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“子育て応援団すこやか2019”（令和元年10月19日、20日　セキスイハイムスーパーアリーナ）
（写真提供　宮城県牛乳普及協会）



「宮城県家畜人工授精の適正化に関する実施要領」が制定されました

宮城県農政部畜産課

宮城県では、県産肉用牛のDNA不一致案件が生じました。その原因の一つとして、当該獣医師が実施した
人工授精で、受胎しなかったことなどから家畜人工授精証明書が発行されずに、手元に残った使用済みの家
畜人工授精用精液証明書（ラベル）とストローが不適切に管理されたことがあげられています。現行の法体
系の対応だけでは抜本的な対策が難しいことから、県の実施要領を制定し、対応することとしました。
この実施要領では、家畜人工授精の際に家畜人工授精師等と飼養者が家畜人工授精用精液ストローの印字
情報とそれに対応する家畜人工授精用精液証明書（ラベル）の裏書きを確認した上で、家畜人工授精実施の
都度、家畜人工授精証明書を発行することが示されています。
要領本文については、宮城県畜産課のホームページにて確認できますので、御理解の上、遵守いただきま
すよう、よろしくお願いします。

宮城県畜産課ホームページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tikusanka/se20190917-1.html

･ （生産振興班　加藤里子）
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・3/20（祝金）第2回奥州弥生賞　

水沢水沢 水　沢

水　沢 水　沢

令和元年11月20日 第299号（　）2 （隔月１回発行）



子牛の下痢を予防しましょう
宮城県農業共済組合

下痢は子牛の病気の中で最も多く、経済的損失も大きい病気です。子牛の発育を妨げ、重症例では死亡す
ることもあります。また、体力の低下を招くため、その他の疾病にも罹りやすくなります。適切な飼養管理
を行って、子牛を下痢から守りましょう。

１　下痢の原因と発症時期
下痢は、病原体によるもの（感染性下痢）と、病原体によらないもの（非感染性下痢）に大きく分類され
ます〔図１〕。非感染性下痢は、感染性下痢の引き金にもなります。感染性と非感染性下痢の両方の予防対策
を行いましょう。また、原因によって発症しやすい月齢が異なります〔図２〕。発症する前に対策をとりま
しょう。

･ （家畜部家畜診療課）

〔表１〕　対策のポイント
対策のポイント 対　　策　　事　　項

健康な子牛を生ませる 母牛の妊娠末期の適切な栄養管理の実施
・胎児の成長に必要なエネルギーも与える

子牛を感染から守る
〔図３〕

①母牛へのワクチン接種
②初乳の適切な給与
・生後６時間以内に１Ｌ以上飲ませる　　　・人工初乳および初乳サプリメントの使用
③寄生虫の駆除
・イベルメクチン製剤および抗コクシジウム製剤の投与
④消毒
・消毒漕の設置および畜舎の消毒など

母乳性下痢の予防 母牛の分娩後の適切な栄養管理の実施
・泌乳に必要なエネルギーも与える

食餌性下痢の予防
子牛の適切な飼料給与の実施
・胃の消化機能が未発達な生後３カ月齢までは濃厚飼料の過食や早期の粗飼料多給を避ける
・生後３カ月齢までは濃厚飼料主体で１日30～50ｇほどの柔らかい草を与える

