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宮城県農政部畜産課

平成31年度畜産施策の基本方針と主要施策

Ⅰ　基本方針
本県の畜産は、宮城の将来ビジョンで掲げる「富県宮城の実現」の達成に向けた重要な基幹産業と位置づけられて
おり、平成29年の本県農業産出額の約41％を占めるまでに成長するとともに、安全で良質な畜産物を消費者に安定的
に供給する畜産主産県としての地位を確立しております。
平成23年３月に発生した東日本大震災により、県内の畜産関連施設は甚大な被害を受けましたが、関係機関等の支
援によりほぼ復旧を終えたところであります。このような中、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う放射性物質
の飛散は、８年を経過した現在でも生産現場に大きな影響を与えておりますが、汚染稲わらの試験焼却が開始される
など、長期間にわたり一時保管されていた汚染廃棄物の処理が加速し始めたところであります。
一方、昨年度はＴＰＰ11や日ＥＵ・ＥＰＡが発効するなど、経済のグローバル化に伴う輸入畜産物との競争激化、
急激な人口減少による担い手不足、国内で26年ぶりに発生した豚コレラ等の家畜伝染病に対する防疫対応など、本県
の畜産を取り巻く環境は益々厳しさを増しております。
このため、宮城県震災復興計画発展期２年目となる平成31年度は、畜産分野における「創造的な復興」を更に進め
るとともに、国際競争力のある畜産経営の実現を目指して、国、市町村、畜産関係団体との連携を一層強化し、富県
戦略の一翼を担う重要な基幹産業として、良質で安全・安心な畜産物の安定供給に向け、次の重点項目を掲げ施策を
展開してまいります。

１　畜産の創造的な復興の推進
２　安全・安心な畜産物の生産支援
３　国際競争に打ち勝つ儲かる畜産経営の実現
４　畜産基盤整備による農村の振興

Ⅱ　主要施策
【１　畜産の創造的な復興の推進】

東日本大震災からの創造的な復興を推進するため、高能力種畜等の導入支援により、弱体化した畜産生産基盤の
再構築を推進します。
また、放射性物質検査を通じて畜産物の安全を確保するとともに、牛肉の出荷制限解除に向けた取組等により、
県産畜産物のイメージアップを図ります。
（１）畜産生産基盤の再構築
高能力の種畜や受精卵の導入により畜産生産基盤の再構築を進め、震災により毀損した畜産の生産力回復を推進
します。
○ 東日本大震災農業生産対策事業

畜産経営の早期再生のため、高能力な受精卵の導入を支援し、畜産生産基盤の再構築を支援します。
○ みやぎの子牛生産基盤復興支援事業

肉用子牛生産基盤の強化と生産性の向上を図るため、「茂洋美」号や「洋糸波」号等の優良雌子牛の県内保留
を支援し、肉用牛の生産基盤の再生と経営の規模拡大を推進します。

（２）放射性物質検査による畜産物の安全確保と風評の払拭
畜産物の安全性を確保するため、原発事故による畜産物への放射性物質の影響を把握し、草地の再除染や施肥管
理の指導、給与自粛牧草等の管理指導、牛肉の出荷円滑化などに取り組みます。
また、低下した県産牛肉のイメージを回復させるため、県内外における仙台牛の販売促進活動を展開します。
○ 給与自粛牧草等処理円滑化事業

放射性物質に汚染された稲わらについて、最終処分されるまでの間、適切な一時管理を実施するため、一時
管理施設の保守点検や施設補修等の維持管理を実施します。
○ 放射性物質影響調査事業

原発事故に起因する粗飼料や原乳等の放射性物質濃度を測定し、安全・安心な畜産物の生産に資するととも
に、放射能の影響を低減するための飼料の栽培管理等の指導を行います。
○ 肉用牛出荷円滑化推進事業

県産牛肉の安全性を確保するため、県内外の食肉市場に出荷されるすべての県産牛について、放射性物質検
査を実施します。
○ みやぎの肉用牛イメージアップ事業

全共宮城大会で獲得した日本一の名声を全国の消費者に伝え、県産牛肉の消費拡大対策を実施することによ
り、原発事故による風評の払拭に努めます。

【２　安全・安心な畜産物の生産支援】
高病原性鳥インフルエンザやＢＳＥ（牛海綿状脳症）をはじめとする家畜伝染性疾病の発生予防とまん延防止を
図るため、各種伝染性疾病の検査の実施や飼養衛生管理基準の遵守を指導し、健康な家畜の生産と安全・安心な畜
産物の安定供給を推進します。
また、畜産物のＧＡＰ（農業生産工程管理）の取組や認証取得の支援により、県産畜産物に対する付加価値向上
を図ります。
○ 家畜伝染病予防事業

高病原性鳥インフルエンザやＢＳＥをはじめ、牛・豚・鶏・馬・みつばち等の各種伝染性疾病の検査と関連
する防疫対策を行い、監視伝染病の発生予防とまん延防止を図ります。

平成31年４月１日 第295号（　）2 （隔月１回発行）



○ ＧＡＰ認証取得推進事業（畜産物）
日本版畜産ＧＡＰの普及推進を図るため、制度の周知とＧＡＰ取得チャレンジシステムの取組を支援すると
ともに、指導員等の養成による推進指導体制の構築を進めます。

