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子牛の風邪を予防しましょう
宮城県農業共済組合

朝夕の寒暖の差が大きくなり、子牛が風邪を引きやすくなる時期となりました。風邪が流行する前に風邪
の予防対策をしっかりして、子牛が元気に冬を過ごせるようにしましょう。今回は風邪の予防対策のポイン
トを紹介します。

【 ポイント1 】　子牛を寒さから守りましょう
子牛は皮下脂肪が少なく、被毛も薄いため、体温調節が苦手で寒さにとても弱い生き物です。気温が13℃
以下になると、子牛は寒さによるストレスを感じ始め、発育に影響が出てきます。さらに気温５℃以下の環
境では病気の発生が高まります。子牛が快適に過ごせるように以下の対策をして子牛の体感温度を15〜25℃
に保ちましょう。
対策①　寒風や隙間風など冷たい風が牛の体に直接当たらないようにしましょう
・木の板や段ボールなどで防風壁を設置しましょう
・風が入り込まない子牛の部屋があると効果的です
（部屋の側面３方向を囲うと、中の温度は２℃前後上昇してとても暖かいです。）
対策②　清潔で乾燥した敷料をたっぷり敷きましょう
・牛床が乾燥した状態を保ち、子牛の体が濡れないようにしましょう
・子牛が冷たい床で寝て、おなかが冷えないようにしましょう
対策③　牛を暖めましょう
カーフジャケット（市販のもの、手作りのもの、大人用のベスト等）、ネックウォーマー、ホッカイロ（ス

トッキングに入れて体に装着、ジャケットに貼る等）、ヒーターなどを使用してみましょう。ヒーター使用
時はやけどに注意してください。
対策④　飲み水が冷たすぎないようにしましょう
飲み水の温度が冷たいと子牛の体温が奪われてしまいます。また、飲水量が減少するため、脱水、食欲

不振、尿石症などになりやすくなります。給餌の際、お湯を足して温度を調整してあげたり、氷が張って
いたら取り除いてあげましょう。

【 ポイント2 】　換気をしましょう
寒くて牛がかわいそうだからといって牛舎を閉め切ると、湿気やアンモニアがこもってしまいます。こもっ

たアンモニアにより喉や気管の粘膜が損傷し、ウイルスや細菌に感染しやすくなり、牛の肺炎の発症率が高ま
ります。牛舎内で目がちかちかするときや鼻につんとくる刺激臭を感じるときはアンモニアがこもっている状
態です。床から10㎝の高さでもアンモニア臭を感じない環境が理想です。隙間風が直接牛に当たらないように
注意しながら、南や東側の窓は日中開放して、牛舎内にこもっている湿気やアンモニアを排出しましょう。
【 ポイント3 】　ワクチン接種をしましょう
分娩前の親牛や生後１〜５ヵ月齢の子牛へのワクチン接種を行いましょう。初乳を介して母牛から子牛へ
与えられる移行抗体の状況や病気の発生状況によりワクチンの接種時期や種類は異なりますので、ワクチン
接種を実施する場合はかかりつけの獣医師に相談しましょう。
【 ポイント4 】　密飼いを避けましょう
密飼いはストレスとなり万病の元です。寒さのストレスに密飼いのストレスが加わると病気の発生率がぐ
んと高まるので注意しましょう。

以上のポイントを参考にして、飼養管理とワクチン接種による総合的な風邪対策を行いましょう。
･ （家畜診療研修所　獣医師　石井豊希）
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豚といのしし特有の特定家畜伝染病に注意 !!
宮城県農林水産部畜産課

