
１ 

Ⅰ 畜産経営を支援する事業 
 

１ 地域畜産支援指導等体制強化事業（地方競馬全国協会） 

① 畜産の担い手育成・確保・増強に向けた体制強化を図る事業、② 地
域畜産に対する理解増進等畜産関連公益活動体制の強化を図る事業、③ 
地域団体との連携協調体制の基盤強化を図る事業、④ 地域一体型事業モ

デル等の創出を図る事業の推進を図った。 
 

２ 畜産コンサルタント等設置事業（県） 

畜産経営の経営改善を図るため、組織活動支援を含めた経営改善指導を

実施した。 
 
３ 会報誌編集発行事業（協会単独） 

畜産の生産から流通・消費に関する最新情報を、協会の情報誌「畜産ネ

ットワークちば」を３回発行し、協会はじめ関係機関、団体に配布し、畜

産経営の支援等に資した。 

 
４ 地域畜産総合支援体制整備事業（畜産振興総合対策）（県） 

畜産経営の安定化に資するため、県及び関係機関・団体の協力を得て、

畜産経営体に対する支援指導を行った。 
（１）コンサルタント団員の設置 

区 分 総括畜産 
コンサルタント 

畜  産 
コンサルタント 

非常勤畜産 
コンサルタント 指導員 

人数（名） ７ ４ ３３ １２ 

（２）畜産経営体支援指導研究会 
畜産経営技術等の支援指導・畜産経営状況調査を効果的に行うた

めの具体的な指導内容・手法等を検討する総合委員会（１回）及び

専門委員会（６回）を開催した。 

（３）畜産経営技術指導用機器の整備 
畜産経営体の支援指導を効果的かつ効率的に行うためのコンピ

ュータ関連機器の整備等を行った。 

（４）畜産経営技術の支援指導 
畜産経営体等からの要請内容・経営水準・実態等に応じ、経営改

善のための効果的な支援指導を次のとおり実施した。 

① 個別支援指導 
畜産経営体に対する経営診断改善指導（１１件）・経営管理技

術指導（１４件）・生産技術指導（４４件）・フォローアップ指



２ 

導（３０件）等を実施した。 

 
② 地域支援指導 

畜産経営技術に関する研修・意見交換等を行う場としての経営

セミナー等を１２回開催し、地域の経営体集団に対して経営改善

のための支援を行った。 

（５）畜産経営関係情報のデータベースの整備 
畜産経営体に対する効果的な支援指導を行う目的で、畜産関係情

報のホームページによる提供を行った。 

また、中央畜産会の開発した大家畜データベース（酪農経営・肉

用牛経営情報の有効活用）を継続・維持管理し、加入等の問い合わ

せに対応した。 

 

