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平成29年度生乳需給状況及び平成30年度生乳計画生産について
東北生乳販連宮城支所　　
みやぎの酪農農業協同組合

１．生乳需給状況
（1）宮城県

４月〜３月の受託乳量は114,644㌧、前年同期比0.5％の減少となっております。また、３月の出荷戸数
は498戸と前年より22戸減少しております。

２．平成30年度生乳計画生産
（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。

平成29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 第１四半期出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比
み や ぎ の 5,668,991 293 100.2 6,052,320 293 104.0 5,593,164 292 102.6 17,314,475 102.3

全 農 宮 城 1,507,999 83 96.2 1,559,655 83 96.3 1,476,565 83 96.9 4,544,219 96.5

宮 城 酪 農 2,668,187 142 97.5 2,769,016 142 98.5 2,597,692 142 97.6 8,034,895 97.9

宮城県 計 9,845,177 518 98.8 10,380,991 518 101.3 9,667,421 517 100.3 29,893,589 100.2

月
団体名 ７月 ８月 ９月 第２四半期出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比
み や ぎ の 5,599,848 291 102.5 5,577,262 291 101.9 5,253,939 290 101.2 16,431,049 101.9

全 農 宮 城 1,466,570 83 95.9 1,436,882 83 97.2 1,398,324 81 97.9 4,301,776 97.0

宮 城 酪 農 2,578,860 141 96.3 2,545,435 141 96.9 2,444,352 141 96.8 7,568,647 96.6

宮城県 計 9,845,178 515 99.7 9,559,579 515 99.8 9,096,615 512 99.5 28,301,472 99.7

四半期別
団体名 10月 11月 12月 第３四半期出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比
み や ぎ の 5,552,795 288 103.0 5,289,129 284 101.5 5,540,729 284 102.7 16,382,653 102.4

全 農 宮 城 1,441,721 81 98.1 1,394,224 81 99.9 1,453,284 81 99.9 4,289,229 99.3

宮 城 酪 農 2,527,712 140 97.8 2,424,363 139 97.7 2,501,506 137 93.9 7,453,581 96.5

宮城県 計 9,845,178 509 100.8 9,107,716 504 100.2 9,495,519 502 99.8 28,125,463 98.0

四半期別
団体名 １月 ２月 ３月 第４四半期出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比 出荷戸数 前年比
み や ぎ の 5,675,493 284 100.6 5,188,654 282 99.8 5,755,073 281 99.0 16,619,220 99.8

全 農 宮 城 1,468,738 81 100.1 1,315,594 81 96.7 1,485,051 80 97.5 4,269,383 98.1

宮 城 酪 農 2,576,068 137 94.1 2,297,676 137 93.3 2,561,273 137 93.1 7,435,017 93.5

宮城県 計 9,845,179 502 98.7 8,801,924 500 97.6 9,801,397 498 97.1 28,323,620 98.0

四半期別
団体名 29年度計 出荷戸数 前年比
み や ぎ の 66,747,397 101.6

全 農 宮 城 17,404,607 97.7

宮 城 酪 農 30,492,140 96.1

宮城県 計 114,644,144 99.5 （販売課　村田孝志）
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平成29年度家畜共済事業実績について
NOSAI 宮城

平成29年度の家畜共済事業実績を報告します。
引受戸数は、未加入者推進により39戸が新規加入しましたが、飼養者の高齢化や後継者不足による廃業及
び経済的理由による未加入から、平成29年度は3,446戸（前年度より88戸減）となりました。
引受頭数は、繁殖牛及び種豚・肉豚で飼養頭数が増えたため増加しましたが、乳用牛、肥育牛及び一般馬
では廃業等により減少し、前年度対比は100.6％となりました。
共済金額は、市場価格を反映して共済価額が向上したことから、前年度対比で115.6％となりました。
死廃事故頭数及び病傷事故件数は、乳用牛、肉用牛とも胎児・子牛を中心に増加し、前年度と比較して死
廃事故頭数は108頭増（102.5％）、病傷事故件数は613件増（101.3％）となりました。胎児の増体による事故
が増加しているほか、冬季間の寒暖差が大きかったため、子牛の呼吸器・消化器の事故が増加しています。
妊娠中の親牛の飼養管理改善やワクチン接種などにより事故の未然防止に取り組んでいきましょう。
周産期の疾病、乳房炎、繁殖障害は依然として多発しています。引き続き損害防止に取り組みましょう。
支払共済金は、死廃事故と病傷事故の合計で、1,278,118千円となり、前年度よりも94,521千円増加（108.0％）
しました。これは、事故頭数・件数の増加によるほか、共済価額の増加及びこれに伴う支払限度額の増加に
因ります。
平成31年１月から農業経営収入保険が開始し、家畜共済も死亡廃用共済と疾病傷害共済の分離など大きく
変わります。NOSAI宮城では、これからも丁寧な説明に心がけて加入を推進してまいります。制度や補償内
容についてお気軽にお尋ねください。