【３　国際競争に打ち勝つ儲かる畜産経営の実現】
儲かる畜産経営を実現するため、実需者を意識した畜産物の生産体制や「仙台牛」に代表される「食材王国みやぎ」
の畜産物ブランドの推進、家畜改良による生産性向上や畜産新技術の開発・普及を推進し、新たな国際競争に打ち
勝つ畜産経営の体質強化と経営安定を図ります。
特に、地域が抱える諸課題の解決と収益性向上を図るため、畜産クラスターの取組を積極的に活用し、収益性の
高い儲かる畜産経営の実現を支援します。
（１）儲かる肉用牛経営の実現
現場後代検定で脂肪交雑が日本一となった「茂福久」号に続く優秀な種雄牛造成、産肉能力や繁殖能力に優れた
高能力雌牛群の整備、受精卵移植技術の活用、肉用子牛価格の安定、畜産経営技術の高度化や試験研究成果の実証
を展開するとともに、全共宮城大会における成果やノウハウを活かした高品質で収益性の高い肉用牛経営の実現を
図ります。
○ 肉用牛集団育種推進事業

繁殖農家、肥育農家の協力を得て優れた種雄牛を造成します。さらに、能力の高い繁殖雌牛群の整備により、
高品質のブランド牛肉「仙台牛」の生産基盤を強化します。
○ みやぎの肉用牛パワーアップ事業

肉用牛の担い手を確保し、繁殖生産基盤を維持・回復させるためには、繁殖・分娩・飼養管理等の労働環境
整備が重要であり、このために必要な労力軽減対策機器等の導入を支援します。
○ トップブランドに向けた「仙台牛」の差別化事業

国が進めるおいしさ指標に即応するため、「仙台牛」の科学分析データの蓄積を進めるとともに、遺伝子検査
による遺伝子評価と受精卵移植技術を活用した和牛の改良速度の向上を図ります。
○ 第12回鹿児島全共出品対策事業

全共鹿児島大会で日本一を獲得するため、宮城大会以上の出品対策を講じることにより、仙台牛の生産基盤
強化とブランド力向上を図ります。

（２）活力ある畜産の振興
乳用牛の生産能力を高めるための牛群検定の普及・指導強化や、ゆとりある酪農経営実現のための酪農ヘルパー
事業への支援を行います。また、県独自の優良種豚の供給、輸入飼料高騰対策として自給飼料の生産拡大や家畜生
産性向上等の取組により、畜産生産基盤の活性化を推進します。
○ 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業

畜産農家をはじめとする地域の関係者が連携し、規模拡大や生産性向上による体質強化を進めるため、畜産
クラスター計画に位置づけられた中心的な経営体が行う施設整備等の取組を支援します。
○ 乳用牛群検定指導強化事業

乳用牛群検定指導員を対象とした研修会の開催や効果的な検定実施体制の整備及び受精卵関連技術を活用し
た高能力乳用牛の生産を推進します。
○ 酪農ヘルパー事業運営強化対策事業

酪農経営における「働き方改革」を推進するため、酪農ヘルパー事業の円滑な推進により、ゆとりある持続
性の高い酪農経営の実現を図ります。
○ 優良種豚選抜推進事業

系統豚「しもふりレッド」、「ミヤギノＬ２」の種豚や家畜人工授精用精液の供給を通じて、銘柄豚の生産力
強化を図ります。
○ 飼料価格高騰対策支援事業

輸入飼料価格高騰への対応として、稲ホールクロップサイレージや飼料用米の利用促進、食品残さなど未利
用資源の飼料化（エコフィード）の拡大と家畜生産性の向上による低コスト化を推進します。
○ 次世代畜産リーダー指導力向上事業

畜産農家への総合的な支援と地域の実情に応じた畜産施策を展開するため、畜産担当職員の指導力向上と地
域リーダーの育成に取り組みます。

（３）畜産新技術の開発・普及
畜産試験場における試験研究体制を整備することにより、国内外の産地との競争力強化や自給飼料確保による生
産性向上を進め、新たな畜産技術の開発と普及を推進します。
○ 県単独試験研究費・受託試験研究費

本県の特色を活かした畜産物の生産性向上と高品質化のため、牛の受精卵移植技術の活用や育種素材の遺伝
子解析技術の開発に取り組みます。
また、国の試験研究機関や大学との共同研究等により、家畜の生産性向上、家畜ふん尿の効率的な処理、飼
料作物の増収技術等の新技術の研究開発を推進します。

【４　畜産基盤整備による農村の振興】
生産基盤や畜産関連施設の整備を行い、地域の核となる畜産経営体を育成し、活力ある農村の再生を図ります。
○ 資源リサイクル畜産環境整備事業

広域たい肥センターのうち、老朽化の進んだ施設や機械等の機能保全と長寿命化を図るため、機能保全計画
の策定を行います。
○ 畜産基盤再編総合整備事業
飼料基盤及び農業用施設等の整備による効率的な飼料生産基盤の確立・飼料自給率の向上・自然循環機能維
持の促進を図るため、畜舎等の施設整備や草地の造成整備を行います。
･ （企画管理班）
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NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）５・６月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・5/4（祝土）第32回やまびこ賞 ・5/5（祝日）第44回シアンモア記念 ・5/12（日）第24回はまなす賞 ・5/19（日）第20回あすなろ賞 ・5/26（日）第13回サファイア賞
・6/2（日）第4回早池峰スーパースプリント ・6/3（月）第22回かきつばた賞 ・6/9（日）第27回東北優駿（岩手ダービー） ・6/16（日）第47回一條記念みちのく大賞典
・6/23（日）第43回ウイナーカップ ・6/30（日）第31回栗駒賞

