくれま
した。牛舎で搾った生乳が消費者に届くまでを見ら
れて、そこまでの過程や、苦労を少しでも感じられ
たからこそ、美味しいって言ってもらえることにす
ごく感動しました。
小山牧場さんで体験したことは、どれをとっても
私にとって初めてのことばかりでした。今までは繋
ぎの牛舎や除角は可哀想だってどうしても思ってい
ましたが、足元が汚れなくて乳房炎や足の病気にな
らなかったり、一長一短だということを研修を通し
て知ることが出来ました。また、実際に牛に頭突き
をされてみて、除角をしないと人が本当に危ないと
いうことを実感しました。人との繋がりを大切にし
て、牛を大切にして暮らしている小山さん家族の元
で学べて本当によかったです。ありがとうございま
した。

〈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　山田そら
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〈畜試便り〉

新事業“トップブランドに向けた「仙台牛」の差別化事業”について
宮城県畜産試験場

宮城県畜産試験場では、平成29年度から新しい事業“トップブランドに向けた「仙台牛」の差別化事業”
が始まりました。これは、宮城が誇る銘柄牛である「仙台牛」の“おいしさ”の特徴を客観的に明示できる
ような指標を探し、この指標によって「仙台牛」を他の銘柄と明確に差別化することで、販売や生産の拡大、
地域の活性化につなげていこうという事業です。①“おいしさ”に係わる新たな育種指標の探索と「仙台牛」
の差別化、②黒毛和種における遺伝子評価の精度向上と実用化、③遺伝子評価による和牛改良速度の飛躍的
向上を目指します。

①“おいしさ”に係わる新たな育種指標の探索
現在の枝肉評価基準では脂肪交雑の程度（サシの入り具合）や肉と脂肪の色など枝肉の見た目による評価
が行われています。近年、脂肪酸組成に関する研究等から１価不飽和脂肪酸（とくにオレイン酸）の割合や
アミノ酸（うまみ）、牛肉の香りが肉の“おいしさ”（食味）に影響することがわかってきており、肉の“お
いしさ”を加味した枝肉の評価手法の開発が求められています。
本事業では「仙台牛」の“おいしさ”の特徴を明らかにし、牛肉の“おいしさ”に係わる新たな育種指標
の開発を行う予定です。

②黒毛和種における遺伝子評価の精度向上と実用化
これまでの黒毛和種の育種は、育種価を用いた統計遺伝学的方法により行われてきました。新しい評価方
法として、乳牛（ホルスタイン種）では種雄牛の選抜や泌乳牛の遺伝能力評価に遺伝情報（SNP情報）を用
いたゲノム育種価が実用化されています。黒毛和種では開発段階にあり、宮城県では実用化に向けて取り組
みを始めています。現在、黒毛和種における発育能力や産肉形質のSNP情報を明らかにして、種雄牛として
の能力を把握する技術の開発を行っており、引き続き種雄牛候補や県指定の基礎雌牛、肥育牛などのデータ
を蓄積し、遺伝子評価の精度向上と実用化に向けて取り組みます。

③遺伝子評価による和牛改良速度の飛躍的向上
未経産牛において、経膣採卵-体外受精（OPU-IVF）技術により受精卵を作出し、他の牛（受胚牛）へ移植
することで、本牛が妊娠・出産する場合より早い時期に複数の子牛を得ることが可能となります。そこで、
②の遺伝子評価によって優良と判断された未経産の雌牛でのOPU-IVF技術と受精卵移植技術を活用して種雄
牛候補や繁殖雌牛を生産します。
さらに、移植前にあらかじめ受精卵の遺伝子評価を実施するため、２細胞期胚の割球分離技術を検討して
います。割球分離は、２細胞期の受精卵を２つに分けて移植可能な時期（胚盤胞期胚）までそれぞれ体外培
養を行います。同じ遺伝子を持つ２つの受精卵を作出できるため、片方を遺伝子評価へ、もう片方を移植に
用いることが可能になります。そのため、遺伝子評価によって高能力を期待できると判明した受精卵を受胚
牛に移植し、遺伝的に優良な形質を持つ牛を作出することができます。
このように様々な技術を組み合わせることによって、和牛改良速度の飛躍的な向上を目指します。
･ （酪農肉牛部　矢島りさ）

優良な未経産牛（黒毛和種）

A牛の受精卵を作出
複数頭の乳牛に移植

A牛の出産より早い時期に
A牛の子牛を得られる　　

育成期間 妊娠 出産
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