平成29年度家畜共済事業実績
引受（加入） 死廃事故 病傷事故

頭　数
頭

共済金額
千円

頭　数
頭

支払共済金
千円

件　数
件

支払共済金
千円

乳　用　牛 25,655 3,457,523 1,937 258,369 12,993 222,649
うち子牛・胎児 10,108 415,741 555 22,137 1,436 19,795

肥　育　牛 20,788 7,626,608 375 77,522 5,619 81,727
うち子牛 303 31,037 38 3,109 305 4,002

繁　殖　牛 64,665 12,978,901 1,997 282,916 28,015 353,948
うち子牛・胎児 32,185 3,501,810 1,527 157,763 15,339 225,399

一　般　馬 5 2,625 0 0 1 26
種　　　豚 1,642 105,025 1 82 24 146
肉　　　豚 10,854 94,552 111 733

合　　　　　計 123,609 24,265,234 4,421 619,623 46,652 658,495

（参考）対前年度増減
引受（加入） 死廃事故 病傷事故

頭　数
頭

共済金額
千円

頭　数
頭

支払共済金
千円

件　数
件

支払共済金
千円

乳　用　牛 △･352 392,636 53 17,224 △･21 △･1,496
うち子牛・胎児 △･58 160,573 20 5,966 186 3,242

肥　育　牛 △･468 1,196,270 △･36 2,651 △･235 △･1,732
うち子牛 △･60 △･611 △･12 573 41 829

繁　殖　牛 824 1,683,817 168 51,344 874 27,133
うち子牛・胎児 405 710,074 136 54,275 777 22,033

一　般　馬 △･1 701 0 0 1 26
種　　　豚 453 22,579 △･2 △･48 △･6 △･139
肉　　　豚 246 △･21,888 △･75 △･442

合　　　　　計 702 3,274,115 108 70,729 613 23,792

（家畜課長　木村弘実）
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平成30年度全農宮城県本部畜産部事業方針について
全農宮城県本部畜産部

畜産事業を取り巻く環境は、生産面では生産コストの高止まりにより経営継続が厳しさを増すとともに、生産者の
高齢化並びに後継者不足による規模縮小・廃業が続いており、生産基盤の脆弱化が進行しています。
消費面では少子高齢化社会への移行、更には低価格志向による国産畜産物の消費の落込みが懸念される状況にあり、
更なる生産基盤強化と生産性の高い畜産経営並びに消費者に軸足を置いた、生産・販売対策が求められています。
このような状況の中、生産基盤維持・拡大の取組み強化を図るため、地域内における生産振興を目的とした「肉用
牛繁殖管理共同施設貸付事業」および「繁殖牛生産基盤(簡易牛舎)推進事業」に取り組み、和牛繁殖経営・和牛一貫
経営における生産者支援を継続します。全国和牛能力共進会の取組みとしては、第11回全共宮城大会の総括を精査し、
第12回全共に向けた出品対策の取組みを開始します。
また、肉牛・繁殖牛担い手対応強化策として、「JAグループ肉牛担い手事業」の推進により仙台牛・仙台黒毛和牛
のブランド拡充を図るとともに、「和牛繁殖牛担い手育成推進事業」の推進、並びに全国和牛登録協会宮城県支部との
連携により各種研修会を企画し、担い手の育成・強化を推進します。

【重点項目】
１．畜産生産基盤維持・拡大取組み強化
（1）繁殖牛生産基盤

①･みやぎ農業振興公社との連携により初妊牛生産事業の取組みを強化する
②･簡易牛舎推進事業および和牛繁殖雌牛増頭対策（簡易牛舎）事業により規模拡大を推進する
③･肉用牛繁殖管理共同施設貸付事業に取組む
④･優良雌牛保留対策事業による優良雌牛の保留を推進する
⑤･繁殖成績向上対策としてICT等の新技術の普及を図る

（2）肉牛肥育生産基盤
①･肥育牛預託事業による維持・拡大を推進する
②･JA全農北日本くみあい飼料㈱との連携により規模拡大を推進する

（3）系統養豚生産基盤再構築推進事業による維持・拡大を推進する
（4）生乳生産基盤維持対策事業・初妊牛供給による生乳計画生産の取組みを強化する
２．家畜市場事業取組み強化
（1）基幹種雄牛情報提供等により購買者誘致に取組む
（2）･子牛の品質向上を図るため、６ヶ月齢リスト送付による適正出荷を推進し、市場開催時には講習会を開催し指

