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「第54回 宮城県ブラックアンドホワイトショウ」　（みやぎ総合家畜市場　令和元年６月22日）



令和元年度畜産業振興事業について
宮城県農政部畜産課

畜産業振興事業は、「独立行政法人農畜産業振興機構法」に基づき、畜産振興について多岐にわたる事業を
農畜産業振興機構が実施しているものです。
機構から補助を受けるのは、公募により選ばれた全国団体がほとんどですが、県域団体を通じて農協や畜
産経営者も間接的に補助を受けることが可能です。
今年度も引き続き実施される事業や拡充された事業について紹介します。

事　業　名 事　業　目　的 事　業　内　容

酪農経営支援総合対策事業
（拡充）

･ 4,408百万円

我が国の酪農は、高齢
化等により酪農家戸数や
飼養頭数が減少し、後継
牛不足も深刻化するなど
生産基盤の弱体化が進行
している。このため、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・強化を図る。

補助率
（定額、2/3、1/2、1/3以内）

（1）中小酪農経営等の生産基盤維持・強化
後継牛の育成等のための簡易畜舎整備、機器導入、つなぎ牛舎の

改良、育成牛の事故率低減（ワクチン１千円／頭）、供用期間の延長
支援（肢蹄保護、乳房炎防止、48ヶ月以上１千円／頭）、後継者への
経営基盤強化（初妊牛導入５万円／頭）、暑熱ストレスの軽減、乳用
牛の地域内継承・育成牛の地域内流通促進（奨励金３万２千円／頭）
等を支援する。

（2）地域の生産体制の強化
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、①経営離脱農家の資産の有効活用や新規就農者の確保、②将
来にわたって持続可能な経営体の創出、③後継牛の地域内生産、④
後継牛育成のための広域預託を推進する取組等を支援する。

（3）酪農ヘルパーの利用拡大
酪農ヘルパーの職業認知度向上、学生インターンシップの受入、

人材コンサルタントの活用、技術研修等の人材確保・育成、傷病時
等の利用料金を軽減するための互助基金制度及び広域利用調整や経
営改善等のヘルパー利用組合強化の取組を支援する。

（4）生乳流通体制の合理化の推進
生乳流通コストの生産者負担を軽減するため、生乳生産者団体が
行う「生乳流通合理化計画」、緊急時の「搾乳継続計画」の検討・作
成、生乳流通関係機器のリース導入、貯乳施設の減容化・補改修・
非常用電源の整備、乳代精算方法の効率化等の取組を支援する。

（5）生乳需要基盤の確保の推進
国産牛乳乳製品の消費の維持・定着を図るため、消費者等への酪
農理解醸成活動、乳和食等の新たな利用場面の普及や牛乳乳製品の
価値訴求、生産者自らが製造する牛乳乳製品の需要拡大のための技
術研修や販路拡大等の取組を推進する。

（6）乳用牛の計画的な改良・増殖の推進
牛群検定組合等が行う遺伝情報（SNP）データの収集等の取組、

乳用牛の飼養管理に係る技術指導、牛群検定に加入する都府県の酪
農家が優良な乳用牛を導入する取組（遺伝情報（SNP）有等：５万
円／頭、遺伝情報（SNP）無：４万円／頭）等を支援する。

肉用牛経営安定対策補完
事業

･ 3,552百万円

肉用牛生産は中山間地
域や離島等の基幹的な農
業部門のひとつとして、
地域経済の活性化に重要
な役割を果たしてきた
が、小規模・高齢者層を
中心とした生産者の離脱
等から生産基盤の脆弱化
が危惧されている。
このため、繁殖雌牛の

増頭の取組や遺伝的多様
性に配慮した繁殖雌牛の
確保、交雑種雌牛を活用
した和子牛生産（一産取
り肥育）の普及・定着、
担い手の育成等を支援す
ることにより、生産基盤
の強化を図る。

補助率（定額、1/2以内等）

（1）肉用牛生産基盤強化対策
①優良な繁殖雌牛の増頭による中核的な経営体の育成を支援する。
　　増頭奨励金：８万円／頭、10万円／頭（能力の高い牛）
②遺伝的多様性に配慮した繁殖雌牛及び優良な繁殖雌牛の導入を支
援する。

　　導入奨励金：多様性　６万円／頭、９万円／頭（希少系統）
　　　　　　　　優　良　４万円／頭、５万円／頭（能力の高い牛）
③繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎や子牛の健康維持に資する器具
機材等の整備に対して支援を行う。

④肉用牛ヘルパーの推進を支援する。
⑤多様な担い手の育成を支援する。
⑥特定地域における肉用牛の処理を支援する。
⑦一産取り肥育の普及・定着に向けて、飼養管理マニュアル作成、
一産取り肥育の事例調査・現地研修の取組を支援する。

（2）地方特定品種並びに離島等及び山振地域の肉用牛振興対策
①地方特定品種の特徴を活かした生産や放牧利用の拡大、飼養頭数
の増頭等を推進するための取組を支援する。

②離島等及び山振地域における肉用子牛の集出荷を促進するための
取組を支援する。

（3）肉用子牛流通等対策
①肉用牛流通促進対策
　　家畜商組合等が行う肉用子牛等の流通の円滑化を図るための預
託の取組を支援する。
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事　業　名 事　業　目　的 事　業　内　容

②肉用牛導入支援
　　家畜商組合等が行う肉用牛預託を促進するための資金調達等を
支援する。

養豚経営安定対策補完事業

･ 200百万円

我が国の養豚経営にお
いては、原種豚等における
繁殖性や産肉性などの能
力向上、その効率的利用が
重要な課題となっている。
また、養豚経営の安定

を図るためには、人工授
精の普及や肉豚等の飼養
管理技術の向上などによ
り、更なる生産性の向上
及び生産コスト削減を
図っていく必要がある。
このため、地域におけ
る種豚等の能力向上に必
要な純粋種豚等の導入、
飼養管理技術の向上など
生産性向上や生産コスト
削減の取組を推進し、養
豚経営の体質強化を図る。