５ 畜産経営の持続的発展を図るための事業（(社）中央畜産会） 
（地域畜産経営の持続・発展のための人材活用モデル体制整備事業） 

経営支援に対する畜産経営のニーズは、畜産物の生産から、加工・流通

の改善、販売等ますます多様化するとともに、必要とされる人材やサービ

スも細分化しつつあり、畜産物生産に特化した既存の経営支援体制では、

十分な対応ができない状況にある。 
このため、畜産経営の持続的な発展に資するため、畜産経営者の高齢化

及び後継者不足等への対処を行うことを目的とする畜産経営の持続的発

展を図るための事業（地域畜産経営の持続・発展のための人材活用モデル

体制整備事業）を実施した。 
 

６ 国産飼料資源活用促進総合対策事業（畜産生産性向上促進総合対策） 

（(社）中央畜産会） 

配合飼料価格の上昇に対応してこれまで取り組んできたコスト低減対策を

基にさらに飼養、給与等の技術の改善、生産方式の転換等を図ることが重要

になってきた。このことから、（１）地域勉強会の開催、（２）相談窓口の設

置、生産者への助言・指導、（３）先行事例の調査・分析、（４）技術普及用

パンフレット等の作成・配布の４つのメニューを活用して関係機関・団体と

連携して家畜の生産性向上に取り組んだ。 
 
７ 貸付事業指導等事業（(財）畜産近代化リース協会） 

畜産近代化リース協会からの畜産機械、施設等の借受者を対象にその効果

的利用を促進するため、再貸付団体の協力を得て、６２基について確認調査

並びに指導を実施した。 
また、新規開拓に係る調査について３組合を対象に実施した。 



３ 

８ 大家畜経営改善支援資金借入者に対する指導事業（(社）中央畜産会） 

大家畜経営改善支援資金借入者の経営改善計画の進捗状況について、県

支援協議会（本協会事務局）が現地調査等を実施し、経営改善方策等につ

いて検討の上、借入者に対する指導を行った。 
 

９ 肉用牛振興推進事業委託業務（(社）全国肉用牛振興基金協会） 

肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業について、千葉県肉用牛増頭協議会で

の事業説明および現地指導を通じ、肉用牛繁殖基盤に係る事業推進を行っ

た。 
 

１０ 肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業・肉用牛生産性向上緊急対策事業 

（(社）全国肉用牛振興基金協会） 

肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業では、肉用牛繁殖基盤の強化を目的と

した、肉用牛ヘルパー活動推進、繁殖雌牛の導入促進、酪農経営等を活用

した登記可能受精卵移植奨励、若齢繁殖雌牛産子の肥育情報収集を推進し

た。 
肉用牛生産性向上緊急対策事業では、肉用牛の生産性向上を目的とした、

繁殖台帳の整備や資材の導入による繁殖性の向上、ワクチン等の活用及び各

種衛生資材・機器の導入による事故率の低減を推進した。 
 

１１ 畜産経営改善支援モデル事業（(社）中央畜産会） 

  畜産内外の多方面の専門家等で構成される地域支援検討委員会が地域

での生産基盤強化等に対する集団的取組に対して、経営支援を実施した。 
 

１２ 講習会・講演会等指導事業（協会単独） 

  世界経済の沈滞による消費停滞への影響からか、昨年秋以降の豚価格の低

迷に加え配合飼料価格の高止まりと、経営は大変厳しい状況に置かれている。 
  この様な現状を踏まえ、生産性向上を図るための技術、情報提供、意見交

換のための講演会・講習会を開催した。 
 
１３ 地域養豚振興特別対策事業（(独)農畜産業振興機構） 

  各地域における種豚の改良・未利用資源等を活用した特色ある銘柄豚生産

等を推進することにより、国産豚肉に対する需要の拡大、国際競争への対応

として養豚生産基盤の強化を図ると共に、事故率の低減や繁殖性の向上等を

通じた生産性の向上を強力に推進していくため、各地域において豚生産性向

上目標を掲げ、これら目標を地域が一体となって達成していくための取り組

みに対し支援をおこない養豚経営の体質強化を図った。 



４ 

１４ 地域養豚振興特別対策（養豚経営体質強化肉豚安定出荷緊急促進事業） 

（（独）農畜産業振興機構） 

季節的な卸売価格の低下に伴う経営への影響を緩和するため、生産者が一

体となって出荷時期の調整と併せて、一時的な販売額の低下リスクを生産性

向上によって補い、出荷安定化計画に基づいた取組みを行うことで養豚経営

の体質強化を図った。 
  種豚導入 ２,３３３頭  サーコワクチン子豚用 １５８,８００ﾄﾞｰｽ 

                      母豚用    ９５０ﾄﾞｰｽ 

 

１５ 地域養豚振興特別対策事業（（社）日本養豚協会） 

   委託調査事業   

   経営動向調査   ３８０戸 

   養豚基礎調査   ３０６戸 

   遺伝的能力調査  産肉調査 ３１８頭   繁殖調査 ２９０腹 

 