導を強化する
３．肉畜販売事業取組み強化
（1）仙台牛・宮城野豚等銘柄普及を図るため、卸業者・指定店との連携を強化する
（2）消費者交流会開催並びに指定店でのイベント開催・協賛を実施し消費拡大に取組む
（3）輸出事業の取組みを強化し、現地での銘柄表示・指定店の開拓に努める
（4）･JA全農北日本くみあい飼料㈱との連携により飼料米給与の普及推進と給与牛の認知度向上・販売の拡大に取組む
４．全国和牛能力共進会対策取組み強化
（1）育種価推進事業は、枝肉データベースを有効に活用し取り組む
（2）優良雌牛保留対策事業により優良雌牛の保留を推進する
（3）「第12回全共」の種牛の部ならびに肉牛の部の出品対策に取り組む
５．担い手育成並びに組織活動取組み強化
（1）和牛繁殖牛担い手育成推進事業およびJAグループ肉牛担い手事業により担い手の育成・強化を図る
（2）全国和牛登録協会宮城県支部との連携により担い手育成・組織活動の強化を図る
６．みやぎ総合家畜市場の現状と今後の見通し

平成29年度みやぎ総合家畜市場の取引実績は、子牛市場において取引頭数15,952頭（前年比102.8％）・取引価格に
ついては、税込み795,752円（前年比93.3％）。
成畜市場においては取引頭数7,474頭（前年比98.8％）・取引価格については、税込み301,088円（前年比95.0％）の
実績となりました。
和牛子牛の取引情勢は、全国的に飼養者の高齢化並びに担い手不足等がますます懸念されますが、生産頭数が横
ばい傾向で今後もやや高値で推移すると考えられます。
本県においては、「茂洋」号の後継牛が出揃い、今年度は「茂洋美」号の県有牛産子の上場が主体となり、「勝洋」
号・「洋糸波」号・「好平茂」号産子で概ね６割を占めると思われます。また、現段階でBMS№10.9「日本一」の種
雄牛「茂福久」号が待機しています。
今後も購買者を更に誘致するために、出荷日令の短縮、斉一性にも配慮し、欠場のない市場開催が必要不可欠です。
購買者に好まれる子牛生産をめざし、15,700頭の上場を目標に取組みを強化します。

（畜産部長　高川信幸）
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肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）について
（一社）宮城県畜産協会

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）の平成30年４月からの変更点及び平成30年１月〜３月の
補填金単価が確定しましたのでお知らせいたします。

１．変更点について
補填金計算方法で、粗収益と生産費との差額の８割が補填金として交付しておりましたが、平成30年４月

販売分から差額の９割が補填金として交付されます。

２�．平成30年度肥育牛１頭当たりの生産者積立金
の額について
肉専用種 交雑種 乳用種
5,000円 13,000円 11,000円

３．１頭当りの補塡金単価（確定）について
【平成30年１・２・３月分】

販売月 肉専用種 交雑種 乳用種
１月 1,900円 50,100円 29,000円
２月 ─ 72,300円 31,700円
３月 ─ 84,600円 28,500円

（経営支援課　庄司清文）

「牛政宗くん」が仙台牛PRキャラクターになりました
宮城県農林水産部畜産課

第11回全国和牛能力共進会宮城大会（以下、「全共宮城大会」）のマスコットキャラクターとして皆様に可
愛がっていただきました「牛政宗くん」が、平成30年４月から仙台牛PRキャラクターになりました。
平成27年９月７日の全共宮城大会決起大会でのデビューから約２年間、県内外の各地にて皆様とふれあい、
全共宮城大会や県産和牛のPR活動を行ってまいりました。今後も仙台牛・仙台黒毛和牛をはじめとする県産
和牛のPRを頑張っていきますので、皆様に可愛がっていただけたら幸いです。
また、下記の畜産課HPにて仙台牛PRキャラクター「牛政宗くん」の使用基準を掲載しておりますので、県
産和牛等のPRのために「牛政宗くん」をご活用ください。ご不明な点がありましたら、お気軽に畜産課生産
振興班までお問い合わせください。

○ 仙台牛PRキャラクター使用基準
　http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusanka/sendaigyu-prchara.html
○ 問い合わせ先
　宮城県農林水産部畜産課 生産振興班　TEL：022−211−2853　FAX：022−211−2859
　　　　　　　　　　　　 　　　　　　E-mail：tikusanpp@pref.miyagi.lg.jp