● 豚コレラ
【 原因・伝播 】
豚コレラは、豚コレラウイルスの感染による豚といのししの特定家畜伝染病で、高い致死率と強い伝染力
が特徴です。日本では平成19年に清浄化されましたが、今年９月９日に岐阜県で26年ぶりに発生があり、１
戸546頭が殺処分されました。また、発生農場周辺では、野生のいのししへの感染も広がっています。
感染動物との直接接触、その鼻汁や排せつ物の飛沫（ひまつ）・付着物との間接接触により感染が成立し、
急性から慢性まで多様な症状を示します。
【 症　状 】
感染豚は、41度以上の発熱と食欲不振、うずくまりといった症状に加えて、発熱時には血液中にウイルス
が出現し白血球減少症を起こします。
急性では運動失調、後躯（こうく）麻痺などの神経症状や耳介、尾、下腹部等に紫斑が見られるようになり、
数日から2週間で死亡します。慢性では、初期症状を示した後、いったんは回復するが再び発熱、食欲不振を
示し、最終的には削痩し、１カ月から数カ月の経過で死亡します。
死亡豚では出血病変が特徴的に観察され、リンパ節の出血や腎臓表面や、ぼうこう粘膜の点状出血が高率
に出現し、時には脾臓（ひぞう）の出血性梗塞が起こります。
【 対　策 】
岐阜県では、現在、野生いのししの豚コレラ検査を進めています。また、岐阜県以外でも死亡した野生い
のししを対象に豚コレラ検査を行い、すべて陰性を確認（平成30年11月７日現在）しています。宮城県でも
14頭実施（平成30年11月９日現在）し、感染は確認されていません。
予防的使用のワクチン接種は、平成18年３月31日をもって禁止されています。日本での豚コレラ対策の基
本は侵入防止と早期発見・早期摘発です。海外からの侵入防止や農場での飼養衛生管理基準の遵守が大切で
す。農場で異常豚を発見した場合、直ちに管轄の家畜保健衛生所又は畜産振興部に通報してください。

● アフリカ豚コレラ
【 原因・伝播 】
アフリカ豚コレラはアフリカ豚コレラウイルスの感染によって起こる豚といのししの特定家畜伝染病で、
症状が豚コレラに似ていますが全く別の病気です。
アフリカ豚コレラウイルスはサハラ砂漠以南のアフリカ諸国に常在化しており、そこに生息する野生のイ
ボイノシシ等に不顕性感染し、本病の保有動物となっています。ウイルスはダニが本来の宿主とされ、イボ
イノシシとの間で感染環を作っています。豚は偶発的にウイルスに感染した時に症状を示し、血液中に多量
のウイルスが出現して次の感染を引き起こします。近年では東ヨーロッパに本病ウイルスが侵入し、ロシア
を経由し中国の豚の間での感染が拡大しています。
本病は、感染動物との直接的な接触の他、感染豚の肉や畜産物を含む厨芥（ちゅうかい＝残飯）、ウイルス
を保有するダニ、ウイルスに汚染された物品による間接的な接触により伝播（でんぱ）します。
【 症　状 】
本病は甚急性（じんきゅうせい＝非常に急性）から不顕性（ふけんせい＝症状を示さない）まで病型が様々
です。甚急性や急性では、感染後１週間程度で発熱、食欲不振および粘血便を呈し、その致死率は100％に達
します。死亡豚では脾臓やリンパ節の腫大および出血病変が確認されます。
【 対　策 】
有効な治療法やワクチンはありません。わが国は本病の清浄国であり、動物検疫により水際で侵入防止が
図られています。しかし、旅行客の持込んだ食肉製品からアフリカ豚コレラウイルスの遺伝子が検出される
など、余談を許さない状況となっています。アフリカ豚コレラは、豚コレラと症状が類似していますので、
異常豚を発見した場合は、直ちに管轄の家畜保健衛生所又は畜産振興部に通報してください。
･ （衛生安全班　清水ゆう子）
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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
仙台家畜保健衛生所