子牛の腸内環境を整える 継続的な生菌剤の投与〔図３の子牛の予防プログラム〕

子牛にストレスを与えない 暑さ、寒さ、群飼などによるストレスの軽減

子牛を観察する 便の状態、食欲、活力などの観察

〔図１〕　下痢の原因
感染性
・･細菌感染による
もの
・･ウイルス感染に
よるもの
・･寄生虫感染によ
るもの

非感染性
・母乳性
　･発情時の乳質の変化や、低栄養
などによる乳質の低下による

・食餌性
　･不適切な飼料の給与や、飼料の
腐敗などによる

〔図２〕　発症時期

〔図３〕

２　対策のポイントと予防プログラム
子牛の下痢は、複数の要因が重なって発症することが多く、それぞれの要因への対策が必要です〔表１〕。
子牛への対策だけでなく、母牛への対策をとることもとても重要です〔図３〕。
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た実際に消毒ポイントの候補地としている場所につ
いて、消毒ポイントとしての適性の有無について
チェック表を用いた現地確認訓練を行いました。
体育館駐車場におけるテント設営訓練では風が強
く屋根が張れないというアクシデントがあり、強風
等の自然条件の変化に対する備えを検討しておくこ
とが必要と思われました。またマスク等着用時の適
正な通信手段の確保も新たな課題となりました。
参加者からのアンケート結果では「非常に参考に
なった」「説明が丁寧だった」という意見があった
一方で、「もっと実践的に」「マニュアルがわかりに
くい」「リーダー研修にもっと時間を割くべき」等
の意見もありました。集合施設や農場仮設テント及
び消毒ポイントの運営に関しては、他の特定家畜伝
染病発生時にも同様な対応が求められますので、今
後ともスムーズな防疫体制が構築できるように個別
研修や演習によりトレーニングを行いたいと考えて
おります。
豚コレラ、アフリカ豚コレラ、鳥インフルエンザ
等の家畜の伝染性疾病は、ひとたび発生すると発生
農場のみならず、周辺の農場や畜産業に被害を生じ
させることとなるため、未然に防止することが何よ
り大切です。家畜及び家きんの所有者の皆様におい
ては、日頃から飼養衛生管理基準を遵守し、引き続
き衛生管理区域の設定、衛生管理区域専用の衣服・
長靴等の使用、消毒の徹底、毎日の健康観察、早期
発見・早期通報の徹底等をお願いします。

特定家畜伝染病防疫演習を開催しました
宮城県北部家畜保健衛生所

令和元年10月９日、宮城県北部地方振興事務所、
宮城県北部家畜保健衛生所の県機関及び一般社団法
人宮城県畜産協会、大崎畜産振興協議会、公益社団
法人宮城県獣医師会大崎支部、鶏病研究会宮城県支
部等の畜産関係団体が主催して、「特定家畜伝染病
防疫演習」を実施しました。
管内養鶏場で高病原性鳥インフルエンザを疑う事
例が発生したことを想定し、大崎合同庁舎では連絡
調整会議開催訓練を行い、簡易検査陽性の結果を受
けてからの情報共有や各部への要請等の流れを確認
しました。また特定家畜伝染病の発生時に実際の集
合施設として使用することを想定している大崎市三
本木総合体育館では初動防疫訓練を行い、訓練の中
では各チームがそれぞれのリーダーの指示のもと防
疫訓練やその準備を並行して進め、できるだけ実際
の活動に即した訓練形式をとりました。
「サポート班」による支援センターと仮設テント
の設営及び従事者の集合時・帰還時訓練では、個別
に行った事前研修の成果により、資材の配備及び防
護服や装備の着用もスムーズに行うことができまし
た。「発生地班」は「健康対策班」による健康調査
訓練を受けた後、模擬鶏を使用した捕鳥、運搬、殺
処分の訓練を行い、あわせて脱着をともなう休憩訓
練や引継訓練も実施し、一連の行程において詳細に
手順を確認しました。「移動規制班」は本体育館の
駐車場に仮想の消毒ポイントを設営し、一般道か
らの車両の誘導、動力噴霧器を用いた車両消毒及
び「車両消毒証明書」の交付訓練を行いました。ま

･ （建入茂樹）

令和元年11月20日 第299号（　）4 （隔月１回発行）



畜産みやぎ10月号でお知らせした、10月９日「仙台牛の日」を記念した仙台牛のフェア・キャンペーンの
開催結果報告です。フェア・キャンペーンは、県内及び首都圏の仙台牛指定店（小売店）29店舗、提供店（飲
食店）15店舗に御協力いただき、開催しました。
購入者対象プレゼントキャンペーンのほか、仙台牛指定店（県内12店舗、首都圏６店舗）では１日限定の
試食イベントを開催し、消費者の皆様に仙台牛のおいしさを実感していただきました。特に、一大消費地で
ある首都圏の小売店での試食イベントでは600食を超える試食数が出て、仙台牛の売り上げもとても好調で、
仙台牛の知名度向上の一助とすることができました。
この他、10月９日には、仙台牛銘柄推進協議会と県食産業振興課によって、東京都内にて、「仙台牛の日」
記者発表会が開催されました。多くの
メディアが参加したこの発表会では、
肥育生産者の川村大樹さん（石巻市）
が、仙台市中央卸売市場食肉市場で開
催された共進会で名誉賞を受賞した仙
台牛のサーロインをお披露目し、全農
宮城県本部･大友本部長や県知事、宮
城県に縁のある芸能人の方々とともに
仙台牛及び「仙台牛の日」のPRを行
い、新聞等各種媒体で報道されました。
今後も関係機関等と連携し、仙台牛
をはじめとする県産和牛の消費拡大及
び認知度向上に努めます。