１６ 県産豚肉知名度向上対策事業（県） 

千葉県農業の中にあって主幹産業である畜産・養豚は年間１１０万頭以上

を出荷する全国第４位の養豚県であるが、大都市東京に近い都市部の消費者

の認知度が低い状況にあることから県単独事業として、平成２０年から実施

している。 
  事業は県内銘柄豚肉生産者及び生産者組織、販売者等と連携を図り、「旨さ

が多彩」「チバザポーク」の統一名称及びキャッチコピーを利用して、メデア

及び商談会を通じて広報・宣伝活動を行い県産豚肉の知名度向上を図った。 
 

１７ 国産飼料資源活用促進総合対策事業（(社）中央畜産会） 
   地域エコフィード利用推進 

飼料原料の大多数を輸入に依存している畜産業界にとって、配合飼料価格

の高止まりが経営を大きく圧迫している状況から、飼料自給率を高めること

に繋がるエコフィードの活用は不可欠である。 
近年特に安全性・品質・畜産物の評価を考えたエコフィードの利用が進め

られ、本事業による資源及び製造施設の調査とエコフィードを利用して生産

した畜産物に対する消費者の意識調査を実施し、エコフィードについての理

解醸成を図った。 



５ 

Ⅱ 家畜衛生向上に関する事業 
 

１ 家畜生産農場清浄化支援対策事業（（社 ）中央畜産会） 

  オーエスキー病の清浄化対策及び予防接種によるアカバネ病等の発生・流

行の防止対策を推進し、自主的な家畜防疫意識の向上及び家畜の損耗防止を図

り、もって畜産の健全な発展に努めた。 

（１）オーエスキー病清浄化のための防疫推進 
  ① ワクチン接種の推進 
    地域全体の取組みと接種農家における接種対象豚の全頭接種を促進す

るため、ワクチン接種推進費、全頭接種地域奨励費の助成を実施した。 
  ② 清浄性確認検査 
    清浄度段階に応じた地域内全戸の抗体検査で民間検査機関や獣医師を

活用した抗体検査等への助成を実施した。 
  ③ 清浄種豚の流通の促進 

    本病の抗体陰性豚の流通を促進するため、出荷予定種豚及び導入種豚の

抗体検査並びに陰性証明書の交付に要する経費（採材旅費、採材技術料、

検査費及び交付料）について助成を実施した。 

オーエスキー病ワクチン接種・検査等実績 
年度 ワクチン接種 耳標装着器 清浄性確認検査 種豚流通 備  考 
２１ 1,385,000 頭 ９本 1,469 頭 60 頭  

 

（２）発生・流行防止対策としてのワクチン接種 
   ワクチン接種を推進するため、下記ワクチンの接種について助成を実施

した。 

年度 アカバネ(生) 異常産(3 種混合) IBR5 種混合 IBR6 種混合 
21 6,597 頭 11,183 頭 3,670 頭 187 頭 

 
２ 家畜防疫互助基金造成等支援事業（（社 ）中央畜産会） 
  口蹄疫、豚コレラ等の海外悪性伝染病（牛疫、牛肺疫、アフリカ豚コレラ）

が発生した場合、畜産経営への影響を緩和するため、生産者自ら積立を行い

発生時の損害を互助補償する仕組みに国((独)農畜産業振興機構)が支援を行

うもので、21 年度は、以前の基金造成額を返還等し、新たに 3 年間事業とし

て加入の促進を図った。 

 



６ 

平成２１年度家畜基金加入状況 

牛 豚 
戸 数 頭 数 戸 数 頭 数 

７８６戸 ６７,８０５頭 ２１７戸 ５４１,３０３頭 
 

３ 死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業（（社）中央畜産会） 
県内におけるＢＳＥ検査が必要な２４カ月齢以上の死亡牛の円滑・適正な

処理を推進するため、死亡牛の発生農場から化製場までの輸送費及び焼却処

理経費の一部を助成した。 

平成２１年度死亡牛発生頭数等 
対象農家数 飼養頭数(24 月以上) 死亡牛発生頭数 備考 
１，４４０戸 ３６，７００頭 １，７２８頭 4.7％ 

 
４ 自衛防疫・自主管理強化対策事業（県） 

豚コレラ監視体制強化事業及び自衛防疫推進事業 
県内４地域において、獣医師による養豚農家の巡回指導や定期的な衛生

情報の収集等により豚コレラウイルスの動態を把握し清浄度を維持する。

また、推進会議を開催し、広報活動を通じて必要により豚コレラ抗体価の

測定等を実施した。 

（１）獣医師による市町村別巡回指導・・・１５２戸 
（２）自衛防疫推進会議等：６回、延１６１人、啓発資料：６,５２０部 

 
５ 馬飼養衛生管理特別対策事業（（社）中央畜産会） 
  馬の生産、流通の国際化等に伴いウエストナイルウイルス感染症等の侵入、

流行の危険性が大きいことから、競走馬以外の馬の獣医療実態調査、飼養衛

生管理技術講習会等を行い、馬自衛防疫の意識向上に努めた。 

（１）地域馬飼養衛生管理体制整備委員会の開催  １回 

（２）馬飼養衛生管理技術地方講習会の開催    １回 

（３）地域馬獣医療実態調査 
競走馬以外の馬に対して移動・流通実態を把握するため、乗馬倶楽部等

を対象に延１４０農場のアンケートを実施した。 
 
６ 育成馬予防接種推進事業（（社）中央畜産会） 

  馬飼養の集団化、大規模化及び煩雑な移動等の実態を踏まえ育成馬につい

て予防接種の徹底を図るため（社）日本軽種馬協会関東支部に委託し、その

必要経費の一部を助成し、馬防疫の推進に資した。 



７ 

 