登米・気仙沼・石巻地域で鳥インフルエンザ防疫演習を開催しました
東部家畜保健衛生所

当所は、登米・気仙沼・石巻の３地域を所管しており、高病原性鳥インフルエンザの現地本部は各地域に
設置されるため、防疫演習は毎年各地域で実施しています。今年度も３地域でそれぞれ防疫演習を実施しま
した（気仙沼：10/22、登米：10/23、石巻：11/2）。
各地域とも、鳥インフルエンザの概要や防疫作業内容、各支部体制の説明等を行うとともに、登米・気仙
沼では、体育館を会場として防疫作業員を受け入れる支援センターの設営と運営の演習を実施し、作業員の
受付、防疫作業前後の健康調査、防護服等の着脱等、一連の動作の確認を行いました。石巻・気仙沼では、
異状鶏の通報から現地地方支部での各種会議開催までの情報伝達訓練を行いました。また、石巻では栗原市
での発生時の現地支部担当職員による業務状況についての講演を行いました。演習では、本病発生に備えた
支部マニュアルに沿って人や資材を実際に動員し、参加者は防疫作業時の対応について理解を深めるととも
に、マニュアルの検討事項等も確認されました。
さらに、各支部の建設業協会および県農業農村整備部と連携して、３地域で埋却演習も行いました（気仙
沼：10/31、登米：11/2、石巻：11/9）。埋却演習では、防護服等を着用しながら重機を操作して、掘削や石
灰散布等、埋却の一連の作業内容を確認しました。作業内容について検証を行い、万が一の発生時にはこれ
らの演習を活かしてもらいたいと思います。
高病原性鳥インフルエンザの発生予防で最も重要なことは、養鶏農場における、飼養衛生管理基準に基づ
く日常の衛生管理の徹底です。家きん飼養者の皆様には、引き続き、より厳重に、飼養衛生管理基準の遵守
についての取り組みをよろしくお願いします。

･ （防疫班　渡部祐未）

高病原性鳥インフルエンザは、主にアジア諸国を中心に、未だ発生が継続して確認されていますが、渡り
鳥が飛来する季節を迎え、国内で発生するリスクが高くなるシーズンとなりました。
このため、宮城県仙台現地地方支部では、本病が万一発生した場合に、関係者が一丸となって迅速な防疫
対応を実施することを目的に、平成30年10月４日、県職員、市町村、関係団体、養鶏農家等147名の参加によ
る防疫演習を実施しました。
演習は、宮城県仙台地方振興事務所及び畜産関係団体の主催により、集合施設として大郷町Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター体育館と模擬農場として見立てた運動場を会場としました。
今回は、簡易検査陽性確認後の初動防疫措置に重点を置き、連絡調整会議開催訓練を仙台合庁で行いました。
一方、併行して仙台市内の備蓄資材倉庫から演習会場への防
疫資材の搬出・輸送と集合施設設置運営訓練を実施しました。
その後、殺処分従事者の健康調査や防疫服、マスク等の着脱
支援、鶏の殺処分の模擬訓練などの防疫作業の一連の流れを
確認しました。
鳥インフルエンザが発生した場合、防疫作業を迅速に進め
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。
また、本病の発生を未然に防ぐために、養鶏農場におかれ
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）
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「みやぎの肉用牛パワーアップ事業」に係る管内の取組みについて
北部家畜保健衛生所