「蔵王酪農センター」乳製品等加工施設が完成！！
宮城県農政部畜産課

蔵王町の一般財団法人蔵王酪農センターでは、乳
製品の生産量拡大及び消費拡大を目的として、平成
30年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
（施設整備事業）（通称：畜産クラスター事業）によ
り、乳製品加工施設等の改修・整備を行ってきまし
たが、このほど工事が完了し、新工場が完成しまし
たのでご紹介します。
畜産クラスター事業では、総事業費362,960千円

（うち補助金166,300千円）を掛け、乳製品加工施設
の改修・冷蔵冷凍包装施設・乳飲料製造設備・非熟
成チーズ及び熟成チーズ製造設備の整備等を行いま
した。
蔵王酪農センターでは、これまでも地場産の牛乳
を使ったチーズや乳飲料等の乳製品を製造していま
したが、今回の事業実施により、生産量が15％増加

･ （草地飼料班　阿部忠宏）新たに整備した、冷蔵･冷凍･包装施設

10月18日に行われた竣工式

蔵王酪農センターで製造している乳製品等

「仙台牛の日」PRキャンペーンの開催結果について
宮城県農政部畜産課

（生産振興班　佐藤文恵）

１　「仙台牛の日」イベント
（食産業振興課提供）

２　仙台牛指定店
　　キャンペーンポスター

する計画となっています。蔵王酪農センターの乳製
品は、センター内の直売所のほか、仙台駅構内、藤
崎本店等で販売していますが、今後さらに販売経路
を増やし、販売強化に努めることとしています。蔵
王酪農センターの乳製品を見かけた際は、ぜひお試
しください！
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第12回全国和牛能力共進会鹿児島大会に向けて
第12回全国和牛能力共進会宮城県出品対策協議会

５月に開催された第２回出品対策会議において、す
べての出品区で優等賞をまた「種牛の部」及び「肉牛
の部」で「各部一つずつ首席、日本一を目指す」を目
標に設定し、事業計画や出品スケジュ−ル、肉用牛の
部交配種雄牛が決定されました。
９月には、地域の協力も得て肉用牛の部６～８区の
交配雌牛候補の巡回調査を実施し、リストアップを行
い、11月からは地域での所有者並びに家畜人工授精師
に対して説明会を開催し、交配の推進を図ります。
●肉牛の部　指定交配種雄牛並びに指定交配期間（図１）
全共宮城大会に続き、第12回全共鹿児島大会におい
ても、生産者・JAをはじめとする関係団体との連携を
一層深め出品対策事業を実施・強化していくこととし
ています。
全共成功に向けたご指導、ご協力をよろしくお願いい
たします。

（図１）

第59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

･ （事務局　全国和牛登録協会宮城県支部･ 　宮 城 県 農 政 部 畜 産 課）

農林水産祭参加　第59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。
《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　593.5㎏
枝肉単価　6,037円
第２部　黒毛和種･メスの部
出 品 者　菅原　伸（JA新みやぎ栗っこ地区本部）
血　　統　父：直太郎　母の父：安福久
規　　格　A-5　BMS･№12･ 枝肉重量　550.0㎏
枝肉単価　5,012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593.5kg、ロース面積
105.0㎠、バラの厚さ10.2㎝、皮下脂肪の厚さ2.8㎝、
歩留基準値79.9と、非常に肋張りの深い、均整の取
れた、和牛の貫禄十分な枝肉であった。
２）審査経過
第１部、黒毛和種去勢（130頭）については、
枝肉重量は平均で562.4kgとなっており、前回よ
り約８kg下回りましたが、全国平均509kg、宮城
県産の平均542kgを大きく上回る結果でした。
バラの厚さは前回を上回る優秀な成績でした

が、ロース芯面積は前回より３㎠下回り、歩留基
準値についても0.1減少していることから、今後も
肉量の点での向上と改善に努めていただければと
思います。
肉質については、BMS･No.の平均が9.7と、前