補助率（定額、1/2以内）

（1）地域肉豚能力向上支援
地域の生産者集団等において、産子数や飼料効率の向上などによ

る生産コストの低減を図るために必要となる純粋種豚等の導入を支
援する。
（補助上限）
純粋種豚導入は10万円／頭、広域的な共同利用に資する海外純
粋種豚は40万円／頭、精液導入は１万円／本。
F1母豚導入は２万円／頭（一経営体当たり30頭）。

（2）生産性向上支援
肉豚等の生産性向上や生産コストの削減の観点から、飼養管理技
術の向上を図るための研修会の開催、先進的な経営改善の取組の普
及活動に対して支援する。

畜産高度化推進リース事業
（拡充）

･ 2,800百万円
（･うち畜産環境対策リー
ス事業1,300万円）

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、我が国畜産業
の安定的発展を図る。

（1）畜産環境対策リース事業（新設）
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を行う。保証保険料及び
損害保険料を支援する。

（2）畜産整備リース事業
畜産農家等に対して、畜産経営の健全な発展を図るために必要な
飼養管理施設等の貸付を行う。

（3）食肉販売等合理化施設整備リース事業
食肉処理、加工、販売事業者等に対して、食肉流通の合理化、衛

生水準の高度化等に必要な施設等の貸付を行う。

（4）生乳流通効率化支援リース事業
生産者団体、牛乳販売業者等に対して、生乳等の流通の効率化に

必要な施設等の貸付を行う。

酪農労働省力化推進施設
等緊急整備対策事業
（拡充）

･ 5,500百万円

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、複数の酪農家が搾乳
作業等をまとまって省力
的に実施するための集合
搾乳施設の整備及び乳用
後継牛の育成を担う預託
施設の機器整備等を緊急
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。

地域の酪農家等、酪農関係者が参画する協議会において、労働負担
軽減、集合搾乳施設整備及び預託育成施設の整備を図る計画が策定さ
れた場合、当該計画の実現のため、以下の取組を支援する。

（1）省力化機械装置の導入と一体的な施設の整備
酪農を営む者に対し、その実情に応じた労働負担軽減に資する省
力化機械装置の導入と一体的な施設の整備を支援する。

（2）集合搾乳施設の整備
複数戸の酪農家が協業し、搾乳作業などの作業を集中管理するモ

デル的な集合搾乳施設の設置を支援する。

（3）預託施設の機器等の整備
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、預託施設の機器整備等を支援する。

※１　令和元年度畜産業振興事業の概要　https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000092.html
　　　農林水産省ＨＰ　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/attach/pdf/180831-9.pdf
※２　下線部は平成30年度から拡充、変更されたもの
･ （企画管理班　三石絵里加）

⎧
⎜
⎜
⎜
⎩

⎫
⎜
⎜
⎜
⎭

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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令和元年度宮城県畜産協会事業の概要について
一般社団法人　宮城県畜産協会

本県の畜産は、畜産物の高値や需要に支えられ、
農業産出額の41％を占め、農業部門の第一位となっ
ています。さらに安全で良質な畜産物を消費者に供
給し、畜産主産県としての地位を確立して、農業の
基幹作目としての重要な役割を果たしております。
一方、昨年末に環太平洋経済連携協定（TPP11）
が、そして、２月１日に日・EU経済連携協定（EPA）
も発効され、関税の削減・撤廃など歴史上最大とな
る農産物の市場開放が始まりました。これまでにな
い新たな国際環境となり、国内の畜産物生産に与え
る影響が懸念されます。
本会といたしましても、このような状況を踏まえ、
今年度も畜産経営基盤の体質強化と経営支援指導、
価格安定対策、家畜衛生対策、家畜改良対策並びに
消費拡大対策等の事業に積極的に取り組んでまいり
ますので、県並びに関係各位のご支援ご協力を賜り
ますようお願い申し上げます。

Ⅰ．畜産経営支援対策事業
１．畜産経営技術高度化促進事業
畜産をめぐる情勢の変化に対応し、経営感覚に

優れた生産性の高い畜産経営体の育成強化を図る
ため、畜産経営診断の支援、畜産経営情報のデー
タベース化、畜産経営セミナー・研修会等の諸事
業を実施し、経営実態に即した総合的な支援指導
を実施する。
２．畜産特別資金等推進指導事業
大家畜・養豚特別支援資金借受者の経営改善の

ため、支援協議会の開催、経営改善計画の作成・
見直し等の指導を実施する。
３．畜産機械施設貸付調査指導事業
畜産近代化リース協会より貸付された機械施設

等の借受者を対象に、適性かつ効率的な利用を図
るため調査指導及び新規開拓調査を実施する。
４．公庫資金活用推進事業（農業経営サポート調査）
日本政策金融公庫資金の借入を希望、または借

入れた県内の農業経営体を対象に、経営作成支援
及び経営フォロー等を実施し、経営安定を図るた
めの助言指導等を実施する。
５．肉用牛経営安定対策補完事業
肉用牛生産基盤の強化を図るため、繁殖雌牛の

増頭、優良繁殖雌牛の導入、簡易畜舎等の整備を

行う生産集団及び肉用牛ヘルパー組織に対して補
助し、肉用牛の振興発展に資する。
６．みやぎの子牛生産基盤復興支援事業
肉用牛の増頭を推進するため、啓発資材作成、
相談窓口の設置及び講習会等を開催する。
７．畜産女性経営者育成強化事業（畜産女性経営者の地域育成支援事業）