盛　岡 盛　岡水　沢 盛　岡

盛　岡 水　沢 水　沢 水　沢 水沢

１．経営安定対策
（１）肉用牛肥育経営安定交付金制度（牛マルキン）
昨年12月30日のTPP11発効に伴い、従前の肉用牛肥育経営安定特別対策事業から畜産経営の安定に関す

る法律に基づく肉用牛肥育経営安定交付金制度へ移行したもので、肥育牛１頭当たりの標準的販売価格が
標準的生産費を下回った場合に、その差額の９割が交付金として交付される制度です。
法制化に伴い補填率が８割から９割に引き上げられるとともに、本県の算定方式が、全国平均に基づく

方式から、宮城県を１つの算定区域とする方式に変更されております。
（２）肉豚経営安定交付金制度（豚マルキン）
牛マルキンと同様に、昨年12月30日のTPP11発効に伴い、従前の養豚経営安定対策事業から肉豚経営安

定交付金制度に移行したもので、肉豚１頭当たりの標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、そ
の差額の９割が交付金として交付される制度です。
法制化に伴い補填率が８割から９割に引き上げられるとともに、国庫負担水準が国１：生産者１から国

３：生産者１に引き上げられました。
（３）平成31年度畜産物価格
・･畜産経営の安定に関する法律に基づく総交付対象数量、加工原料乳生産者補給金及び集送乳調整金の
単価

区　　分 平成30年度 平成31年度
総 交 付 対 象 数 量 340万トン 340万トン
生産者補給金の単価 8.23円／㎏ 8.31円／㎏
集送乳調整金の単価 2.43円／㎏ 2.49円／㎏

・肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格  （単位：円／頭）

区　　　　　分
平成30年度

平成31年度
（〜H30.12.29） （H30.12.30〜）

保証基準
価 格

黒 毛 和 種 341,000 531,000 531,000
褐 毛 和 種 311,000 489,000 489,000
その他の肉専用種 222,000 314,000 314,000
乳 用 種 141,000 161,000 161,000
交 雑 種 216,000 269,000 269,000

合 理 化
目標価格

黒 毛 和 種 284,000 421,000 421,000
褐 毛 和 種 261,000 388,000 388,000
その他の肉専用種 151,000 249,000 249,000
乳 用 種 98,000 108,000 108,000
交 雑 種 158,000 212,000 212,000

平成31年度畜産・酪農政策価格及び関連対策が決定しました

宮城県農政部畜産課
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・鶏卵の補てん基準価格及び安定基準価格  （単位：円／㎏）

区　　分 平成30年度 平成31年度
補てん基準価格 185 185
安定基準価格 165 163

２．関連対策（主な拡充事業）
（１）酪農経営支援総合対策事業
この事業は、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、経営の持続性の向上を図り、地域の実情に応じた酪農生産基盤の維持・強化を推進す
るものです。
今年度は新たに、中小酪農経営等の生産基盤維持・強化のためのつなぎ牛舎の改良や生産基盤が脆弱な

地域において持続的な生乳生産体制を確保するための各種支援対策、酪農ヘルパーの利用拡大のための人
材コンサルタントの活用などのメニューが追加されました。
（２）畜産高度化支援リース事業
この事業は、畜産経営における家畜排せつ物の適切な処理と利活用の推進、食肉や生乳流通の効率化・

合理化に必要な施設等の導入を、リース方式で支援することにより、畜産業の安定的発展を図ることを目
的とするものです。
今年度から新たに「畜産環境対策リース事業」が新設され、畜産農家等に対して、家畜排せつ物の適切

な処理や新たな飼養衛生管理基準への対応に必要な施設等の貸付及び保証保険料、損害保険料が支援され
ます。

３．緊急対策関係
（１）畜産経営災害総合対策緊急支援事業
この事業は、平成30年度梅雨期豪雨などにより、畜舎等の一部損壊や故障した機器の修繕などに係る費

用を支援するとともに、これらの災害により、平成30年産自給飼料に倒伏等の被害が生じたことなどにより、
水稲の作付けができなくなったことを受け、発酵促進資材や不足する粗飼料を購入する場合に要する経費
を支援することを目的に実施されてきました。これらの支援については、畜産農家の被災状況、資材等の
確保に要する期間、自給飼料の収量減少等の影響を受ける期間を踏まえ、今年度においても継続して実施
されます。
（２）酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業
この事業は、酪農家における働き方改革を短期・集中的に支援するため、省力化機械装置の整備や協業

化の推進等の課題を踏まえ、酪農家による省力化機械装置の導入と一体的な施設の整備に対する支援や集
合搾乳施設の整備を緊急対策として支援することで、働き方改革の実現の一層の加速化を図ることを目的
とするものです。
今年度から新たに乳用後継牛の育成を担う預託施設に対し、乳用後継牛の受入体制を強化するための機

器整備等も対象となりました。
･ （企画管理班）
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宮城県農林水産部の再編による組織名の変更について
宮城県農政部畜産課

平成30年度経営者セミナー（肉用牛）及び中核畜産農家
経営支援研修会　盛会裏に終了!!