回と比較して0.1良好なうえ、BMS･No.12のきわめ
て優秀な枝肉が、全体の四分の一を占める、前回以
上の、優れた成績でした。
また、今年の大会も、肉の色つや、きめ締まり、

ともに、大変良好な成績で、肉量・肉質兼備である
仙台牛の特徴が際立つ枝肉が多くを占めました。全
国でも、トップレベルである、宮城県産の実力を、
如何なく発揮された結果、A-5等級は、前回を上回
る83.1%であり、仙台牛の率も同率となっております。
次に、第２部、黒毛和種メス（49頭）について申
し上げますと、枝肉重量の平均は468kgで前回とほ
ぼ同水準でありましたが、ロース芯面積や、バラの
厚さなどは、前回を上回る優秀な成績でした。歩留
基準値76.0は高い水準です。
BMS･No.の平均は前回を大きく上回る9.3となっ
ております。また、肉色についても、BCS･No.4の
割合が高く、肉の光沢も良好で、脂肪の質について
も、メスらしい、粘り、ツヤがあり、肉質は、全体
に高いレベルでした。
肉質等級は、前回より４等級が減少し、５等級が
全体の83.7%とすばらしい成績でした。

･ （畜産部生産販売課　熱海幾哉）
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
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令和元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、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、各指定団体が作成した年間販売計画を基本として生乳出荷目標数量を
設定することとしております。

１．生乳需給状況
（1）全　国

令和元年４月～９月の受託乳量は3,504,258㌧、前年同期比99.6％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２％増加となっておりますが、昨年９月の胆振東部地震で生乳廃棄され
た反動により増加となっております。都府県は４月～９月計で３．３％減少しております。

（2）東　北
４月～９月の受託乳量は253,874㌧、前年同期比96.1％となっております。東北では青森県だけが前年

より3.8％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187,941㌧、前年同期比95.7％、特定乳製品向け
19,163㌧、前年同期比98.2％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42,326㌧、
前年同期比97％、チーズ向け965㌧、前年同期比91％、生クリーム等向け3,475㌧、前年同期比98.7％となっ
ております。

（4）宮城県
４月～９月の受託乳量は54,251㌧、前年同期比96.2％と3.8％の減少となっております。また、９月の出
荷戸数は457戸と前年より28戸減少しております。

令 和 元 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 321,214 100.5 339,681 101.2 332,904 101.1 337,157 101.1 328,710 100.1 317,242 108.9 1,976,908 102.0
都　府　県 269,891 97.1 274,332 96.8 256,067 96.6 253,054 99.0 238,217 94.6 235,789 96.0 1,527,350 96.7
全　　　国 591,105 98.9 614,013 99.2 588,971 99.1 590,211 100.2 566,927 97.7 553,031 103.0 3,504,258 99.6

令和元年度東北生乳受託・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 5,881.0 104.5 6,047.0 102.1 5,820.0 102.7 5,982.0 104.9 5,846.0 103.3 5,744.0 105.7 35,320.0 103.8
岩　　　手 16,069.0 98.0 16,693.0 97.9 15,957.0 98.2 16,381.0 99.2 15,840.0 96.7 15,434.0 99.0 96,374.0 98.2
宮　　　城 9,316.0 96.1 9,582.0 96.5 9,049.0 96.6 9,053.0 97.1 8,617.0 93.3 8,634.0 97.5 54,251.0 96.2
秋　　　田 1,994.0 91.6 2,056.0 92.2 1,924.0 92.2 1,975.0 95.2 1,872.0 91.8 1,849.0 93.5 11,670.0 92.8
山　　　形 4,399.0 85.7 4,452.0 83.7 4,158.0 83.9 4,249.0 86.4 4,013.0 84.2 3,942.0 85.3 25,213.0 84.9
福　　　島 5,316.0 94.0 5,476.0 95.6 5,164.0 93.2 5,161.0 93.5 4,969.0 90.3 4,956.0 95.4 31,042.0 93.7

計 42,975.0 96.2 44,306.0 95.9 42,072.0 95.9 42,801.0 97.2 41,157.0 94.4 40,559.0 97.3 253,870.0 96.1
（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 42,975.0 96.2 44,306.0 95.9 42,072.0 95.9 42,801.0 97.2 41,157.0 94.4 40,559.0 97.3 253,870.0 96.1
飲
用
等
向
け