平成29年度から県では、担い手による規模拡大や新たな担い手を確保するため、携帯電話等のICT（情報
通信技術）等を活用した労力軽減対策機器の導入を支援する「みやぎの肉用牛パワーアップ事業」を展開し
ています。事業対象となる機器は、分娩監視装置や発情発見装置、放牧用ソーラー電牧等となっています。
補助率は３分の１以内（１事業参加者当たりの補助上限額50万円）であり、農業協同組合等の事業実施主体
当たりの補助金の下限額が50万円（事業費ベース150万円以上）となっています。平成29年度には、県全体
で34戸、うち管内では８戸の農家が本事業を活用して機器を導入しました。導入機器については、１戸の農
家が複数導入している場合もありますが、分娩・発情監視装置である「モバイル牛温恵（以下、牛温恵）※１」
の導入数が最も多くなりました。
今回、管内からは、平成29年度、本事業にて「牛温恵」を導入した本多浩太氏（加美町）の取組み事例を
紹介します。本多氏は平成28年に県農業大学校を卒業後、実家に就農しました。本多氏の経営の特徴は、自
宅から牛舎まで車で15分の通勤をしながら和牛繁殖の他、ネギや水稲の複合経営を行っていることです。こ
のため、分娩間近の牛がいると自宅で不安になったり、畑作業
等のため牛舎から離れることも多く、分娩や発情の見逃しに繋
がることが課題としてあげられていました。知人の繁殖農家や
農業協同組合の担当者からの勧めもあり、「牛温恵」のデモ機を
活用し、操作方法の指導を受け、分娩監視や発情発見等の繁殖
管理における有用性を確認した後、導入に至りました。導入後
は、主に分娩監視に活用しており、携帯電話に通報が届くので、
時間を見ながら効率的に他の作業もすることができ、機器の導
入効果を実感されているようでした。
今年度、北部家畜保健衛生所では、農業協同組合や株式会社ドコモCS東北と連携し、平成29年度の事業参
加農家８戸のフォローアップのため、現地巡回を実施しています。巡回では、機器導入後の現状を把握し、
導入効果や機器の不具合が無いかどうか等を確認しています。事業参加者からは、機器の導入によって、「牛
舎の見回り回数が減った。」、「田植えや稲刈り、藁上げ等の作業を計画的に行えるようになった。」、「夜、安
心して眠れるようになった。」等、作業負担だけではなく精神的負担の軽減を実感している方が多くいらっしゃ
いました。中には、「牛温恵」と「牛舎内監視カメラ」を併用している取組み事例もあり、更なる労力軽減が
図られていました。一方で、機器の不具合があったり、操作が上手くできなかったりと、問題や不安を抱え
る事業参加者もいらっしゃり、巡回に同行した株式会社ドコモCS東北の担当者へ相談していただき、問題解
決に至りました。
今後ますます寒くな
る季節となり、機器に
よる飼養管理や繁殖・
分娩管理のサポートが
大いに期待されます。
今後も北部家畜保健
衛生所では、農業改良
普及センターや農業協
同組合、通信機器メー
カー等と連携しながら、事業参加者の掘り起こしやニーズの聞き取り、機器導入後のフォローアップを行い、
本事業による担い手の規模拡大や繁殖農家の生産基盤強化を図って参ります。
※１：株式会社NTTドコモ、株式会社リモート
･ （指導班　松原敦子）

北部家保、農協、㈱ドコモCS東北担当者による
フォローアップ巡回の様子

フォローアップ巡回における㈱ドコモCS東北
担当者による機器操作方法の現地指導

平成30年11月20日 第293号 （　）（隔月１回発行） 5



第58回仙台牛枝肉共進会終了報告
全農宮城県本部

農林水産祭参加　第58回仙台牛枝肉共進会は、11月４日〜６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。

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622.0㎏、ロース面積115.0㎠、バラの厚さ10.1㎝、皮下脂肪の厚さ1.9㎝、
歩留基準値81.6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
去勢牛の部の出品頭数は130頭、枝肉重量の平均は570.9㎏（最大777.5㎏最小441.5㎏）であった。枝

肉等級の格付状況は５等級107頭（82.3％）、４等級18頭（13.8％）、３等級５頭（3.9％）で、４等級以
上（上物率）は96.1％であった。
外観では、去勢牛、雌牛枝肉ともに重量豊かで、厚みのある物が多く、「ロース面積」、「バラの厚さ」

ともに全国平均を大きく上回っております。また、皮下脂肪も適度な枝肉が多く、歩留基準値も高い
数値となりました。
続いて、肉質に於いては、脂肪交雑が重要な役割を果たしておりますが、その脂肪粒の形状により

評価に差が生じており、やはり、粗ザシより、小ザシが高い評価となっております。今回出品されま
した枝肉を見てみますと、去勢牛、雌牛ともにBMS･№の平均値が高く、脂肪粒の形状も適度な物が多く、
BCS･№の数値では全て№3〜№4の範囲であり、肉色においては、全ての枝肉で５等級の範囲であり、「光
沢」の良いものが揃っておりました。また、「脂肪の質」につきましては、オレイン酸が注目されてお
りますが、光沢、弾力性に優れた枝肉が多く見られました。
出品頭数180頭中、21頭（11.7％）に瑕疵が表示されました。瑕疵に付きましても、表示されますと