地域における畜産女性経営者の育成を図るた
め、新たな担い手となる畜産女性を対象に経営者
育成研修会や経営間の連携強化等の取り組みを実
施し、女性参画の拡大と地位向上を図る。
８．畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）
畜産クラスター事業の機械導入事業の円滑な推
進を図るため、畜産クラスター協議会等を対象に
事業説明会及び事業参加要望書等の取りまとめを
実施する。
９．畜産経営体生産性向上対策事業に係る事業推進業務
酪農家や肉用牛農家の省力化・生産性向上に資
するICT関連機械導入事業の円滑な推進を図るた
め、畜産応援会議等を対象に事業説明会及び事業
参加要望書等の取りまとめを実施する。
10．酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業（労働負担軽減事業）
酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業

（通称：楽酪GO事業）の省力化機械導入事業及び
施設整備事業の円滑な推進を図るため、楽酪応援
会議等を対象に事業説明会及び事業参加要望書等
の取りまとめを実施する。

Ⅱ．家畜衛生対策事業
１．特定疾病自衛防疫事業推進事業
伝染性疾病に対する予防接種を実施し、疾病発
生による損耗防止に努める。
２．自衛防疫推進事業
自衛防疫事業を円滑に推進するため、推進会議並
びに各地域指定獣医師定例会を開催し、家畜衛生に
関する知識の普及並びに情報の収集と伝達に努める。
３．家畜生産農場衛生対策事業
生産農場における牛ヨーネ病の防疫対策、牛白
血病の清浄化対策、牛ウイルス性下痢・粘膜病及
び牛アカバネ病の発生・流行防止対策を推進し、
これら疾病による家畜の損耗防止を図る。
４．育成馬予防接種推進事業
馬飼養形態の集団化、大規模化及び頻繁な移動

令和元年７月19日 第297号（　）4 （隔月１回発行）



等の実態を踏まえ、競馬場入厩前の育成馬につい
て予防接種（馬インフルエンザ）の徹底を図る。
５．馬伝染性疾病防疫推進対策事業
競走馬以外の乗用馬等に対する馬インフルエン

ザワクチン接種及び繁殖牝馬に対する馬鼻肺炎ワ
クチン接種を推進することにより生産段階の効率
的な馬防疫措置を図る。
６．地域自衛防疫取組促進対策事業
地域での伝染病発生時の対応等を支援するた

め、畜産農家での初動防疫活動、防疫演習等の実
施、家畜防疫体制の強化を図り、伝染性疾病の発
生予防等防疫措置の徹底に努める。
７．農場HACCP認証地域取組推進強化事業
県内における農場HACCP認証に取り組む農場に
対し、専門家による構築指導を行い、農場HACCP
取組の中核となる農家を育成し、普及推進を図る。
８．家畜防疫互助基金支援事業
口蹄疫や豚コレラ等の海外伝染病が発生した場

合、飼養する家畜の淘汰に伴う損失を、生産者に
よる自主的な互助制度により畜産経営への影響を
緩和するため、各関係者と連携を図り、互助制度
の普及啓蒙を図る。
９．牛疾病検査円滑化推進対策事業
牛海綿状脳症（BSE）を早期に根絶し、生産者

や消費者の安心と信頼を回復するため、牛海綿状
脳症対策特別措置法に基づき、96ヵ月齢以上およ
び起立不能等の牛について検査を実施した死亡牛
の所有者等に対し、適正な管理・輸送・処理に係
る経費を補助し、BSE検査の円滑な推進に努める。
10．畜産物衛生環境整備円滑化事業
死亡家畜の処理を円滑かつ効率的に流通させる

ため、一時保管する冷却保管施設及び冷凍運搬車
の利用について、死亡牛輸送業者及び関係者と協
議し、家畜疾病のまん延等家畜衛生上の問題発生
を未然に防止し、家畜飼養衛生環境の保全を図る。
11．畜産GAP拡大推進加速化事業
日本版畜産GAPの認証取得推進を図るため、

農場指導に取り組む指導員育成や生産現場におけ
る研修会を開催する。
12．生乳取扱者研修事業
生乳取扱者の生乳等に関する知識及び総合的検

査技術の向上と県内統一した基準に基づく生乳の
検査、衛生的取扱の適正化を推進するため、認定
講習会並びに研修会を開催し生乳品質の改善向上
を図る。

13．獣医師養成確保修学資金貸与事業
獣医学を専攻する学生のうち産業動物獣医師を

志す者に対し、獣医師養成確保修学資金を給し有
能な産業動物獣医師の養成及び確保を図り、宮城
県産業動物の診療体制の整備と畜産振興に資する。

Ⅲ．家畜価格安定対策事業
１．肉用子牛生産者補給金制度
肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用
牛生産の存立を確保するため、肉用子牛の生産者
に対して、一定の条件の下、生産者補給金を交付
し、肉用子牛生産経営の安定を図る。
２．肉用牛肥育安定交付金制度
生産者により「肥育安定基金」を造成し、毎月
の肥育牛１頭当たりの粗収益が生産コストを下
回った場合に差額の９割を補てんすることにより
経営の安定と肉用牛生産基盤の維持拡大に資す
る。
３．肉豚経営安定交付金制度
登録生産者等を対象とした地域の説明会等を開
催し、制度の円滑な推進を図る。
４．肉牛事故共助推進事業
全農宮城県本部が販売する肉畜に発生する事故
に対し、その損害を補償し肉牛事業の安定を図る。

Ⅳ．家畜改良事業
１．宮城県総合畜産共進会の開催
家畜の改良と飼養管理技術の向上を図るため、
３畜種（乳用牛、肉用牛、養豚）を対象に総合畜
産共進会を開催すると共に、消費者に対し畜産に
関する知識の啓発を図る。
２．家畜人工授精用精液流通調整事業
本県の家畜改良を円滑に推進するため、県内７
カ所にサブセンターを設け、優良種雄牛を主体と
した凍結精液等と液体窒素の供給を行うととも
に、適正使用、計画交配を指導し、家畜改良の推
進と畜産経営の安定と発展に資する。
３．種豚登録関連事業
登録関連制度の重要性を啓蒙し、質的向上を重
点に登録対象豚の選抜及び適正な登録事業を推進
し、経済性の高い種豚の確保と改良に資する。
４．乳用牛群検定普及定着化事業
牛群検定農家の巡回指導を実施するとともに、
非検定農家の加入推進を図る。