飲用牛乳向け 30,136.0 95.3 32,554.0 96.6 31,491.0 95.7 31,207.0 94.1 30,556.0 98.1 31,997.0 94.8 187,941.0 95.7
はっ酵乳等向け 7,332.0 99.8 7,205.0 91.3 7,150.0 95.2 7,198.0 96.9 7,011.0 96.5 6,430.0 103.9 42,326.0 97.0

乳
製
品
向
け

特定乳製品向け 4,791.0 97.4 3,768.0 99.0 2,734.0 100.1 3,618.0 132.9 2,893.0 65.7 1,359.0 144.9 19,163.0 98.2
生クリーム等向け 563.0 96.0 604.0 103.2 529.0 93.1 618.0 107.5 552.0 95.8 609.0 96.7 3,475.0 98.7
チーズ向け 153.0 80.5 175.0 97.8 168.0 101.0 160.0 88.4 145.0 81.8 164.0 98.5 965.0 91.0

令和元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 5,600 98.1 5,762 99.0 5,445 98.7 5,470 99.4 5,225 94.9 5,241 99.8 32,743 98.3
全 農 宮 城 1,354 91.6 1,396 91.2 1,322 91.9 1,312 91.9 1,238 88.9 1,211 90.8 7,833 91.1
宮 城 酪 農 2,362 94.0 2,424 94.0 2,282 94.4 2,271 94.9 2,154 92.2 2,182 95.9 13,675 94.2
宮 城 県 9,316 96.1 9,582 96.5 9,049 96.6 9,053 97.1 8,617 93.3 8,634 97.5 54,251 96.2

･ （販売課　村田孝志）
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“子育て応援団すこやか2019”開催報告

宮城県牛乳普及協会

10月19日（土）、20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2019”が開催され、約１万９千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、牛乳の試飲だ
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、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。
室内ブースでは、約4,000名の方に牛乳の試飲及びパンフレットの配布を行い、理解醸成を図りました。バ
ター作り体験では各日４回に分け、各回30名に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。
野外ブースでは、各日約300名のお子さん
たちに、実際に牛と触れ合い乳搾りをしても
らい、ほとんどの子が体験したことがなく、
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がありました。また、小
動物を飼っている酪農家さんのお手伝いをい
ただき、動物ふれあいコーナーやポニー乗馬
体験も実施いたしました。両体験とも子供達
のたくさんの笑顔が溢れており、来年も是非
参加したいと大反響でした。
今回のイベントを通して、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、バターなどの
乳製品ができるという流れを、来場された多
くのお客さんに知っていただく良い機会に
なったと思います。
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、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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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）

〈畜試便り〉
宮城県基幹種雄牛「茂洋」号が死亡しました

宮城県畜産試験場

本県の肉用牛振興および家畜改良の原動力として長年活躍してきた「茂洋」号が、令和元年９月26日（木
曜日）、宮城県畜産試験場において死亡したのでお知らせします。
「茂洋」号は平成13年１月９日生まれの18歳８か月齢で、老衰による心不全が原因でした。
「茂洋」号は、石巻市桃生町生まれで、父は宮城県を代表する種雄牛「茂勝」、母の父は、第７糸桜の息牛
である「糸晴波」です。平成13年６月直接検定候補牛となり岩出山牧場に移動、平成15年４月には後代検定
牛となり、それ以降畜産試験場で飼養されてきました。
平成19年度の現場後代検定の全国評価において、脂肪交雑（BMS･No.）7.4、ロース芯面積64cm2と全国１
位の成績を収め、平成19年３月から凍結精液の譲渡を開始し、累計配布本数は118,643本となりました。また、
子牛生産頭数（子牛登記数）は、52,554頭を数え、繁殖雌牛（登録牛）頭数としては、延べ6,629頭となって
います。
平成22年３月から現場における枝肉の一般出荷が開始されましたが、脂肪交雑（BMS･No.）7.8、上物率