一般社団法人　宮城県畜産協会
平成31年２月28日（木）、大崎市古川「大崎生涯学習センター（パレットおおさき）」において標記研修会を

NOSAI宮城との共催で開催し、当日は肉用牛生産者及び関係団体など143名のご出席をいただきました。

講師に山形県農業共済組合　中央家畜診療所　損防課　本田祥子先生をお迎えし、「免疫移行不全の要因調

査」についてご講演を賜りました。

初乳を給与するタイミングと量が重要であること、初乳と血清lgG濃度の関係、lgG濃度が低いこと等によ

り受動免疫移行不全（FPT）が発生し、子牛の発育不良や死亡する事故率が上がること、また、山形県内で

のFPT発生状況と要因、指導実例について講演を賜りました。

山形県内での事故率が高い農家の指導実例では、生まれた子牛の初回初乳製剤給与量を１頭あたり１袋し

か給与せず、分娩はほとんど立ち会えず生後６時間以内に初乳製剤を給与できない牛が約半分でした。改善

指導として、初乳製剤給与方法で初回給与量を２袋に増やし、分娩に立会を強化することとしましたが、改

善指導のとおり行っているものの、血清lgG濃度が低くFPTが発生していました。FPTが発生している原因と

して、哺乳瓶等の消毒が不完全により汚染された初乳製剤を給与していたこと、分娩前の母牛の栄養不良や

環境等のストレスによりlgGの吸収率が低く、FPTが発生しやすい環境となっていたことが要因とのことでし

た。

FPTが発生しないよう、初乳や初乳製剤を適切に給与していただきたいと感じる研修会でした。

･ （経営支援課　伊藤利樹）

宮城県では、農林水産業の様々な課題に対して機動的に対応できる組織づくりを行うため、今年の４月に

平成19年以来となる部局再編を実施いたしました。これまでの農林水産部を分割し、新たに「農政部」と「水

産林政部」を設置いたしました。農政部は農業や畜産、食産業、土地改良などを所管し、水産林政部は水産

業や林業、森林整備などを所管することとしております。

本県の競争力のある農林水産業の実現を加速させるために、より一層迅速かつ丁寧な対応を行ってまいり

ますので、今後とも皆様の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。

･ （企画管理班）
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価格安定対策事業の発動状況
一般社団法人　宮城県畜産協会

畜産女性経営者の地域育成支援事業研修会開催報告
一般社団法人　宮城県畜産協会

県内の畜産経営で働く女性の交流と将来の女性経営者育成を目的として、本会主催による「畜産女性経営
者の地域育成支援事業研修会」を、去る平成31年２月22日（金）に登米市のうれしやTOME本店と㈱かの
ファームにて開催いたしました。
うれしやTOME本店では、専務の鹿野昭子さんより、６次化産業を始めたきっかけや、消費者との交流に
ついてお話をいただきました。「ばけつ畑」という野菜の植え付けから収穫などの体験も実施しているとのこ
とでした。フェイスブックもしているとのことですので、興味のある方はぜひご覧になってください。
㈱かのファームでは、社長の鹿野耕史さんより、肥育用の子牛を導入する際の基準や成績向上のために取
り組んでいる内容についてお話をいただきました。
参加した女性からは、「消費者との交流の話が興味深かった」、「肥育農家さんの話が聞けたので、今後の子
牛生産の参考にしたい」といった感想が聞かれ、今後につながる研修会となりました。

（経営支援課　伊藤利樹）

◎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

平成30年10月　確定値
（概算払）　

0円　
（0円）

25,200円　
（21,700円）

33,700円　
（30,300円）

11月　確定値
（概算払）　

0円　
（0円）

0円　
（0円）

33,400円　
（30,300円）

12月　確定値 0円　 0円　 39,700円　

◎肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）の交付金単価 

販売月 肉専用種
（地域算定） 交雑種 乳用種

平成31年1月（概算払）　 （0円） （0円） （50,562.5円）
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〈衛生便り〉
豚コレラの発生予防対策の徹底を

お願いします
東部地方振興事務所

豚コレラは、豚コレラウイルスにより起こる豚及
びイノシシの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死
率が特徴です。感染豚は唾液、涙、糞尿中にウイル
スを排泄し、感染豚や汚染物品等との接触等により
感染が拡大します。治療法は無く、発生した場合の
畜産業界への影響が甚大であることから、特定家畜
伝染病に指定されています。
昨年９月、岐阜県の養豚農場で、26年ぶりとなる
本病の発生が確認されました。現在までに５府県で
発生し、約４万８千頭が防疫措置の対象となりまし
た。また、岐阜県や愛知県では、野生イノシシの陽
性事例が確認されており、野生動物を介した農場へ
のウイルス侵入リスクが増大しております。
発生予防対策として、①人・物・車両による衛生
管理区域へのウイルスの持ち込み防止②野生動物対
策が重要です。①では、衛生管理区域及び畜舎への
出入りの際の洗浄・消毒、専用の衣服と靴の設置、
飼料に肉を含む、又は含む可能性がある場合は、十
分に加熱処理すること、人・物の出入りの記録の徹
底をお願いします。また、②では、飼料保管場所等
への野生動物の排せつ物の混入防止、畜舎周囲の清
掃、整理・整頓、死亡家畜の適切な保管の徹底をお
願いします。
今般、発生県内の養豚農場にて、飼養衛生管理基
準の遵守状況の再確認を目的とした立入調査の結
果、改善点のひとつとして、農場へ入退場する畜産
関係者の車両等の消毒の不徹底が挙げられました。
農場への入退場時における車両・輸送容器の消毒、
更衣、靴の履き替え及び消毒等の実施について、よ
り一層徹底していただくようお願いします。
なお、本病のまん延防止には、速やかな初動防疫
対応が必要です。早期発見・通報の徹底を図るた
め、日頃から獣医師又は最寄りの家畜保健衛生所の
連絡先の確認をお願いします。