７ 馬鼻肺炎流産予防接種事業（（社）中央畜産会） 

生産地における馬飼養形態の集団及び煩雑な移動等による馬鼻肺炎まん延

の実態を踏まえ、繁殖牝馬について馬鼻肺炎の予防接種の徹底を図るため、

（社）日本軽種馬協会関東支部に委託しその必要な経費の一部を助成し、馬

防疫の推進に資した。 
馬鼻肺炎予防接種頭数・・・１２０頭 

 
８ マイクロチップ生産地普及促進事業（（社）中央畜産会） 

生産地におけるマイクロチップ導入を促進するため（社）日本軽種馬協会

関東支部に委託しその必要な経費の一部を助成し、マイクロチップの普及に

資した。 
マイクロチップ購入・埋込・・・・・ ５頭 
 

９ 高病原性鳥インフルエンザ防疫強化緊急対策事業（（社）中央畜産会） 

本県養鶏農場の鳥インフルエンザウイルス侵入防止体制の向上を図るため

の関係者による推進会議や野生生物等の防除に関する検討会をし、防疫体制の

強化に努めた。 

（１）地域推進会議   ２回 

（２）野生動物等防除に関する検討会の開催   １回 
 
１０ 馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業（（社）中央畜産会）新規 

 馬インフルエンザの清浄化に向けた生産者自らの自主的な取り組みを支

援するため、乗用馬等を対象に本病の浸潤状況検査、ワクチン接種に対し

て助成した。 

１８牧場等、インフルエンザ抗体検査関係：２８頭 

 ワクチン接種頭数：２５５頭 

 

１１ 千葉県オーエスキー病清浄化支援対策事業（協会単独）新規 

   オーエスキー病の清浄化を図るため、千葉県オーエスキー病防疫対策

実施要領に基づき行う、清浄度確認検査について助成した。 

年度 
３種混合ワクチン インフルエンザワクチン 日本脳炎ワクチン 

１歳馬 ２歳馬 計 １歳馬 ２歳馬 繁殖牝  計 ２歳馬 計 
21 80 510 590 40 510 50 600 510 510 



８ 

 

検 査 機 関 検査農場数(延) 検査頭数(頭)  備 考 

北部家畜診療所  ８７ １，５５２  

(株)食環境衛生研究所等 ２０    ３２３  

各家畜保健衛生所  １２８ ２，９５９  

 

１２ 特定疾病損耗防止事業（協会単独） 

下記疾病に対して予防接種を推進した。 

ワクチン種類 実施頭数（頭） 備  考 

オーエスキー病   ９，８８０  

豚丹毒（生） ５，７８７  

豚日本脳炎（生）  ２５３  

豚日本脳炎･パルボウイルス感染症 ４６１  

 