（生産振興班　佐藤文恵）

全共宮城大会　会場内ステージにて 全共の結果をPR
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株式会社花兄園ファームの取り組みについて
宮城県北部家畜保健衛生所

被災農家の再建のための施策「東日本大震災農業生産対策交付金」を活用して新しい出発を果たした事例
を紹介します。
株式会社花兄園ファーム（以下、「花兄園ファーム」という。）は、東日本大震災での地震や津波による鶏
舎損壊、原発事故による農場の閉鎖など壊滅的な被害を受けた宮城・福島の３法人を再編し、平成27年12月
に設立されました。
今回、花兄園ファームでは交付金を活用し、大崎市鹿島台地区に鶏舎やGPセンターを整備しました。約23
万羽の採卵鶏からは新鮮な卵がコンベアを伝って直接GPセンターに運ばれ、最新型の設備で日量20万個以上
の卵の生産・出荷が可能となりました。この事業を通じて、地元で多くの雇用も生み出されました。
また、本年度には加美町に育雛・育成施設の整備を計画しており、雛の生産から製品の販売までを一貫し
て行う体制が完成する予定です。
「日本で一番安心して美味しく食べられる生産物を作りたい」が花兄園ファームの強い想いです。抗生物質
や抗菌剤不使用にこだわった安全安心な飼育方法は消費者にも高い評価を受けています。鶏卵や加工品は、
系列会社の株式会社花兄園を通じて主にパルシステムやあいコープなどで販売されています。看板商品のプ
リンは、素朴で卵の美味しさがよくわかると評判です。機会があれば是非ご賞味ください。

事業年度 内　　容

平成28年度

ウインドレス鶏舎　３棟
鶏糞処理場
堆肥袋詰施設
GPセンター（鶏卵処理施設）

平成29年度
ウインドレス鶏舎　４棟
付帯設備、法面工事（法面崩壊復旧）
４ｔダンプ、ホイルローダー、フォークリフト

平成30年度（予定） 解体工事・整地　木造鶏舎　12棟、事務所、ボイラー室、
鶏糞倉庫、付帯設備

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

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
6
月
7
月

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）６・７月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・6/3（日）第３回早池峰スーパースプリント  ・6/10（日）第38回岩手ダービーダイヤモンドカップ
・6/17（日）第46回一條記念みちのく大賞典  ・6/24（日）第42回ウイナーカップ  ・7/1（日）栗駒賞  ・7/8（日）第19回オパールカップ
・7/15（日）第50回岩鷲賞  ・7/16（月）第22回マーキュリーカップ  ・7/22（日）第６回ハヤテスプリント  ・7/29（日）第40回せきれい記念

水　沢 水沢水　沢 水　沢盛　岡

盛　岡水　沢 盛　岡 盛　岡 盛　岡

（指導班　平子智子）
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第９回全日本ブラックアンドホワイトショウ並びに 
2018セントラルジャパンホルスタインショウの結果について

宮城県ホルスタイン改良同志会
先般開催されました標記共進会において、本県出品牛の結果を下記の通り報告いたします。
今回第９部に出品した高橋真氏についてはクラストップ及びリザーブ・インターミディエイト・チャンピオ

ンを獲得いたしました。この獲得は本県初めての快挙であり、本県改良の成果を全国に示すことが出来た共進
会となりました。これもひとえに皆様方の格別なるご配慮とご協力の賜物と心より厚く御礼申し上げます。

記
審査結果（宮城県出品牛）
出品区分（６部・９部は経産） 出　品　牛 出　品　者 順位
２部 12ヶ月以上15ヶ月未満 エイトロール　ＧＣ　ドアマン　ピアレス 加美町　千葉　義文 8
３部 15ヶ月以上18ヶ月未満 ビーチフイールド　シド　ヘブン 大崎市　濱田　賢志 13
４部 18ヶ月以上21ヶ月未満 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㈱ 5
５部 21ヶ月以上24ヶ月未満 エイトロール　ブロカウ　ナナミーナ 大崎市　八巻　誠 11
６部 30ヶ月未満 ウツデイランド　ペツシエ　セレナ 角田市　㈲渡辺ファーム 10
９部 42ヶ月以上48ヶ月未満 インデシブル　フイーバーレイブン 加美町　高橋　真 1