商品価値を下げる要因となりますので、生産段階で防げる瑕疵、例えば外傷（アタリ）につきまして
は対策が課題です。

･ （生産販売課　畑山和夫）
第１部　去勢の部　チャンピオン牛 第２部　メスの部　チャンピオン牛

《チャンピオン牛》
第１部　黒毛和種去勢の部

　出 品 者　　㈱川村ファーム（JAいしのまき）
　血　　統　　父：幸紀雄　母の父：安福久
　規　　格　　Ａ－５　BMS･№12　　枝肉重量　622.0㎏
　枝肉単価　　6,073円

第２部　黒毛和種メスの部
　出 品 者　　菅原　義幸（JA栗っこ）
　血　　統　　父：隆之国　母の父：安福久
　規　　格　　Ａ－５　BMS･№12　　枝肉重量　410.0㎏
　枝肉単価　　5,001円
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平成30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30年４月〜９月の受託乳量は3,516,676㌧、前年同期比99.9％と前年より減少となっております。地域
別には、４月〜９月計で北海道は1.3％増加となっておりますが、９月は胆振東部地震の影響により5.2％の
減少となっております。都府県は４月〜９月計で1.7％減少しております。

（2）東　北
４月〜９月の受託乳量は264,048㌧、前年同期比99％となっております。青森県で前年より11.2％増加

しております。
（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196,312㌧、前年同期比98.9％、特定乳製品向け
19,518㌧、前年同期比95.5％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43,637㌧、
前年同期比101.8％、チーズ向け1,060㌧、前年同期比79％、生クリーム等向け3,521㌧、前年同期比98.3％
となっております。

（4）宮城県
４月〜９月の受託乳量は56,419㌧、前年同期比96.9％と3.1％の減少となっております。また、９月の出
荷戸数は485戸と前年より27戸減少しております。

平成30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 319,647 102.2 335,582 101.7 329,206 103.1 333,391 103.2 328,394 102.4 291,220 94.8 1,937,440 101.3
都　府　県 277,814 99.3 283,512 98.2 265,135 97.9 255,511 97.3 251,736 99.0 245,528 97.9 1,579,236 98.3
全　　　国 597,461 100.8 619,094 100.1 594,341 100.7 588,902 100.5 580,130 100.9 536,748 96.2 3,516,676 99.9

平成30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 5,626.0 108.6 5,924.0 111.4 5,668.0 112.7 5,701.0 112.4 5,659.0 111.8 5,437.0 110.4 34,015.0 111.2
岩　　　手 16,398.0 98.8 17,051.0 97.5 16,250.0 99.0 16,516.0 100.0 16,376.0 100.6 15,582.0 98.7 98,173.0 99.1
宮　　　城 9,697.0 98.5 9,930.0 95.7 9,370.0 96.9 9,325.0 96.7 9,237.0 96.6 8,860.0 97.4 56,419.0 96.9
秋　　　田 2,176.0 97.9 2,230.0 95.2 2,087.0 99.1 2,074.0 96.1 2,038.0 94.9 1,977.0 94.9 12,582.0 96.3
山　　　形 5,130.0 96.1 5,319.0 95.4 4,959.0 94.3 4,917.0 94.9 4,766.0 93.6 4,622.0 95.4 29,713.0 94.9
福　　　島 5,657.0 97.0 5,725.0 93.7 5,543.0 95.6 5,521.0 95.5 5,504.0 98.2 5,196.0 96.8 33,146.0 96.1

計 44,684.0 99.2 46,179.0 97.8 43,877.0 99.1 44,054.0 99.3 43,580.0 99.6 41,674.0 99.0 264,048.0 99.0
（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 44,684.0 99.2 46,179.0 97.8 43,877.0 99.1 44,054.0 99.3 43,580.0 99.6 41,674.0 99.0 264,048.0 99.0
飲
用
等
向
け