９ 

Ⅲ 畜産の活性化を進める事業 

１ 畜産フェア（協会単独） 

消費者に千葉県の畜産・畜産物に理解を深めて頂くため、第３回目の畜産

フェアを１０月１０日（土）船橋競馬場ふれあい広場において開催した。 
  県内畜産関係の３０団体が出展し、県内の畜産の現状、牛乳、牛肉、豚肉、

卵等試食販売、搾乳体験、骨密度測定を行いました。また、来場者には県内

の畜産をより知ってもらうため「畜産ウルトラクイズ」を開催、協賛いただ

いた３０団体から参加者に豪華な畜産品をプレゼントした。 
 

２ 畜産関係団体調整機能強化事業（(社）中央畜産会） 

  畜種を越えた畜産に携わる女性のネットワーク「ちば畜産レディースネ

ットワーク」、仲間づくりの事業を支援した。 
また、地方競馬の振興と併せて畜産物の理解を図る活動を船橋競馬場に

て実施した。 
 
３ 畜産物安全・安定供給相互理解体制推進事業 

畜産物の安全安定供給におけるそれぞれの取組みなどについて、生産者か

ら流通、消費者に至る代表機関・団体が相互に理解するための会議及び研修

会、交流会等を実施した。 
なお、実施にあたっては県域検討委員会で検討した内容に基づき、地域畜

産ふれあい体験交流活性化事業を利用して実施した。 

（１）県域検討委員会（２回）（地方競馬全国協会） 

（２）生産者、消費者、検討委員等との現地視察・交流促進活動 
（地域畜産ふれあい体験交流活性化事業） 

畜産をとりまく状況は、飼料をはじめとする資材価格の高騰、景気低迷

による畜産物価格の低迷により、非常に厳しい状況におかれている。つい

ては、当事業に理解をいただいている消費者団体活動を行っている方々に

対して、畜産理解醸成のため畜産の現状を伝え、その参加者を通じて一般

消費者等への畜産に対する理解を深めることを目的に現地視察・交流会を

実施した。 
 

４ 地域畜産ふれあい体験交流活性化事業（(社）中央畜産会） 

畜産経営体が主体性を持って消費者とのふれあい交流を行う体制を整

備することを目的に、地域活性化会議や研修会、調理教室を開催及び普

及・啓発向上資材の作成を行い、畜産の振興を図った。 
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５ 畜産経営技術等支援・表彰事業（(社）中央畜産会） 

地域における優良事例を幅広く収集するため、行政機関、畜産関係団体関

係者及び学識経験者等によって構成する千葉県優良事例選定審査委員会を設

置し、県内優良事例の収集、県内公募事例の受付を行うとともに、選定およ

び取りまとめを行い、中央畜産会へ推薦した。 
 

６ 優良種豚場認定事業（(社）日本養豚協会） 

農家戸数の減少、規模拡大に伴い種豚の供給を担うブリーダーの役割は限

定されてきている状況にある。 
厳しい生産現場の状況を考えると、より能力（繁殖性・産肉性）の高い種

豚の改良・確保が最も重要であることから、種豚の生産基盤強化と登録事業

の推進を図るため（社）日本養豚協会認定規定に基づく認定により育成強化

を図った。    指定種豚場１１場   衛生管理優秀種豚場５場 

 

７ 種豚オークションの開催（協会単独） 

県内ブリーダーの育成と純粋種資源確保を図るため、養豚生産者、関係者

の協力を得て開催し、優良種豚の流通促進と関係者間の情報交換の場ともな

りオークションをとおして、本県養豚産業推進に重要な種豚の確保を図った。 
第２９回開催： ６月１０日(水) 出品頭数 ４６頭 販売成立 ６３.０％ 
第３０回開催：１０月２８日(水) 出品頭数 ６４頭 販売成立 ２１.９％ 
第３１回開催： ２月１０日(水) 出品頭数 ５８頭 販売成立 ５３.４％ 

 
８ 種豚改良対策基金原種豚認定事業（協会単独） 

(社）日本養豚協会指定種豚場を対象とした事業として、本県純粋種豚の

改良、資源確保のため本事業により助成・強化推進を図った。 
   認定農場  ９農場 
   純粋種豚改良のための人工授精用精液  ２本 
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Ⅳ 畜産物の品質向上を図る事業 
 

１ 登録事業 

優良種豚改良の基本となる登録を(社)日本養豚協会登録規定に基づき実施

した。 

種豚登録 １９１頭、子豚登記 ６４５頭、一代雑種血統証明   ６６２頭 
産子検定  ５７頭、繁殖登録  ３１頭、肉豚証明     １,０１１頭 

 
２ 検定・検査測定・調査事業 

地域養豚振興特別対策事業の委託事業及び千葉県自家検定推進協議会事業

として連携をとり、種豚場及び繁殖豚の能力を現場において検定・測定を実

施し、そのデータは国が実施する遺伝的能力評価によって分析され、そのデ

ータを基に種豚改良と肉質改善を図った。 

繁殖検定 ６９４頭 ・ 産肉検定 ３１８頭 ・ 枝肉調査 ８,４４６頭 
 

３ 家畜改良体制整備総合対策事業 
千葉県家畜改良推進協議会を通じ、電算化による血統・検定成績の証明の

迅速な発行処理を図ると共に、改良に関するデータの利用推進を図った。 

 
４ 豚共進会事業（県） 

全国第４位の生産を誇る豚肉生産量の維持、拡大と生産の安定を図るため

に必要な優良種豚の確保のため、種豚改良の成果を競い合いまた勉強会・情

報交換の場として関係機関の協力を得て開催し、種豚の重要性と品質の高い

豚肉生産技術の向上を図った。 

肉豚の部：１０月６日～８日 出品頭数 ３１４頭 
    付帯事業：枝肉の見方の勉強会  

種豚の部：１０月２７～２８日 出品頭数 ３３頭 
    付帯事業：種豚の見方の勉強会 
 
５ 系統豚維持組合せ事業（県） 

 県が造成した系統造成豚の利用により種豚の能力・豚肉の品質を検証す

るため、系統豚維持、増殖を行う生産者集団農家において、現場における

種豚の能力を調査し、そのデータを基に系統豚の普及拡大と強化を図った。 

調査維持農場   ４場 
繁殖能力調査 １０７腹・産肉能力調査 １０７頭 
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６ 優良種豚育種効率向上推進事業（県） 