（総務課）

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 木

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
9
月
10
月

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）９・10月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・9/1（日）第37回ビギナーズカップ  ・9/8（日）第27回青藍賞  ・9/14（土）第５回はまぎく賞  ・9/15（日）第21回ジュニアグランプリ
・9/16（祝月）第51回不来方賞  ・9/21（土）第６回ヴィーナススプリント  ・9/22（日）第21回岩手県知事杯OROカップ
・10/5（土）第19回ハーベストカップ  ・10/6（日）第32回ダービーグランプリ  ・10/13（日）第39回若駒賞
・10/14（祝月）第32回マイルチャンピオンシップ南部杯  ・10/20（日）第9回OROターフスプリント  ・10/27（日）第10回知床賞

盛　岡 盛　岡盛　岡盛岡水沢 盛　岡

盛　岡 盛　岡 盛　岡 盛　岡
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JGAP家畜・畜産物について
宮城県農政部畜産課

JGAP家畜・畜産物の認証制度が開始してから
２年が経ちました。消費者の「見えない価値」い
わゆる「食の安全・安心」に対する関心が高まり
つつあることから、GAP等の第３者認証がますま
す重要となっております。国内での取組は加速化
しており、認証取得数は88経営体（令和元年５月
31日現在）となっております（農林水産省HPより）。
県内では株式会社サイボク東北牧場（平成30
年３月）及びイセファーム東北株式会社色麻農
場（平成30年11月）が認証を取得しました。
GAPとは「農業生産工程管理」のことで、農業

生産活動の各工程の正確な実施、記録、点検及び
評価を行うことによる持続的な改善活動のことです。
JGAP家畜・畜産物の基準書には、①農場管理、
②食品安全、③家畜衛生、④環境保全、⑤労働
安全、⑥人権の尊重、⑦アニマルウェルフェアに対応する管理点が113項目示されており、必須項目（57項目）
に100％適合、重要項目（42項目）に95％適合することで認証を取得できます。審査・認証体制及び指導体制
は図１のとおりで、新規で認証を取得する場合は、審査費用について国から一部助成があります。
畜産分野では、農場HACCPの認証との差分審査や「GAP取得チャレンジシステム」という制度があります。
後者は認証取得の準備段階となる取組で、「確認済農場」になると、2020東京オリンピック・パラリンピック
競技大会の食材調達基準を満たすこととなります。
県では「宮城県GAP推進会議」を設置し、関係機関との情報共有や取組内容の検討を行っております。畜
産GAPは、農場HACCPと一体的に推進しており、指導員を各家畜保健衛生所に配置する等、推進体制の強化
に努めています。また、研修会を毎年開催し、制度概要の周知及び認証取得事例の紹介を行っています。
畜産GAPに御関心のある方は最寄りの家畜保健衛生所までお問い合わせいただくか、県畜産課ＨＰ（https://
www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusanka/tikusangap.html）を御覧ください。･ （生産振興班　佐沢公子）

令和元年度価格安定対策関連　発動状況について
一般社団法人　宮城県畜産協会

◎肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）交付金単価
販　売　月 肉専用種（宮城県） 交雑種（全国） 乳用種（全国）

平成31年４月（概算払） ─　　円 ─　　円 38,722.1円
令和元年５月（概算払） ─　　円 ─　　円 26,806,1円

◎肉豚経営安定交付金（豚マルキン）交付金単価
第１四半期（４月～６月）（概算払）　交付金なし

令和元年度宮城県総合畜産共進会開催のお知らせ
一般社団法人　宮城県畜産協会

農林水産祭参加 令和元年度宮城県総合畜産共進会を下記日程により開催いたすこととなりましたので、･
多数ご来場いただきますようご案内いたします。

記
１　肉豚の部　　・･会　　期　　令和元年９月４日（水）～６日（金）
　　　　　　　　・･場　　所　　（株）宮城県食肉流通公社（登米市）
　　　　　　　　・･枝肉展示及び褒賞授与　９月６日（金）　10：30～13：30
２　肉用牛の部　・･会　　期　　令和元年９月13日（金）～14日（土）
　　　　　　　　・･場　　所　　みやぎ総合家畜市場（美里町）
　　　　　　　　・･一般参観　　９月14日（土）9：30～14：00
３　乳用牛の部　・･会　　期　　令和元年９月25日（水）
　　　　　　　　・･場　　所　　みやぎ総合家畜市場（美里町）
　　　　　　　　・･一般参観　　９月25日（水）9：30～14：00･ （経営支援課）

JGAP審査・認証機関（家畜・畜産物）
（公社）中央畜産会

日本GAP協会

エス・エム・シー（株）

JGAP研修機関（家畜・畜産物）
GAP総合研究所

指導員基礎研修（家畜・畜産物）

（公社）中央畜産会

JGAP指導員

畜産農場

JGAP審査員

審査員研修（家畜・畜産物）
養成

指導

養成

承認

承認承認申請

承認申請認証報告

審査

登
録

登
録

登
録

審
査
申
込

【図１　JGAP家畜・畜産物の審査・認証体制及び指導体制】
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家畜防疫互助基金（豚）加入の生産者の皆様へ
～家畜防疫互助基金（豚）の追加納付について～