（畜産振興部　真鍋　智）

宮城県獣医師養成確保修学資金貸与者募集
宮城県農政部畜産課

現在、公務員等の産業動物獣医師が全国的に不足
しています。そこで、宮城県では公務員獣医師を志
し、産業動物の分野で働く獣医学専攻の学生を対象
に修学資金を貸与する事業を行っています。

１　貸与対象者
獣医学を履修する課程に在学する５年生で、卒業
後宮城県の家畜保健衛生所に獣医師として勤務を希
望されている方が対象です。
２　募集人員
平成31年度１名（５年生のみ対象）
３　貸与期間及び貸与額
期　間：貸与選考後の５・６年生の期間
貸与額：国公立大学生　10万円／月
　　　　私立大学生　　18万円／月
４　提出書類
･①申請書　②学長の推薦書　③健康診断書　④戸
籍謄本　⑤学業成績証明書　⑥保護者等の収入を
証明する書類が必要です。
５　提出期間
平成31年４月１日（月）から平成31年７月31日（水）
まで必着でお願いします。
６　選考日時・場所
平成31年８月９日（金）10時30分から
宮城県自治会館
７　選考方法
書類審査、小論文及び面接により貸与者を決定通
知します。
８　返還免除
宮城県職員採用試験に合格し、大学卒業後直ちに
獣医師資格を取得し、宮城県（家畜保健衛生所）職
員として、貸与期間の1.5倍に相当する期間以上県
に勤務した場合は、修学資金全額の返還が免除され
ます。
お問い合わせは、宮城県農政部畜産課又は、（一
社）宮城県畜産協会総務課までお願いします。

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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【背景】
宮城県デュロック種系統豚「しもふりレッド」は、平成14年３月、系統豚として認定されました。その豚
肉は、筋肉内脂肪含量が高く、オレイン酸を多く含み、肉質に優れております。一方で、維持開始から16年
が経過し、近年は離乳時体重や育成率の減少が認められております。そこで、分娩後０日目から哺乳子豚に
代用乳を給与することにより、子豚の発育に及ぼす影響を調査しました。
【方法】
平成26年12月〜平成30年９月に生まれた子豚497頭について、平成27年12月
以前に生まれた代用乳を給与していない子豚と、平成27年12月以降に生まれた
代用乳を給与した子豚を比較しました。代用乳は、分娩後０日目から離乳（３
週齢時）まで給与しました。なお、本調査には、哺乳開始頭数８頭未満の母豚
から生まれた子豚の発育データのみ用いました。
【結果】
夏分娩（６〜９月分娩）では、育成率（３週齢時の生存率）が対照区（H27
夏）に比べて全試験区（H28夏、H29夏、H30夏）で高い値を示しました（表１）。冬分娩（12〜３月）では、
３週齢及び８週齢時の平均体重が対照区（H26冬）に比べて全試験区（H27冬、H28冬、H29冬）で顕著に増
加しました（表２）。

【まとめ】
夏は、暑熱の影響で母豚の乳量が減少し、｢しもふりレッド｣ 子豚の育成率が低下する場合があります。代
用乳の給与により哺乳子豚は水分や栄養を補給することが可能となり、育成率の向上が期待されます。また、
子豚の発育への悪影響が少ない冬でも、代用乳給与は子豚の発育を促進することが期待されます。一方、本
調査における代用乳の子豚１頭当たりのコストは約1,500円でした。農場における育成率や出荷日齢などの
データを確認し、費用対効果を考慮した上で、給与する時期や豚を検討し、実施してください。

（種豚家きん部　高森広典）

〈畜試便り〉
哺乳子豚への代用乳給与技術

宮城県畜産試験場

表１　哺乳豚への代用乳給与による発育成績（夏分娩）

表２　哺乳豚への代用乳給与による発育成績（冬分娩）
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私の家では祖父母、父が酪農と和牛繁殖の複合経営を行っています。自宅のある
利府町では搾乳牛を20頭、大郷町では繁殖牛を30頭飼養しています。幼い頃から牛
やトラクターに触れ、今では牧草作りの時期にトラクターに乗ったり、搾乳を手伝っ
ています。高校は宮城県農業高等学校で、週末も部活があったので全然手伝うこと
ができませんでした。しかし、牛への興味を持つようになり、高校３年生の時に北
海道の酪農家に研修に行かせてもらい、酪農の楽しさなどたくさんのことを学びま

した。
農業大学校に入学し、１学年のうちは畜産関係だけでなく農学基礎実習という生徒だけで一から作物を作
るという授業などがあり、農業全般の基礎学習を中心に学習しました。昨年９月に県内の農家に33日間研修
をさせていただく先進農業体験学習があり、岩沼市で酪農を行っている農家さんに約１ヶ月お世話になりま
した。私の家で行っている酪農とは飼い方や規模も異なり、給餌方法や搾乳方法など違う部分が多く、たく
さんのことを知ることが出来、勉強になりました。
今月から２学年になり、岩出山教場での実習や授業が中心となってきます。家畜（牛）人工授精師や削蹄師、
けん引免許の資格を取れる授業であり、酪農をしていくには必要なものなので、しっかり勉強をし、たくさ
んの資格を取得したいです。プロジェクト課題研究では、自分が経営を引き継いだ際に役立てられるように、
自宅の酪農で乳質をよくするための研究をしようと思っています。
私は将来、農大卒業後すぐに、父と共に家の酪農と和牛繁殖を行いたいと思っています。しかし、自宅の
乳牛舎は古く周りは家やアパートに囲まれており、住宅地での作業のしづらさとこれ以上の規模拡大が難し
く、このまま自宅で酪農をしていくのには厳しいです。ですので、和牛繁殖をおこなっている大郷町の牧場
に新牛舎を建て、規模拡大と円滑な作業をできるような牧場づくりを目指していきたいと思います。