第53回宮城県ブラックアンドホワイトショウ開催のお知らせ
宮城県ホルスタイン改良同志会

ホルスタイン種の改良、普及奨励と育成技術の向上を促進し、併せて会員の親睦を図り、本県ホルスタイ
ン種の改良増殖に資することを目的に、「第53回宮城県ブラックアンドホワイトショウ（Ｂ＆Ｗショウ）」を
下記のとおり開催することとなりました。
本県のホルスタイン種の改良成果をご観覧かたがた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　平成30年６月23日（土）　午前９時50分開会
２　場　所　みやぎ総合家畜市場（美里町）
３　審査員　オールジャパンブリーダーズサービス株式会社　前田　直樹　氏

（事務局　一般社団法人宮城県畜産協会家畜改良課　熊谷佳奈）

９部　高橋　真　氏　出品牛　インデシブル　フイーバーレイブン
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表−1　現場後代検定成績

①枝肉重量
（㎏）

②ロース芯
面積
（㎠）

③ばらの
厚さ
（㎝）

④脂肪交雑
（サシ）
（BMS･No.）

茂福久 493.3 82.8 9.2 10.9
平勝美（宮城） 503.7 65.2 9.7 8.1
皐月彰 493.2 60.6 9.1 9.2
全国平均 457.6 57.1 7.7 6.1
①重い方が良い　②大きい方が良い　③厚い方が良い　④高い方が良い
全国平均は、平成29年度までの広域後代検定の平均値

〈畜試便り〉
新規基幹種雄牛「茂福久」「平勝美（宮城）」「皐月彰」について

宮城県畜産試験場

畜産試験場で繋養している種雄牛である「茂福久」（写真１）、「平勝美（宮城）」（写真２）、「皐月彰」（写
真３）が、本県の新規基幹種雄牛に選抜されました。現場後代検定成績において、重要な経済形質である脂
肪交雑では、３頭ともBMS･No.8を超え、特に「茂福久」は、BMS･No.10.9という驚異的な能力を誇示しました。
現在の基幹種雄牛に、これら３頭の美点や特長を組み入れることで、ますます改良の幅が広がります。そして、
生産基盤の強化による優良牛の増産により、「仙台牛」の一層の名声が高まることが期待されます。
【茂福久プロフィ－ル】
「茂福久」は、父に「茂洋」、母の父に「安福久」、母の母の父に「勝忠平」の血統構成です。名牛「茂洋」
の６番目の息牛となります。現場後代検定（去勢７頭、雌10頭）の成績は、ロース芯面積及び脂肪交雑とも
歴代最高となりました。大きく形状の良いロースを作り上げ、サシを入れ込むパワーは凄まじく見栄えがし
ます。
【平勝美（宮城）プロフィ－ル】
「平勝美（宮城）」は、父に「忠勝美」、母の父に「平茂勝」、母の母の父に「第２波茂」の血統構成です。「忠
勝美」の初の後継息牛です。現場後代検定（去勢14頭、雌６頭）の成績は、ばらの厚さが歴代最高となりました。
また、「第２横利」の血を引くことから、第11回全国和牛能力共進会における第４区系統雌牛群は、「平勝美（宮
城）」の産子で出品し、優等賞５席に輝き、あわせて「肩付賞」も獲得しました。産肉能力だけではなく、和牛
界で重要視されている種牛性を持ち合わせ、かつ貴重な希少系統の遺伝資源の繋がりが魅力です。
【皐月彰プロフィ－ル】
「皐月彰」は、父に「安平勝」、母の父に「茂洋」、母の母の父に「福之国」の血統構成です。「安平勝」の初
の後継息牛です。また、母の父が「茂洋」であることも初めてです。基幹種雄牛を活かした交配により作出さ
れたことはとても有意義です。現場後代検定（去勢13頭、雌４頭）の成績は、BMS･No.10以上が10頭もおり、
小ザシに近い形状のものが多く見られました。

（写真１）新規基幹種雄牛「茂福久」

（写真３）新規基幹種雄牛「皐月彰」

（写真２）新規基幹種雄牛「平勝美（宮城）」

【期待される交配と家畜人工授精用凍結精液配布時期】
同じ種雄牛を父に持つ娘牛等への交配は近交係数が高くなりますので注意が必要です。
家畜人工授精用凍結精液の配布開始時期は、７月を予定しています。
注）現場後代検定：種雄牛の産子を通常の肥育管理の下で肥育し、後代（産子）に伝わる遺伝能力を判定。

（酪農肉牛部肉牛チーム　渡邉　智）
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私は宮城県気仙沼市出身
です。実家は非農家であり、
親戚にも農家はおらず、高
校も普通科を卒業しました。
そのため、農業に関する知
識が全くない状態で宮城県
農業大学校に入学しました。
入学した当初、地元の友人