一般社団法人　宮城県畜産協会

家畜防疫互助基金は、家畜の監視伝染病のうち、日本の畜産経営に極めて重大な影響を及ぼす、口蹄疫、
牛肺疫、アフリカ豚コレラ、豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザについて、万一発生した場合に、発生農
場が経営再開までに必要な経費等を生産者の皆様が相互に拠出した負担金と国からの負担金による基金から
支援するもので、宮城県内では、養豚経営の方の約半数の方が参加しています。
平成30年９月に岐阜県で26年ぶりに発生した豚コレラは、令和元年７月10日現在31例目まで確認されてお
り、今回の事業期間の平成30年度からの３年間の基金約６億円が、この発生により、枯渇することが想定さ
れています。そのため、今後の発生に対応するため、負担金の追加納付を行うことになりました。今後につ
いては、これまでの想定の３倍の頭数に対応する基金とするため、負担金の単価も３倍として追加納付をお
願いいたします。
つきましては、次の点にご注意いただき、ぜひご協力をお願いいたします。

１･　今回の追加納付に応じていただいた方は、既存分の生産者積立金が枯渇した場合であっても、互助金
の支払い対象となります。

２･　事業期間終了時に残額がでた場合は、その１／２を上限として、平成22年の宮崎県における口蹄疫発
生時に国が立て替えた生産者互助基金の返済にあてられ、残額が加入者へ返戻されます。

３･　納付については、当協会が事務委託をしている各団体等を通じて加入者の皆様にご連絡いたします。

なお、今回の追加納付に同意いただけなかった方へは、返戻金及び発生した場合の互助金は支払われません。
不明な点は当協会家畜衛生課までお問合せください。

① 追加納付生産者積立金の単価
■･･追加納付生産者積立金の単価は、事業開始当初に比べて豚コレラの発生リスクが高まっている中で、残りの
事業実施期間（令和３年３月31日まで）における対象疾病の発生に備えるため、既に納付いただいた生産者
積立金の３倍の額を単価として設定しました。種類・区分ごとの生産者積立金の単価は次のとおりです。

家畜の種類 契約区分 家畜の区分
既存の生産者積立金の
単価（１頭当たり）

Ａ

追加納付生産者積立金の
単価（１頭当たり）
Ｂ＝Ａの３倍

豚

家族型
繁殖用種豚（雌） 120･円 360･円
繁殖用種豚（雄） 120･円 360･円

肥育豚 ･30･円 ･ 90･円

企業型
繁殖用種豚（雌） 125･円 375･円
繁殖用種豚（雄） 125･円 375･円

肥育豚 ･35･円 105･円
注：１．繁殖用種豚には繁殖の用に供される予定の雌及び雄の豚を含みます。
　　２．契約対象となるのは離乳後の豚となります。

② 生産者積立金の納付
■･･追加納付生産者積立金として、既存の契約頭数に追加納付生産者積立金の単価を乗じた額を納付していた
だきます。

■･･新規加入者及び契約頭数の増頭を行う加入者にあっては、既存分と追加納付分を合わせた額（Ａ＋Ｂ）の
積立金を納付していただきます。

① 生産者積立金の納税時の取扱
■･･各都道府県畜産協会等に納付した生産者積立金は、「仮払金」として処理して下さい。
■･･対象疾病の発生により、互助金交付のために生産者積立金が取り崩されたときには、取り崩された額を各
都道府県畜産協会等からお知らせしますので、その金額を経費として処理して下さい。

② 無事戻し
■･･互助金の交付契約期間終了後、互助基金の残額については、1/2相当額を上限とした額が平成22年の宮崎県
における口蹄疫発生時に国（（独）農畜産業振興機構）が立て替えた生産者互助基金の返還に充てられ、残
額が加入者へ返戻されます。

■･･追加納付に応じていただけなかった事業参加者には返戻はありません。

･ （家畜衛生課）

追加納付積立金

生産者積立金の取扱
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第54回 
宮城県ブラックアンドホワイトショウ受賞結果

宮城県ホルスタイン改良同志会
令和元年６月22日（土）みやぎ総合家畜市場を会場
に、岩手県酪農家の中六角保広氏を審査員として、
お招きし、55頭の出品牛について審査が行われ、盛
会裡に終了することができました。
また、開催にあたり多大なるご支援ご協力を賜り
ました関係各位に心よりお礼申し上げます。
なお、上位入賞牛は下表のとおりです。

【グランドチャンピオン】
出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

未経産 304 エイトロール MC セルリアン 大崎市 八巻　　誠
経産 608 ◎ブラメリア ドーベル エイプリル 丸森町 ㈲半澤牧場

【リザーブグランドチャンピオン】
出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

未経産 401 MHフアーム ドアマン パープル ET 色麻町 ㈱MHファーム
経産 605 ビーチフイールド メリデイアン シンギングブルツク 大崎市 濱田　賢志

【シニアチャンピオン】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
10 1002 ◎ブラメリア マツキン ボルト ET 丸森町 ㈲半澤牧場

【リザーブシニアチャンピオン】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
9 902 ◎エリートジエン オブ ビビアン ET 丸森町 ㈲半澤牧場

【インターミディエイトチャンピオン】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
6 608 ◎ブラメリア ドーベル エイプリル 丸森町 ㈲半澤牧場

【リザーブインターミディエイトチャンピオン】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名
8 605 ビーチフイールド メリデイアン シンギングブルツク 大崎市 濱田　賢志