〈農業大学校生の抱負〉

私の夢
宮城県農業大学校

２学年　渡邊　　諒

〈人の動き〉
宮城県
退職（平成31年３月31日付）･ ･ ･
･ 農林水産部長･ 武藤　伸子
･ 技術参事兼畜産試験場長･ 松田　悦子
･ 大河原地方振興事務所副所長（技術担当）･ 津場　俊行
･ 畜産試験場副参事兼次長（総括担当兼班長）兼農業大学校次長（総括担当）･ 林　　真治
･ 大河原家畜保健衛生所技術主査兼大河原地方振興事務所･ 西川　彰子
･ 北部家畜保健衛生所技術主査兼北部地方振興事務所･ 阿部　博行
･ 東部家畜保健衛生所兼東部地方振興事務所登米地域事務所･ 狩野　将輝

平成31年４月１日付
新 旧 氏　名

農政部長 農林水産部技監兼次長（技術担当） 佐藤　夏人

農政部次長 土木部次長 三浦　年男

農政部次長（技術担当） 北部地方振興事務所栗原地域事務所副所長（技術担当） 中鉢　正信

畜産課長 仙台地方振興事務所農業振興部長兼仙台農業改良普及センター所長 佐々木吉一

畜産課監視伝染病対策専門監 仙台家畜保健衛生所技術副参事兼次長（総括担当）兼仙台地方振興事務所 西　　清志

畜産課技術副参事兼課長補佐（総括担当）兼環境生活部放射性物質汚染廃棄物対策室 畜産課技術補佐（総括担当）兼環境生活部放射性物質汚染廃棄物対策室 鈴木　秀彦

畜産課技術補佐（班長） 大河原家畜保健衛生所技術次長（班長）兼大河原地方振興事務所 石黒　裕敏

畜産課技術補佐（班長） 北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部技術主幹（班長）兼地方振興部企画員兼北部家畜保健衛生所 山田　　治