たちからは、なぜそんな学校に入ったのかと聞かれる
ことが多々ありました。気仙沼から漁業系の大学に進
学する人は多くいます。しかし、農業系の大学に進学
する人はほとんどいません。だからこそ私は行ってみ
たいという好奇心が沸いて農業大学校に進学しました。
生き物が好きで、高校の時は生物が得意科目でし
た。そのため、その知識があればどうにか勉強につ
いていけると思い、畜産学部を選びました。しかし、
現実はそんなに甘くなく、ついていくのも一苦労で
した。農業のことはもちろん、牛のことも全く知ら
ず、簡単だと思った自分を恨みました。
ですが、農大に入ったおかげで気づいたこともあ
りました。それは、農業は遠そうで近く、奥深いも
のだということです。一学年の時に「農学基礎実
習」の授業で枝豆を育てた時、同じ枝豆でも育て方
や工夫次第では一つ一つ生長や特徴が異なりまし
た。全部が決まったように生長するのではなく、人
のように個性があるのだと感じました。
そのような個性を牛でも野菜などでも見抜けるよ
うになった時に農業に携わる者として一人前になる
のだと思いました。もう少し早く農業に出会ってい
たら、また違う人生を歩んでいたと思います。
だから私はこれから、農大の二年生として、一学
年の時には学べなかったようなより発展的な内容を
積極的に学んでいこうと思っています。
そして、私には夢はまだありませんが、将来農業
関係の仕事に就職した際には、私のような無謀とも
いえる挑戦をする若者に農業に触れ合うチャンスを
与え、何か農業に進むきっかけを与えられるように
なりたいと思っています。

〈農業大学校生の抱負〉
宮城県農業大学校畜産学部
２学年　佐藤　孝太郎

〈衛生便り〉

牛ウイルス性下痢・粘膜病
（BVD-MD）について

宮城県大河原家畜保健衛生所

BVD-MDは、牛ウイルス性下痢ウイルスの感染

を原因とし、感染牛で下痢、呼吸器症状等を起こす

ほか、妊娠牛では流産や産子の異常等の繁殖障害も

起こす届出伝染病です。

通常、本病の多くは一過性で回復しますが、妊娠

牛が感染すると、胎児は感染時の胎齢によっては、

ウイルスを体内に保有し続けるとともに体外に排出

し続ける持続感染牛（PI牛）が産まれる場合があり

ます。PI牛は発育不良や虚弱牛となるほか、糞尿や

鼻汁から大量のウイルスを排泄し続けるため、本病

の感染源となること、また治療法がないため、大き

な経済的損失を与えることになります。

現時点では、牛群内に存在するPI牛の早期摘発・

とう汰が本病のまん延防止に有効です。また、外部

から農場内にウイルスを侵入させないためにも、導

入牛の検査や消毒を徹底するなど、一般的衛生管理

の励行が重要です。

昨年県内の一部地域において、バルク乳を対象と

したモデル的調査を実施した結果、約130戸で陰性

が確認され、本病が広く浸潤している状況ではない

ことが確認されております。万が一、流死産の頻

発・発育不良・呼吸器症状・消化器症状等が見られ

た場合はかかりつけの獣医師もしくは家畜保健衛生

所にご相談ください。

（防疫班　後藤　庸）

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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〈New face〉

平成30年４月から宮城県大
河原家畜保健衛生所の防疫班
に配属されました佐藤浩庸と
申します。出身は茨城県の日
立市で、岩手大学の共同獣医

学科を卒業しました。
大学では寄生虫病学研究室に所属し、エゾシカに
おける肝蛭症の疫学調査を行いました。エゾシカ血
清を北海道各地から集め、ELISA検査を用いて肝
蛭陽性率を調べました。家畜保健衛生所でも各種
ELISA検査を行っているため、これまでの経験を
活かすことができ嬉しく思っています。
勤めて早１ヶ月が経ちましたが、まだ慣れないこ
とが多く失敗ばかりの毎日です。県職員の一員とし
て少しでも人々に貢献できるよう、焦らず一歩一歩
前進し続けたいと思います。
高校までサッカー、大学ではフットサルをやって
いました。メンバーの募集をしているチームがあり
ましたら、お声をかけて頂けると幸いです。よろし
くお願いします。