【最優秀賞】
部 出品№ 名　　　　　号 住所 氏　名

1 108 リトルアイランド テイシー モントレー 蔵王町 小島　一也
107 YNS デンバー チーフ 加美町 千葉　義文

2 207 スイートフアーム バトラビユー カモミール ET 登米市 鈴木　貴博
209 エイトロール FCC オーロラ 大崎市 八巻　　誠

3 304 エイトロール MC セルリアン 大崎市 八巻　　誠
305 アイスヴイレツジ クラツシユ エクストリーム 栗原市 ㈲小山牧場

4 401 MHフアーム ドアマン パープル ET 色麻町 ㈱MHファーム
403 アイスヴイレツジ アテイツク アリス 栗原市 ㈲小山牧場

5 502 エリートジエン HI ミツシー ET 丸森町 エリートジェネティクス㈱
501 スイートフアーム JK イバンカ 登米市 鈴木　貴博

6 608 ◎ブラメリア ドーベル エイプリル 丸森町 ㈲半澤牧場
605 ビーチフイールド メリデイアン シンギングブルツク 大崎市 濱田　賢志

7 706 ◎エリートジエン MCN エコーライン ET 丸森町 ㈲半澤牧場
703 KH クラツシユ ドラマチツク 丸森町 半沢　健一

8 801 ◎ウツデイランド ペツシエ セレナ 角田市 ㈲渡辺ファーム
803 グンミヒル HF ブラツクス セルシー 丸森町 菊地　武士

9 902 ◎エリートジエン オブ ビビアン ET 丸森町 ㈲半澤牧場
903 エイトロール アフターシヨツク プリウス 東松島市 内海　一善

10 1002 ◎ブラメリア マツキン ボルト ET 丸森町 ㈲半澤牧場
1001 グンミヒル デイストライ スタンレイ 丸森町 菊地　武士

＊名号の前に◎がついているものはベストアダー受賞牛となります。

･ （事務局：（一社）宮城県畜産協会家畜改良課）

〈衛生便り〉
抗菌剤を慎重に使用しましょう

宮城県仙台家畜保健衛生所

抗菌剤は、家畜の健康を守り、安全な食品を安定

的に生産するための重要な資材です。動物用医薬品

のほか、家畜の増体や飼料効率を向上させるための

飼料添加物として使用されています。

しかし、抗菌剤を使いすぎると、薬剤耐性菌が生

き残って増加し、家畜の治療を困難にするだけでな

く、畜産物等を介して人の感染症の治療にも悪影響

を及ぼすことが懸念されています。近年、薬剤耐性

菌による感染症は世界的に拡大しており、公衆衛生

上問題となっています。一方で、新規の抗菌性物質

の開発は停滞していることから、様々な国際機関が

対策に取り組んでいるところです。

畜産関係者が実施すべき対策として、「抗菌剤の

慎重使用」の徹底が求められています。慎重使用と

は、使用の是非を十分検討した上で適正に使用する

ことで、最大の治療効果を上げ、かつ薬剤耐性菌の

発現を最小限に抑えることです。

具体的には、施設・設備の清掃及び消毒や野生動

物の侵入防止等の飼養衛生管理基準の遵守の徹底や

適正なワクチン接種により、感染症の発生を予防す

ることで、抗菌剤の使用頻度を減らすことができま

す。また、発病しても、適切な診断ができれば、抗

菌剤の使用を必要最小限にできます。そのために

は、日頃からの家畜の健康観察が重要です。異状が

認められた場合は、速やかに獣医師の診療を受け、

発病後の経過や過去の病歴等の情報を正確に伝えま

しょう。なお、処方された抗菌剤は、獣医師からの

指示に基づき、用法・用量及び使用禁止期間等を

守って正しく使用しましょう。

薬剤耐性の問題には、畜産関係者が一体となって

取り組むことが必要不可欠です。抗菌剤の慎重使用

についてご協力をお願いします。

･ （病性鑑定班　真鍋　智）
608　丸森町　㈲半澤牧場304　大崎市　八巻 誠 氏
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一昔前、牛肉は霜降りがあれば「おいしい」とされていました。しかし、現在では、美味しさについて、
図１のように認識が進み、それぞれの項目に関しての研究が進んでいます。そのような中、和牛においては、
健康に良いとされるオレイン酸※１を含む一価不飽和脂肪酸（MUFA）含量が注目され、第９回全国和牛能
力共進会鳥取大会（H19）からはオレイン酸含量が審査項目に組み入
れられ、次回の第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会では、新たな
出品区分として脂肪の質評価群が設けられることとなってます。
MUFAが多くなることで「香りが良くなる。※２」「脂肪の融点が
低くなり、舌触りや脂肪の口溶けが良くなる。」といわれ、従来の脂
肪交雑中心の改良だけではなく、近年では、脂肪の質についての改
良を進める県がでています。
一般的にMUFA含量の測定は、牛肉から脂肪を採取し、実験室で
抽出を行いガスクロマトグラフィー等の理化学分析を行うため、結
果がでるまで一週間程度を要します。
それに対し、宮城県畜産試験場でも使用している食肉脂質測定装
置（図２）は、前述の理化学分析とは異なり、棒状のプローブの先
端から光（近赤外線）を対象に当て、反射した光の波長や強度を測
定し、内臓するコンピュータで検量線を基に計算（※３）し、対象
物のオレイン酸やMUFA含量を迅速に推計する装置となっています。
このプローブを枝肉の筋間脂肪に当てること（図３）で、枝肉を
傷つけることなく、測定可能であること、５㎏超と重量はあるもの
の持ち運びが可能で実験室ではなく、食肉市場の冷蔵庫内で迅速に
オレイン酸やMUFA含量（％）を簡易に推計（図４）できるため、
各県で利用が進んでいます。
宮城県では、平成23年にこの装置を導入し現在まで約3,000頭を測
定しました。
全国和牛能力共進会鹿児島大会では、脂肪の質の育種値評価が判
明していることが出品条件となっています。宮城県における脂肪酸
組成の育種価評価（※４）については、これまでの測定結果を基に
全国和牛登録協会で分析を行っています。今後も、より精度の高い
育種価評価ができ、新たな種雄牛の選定指標の一つとして利用でき
るよう測定頭数を増やしていきたいと考えています。
※１･　脂肪を構成する脂肪酸の一種。オリーブ油に多く含まれることで知られて
います。牛肉のMUFAのほとんどはオレイン酸。

※２･　1970年代の海外での研究
※３･　基礎となるデータ量等により検量線は変わります。鹿児島全共では、主催する全国和牛登録協会が定めた検量線を利用。
宮城県もこの検量線を用いて測定を実施中。