畜産課技術主幹 畜産課主任主査 加藤　里子

畜産課主任主査 畜産課技術主査 髙野　泰司

畜産課技術主査 大河原家畜保健衛生所兼大河原地方振興事務所 斉藤　隼人

畜産課技術主査 仙台家畜保健衛生所技術主査兼仙台地方振興事務所 結城　瑞希

畜産課 保健福祉部医療政策課 山田　真未

畜産課 （新規採用） 三石絵里加

平成31年４月１日 第295号（　）10 （隔月１回発行）



新 旧 氏　名

畜産課 （新規採用） 大津　琴乃

大河原家畜保健衛生所長兼大河原地方振興事務所畜産振興部長 東部地方振興事務所畜産振興部長兼東部家畜保健衛生所次長 大久　範幸

大河原家畜保健衛生所技術副参事兼次長（総括担当）兼大河原地方振興事務所 東部地方振興事務所畜産振興部次長（総括担当）兼東部家畜保健衛生所 菊地　　武

大河原家畜保健衛生所技術次長（班長）兼大河原地方振興事務所地方振興部企画員 大河原家畜保健衛生所技術主幹兼大河原地方振興事務所 目黒　　忍

大河原家畜保健衛生所技術次長（班長）兼大河原地方振興事務所 東部家畜保衛生所技術主幹（班長）兼東部地方振興事務所登米地域事務所 網代　　隆

大河原家畜保健衛生所主任主査兼大河原地方振興事務所 畜産課主任主査 鈴木　　歩

大河原家畜保健衛生所技術主査兼大河原地方振興事務所 東部家畜保衛生所技術主査兼東部地方振興事務所登米地域事務所 阿部　玲佳

大河原家畜保健衛生所兼大河原地方振興事務所 畜産試験場 佐藤　結佳

大河原家畜保健衛生所兼大河原地方振興事務所 （新規採用） 大寺世志子

技術参事兼仙台家畜保健衛生所長兼仙台地方振興事務所畜産振興部長 東部家畜保衛生所長兼東部地方振興事務所登米地域事務所畜産振興部長 伊藤　　敦

仙台家畜保健衛生所技術副参事兼次長（総括担当）兼仙台地方振興事務所 東部家畜保衛生所次長（総括担当）兼東部地方振興事務所登米地域事務所 早坂　駿哉

仙台家畜保健衛生所技術次長（班長）兼仙台地方振興事務所 大河原家畜保健衛生所技術次長（班長）兼大河原地方振興事務所 小寺　　文

仙台家畜保健衛生所技術主幹（班長）兼仙台地方振興事務所 仙台家畜保健衛生所技術主幹兼仙台地方振興事務所 石橋　拓英

仙台家畜保健衛生所技術主幹兼仙台地方振興事務所 東部地方振興事務所畜産振興部技術主幹兼東部家畜保健衛生所 真鍋　　智

仙台家畜保健衛生所主任主査兼仙台地方振興事務所 仙台家畜保健衛生所技術主査兼仙台地方振興事務所 柴田　千尋

仙台家畜保健衛生所主査兼仙台地方振興事務所 病害虫防除所主査 大内　正徳

仙台家畜保健衛生所技術主査兼仙台地方振興事務所 仙台家畜保健衛生所兼仙台地方振興事務所 佐久間晶子

仙台家畜保健衛生所兼仙台地方振興事務所 東部家畜保衛生所兼東部地方振興事務所登米地域事務所 渡部　祐未

仙台家畜保健衛生所兼仙台地方振興事務所 大河原家畜保健衛生所兼大河原地方振興事務所 後藤　　庸

技術参事兼北部家畜保健衛生所長兼北部地方振興事務所畜産振興部長 大河原家畜保健衛生所長兼大河原地方振興事務所畜産振興部長 山田　稲生

北部家畜保健衛生所技術次長（班長）兼北部地方振興事務所 仙台家畜保健衛生所技術次長（班長）兼仙台地方振興事務所 髙橋　幸治

北部家畜保健衛生所技術主査兼北部地方振興事務所 畜産試験場 小堤　知行

北部家畜保健衛生所兼北部地方振興事務所 （新規採用） 大関　貴大

北部家畜保健衛生所兼北部地方振興事務所 （新規採用） 塩原　綾早

北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部技術次長（班長）兼地方振興部企画員兼北部家畜保健衛生所 仙台家畜保健衛生所技術次長（班長）兼仙台地方振興事務所 大越　啓司

東部家畜保衛生所長兼東部地方振興事務所登米地域事務所畜産振興部長 北部家畜保健衛生所長兼北部地方振興事務所畜産振興部長 柴崎　卓也

東部家畜保衛生所次長（総括担当）兼東部地方振興事務所登米地域事務所 畜産課技術補佐（班長） 清水ゆう子

東部家畜保衛生所技術次長（班長）兼東部地方振興事務所登米地域事務所 北部家畜保健衛生所技術次長（班長）兼北部地方振興事務所 國井　　洋

東部家畜保衛生所技術主査兼東部地方振興事務所登米地域事務所 仙台家畜保健衛生所兼仙台地方振興事務所 江頭　宏之

東部家畜保衛生所技術主査兼東部地方振興事務所登米地域事務所 東部家畜保衛生所兼東部地方振興事務所登米地域事務所 黒岩　俊裕

東部家畜保衛生所兼東部地方振興事務所登米地域事務所 畜産課 塚本　　玲

東部家畜保衛生所兼東部地方振興事務所登米地域事務所 （新規採用） 富樫　哲也

東部家畜保衛生所兼東部地方振興事務所登米地域事務所 （新規採用） 北　勇一朗

東部地方振興事務所畜産振興部長兼東部家畜保健衛生所次長 畜産課監視伝染病対策専門監 齋藤　　裕

東部地方振興事務所畜産振興部次長（総括担当）兼東部家畜保健衛生所 畜産課技術補佐（班長） 中條　　満

東部地方振興事務所主任主査兼東部家畜保健衛生所 東部家畜保衛生所主任主査兼東部地方振興事務所登米地域事務所 千葉　直幸

技術参事兼畜産試験場長 仙台家畜保健衛生所長兼仙台地方振興事務所畜産振興部長 大場　　実

畜産試験場草地飼料部長 大河原家畜保健衛生所技術副参事兼次長（総括担当）兼大河原地方振興事務所 漆山　昌芳

畜産試験場副参事兼次長（総括担当兼班長）兼農業大学校次長（総括担当） 大崎地方ダム総合事務所副参事兼次長（総括担当） 佐々木啓樹

畜産試験場主幹兼農業大学校 北部保健福祉事務所栗原地域事務所主幹兼企画員 佐藤　康弘

畜産試験場 （新規採用） 田中孝太朗

技術参事兼農山漁村なりわい課長 畜産課長 伊藤　　紳

北部地方振興事務所農業振興部副部長兼美里農業改良普及センター所長 畜産試験場草地飼料部長 大友　愼次

農業大学校主任主査 畜産課主任主査 齊藤　陽介

東京事務所長 農林水産部次長 佐藤　達哉

環境生活部消費・生活文化課主任主査 畜産課主任主査 千葉　猛司

環境生活部自然保護課主幹（班長） 畜産試験場主幹兼農業大学校 中田　節子

食肉衛生検査所 北部家畜保健衛生所兼北部地方振興事務所 福田　純子

宮城障害者職業能力開発校主任主査 仙台家畜保健衛生所主任主査兼仙台地方振興事務所 渡邉美沙子

大崎地方ダム総合事務所 畜産課 浅野　佑太

平成31年４月１日付
新 旧 氏　名

JA全農北日本くみあい飼料株式会社　出向 畜産部次長兼市場流通課長兼みやぎ総合家畜市場長 千葉　茂美

株式会社宮果　出向 畜産部次長 渡部　良一

畜産部次長兼事業管理課長 管理部総括課長 森　　弘行

畜産部市場流通課長兼みやぎ総合家畜市場長 畜産部事業管理課長 齋藤　　力

畜産部市場流通課長代理 生活部葬祭課長代理 後藤　千代

JA全農北日本くみあい飼料株式会社　出向 畜産部生産販売課 畑山　和夫

畜産部市場流通課 畜産部生産指導課 安部　俊也

全国農業協同組合連合会宮城県本部
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平成31年４月１日付
新 旧 氏　名