飲用牛乳向け 31,638.0 100.2 33,717.0 99.9 32,903.0 97.7 33,147.0 97.1 31,158.0 98.6 33,749.0 99.9 196,312.0 98.9
はっ酵乳等向け 7,350.0 99.4 7,891.0 97.8 7,509.0 106.2 7,428.0 107.9 7,269.0 100.6 6,190.0 99.8 43,637.0 101.8

乳
製
品
向
け

特定乳製品向け 4,920.0 93.7 3,807.0 82.9 2,730.0 102.0 2,723.0 110.4 4,400.0 106.7 938.0 71.0 19,518.0 95.5
生クリーム等向け 586.0 102.5 585.0 105.1 569.0 88.3 575.0 90.2 576.0 100.8 630.0 104.5 3,521.0 98.3
チーズ向け 190.0 84.0 179.0 74.3 166.0 80.6 181.0 76.7 177.0 77.4 167.0 81.5 1,060.0 79.0

平成30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 5,706 100.7 5,821 96.2 5,516 98.6 5,503 98.3 5,507 98.7 5,250 99.9 33,303 98.7
全 農 宮 城 1,478 98.0 1,530 98.1 1,438 97.4 1,428 97.4 1,393 97.0 1,335 95.4 8,602 97.3
宮 城 酪 農 2,513 94.2 2,579 93.1 2,416 93.0 2,394 92.8 2,337 91.8 2,275 93.1 14,514 93.0
宮 城 県 9,697 98.5 9,930 95.7 9,370 96.9 9,325 96.7 9,237 96.6 8,860 97.4 56,419 96.9

･ （販売課　村田孝志）
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子育て応援団すこやか2018開催報告
宮城県牛乳普及協会

10月20日（土）、21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2018” が開催されました。晴天に恵まれ約２万３千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、実際に乳牛を連れて来ての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実施いたしました。
また、動物ふれあいコーナーを設置し、小動物と触れ合っていただき、ポニー乗馬体験も実施いたしました。
乳搾り体験は、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。また動物ふれあいコーナーや乗馬体験では、子供達のたくさんの笑顔が溢れており、また来年も是非
来たいと大反響でした。
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30名ずつ実施しました。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。
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、来場者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）
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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31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31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31年１月18日（金）･
〜平成31年１月31日（木）（当日消印有効）

◇試 験 日 時･ 平成31年２月15日（金）午前８時45分〜
◇合格発表日･ 平成31年２月22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31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31年度
宮城県農業大学校入校生を募集
　　　　　（一般入校試験後期）

私は幼い頃から動物がと
ても好きです。そのきっか
けとなったのは父が仕事の
関係で酪農家さんに行くこ
とがあり、「一緒に行きた
い！」とお願いして連れ

て行ってもらったときのことでした。牛舎の中に
入ったところ、たくさんの大きな牛がいて、また少
し離れたところには子牛もいました。牛たちを見た
り触れたりしているうちに、牛にとても興味がわき
ました。
その思いは中学生になっても変わらず、私は将来、
動物に関係する仕事をしたいと思い、動物について
学ぶことができる宮城県加美農業高等学校に進学し
ました。高校では乳牛・和牛・養豚について学び、
３年時の専攻実習も畜産を選択しました。３年間、
実習や座学を通して勉強しているなかで「家畜」と
いうものがどれほど人の役にたっているかを知りま
した。もっと深く「家畜」について学びたい、畜産
で私も人の役にたちたいと思い、先生の紹介で畜産
について学べ、資格取得もできる宮城県農業大学校
に進学を決めました。
９月、１年生で一番大きなイベントとなる先進農
業体験学習で、私は蔵王町にある㈱ゼルコバドリー
ムに33日間住み込みでお世話になりました。ゼルコ
バドリームさんは酪農業と自家製牛乳を使用した
ヨーグルトの製造・販売を行っています。牧場の経
営規模は経産牛・初妊牛70頭、育成牛70頭で、私は
つなぎ牛舎の清掃や搾乳時のディッピングを主に任
せられました。最初は戸惑いながらの作業で時間が
かかってしまいましたが、研修後半には、効率よく
作業ができるようになりました。常に牛舎はきれい
な状態でいることが乳房炎や牛のストレスを減らす
と教えられ、毎日の牛舎掃除はいつも真剣に作業し
ました。牧場の作業以外にもヨーグルトの販売や商
品作りもさせてもらい、また他の酪農家さんへ視察
に連れて行ってくださいました。内容の濃い充実し
た研修になりました。
今回の研修で学んだことは来年のプロジェクトや
就職活動など、日々の学習に活かしたいと思います。