※４･　育種価：飼養環境など環境的な要因を統計処理で除き、次世代に伝わる遺伝的能力を数値化したもの。
･ （酪農肉牛部肉牛チーム　清水俊郎）

〈畜試便り〉
食肉脂質測定装置による筋間脂肪の測定について

宮城県畜産試験場

図２　食肉脂質測定装置（S‒7010）

プローブ

図１　食味と美味しさについて

図３　測定風景

図４　測定画面

（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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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、令和２年度入学生の推薦入校試
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・一般入校試験の合計）
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
（注･）推薦入校試験の募集人員は上記の８割程度
とします

◇応 募 資 格･ 学校長推薦
◇募 集 期 間･ ･令和元年９月４日（水）･

～令和元年９月18日（水）（当日消印有効）
◇試 験 日 時･ 令和元年10月２日（水）午前８時45分～
◇合格発表日･ 令和元年10月11日（金）午前10時
◇試 験 場 所･ 宮城県農業大学校本部名取教場
◇試 験 科 目･ ①･筆記試験　小論文（60分　800字）･

数学Ⅰ（60分）
･ ②･面接試験　個人面接（15分程度）･

原稿
◇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。
②･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。
③･（独）日本学生支援機構の奨学金が利用できます。

※上記①～③の奨学金の採択に当たっては一定の要
件を満たす必要があります。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。

令和２年度 
宮城県農業大学校入学生を募集（推薦入校試験）

私の家では、酪農を行っ
ています。経営規模は搾乳
牛40頭、育成牛35頭、和牛
３頭を飼育しています。幼い
頃から牛舎に行き、牛と触れ
合ったり、祖父や父の働く姿
を見たりして、手伝いをして
成長してきました。今現在

は、搾乳やエサ作り、トラクターの運転などの作業
を手伝っています。高校は、酪農ではなく、和牛の
事を学ぶことができる柴田農林高校でした。なぜ和
牛を学ぶ高校を選んだかといえば、父に「和牛をや
らないか？」と言われたことがきっかけです。言わ
れた時は酪農のことしか頭になく、和牛への興味は
小さいものでしたが、一方で父の提案に大きな夢を
感じました。そのため学校では和牛の事を学び、家
では手伝いをしながら酪農の事を学ぶ高校生活を過
ごしました。３年生の時は、本県で開催された全国
和牛能力共進会「高校生の部」に柴田農林高校が宮
城県の代表となり、私もメンバーの一員として出場
しました。結果は優秀賞３席、全体では４番目の成
績を収めることができました。出品にあたり、本当
に多くの苦労がありましたが、貴重な経験ができて
良かったと思います。
現在在籍している宮城県農業大学校畜産学部で
は、畜産に関する専門の実習、講義を受けています。
私は高校の時に学んだ和牛の事をもっと深く学びた
いと思い、肉牛を専攻しました。同時に高校と同様、
学校では和牛を、家では酪農をしっかり学んで行く
つもりです。大学校では、家畜（牛）人工授精師、
２級認定削蹄師、けん引免許の資格取得ができる授
業があり、酪農、和牛繁殖をしていく上で必要なも
のなので、しっかり取得したいと考えています。
農業大学校卒業後は、実家に就農したいと考えて
います。私の夢は、就農後、私が中心となり、和牛
繁殖部門を導入し、家族と共に乳肉複合経営をする
ことです。そのためには、今後さらに勉強をして、
父を支え、追い越すような畜産経営者になりたいと
思います。

〈農業大学校生の抱負〉

乳肉複合経営を目指して
宮城県農業大学校畜産学部

２学年　佐藤　涼
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はじめまして。平成31年４
月より宮城県農業共済組合に
入組し、中央家畜診療セン
ターに配属された、長谷川遼
と申します。

出身は静岡県で、今年の３月に北里大学を卒業し
ました。静岡県出身ということもあり、小学校の頃
から大学までずっとサッカーを続けてきました。
大学では、その他にフットサル部と園芸部に所属し

ていました。体を動かすのは好きなので、社会人に
なってからも何か運動ができればと考えております。
研究室は、獣医臨床繁殖学研究室に所属しており
ました。研究室では、黒毛和種雌牛を十数頭、ビー
グル犬を雌雄合わせて十数頭飼育しており、餌やり
や清掃が日常業務となっておりました。また、発情
周期の把握のため、牛歩計のデータと照らし合わせ
た黒毛和種雌牛の直腸検査を毎日行っていました。
卒業論文のテーマは子宮内膜炎であり、分娩後乳
牛の子宮修復について、超音波画像診断やメトリ
チェック、サイトブラシを用いた子宮内膜細胞に
よって観察しました。
学生時代での経験が臨床現場に出てから役に立て
ばと思っております。
現在は、研修中の身であるため、先輩の先生に往
診随行し、知識や技術を学ばせていただいておりま
す。
薬の名前や休薬期間を覚えるのにも一苦労で、採
血や補液管挿入などの血管へのアプローチにも悪戦
苦闘しておりますが、先輩方が優しく教えてくださ
り、挑戦させてくださるので、数を重ねるごとに上
達していくのを感じます。
これからも多くの経験を積み、一日でも早く一人
前の獣医師になれるよう努力してまいりますので、
今後ともご指導いただきますようよろしくお願いし
ます。