品質の高く、安定した豚肉生産を図るために必要な優良種豚の確保と改良

を推進するため、生産農場における種豚の現場検定及びその系統から生産さ

れた肉豚の枝肉調査を実施し、そのデータを基に能力の高い優良種豚の増

殖・選抜確保を図った。 

純粋種豚の確保頭数  １００頭（農場数 １５場） 

   現場検定頭数    繁殖 １６０頭 ・ 産肉  １５０頭 
   産肉調査      枝肉 ４９５頭 
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Ⅴ 畜産経営の安定化を図る事業 
 

１ 肉用子牛生産者補給金交付業務（(独)農畜産業振興機構） 

（１）肉用子牛生産者補給金交付に係る業務 

肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、生産者補給金の交付等の事

業を通じ、肉用子牛生産の安定と経営の健全な発展に努めた。 

① 平成２１年度生産者補給金交付契約締結者 ２８６人 
② 事務委託先契約締結数 ２０件 
③ 契約肉用子牛の個体登録 １５,４００頭 
④ 生産者補給金交付状況 
 交付対象頭数 ４,２７９頭 
 交付対象生産者数 （延）４７戸 

 
（２）子牛生産拡大奨励事業（(社）全国肉用牛振興基金協会） 

肉用子牛繁殖経営の安定と子牛生産拡大意欲の向上を図るため肉

専用種繁殖雌牛の規模拡大・維持者に対して奨励金を交付することに

より肉専用種繁殖経営における肉用牛資源の拡大に努めた。  
なお、２１年度の奨励金の交付は無かった。  

（３）その他補給金制度にかかる事業 

１）肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業（運営適正化事業） 
（(独）農畜産業振興機構）  