〈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　浅野　芳里
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「みやぎまるごとフェスティバル2018」
が開催されました
宮城県食肉消費対策協議会

10月20日（土）・21日（日）の２日間、勾当台公園の
会場に出展し、牛トレサ法や食肉の表示、食肉の流
通と安全、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800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、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。
今後も多くの皆様へ、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。

〈衛生便り〉
高病原性鳥インフルエンザについて
宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

高病原性鳥インフルエンザは、法で定める家きん
（鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ
鳥及び七面鳥）に高い病原性を示し、養鶏産業に甚
大な影響を及ぼす疾病です。現在、我が国の近隣諸
国において継続的に発生しており、渡り鳥が飛来し
て我が国にウイルスを持ち込む可能性があるほか、
人や物を介した侵入も考えられることから、今後も
我が国に侵入する可能性は十分にあります。
今年も渡り鳥の飛来シーズンを迎え、国・県レベ
ルでは情報提供、野鳥モニタリング等に努めていま
すが、家きん飼養者の皆様は、本病の発生を予防す
るために、飼養衛生管理基準を遵守するとともに、
家きん舎の修繕、清掃、消毒等を確実に実施される
ことが何よりも重要です。具体的に、下記の事項に
ついて一度確認してみましょう。①家きん舎専用の
靴や衣服を使用しているか②家きん舎への出入りの
際に靴や手指を消毒しているか③家きん舎の補修や
清掃を定期的に行っているか④野生動物の侵入対策
として防鳥ネット等を設置しているか⑤飼料の保管
場所に野生動物の排泄物が混入しないようにしてい
るか⑥家きん舎周辺の草刈り、木の剪定等により見
通しを良くしているか。

万が一、家きんに異常を認めたら、速やかに管理
獣医師または最寄りの家畜保健衛生所、畜産振興部
に通報よろしくお願いします。
･ （畜産振興部　齋藤拓海）･ （事務局：一般社団法人宮城県畜産協会）

（公社）中央畜産会からのお知らせ お問合せ：TEL 03－6206－0846
がんばっている畜産現場の“今”を映像でお届けしています！

★宮城全共や柴田農林高校も取材しました★

スマホからは
こちら

パソコンでの検索は

がんばる！畜産
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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）