86％という驚異的な数字をたたき出しました。なお、その当時（平成22年度）の全国の黒毛和種去勢牛の脂
肪交雑平均は5.6、平均上物率は56％となっています。このため、平成22年９月にはみやぎ総合家畜市場で茂
洋産子の雌子牛価格が市場開設以来最高値1,633,085円を記録しました。
平成24年10月に開催された第10回全国和牛能力共進会長崎大会では茂洋産子が活躍、若雌の１で５位、若
雌の２で５位、総合評価群で６位となりました。平成28年の全国肉用牛枝肉共励会においては、本牛の産子
が日本一を獲得し、平成29年に宮城県で開催された第11回全国和牛能力共進会においては、本牛の後継牛で
ある「好平茂」号の産子が第２区で日本一に輝くなど、その種牛性、産肉能力は全国的にも高く評価されて
います。このため凍結精液の生産を中止した平成25年11月以降もその功績を讃え、当試験場で引き続き管理
してきました。

後継の種雄牛では、本牛の初めての後継牛
「好平茂」号をはじめ、「勝洋」号、「茂洋美」
号、「洋勝忠」号、「洋糸波」号など、毎年度基
幹種雄牛に選抜されており、昨年度日本一の脂
肪交雑成績となった「茂福久」号も本牛の産子
です。
県といたしましては、「茂洋」号が築いた肉
用牛の生産基盤を活かしながら、仙台牛のブラ
ンドを向上させるため今後も肉用牛改良に取り
組んでまいります。

･ （酪農肉牛部　日野正浩）
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〈衛生だより〉
豚コレラの発生予防について

宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所畜産振興部
豚コレラは、豚コレラウイルスの感染による豚及びいのししの法定伝染病で、高い致死率（強毒株）と強
い伝染力が特徴です。我が国では2007年に清浄化されていましたが、2018年９月に岐阜県の養豚農場におい
て、26年ぶりとなる豚コレラの発生が確認され、以来、８府県（岐阜県、愛知県、長野県、滋賀県、大阪府、
三重県、福井県、埼玉県）で合計47例の豚コレラの発生が確認されています（令和元年11月５日現在）。
また、野生いのししでは、12県（岐阜県・愛知県・三重県・福井県・長野県・富山県・石川県・滋賀県・
埼玉県・群馬県・静岡県・山梨県）で
合計1,364頭において陽性が確認され
ています（令和元年11月２日現在）。
上記12県は「豚コレラワクチン接種推
奨地域」に指定され、養豚場の豚に対
して、順次ワクチンの接種が始まって
いる状況です。
また、養豚農場における野生動物侵
入防護柵の整備を図る「アフリカ豚コ
レラ侵入防止緊急支援事業」の実施要
領が制定されました（令和元年９月20
日承認）。上記事業を活用するととも
に、右記の図「予防対策の重要ポイン
ト」を参考にして、農場の飼養衛生管
理を向上させて、ウイルス侵入の予防
に努めましょう。また、豚コレラを疑
うような異状豚を発見した場合には、
直ちに、北部家畜保健衛生所又は栗原
畜産振興部に通報願います。

牛呼吸器病ワクチン「京都微研　キャトルウィン-5Hs」の販売中止について
一般社団法人宮城県畜産協会

このたびワクチン製造販売会社の㈱京都微生物研
究所から、牛の５種類の呼吸器病とヘモフィルス・
ソムナス（ヒストフィルス・ソムニ）感染症の予防
を目的に使用される「キャトルウィン-5Hs」が、令
和元年11月29日をもって販売が中止されることに
なったとの通知がありました。
その後は、製造販売会社が販売店を通じて流通す
るワクチンの回収を行います。
今後これに替わるものとしては、「牛５種混合生
ワクチン」と「牛ヘモフィルスワクチン」の２種類
で対応することになります。この２種類のワクチン
については、引き続き当協会でも対応しています。

･ （齋藤拓海）

ワクチン接種プログラムなど、ご不明な点がござい
ましたら当協会または指定獣医師、最寄りの家畜保
健衛生所等にご相談ください。

※５種の呼吸器病
牛伝染性鼻気管炎
牛ウイルス性下痢粘膜病（１型）
牛RSウイルス感染症
牛パラインフルエンザ（３型）
牛アデノウイルス感染症（７型）

･ （家畜衛生課）
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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（令和２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･ ･令和２年１月17日（金）･
～令和２年１月31日（金）（当日消印有効）

◇試 験 日 時･ 令和２年２月14日（金）午前８時45分～
◇合格発表日･ 令和２年２月21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）の募集人数は令和２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、宮城県内での就農を予定さ
れている方は、公益社団法人みやぎ農業振興公
社奨学金の申請ができます。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。