肉用子牛生産者補給金制度にかかる業務の適正な実施を図るため、

全国統一電算処理システムの整備強化並びにこれらによる業務の充

実と事務委託先との個体登録個体識別及び販売・保留確認等の業務の

委託により適正かつ円滑な実施に努めた。 

 ２）肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業（指定協会運営体

制支援事業）             （(独）農畜産業振興機構） 
生産者補給金制度の推進のための実施体制の確立と運営基盤の安

定化のために、財政的支援を得て、協会運営の財政的基盤の強化を図

り、肉用子牛生産者補給金制度の適正な運営に努めた。  

（４）肉用子牛資質向上緊急支援事業（(独）農畜産業振興機構）  
   繁殖経営の収益性の改善を図るため、地域において特に優秀な種雄牛の

精液による交配や優良な繁殖雌牛への更新により子牛の資質向上に取り組

む肉用子牛生産者補給金制度契約生産者に対して、支援交付金（８４頭に

対して）を交付した。 



１４ 

２ 肉用牛肥育経営安定対策事業（（社）中央畜産会） 

肉用牛肥育経営においては、素畜の導入から肥育牛の出荷まで一定期間を

要し、かつ、生産費用に占める素畜費の割合が大きいことから、素畜価格と

枝肉価格の水準によっては経営収支の悪化が懸念される。このため、肉用肥

育経営の収益性が悪化した時に肥育牛補てん金を交付し、肉用牛肥育経営の

安定と肉用牛生産基盤の拡大に努めた。 
補てん金については、飼料価格が高値で推移し、また、枝肉価格の低迷等

から粗収益が減少したため、肉専用種・乳用種・交雑種は毎四半期に補てん

金が発動となり、補てん金は５２８,８８４千円（１５,９９８頭）が交付され

た。 
 

３ 肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業（（社）中央畜産会） 

  肉用牛肥育経営においては、枝肉価格の低迷や導入時のもと畜価格高に加

え配合飼料価格等の高騰により、乳用種肥育経営を中心に物財費すら賄えな

い状況となっている。このため、肉用牛肥育経営における収益性の著しい悪

化に対処するため緊急的・時限的な特別支援により、肉用牛肥育経営体も安

定と肉用牛の再生産の確保に努めた。 
  補てん金額は６４６,６３８千円（１５,９６６頭）３品種、毎四半期補てん

となった。 
 
４ 肥育牛経営緊急支援特別対策事業（ステップ・アップ事業） 

（肥育牛経営緊急支援強化事業）（新規：（社）中央畜産会） 
肉用牛肥育経営等については、枝肉価格が低迷している中で高い価格水準

の時期に導入されたもと畜費及び飼料価格の上昇を反映した生産コストの増

加により収益性の悪化が続いている。 
このため、生産性の向上または飼料自給率の向上の取組に加え環境対策の

強化への取組に対し奨励金を交付し、肉用牛肥育経営の安定及び肉用牛生産

基盤の拡大、良質な牛肉の安定供給の促進に努めた。 
 対象生産者数      １１５名 

   ステップ奨励金 １３２,５５０千円（１３,２５５頭） 
   アップ奨励金   ９１,９１０千円（１３,１３０頭） 
 
５ 畜産物価格補償業務 

（１）肉豚価格差補てん緊急支援特別対策事業（(独）農畜産業振興機構） 

生産者自らが自主的に基金を積立て、肉豚価格の低落時にその基金を取

り崩して、地域保証価格との差額を補てんし、養豚経営の安定を図った。 
平成２０年１０月以降、肉豚価格の低落が続き、２２年１１月には基金

が枯渇してしまった。 
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平成２１年度 
肉豚価格差補てん緊急支援特別対策事業 補てん金交付状況 

（単位：頭、円） 
契約頭数 対象頭数 補てん金額 

630,862 551,477 860,783,396 

 

（２）養豚経営緊急支援追加対策事業（新規：(独）農畜産業振興機構） 

   肉豚価格差補てん事業の契約者に対し、肉豚の取引価格が農畜産業

振興機構理事長の定める基準を下回った場合に出荷頭数に応じて追

加の補てん金を交付した。 

平成２１年度 
養豚経営緊急支援追加対策事業 補てん金交付状況 

（単位：頭、円） 

対象頭数 補てん金額 

146,184 129,978,240 

 

６ 種豚改良対策基金（協会単独） 

  指定種豚場を対象に原種豚農場及び種豚の認定により、品質の高い良

質な豚肉を生産するための基礎となる純粋種豚の確保・改良を推進した。 

 

７ 政策要請活動  

養豚生産者の組織への参加を呼びかけ、組織の強化と畜政活動への積極的

な展開を図り、養豚生産者が考えている諸問題解決のため、生産者組織であ

るナイスポークチバ推進協議会との連携を図り、県・中央団体を通して関係

官庁に陳情及び要請を行なった。 
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Ⅵ 調査研究及び研修に関する事業 
 

１ 改良増殖技術実態調査（（社）中央畜産会） 

家畜改良を進めるにあたり、行政上必要な家畜改良頭羽数調査を、県

畜産課並びに各地域農林業振興協議会等を通じて実施した。  
 

２ 畜産生産基盤育成強化対策推進事業（畜産経営の担い手育成に向けた経

営支援の推進等）に係る優良経営事例の経営・技術データ指標値提供に係

る調査業務                   （(社）中央畜産会） 

酪農及び肉用牛経営における月々の収支・生産動向（家畜の月別動向、

収支状況、生産実績等）と年間の収益性ならびに生産性、経営的な属性等

について情報収集を行い、大家畜データベースにおいて指標値等として提

供することにより、高度化・多様化する畜産経営の形態に応じた生産技術

や経営管理技術の目標設定に資するため、情報を収集（酪農２戸、肉用牛

３戸）した。 
 
３ 畜産生産基盤育成強化対策推進事業（畜産経営の担い手育成に向けた経

営支援の推進等）に係る都道府県段階の支援対象となった畜産経営の実態

把握業務                    （(社）中央畜産会） 

畜産協会の経営支援対象となった畜産経営の年間の収益性ならびに生産技

術成績及び経営的な属性等に関する経営情報を収集し、都道府県段階の支援

活動の成果を把握するとともに、集計・加工等を行い、指導用資料を作成す

るため、経営支援事例を提供（酪農１戸）した。 

 

４ 動産担保融資活用状況調査アンケート発送業務 

（新規：(社）中央畜産会） 

生産者等の動産担保融資に係るニーズ・関心事項等の実態を把握するた

め、動産担保融資活用状況アンケート調査を実施した。 
酪農（１６戸）、肉用牛（２６戸）、養豚（１８戸） 

 