平成30年４月から宮城県仙
台家畜保健衛生所の病性鑑定
班に配属されました稲本理子
と申します。出身地は仙台市
で、出身大学は日本大学です。

大学ではイルカのmicroRNAについての研究をして
いました。大学卒業後しばらくは埼玉県で小動物臨
床に従事し、今年故郷の宮城県に帰って参りました。
大学の研究室は実験が主体で動物と触れ合う機会が
あまりなく、前職では主に犬猫の診察をしておりま
した。そのため、家畜保健衛生所では、今まであま
り接してこなかった牛や豚、鶏といった産業動物を
相手にするので、毎日新しいことの連続です。また、
大動物は小動物と違った魅力があって見ていて飽き
ないです。配属されて１ヶ月が経ちますが、まだ慣
れないことも多いです。これからどんどん知識、経
験を増やしていって宮城県の畜産に貢献できるよう
がんばりたいと思います。まだまだ未熟者ですが、
よろしくお願いいたします。

はじめまして、平成30年４
月より北部家畜保健衛生所防
疫班に配属となりました鹿沼
憲一と申します。出身地は群
馬県で、出身大学は神奈川県

の麻布大学です。大学では実験動物学研究室に所属
し、胸腺と甲状腺の相互的影響について研究してい
ましたが、授業や実習以外では大動物に触れる機会
が少なく、知識や経験の面で勤めるにあたっては不
安もありましたが、職場での先輩方のご指導や農家
の方々からのご協力もあり、少しずつではあります
が、成長できていることを日々実感しております。
家畜の防疫衛生の仕事は、生産者の経営や安全安心
な畜産物の生産に貢献するものであり、その責務は
大きいものと感じています。今後さらに経験を積
み、一日でも早く一人前の職員となり、宮城県にお
ける畜産業の発展に寄与できるよう、努力してまい
りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

はじめまして。平成30年４
月から宮城県仙台家畜保健衛
生所防疫班に配属になりまし
た山﨑保奈美と申します。小
学５、６年生時のBSEや高病

原性鳥インフルエンザ発生をきっかけに家畜防疫に
携わる獣医師を志して参りました。学生時代は、帯
広畜産大学にて大動物巡回臨床研究室に所属し、乳
牛の分娩管理、エコーを用いた腰背部脂肪厚測定に
よる乳牛の周産期疾病予防を研究する傍ら、畜産農
家へ往診して臨床経験を積ませて頂きました。栃木
県小山市出身ですが、伊達政宗公が好きで趣味の郷
土史研究を通じて足を運ぶうちに宮城県の方々の温
かみに触れ、県民の方々のために働きたいとの思い
から入庁致しました。配属から約1ヶ月、まだまだ
未熟な身ではありますが、一人前の県職員として宮
城県の畜産振興に貢献でき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ほどよろしくお
願い致します。

宮城県大河原家畜保健衛生所

佐藤　浩庸

宮城県仙台家畜保健衛生所

稲本　理子

宮城県北部家畜保健衛生所

鹿沼　憲一

宮城県仙台家畜保健衛生所

山﨑　保奈美
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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、髙波優と申します。
出身は東京都で、今年の春に
北里大学を卒業しました。大

動物臨床学研究室に所属し、潜在精巣の牛に対する
鍼灸治療についての研究をしていました。大学時代
は青森県で生活していたこともあり東北地方に愛着
が湧いたことと、研究室での経験から産業動物に携
わりたいという思いで畜産の盛んな宮城県に来まし
た。
東部家畜保健衛生所に配属となってから１ヶ月ほ
どが経過しましたが、新しいことばかりでできるこ
とよりも覚えることの方が多く、周囲の方々に助け
ていただいてばかりですが、今後周囲の方々に頼り
にしていただけるような、そして地域に寄り添って
いけるような県職員となれるよう、日々精進してい
きたいと思っておりますので、これからもどうぞよ
ろしくお願いいたします。

はじめまして。平成30年４
月より東部地方振興事務所畜
産振興部に配属になりまし
た、千葉紗知と申します。出
身は宮城県名取市で、今年の

３月に東北大学大学院を卒業しました。大学では動
物生理科学研究室に所属し、ウシ乳腺組織における
乳房炎関連因子の研究を行っていました。現在は家
畜の改良増殖や家畜共進会に関する業務に携わって
います。大学では家畜動物について学んできました
が、実際に現場に出てみると新しく学ぶことが多
く、勉強になることばかりです。先輩方が農家や畜
産関係の方々に信頼され、協力しながら畜産振興に
励む姿を見て、自分も早くこうなりたいと強く感じ
ました。まだまだ未熟者で今は助けられるばかりで
すが、一人前の県職員になって宮城の畜産振興に貢
献できるように日々精進して参りますので、今後と
もご指導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたし
ます。