　令和２年度
宮城県農業大学校入校生を募集
　　　　　（一般入校試験後期）

私の実家は非農家である。
しかし、私は将来自分で和
牛一貫経営を行いたいと考
えている。そして、最終的
には自己流の和牛飼養管理
方法を考案・実証し、多く
の人に発信したい。

まず、なぜ私が畜産の道に進もうかと決めたのか
というと、理由は２つある。
１つ目は、農家になろうとする人が少なく、将来
私が農家になった時、競合相手が少ないと思ったか
らである。
２つ目の理由は、農家という職業は人間が食べる
ことを止めない限り無くならない職業であるから
だ。畜産物は日本をみても、世界をみても消費量が
年々増加していることから,畜産農家が今後もっと
活躍することができると考えている。
しかし、農業について勉強していくと、農家出身
でない自分が農家になるためには莫大な資金と農地
を持たなければできないということがわかった。こ
の問題を解決するための第一歩として、私は卒業後
の就職先であり、和牛一貫経営を行っている農業法
人でアルバイトをさせてもらっている。農地を所有
することについては全く目処が立っていないが、牛
のことや会社の経営について学びながら、資金を少
しずつ貯め、自営の和牛一貫経営に向け進んでいる
ところである。
そして、なぜ自己流の和牛飼養管理方法を、多く
の人に発信したいかといえば、私自身が現在、こう
いう情報源を強く望んでいるためだ。
飼養管理方法は農家によって異なるが、それぞれ
良い牛を作る方法であることに変わりは無い。計算
問題でも足し算だけしか理解していないよりもかけ
算や割り算も理解していた方が、早く答えを導き出
せるようになる。様々な飼養管理方法について、よ
り多くの知識や情報について、簡単に得られること
は、短い経験年数で、理想とする肉牛をつくる飼養
管理方法を習得、確立するために役立つと考えてい
る。そして、これらの情報を発信、入手するツール
としてインターネットを利用したいと考えている。
情報発信と情報収集が容易に行なわれ、個人に適し
た情報を選択できれば、情報を有効に活用できる。
そして個々のレベルアップは畜産業界全体のレベル
アップにもつながるだろう。
私はこれからも牛について勉強をし続け、理解を
深めていきたいと考えている。まずは自己流の和牛飼
養管理方法を確立するために、偉大な先輩方の経験
したお話も是非お伺いし、自身の糧にしたいと考えて
いる。様々な場面で皆様にお世話になるかと思いま
すが、今後ともどうかよろしくお願いいたします。

〈農業大学校生の抱負〉

ゼロから出発する和牛一貫経営をめざして
宮城県農業大学校畜産学部
２学年　中川　寛大
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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

◎肉用子牛生産者補給金制度　補給金単価･ （単位：円）
区　　分 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） − − 56,600 − −

◎肉用牛肥育経営安定交付金（牛マルキン）交付金単価･ （単位：円）
販　売　月 肉専用種（宮城県） 交雑種（全国） 乳用種（全国）
７月確定値 − − 35,702.1

　　　　（概算払） （−） （−） （31,702.1）
８月確定値 30,719.7 − 26,905.5

　　　　（概算払） （26,719.7） （−） （22,905.5）
９月確定値 − − 28,826.1

◎肉豚経営安定交付金（豚マルキン）交付金単価
　第１・２四半期（４月～９月）（確定）　交付なし

「みやぎまるごとフェステバル2019」が開催されました
宮城県食肉消費対策協議会

10月19日（土）・20日（日）の２日間、勾当台公園の会場に出展し、牛と豚の品種、食肉の日本史、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、来場者へ仙台黒毛
和牛と宮城野豚みのり又はしもふりレッドの試食を延1,200名に行いました。
初日は雨が強くあいにくの天気でしたが、試食をされた多くの方から、「おいしい肉ですね」とお褒めをい
ただき、「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。
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。

･ （事務局　一般社団法人宮城県畜産協会）

〈人の動き〉

令和元年10月１日付
新 旧 氏　名

県北家畜診療センター診療課課長補佐 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 加納　茂太
令和元年11月１日付

新 旧 氏　名
県北家畜診療センター診療課技師 （新規採用） 髙橋　孝徳

宮城県農業共済組合（NOSAI宮城）
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