４月より全農みやぎ畜産部
生産販売課に配属となりまし
た大平雅広です。大学、大学
院の６年間を盛岡市で過ご
し、宮城県に戻ってきました。

入会するきっかけとなったのは、農業を取り巻く環
境が変化していると感じることが増え、地元である
宮城県の農業に貢献したいと考えるようになったた
めです。
大学ではイネの二酸化炭素濃度や栽植密度に対す
る生育や収量の変化とそれに関わる遺伝子領域に関
する研究を行っていました。畜産は異なる分野にな
りますが、実家が和牛の繁殖農家で牛に触れる機会
があったため、幼い頃から馴染みのあるものでした。
趣味は運動することで、部活動を引退後に始めた
ランニング、筋力トレーニングを休日など時間があ
るときに行っています。また、スポーツ観戦も趣味
の１つであり、野球やサッカー、バレーボールなど
多くの競技を観戦しています。今年はラグビーとバ
レーボールのワールドカップ、来年はオリンピック
がそれぞれ日本で開催されるので、非常に楽しみに
しています。
配属先では仙台牛や仙台黒毛和牛、宮城野豚など
食肉に関する業務に携わっています。仙台牛という
宮城県が誇る銘柄牛を全国はもちろん、世界にもそ
の素晴らしさをPRし、宮城県の畜産を盛り上げる
ことができればと考えています。
配属になり約２ヶ月が経ちますが、戸惑うことが
多かった配属当初から、少しずつ進歩できているの
ではないかと感じます。その一方で、未熟な部分は
多いと日々感じています。今後、周囲の方から認め
られるように、ご指導やご指摘をものにできるよう
にしたいと思います。そして、宮城県の畜産のため
に業務に励んでいきますので、よろしくお願いいた
します。

宮城県農業共済組合
中央家畜診療センター

長谷川　遼

全国農業協同組合連合会宮城県本部
畜産部

大平　雅広

〈New face〉
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〈New face〉

はじめまして。平成31年４
月から宮城県農政部畜産課企
画管理班に配属されました、
三石絵里加と申します。
出身は宮城県仙台市で、今
年の３月に宮城教育大学を卒

業しました。大学では代数学の研究室に所属し、環
論について研究をしておりました。また、サークル
活動ではオーケストラに所属し、ヴァイオリンを演
奏していました。上手に弾くことができない部分
を、どんな練習をしたら弾くことができるようにな
るのか、団員とともに試行錯誤して練習を行い、１
つの演奏を作り上げていました。また機会があれ
ば、楽器演奏を始めたいと思っております。
今までの生活の中で、畜産について携わる機会が
ほとんどなく、畜産課に配属された際は、不安が多々
ありました。しかし、日々新しいことの連続のなか
で、新しい分野について知ることは、自分自身の視
野を広げ、知識を増やすことができることだと感じ、
畜産分野に携わる機会を与えていただいたことを、
とても嬉しく感じております。また、畜産分野に携
わることで、自分の身近にはこんなにも畜産が密接
に関わっていたのかという気づきを得ながら、日々
生活をしております。
私の業務内容としては、家畜商や養鶏関係、畜産
技術職員の研修等があります。特に、畜産技術職員
の研修では、運営、取りまとめを行うにあたり、今
後の畜産業界を支えていく畜産技術職員の基盤とな
る研修を行っているのだという意識をもち、業務に
取り組んでいきたいと考えております。一人前の県
職員として宮城県に貢献できるよう、そして畜産分
野においても貢献できるよう、たくさんの方々から
日々吸収し、学んでいきたいと考えております。ま
だまだ至らぬ点が多々あると思いますが、今後とも
精進してまいりますので、御指導御鞭撻のほどよろ
しくお願いいたします。

はじめまして、今年度４月
より畜産課草地飼料班に配属
となりました大津琴乃と申し
ます。出身は大崎市古川で、
今年３月に弘前大学農学生命
科学部を卒業しました。

大学ではバレーボールサークルと茶道部に所属し
ていました。バレーボールはあまり熱心に取り組み
ませんでしたが、茶道は大学からはじめたこともあ
り、とても真剣に取り組みました。今では一席正座
を続けることもできなくなっていると思いますが、
いつかまた茶道をはじめたいと思っています。
私の大学では畜産学部がなかったため、研究室に
配属するまでは主に作物や野菜、果樹について学ん
でいました。研究室配属の際に畜産学研究室に所属
し、それから畜産学を詳しく学びはじめました。研
究室では牛や羊の飼養研究をメインに行っており、
私は実際に乳用種子牛を飼育し、子牛の哺育方法の
確立とその影響についての研究を行っていました。
また、大学では北海道の酪農家に10日間お世話にな
り、酪農実習を行う機会がありました。毎日朝４時
から４時間、１日８時間の搾乳作業の大変さは今で
も忘れられませんが、この実習で畜産について多く
の知識を得る事ができました。振り返ると、動物と
密に接する機会が多く、実践で学ぶことが多い学生
生活だったように思います。
畜産課に配属されて３ヶ月となりますが、学ぶ事
が多い毎日を過ごしています。草地・飼料の分野
は、今まであまり学んだことがない分野なので、は
じめて知ることや勉強が必要なことが多くありま
す。先輩方や普段接する飼料業者の方から教えてい
ただいた知識を吸収し、今後の仕事で発揮していき
たいと思っています。少しでも早く一人前の県職員
として、宮城県の畜産に貢献できるよう努めてまい
りたいと思いますので、今後とも御指導のほどよろ
しくお願いいたします。

宮城県農政部畜産課

三石　絵里加

宮城県農政部畜産課

大津　琴乃

〈人の動き〉
宮城県
退職（令和元年６月30日付）･ 畜産試験場･ 佐藤　佑子

令和元年７月１日付
新 旧 氏　名

北部家畜保健衛生所技術副参事兼北部地方振興事務所 北部家畜保健衛生所技術副参事兼次長（総括担当）兼北部地方振興事務所 嶋田　俊治
北部家畜保健衛生所次長（総括担当）兼北部地方振興事務所 北部地方振興事務所栗原地域事務所次長（総括担当）兼北部家畜保健衛生所 天野　祐敏
北部地方振興事務所栗原地域事務所次長（総括担当）兼北部家畜保健衛生所 農業大学校畜産学部長 石川　知浩

令和元年６月１日付
新 旧 氏　名

中央家畜診療センター診療課技師 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 巣山　由乃
中央家畜診療センター診療課技師 家畜診療研修所診療指導課技師 長谷川　遼

宮城県農業共済組合（NOSAI宮城）
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