５ 日本政策金融公庫調査・委託事業 （日本政策金融公庫 東京支店） 

公庫資金等の活用推進につながるための業務として、メニューとして

公庫資金に対する理解、活用を促進するための取組み」を選択し研修会、

セミナーにおいてＰＲした。 

 
６ 畜産経営支援組織運営実態調査        (社）中央畜産会） 

農業サービス事業体等の組織体制、サービス内容等の組織概要、組織

運営・サービスの提供において抱えている課題や対応等を調査し、畜産
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経営支援組織連携強化事業の推進と今後の効果的な地域畜産支援に資

するため、調査を２カ所実施した。 

調査対象：牛群検定組合、肉用牛ヘルパー組合 
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Ⅶ その他 
 

１ 千葉県畜産物消費拡大推進協議会関連事業 

（１）千産全消販売促進対策事業（県単事業・公募事業） 

多様化した消費者ニーズや社会環境の変化に適確に対応し、本県の特徴

を活かし、県産畜産物を県内、首都圏へ積極的に売り込む団体４団体が結

集し公募事業へ参加し、消費者へのＰＲ活動を実施した。 
 

（２）千葉県産畜産物消費拡大推進事業 

安全・安心等消費者ニーズに応える県産物の銘柄等を推進し「千葉ブラ

ンド」を県内・首都圏・に向け千産千消・千産全消の確立を目指している

生産者団体が船橋市船橋競馬場（船橋ふれあい広場）において千葉県畜産

フェアを開催した。 
また、他団体が開催したイベント等に積極的に参加しＰＲ活動を実施し

た。 
 

２ 千葉県養蜂協会関連事業 

千葉県養蜂協会との事務委託契約により、協会の執行事業に係る事務

を取り扱った。  
 

３ 馬事畜産振興推進事業 

（１）平成２１年１０月１０日、千葉県競馬組合が実施する「ふれあい広

場」へ参加し、馬事畜産振興コーナーを設置し、ＮＰＯ法人いきいき

畜産ちばサポートセンターの協力を得てブックレット等の配布を行

い地方競馬の普及啓蒙を図った。 

（２）平成２１年１１月２０日、船橋競馬場において、千葉県馬事畜産振

興協議会と協賛して、冠レース・千葉県畜産賞「三里塚特別」を実施

し、優勝馬関係者に対して賞状並びに副賞を授与した。 

当日は競馬ファンサービスの一環として、牛乳を先着１,０００名

にプレゼントした。 

なお、副賞は千葉県産畜産物をＰＲするため、若潮牛・房総ポーク

Ｃの食肉セット、千葉酪製乳製品セット、はちみつセットを提供した。 

 

４ ナイス・ポーク・チバ推進協議会関連事業 

養豚経営の安定強化と産業の振興を図るため、生産者自らの資金拠出によ

る活動の柱である、県産（国産）豚肉の消費拡大活動、養豚経営安定強化の

ための政策要請活動に対し、協会として生産者の活動を支援するため事務を

取り扱った。 
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５ 千葉県自家検定推進協議会関連事業 

原種豚の確保と能力の高い種豚の改良を担う生産者組織に対し、協会の執

行事業関連事務を取り扱った。 
 
６ ちば畜産レディースネットワーク関連事業 

畜種を越えた畜産に携わる女性のネットワークとして、女性生産者を

はじめとする県内農業共済連獣医師、県普及員等の会員３４名で構成さ

れている。設立は平成１９年３月。  
平成２１年５月に平成２１年度総会を開催。平成２１年１０月、消費

者との交流として「千葉県畜産フェア」への出展と畜産ウルトラクイズ

への参加、地域畜産ふれあい体験交流活性化事業に係る調理教室の開催

協力（１２月、２月）を行った。また、ネットワーク活動に伴う役員会

（情報交換会）を６回（４月、６月、７月、９月、１１月、２月）実施

した。  
 
７ ＮＰＯ法人いきいき畜産ちばサポートセンター関連事業 

畜産に係わる生産者等への支援や畜産振興に向けた消費者等との交流を図

るために設立したＮＰＯ法人の会員は、団体含めて５４名となった。 
当畜産協会が行う下記の畜産支援事業や消費者交流事業について、その一

部をＮＰＯ法人に委託、または協力を得て実施した。 
（１）畜産経営支援事業 
・人材活用モデル体制整備事業 
・国産飼料資源活用促進総合対策事業（畜産生産性向上促進総合対策） 

（２）消費者交流事業 
・千葉県畜産フェア 
・畜産ふれあい体験交流研修会 

 