農産部果樹園芸課長 家畜部家畜課長 木村　弘実
家畜部家畜課長 農産部果樹園芸課審査役 紺野　浩一
家畜部家畜診療課長 家畜診療研修所損防指導課長兼中央家畜診療センター 高橋　孝幸
収入保険部収入保険課課長補佐 家畜部家畜課課長補佐 千葉　義則
中央家畜診療センター所長 県北家畜診療センター所長 佐々木弘志
中央家畜診療センター庶務課長 県北家畜診療センター診療課長 木村　喜正
中央家畜診療センター損防課技師 県北家畜診療センター診療課技師 高橋　春美
中央家畜診療センター診療課専門技術員 （再雇用） 鈴木　利行
県北家畜診療センター所長 中央家畜診療センター次長 石川　正光
県北家畜診療センター診療課長 中央家畜診療センター庶務課長 小野　秀弥
県北家畜診療センター損防課課長補佐 県北家畜診療センター損防課損防係長 高橋　知也
県北家畜診療センター診療課診療係長 家畜診療研修所診療指導課技術主査 及川　伸代
県北家畜診療センター損防課損防係長 県北家畜診療センター診療課診療係長 黒岩　朋子
県北家畜診療センター損防課技師 県北家畜診療センター診療課技師 近藤　大祐
県南家畜診療センター庶務課主事 県南家畜診療センター庶務課副主事 井上真奈美
県南家畜診療センター診療課嘱託職員 （採用） 大石　武志
家畜診療研修所長兼庶務課長兼中央家畜診療センター 中央家畜診療センター所長 吉目木勝策
家畜診療研修所診療指導課長兼中央家畜診療センター 家畜診療研修所庶務課長兼中央家畜診療センター 早坂　久範
家畜診療研修所損防指導課長県中央家畜診療センター 家畜診療研修所診療指導課長兼中央家畜診療センター 松田　敬一
家畜診療研修所診療指導課課長補佐兼中央家畜診療センター兼家畜部家畜診療課 家畜診療研修所診療指導課課長補佐兼中央家畜診療センター兼家畜部家畜課 加納　茂太
家畜診療研修所損防指導課課長補佐兼中央家畜診療センター 家畜診療研修所損防指導課損防指導係長 石井　豊希
家畜診療研修所診療指導課技師兼中央家畜診療センター 県北家畜診療センター診療課技師 新井　偉典
家畜診療研修所診療指導課技師 （新規採用） 長谷川　遼

宮城県農業共済組合（NOSAI宮城）
退職（平成31年３月31日付）･ 家畜診療研修所長兼中央家畜診療センター･ 鈴木　利行
･ 中央家畜診療センター損防課技師･ 張　　雄貴
･ 県北家畜診療センター診療課技師･ 斎藤　千裕
･ 県南家畜診療センター専門技術員･ 大石　武志
･ 県北家畜診療センター庶務課嘱託職員･ 渡辺　由美

平成31年４月１日付
新 旧 氏　名

技監（担い手育成部,畜産･農村整備部担当） （採用） 浅野　直明
畜産・農村整備部次長（畜産振興班長） 畜産・農村整備部参事（畜産振興班長） 高橋　　淳
畜産・農村整備部参事 （再任用） 亀山　泰弘
畜産・農村整備部参事兼白石牧場長 畜産・農村整備部副参事兼白石牧場長 横谷　俊英
畜産・農村整備部参事 畜産・農村整備部副参事 佐々木一眞
畜産・農村整備部参事兼事業所次長 畜産・農村整備部副参事兼事業所次長 熊谷　浩子
畜産・農村整備部副参事兼白石牧場副場長 畜産・農村整備部白石牧場主幹兼副場長 佐藤　光美
畜産・農村整備部副参事 畜産・農村整備部農地整備班主幹 佐々木正壽
畜産・農村整備部畜産振興班主査 畜産・農村整備部農地整備班主査 佐々木和德
畜産・農村整備部白石牧場技師 （新規採用） 佐久間雄司
畜産・農村整備部白石牧場坪沼農場技術主査（副業務長） 畜産・農村整備部白石牧場坪沼農場技術主査 関口　直樹
畜産・農村整備部白石牧場坪沼農場技師 （新規採用） 鈴木　若菜
畜産・農村整備部白石牧場坪沼農場技師 （新規採用） 白旗　乃愛
畜産・農村整備部岩出山牧場技術主査兼牧場長 畜産・農村整備部白石牧場技術主査 遠藤　康彦
畜産・農村整備部岩出山牧場副場長 畜産・農村整備部岩出山牧場牧場長 門脇　秀二
畜産・農村整備部岩出山牧場技師 （新規採用） 奥山　智晴
畜産・農村整備部農地整備班技師 畜産・農村整備部畜産振興班技師 中澤　拓哉

公益社団法人　みやぎ農業振興公社
退職（平成31年３月31日付）･ 参与（担い手育成・総務部、畜産・農村整備部担当）･ 丹野　義弘
･ 畜産・農村整備部参事･ 亀山　泰弘
･

平成31年４月１日付
新 旧 氏　名

家畜衛生課長 （採用） 松田　悦子
総務課主幹 価格安定課主幹 山﨑　　哲
家畜改良課主任主査 家畜改良課主査 渡邊　恵子
価格安定課技術主査 総務課技術主査 亀井　和也
家畜改良課主査 総務課主査 猪狩　節子
家畜衛生課指導相談員 家畜衛生課長 佐藤　　尚
仙南事業所指導相談員 仙南事業所長 渡部　正樹

一般社団法人　宮城県畜産協会
退職（平成31年３月31日付）･ 事務局長･ 大久　昇悦
･
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