乳房炎をはじめとした泌乳器病は乳用牛の全国病傷事故別件数の30.6％を占め、乳用牛の中で最も事故件数
が多い病気です。乳房炎に罹患すると乳量および乳質の低下をもたらし、酪農家に多大な損失を与えるため、
その対策を講じることが急務の課題となっております。現在、乳房炎の治療の多くが抗生剤を用いた治療を
中心に行われていますが、薬剤耐性菌の発生や乳製品としての安全性といった面で大きな問題が生じてしま
います。つまり、乳房炎は発症しやすく、治療が難しい厄介な病気といえるでしょう。乳房炎を早期発見し
薬剤に頼らない治療方法が酪農現場では求められています。
畜産試験場では乳房炎の発生予防・早期治癒のために、東北大学と２つの共同研究を行っています。
１つ目が乳房炎の早期診断を目的とした研究です。現在行われている乳房炎診断法は、乳房炎発症によっ
て誘導される乳汁中の体細胞数を指標としていますが、早期発見・予防には至りません。そこで、炎症起因
分子であるシクロフィリンＡという物質に着目しました。乳房炎発症牛において病原性微生物が乳房内に侵
入すると、このシクロフィリンＡが大量に乳腺上皮細胞から分泌され、次いで、微生物を貪食するために白
血球が集合し、結果、乳汁中の体細胞数が上昇します。つまり、シクロフィリンＡは白血球の働きを促し、
体細胞数の上昇に先立って増加することから、早期乳房炎診断マーカーとして活用可能であることが判明し
ました。
２つ目が薬剤に頼らない乳房炎治療を目的とした研究です。抗生剤を使用せず、乳房炎を早期治癒へ誘導
するには、乳腺粘膜の免疫力を高めさせる必要があります。そこで、「プロバイオティクス飼料」を添加した
飼料を給与することで、乳房炎の原因になる黄色ブドウ球菌や大腸菌などの病原菌を抑える効果があるので
はないかと考えました。「プロバイオティクス飼料」としてアサヒカルピスウェルネス㈱が販売する枯草菌含
有飼料添加物「カルスポリン」（バチルス　サブチルスC－3102株を有効成分）を選定し、乳房炎履歴のある
牛に給与したところ、乳房炎の再発症を有意に減少させることが確認され、「カルスポリン」を給与すること
で乳房炎のリスク低減につながる可能性が示唆されました。鶏や豚では「カルスポリン」を給与することに
よる発育向上の効果が知られていましたが、反芻動物である乳牛でも体内環境改善の効果が認められたこと
から、効果の作用機序を解明していくことが今後の課題です。

･ （酪農肉牛部　乳牛チーム　浅野貴史）

〈畜試便り〉
シクロフィリンAによる乳房炎の早期発見と枯草菌給与による緩和について

宮城県畜産試験場

バチルス　サブチルス　C−3102株（コロニー） 商品形状
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岩手競馬ファン感謝デー・畜産フェアを開催
一般社団法人宮城県畜産協会

価格安定対策事業の発動状況について
一般社団法人宮城県畜産協会

◎肉用子牛生産者補給金制度　補給金単価
品　　　種 黒 毛 和 種 褐 毛 和 種 その他の肉専用種 乳　用　種 交　雑　種

第２四半期（７〜９月） 0円 0円 16,000円 0円 0円

※･肉用牛繁殖経営支援事業は、「その他の肉専用種」58,500円/頭

◎肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）補填金単価

販　売　月 肉専用種
（地域算定県を除く。） 交　雑　種 乳　用　種

７月確定値
（概算払）

6,900円
（3,500円）

71,000円
（67,600円）

25,800円
（22,600円）

８月確定値
（概算払）

39,300円
（36,300円）

50,800円
（48,100円）

25,400円
（22,900円）

９月確定値 15,100円 36,700円 40,200円

◎養豚経営安定対策事業（豚マルキン）補填金単価
販　売　月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

補　　填　　金 0円 0円 0円 0円 0円 0円

畜産物の普及啓発と地方競馬の振興を図るため、去る９月２日（日）、岩手県の水沢競馬場において、岩手
県競馬振興協議会（一般社団法人岩手県畜産協会）・宮城県地域畜産振興対策協議会（一般社団法人宮城県畜
産協会）・一般社団法人青森県畜産協会・福島県馬事畜産振興協議会（公益社団法人福島県畜産振興協会）主
催による「岩手競馬ファン感謝デー・畜産フェア」を開催しました。
当日は、第６回水沢競馬の２日目で、快晴の中、待ちわびた大勢の競馬ファンが来場しました。
正門及び南入場門において、先着1,260名の来場者へ畜産加工品（岩手県からはウインナーソーセージ・豚
バラ煮込み・ベーコンのセット、宮城県からはミートローフ、青森県からはたまごと焼肉のたれ、福島県か
らはビーフカレーとカフェオレサブレ）の引換券を配布し、11時から閉門まで引換えを行いました。
競馬を楽しんだあとに、畜産加工品をプレゼントされた来場者は、大変よろこんでいました。

･ （経営支援課　伊藤利樹）
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