はじめまして。平成30年４
月から畜産試験場酪農肉牛部
乳牛チームに配属となりまし
た、浅野貴史と申します。出

身は宮城県松島町で、今年３月に帯広畜産大学を卒
業しました。大学では廃棄乳をヨーグルト化し離乳
まで子牛に給与するという研究をしてました。ま
た、在学中は乗馬実習を行ったり、酪農家の下で搾
乳バイトをしたりと、大学に入学する前までは、家
畜に触れたこともなかったので毎日が新鮮な日々で
した。現在は試験場の乳牛を使用した試験研究を
行っています。勤め始めて１ヶ月が経ちましたが慣
れないことばかりで、自分の知識不足と技術不足を
感じる毎日ですが、職場の先輩方を目標にして少し
ずつ経験を積んでいきたいと思いますので、ご指導
の程よろしくお願いします。

はじめまして。今年の４月
から宮城県畜産試験場草地飼
料部・草地飼料チームに配属
されました、佐藤結佳と申し
ます。

出身は宮城県柴田町で、今年の３月に岩手大学を
卒業しました。大学では、ヒツジをモデルとした、
反芻動物の栄養機能に関する研究を行っていました。
現在は、家畜飼料の生産性の向上を目的とした、
試験研究業務を担当しています。私は、この業務に
就くまで、飼料生産に関わったことがなかったため、
自分にこの仕事が務まるのかと不安に感じていまし
た。しかし、現在は、上司及び現場業務職員の皆さ
んから、丁寧な指導を頂き、安心して業務の経験を
積ませて頂いています。
まだまだ至らない点も多いですが、試験研究を通
して宮城県の畜産業の発展に貢献できるよう、精進
して参りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。

宮城県東部家畜保健衛生所

髙波　優

宮城県東部地方振興事務所
畜産振興部

千葉　紗知

宮城県畜産試験場
酪農肉牛部　乳牛チーム

浅野　貴史

宮城県畜産試験場
草地飼料部　草地飼料チーム

佐藤　結佳
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JGAP（家畜・畜産物）の取り組みについて
株式会社サイボク東北牧場

【農場の紹介】
株式会社サイボク東北牧場は、栗原市高清水の小高い丘の上に農場があり
ます。農場創設は昭和45年に、株式会社埼玉種畜牧場（埼玉県）の肉豚生産
農場として設立されました。
現在は、母豚780頭の一貫経営で自社ブランド豚である「ゴールデンポーク」
の生産を行っています。

【農場HACCPへの取り組み】
平成25年に故佐々木和夫先生（一般社団法人宮城県畜産協会　前家畜衛生課長）から農場HACCPに取り組
んでみてはとの勧めを受け、平成25年12月に推進農場の指定を受け、翌年、平成26年８月18日に認証農場の
認証を取得することが出来ました。
推進農場の認証から認定農場の認証まで約８ヶ月という短期間で取り組めたのは、外部専門家の方々の指
導や、従業員の農場HACCP構築のための取り組みや努力の賜物だと思っております。

【JGAPの取り組み状況】
JGAPへ取り組んだ動機として、JGAPの理念が農業生産の確立と生産・流通・消費の信頼関係の構築を目
指すことにあり、弊社も生産から流通・販売まで行っている会社として、相通じるところがありました。
更に、農場HACCPの更新審査を平成29年７月に受け、弊社のHACCPシステム構築に関しても、マネジメ
ントシステムやPDCAサイクルが機能して生産性・品質の向上につながってきていること、また、従業員の
農場HACCPへの取り組みも積極的かつ意識向上が見られるこの機にJGAPに挑戦することに決めました。
平成29年10月からJGAP認証申請に向けての準備に入り、同年12月7日にJGAP認証申請書類を提出することが

出来ました。準備から提出までの間、弊社総括課長である菊田君が中心になり提出書類の作成を頑張ってくれた
こと、また、弊社農場HACCPコンサルタント兼内部検証員の小池獣医師にJGAPについて従業員への勉強会を
開催したり、書類及び自己点検チェックをおこ
なっていただいた御陰で、平成30年２月27日に
JGAP現地審査を受け、同年３月29日にJGAP（家
畜・畜産物）認証を受けることが出来ました。

【今後の展開】
今後の展開として、農場HACCPの更なる構
築と、JGAP（家畜・畜産物）の更なる推進を
図ることで、消費者や食品関連会社の皆様によ
り安全で安心な豚肉が安心して提供できるよう
取り組んでいきたいと考えています。
また、グループ農場への農場HACCP、
JGAPへの挑戦の足掛かりになればよいと考え
ています。 （取締役場長　加藤　浩平）
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