
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 農林水産部畜産課 課長名 鶴岡 則夫 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

消費者と生産者相互の視点に立った畜産振興施策の新たな展開と畜産環境保全施策の展開により、安全・安心な畜

産物を消費者に供給する体制やＷＴＯ（世界貿易機関）農業交渉後においても持続発展可能な生産体制を構築し、地

域社会と共生する畜産業の確立を図ります。 

２ 施策の概要 

施策名 畜産振興の推進 
施策 
コード

４ － ０ ６ ０ ９

アクションプラン 
における位置付け 

戦略３ 日本一の安心農林水産物「千葉ブランド」の確立 
２６  国際化に対応した力強い農林水産業の展開 

上位政策 
計画等 

・あすのちばを拓く10のちから 
関係
課名

 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 
達成状況 
（年度） 

区
分

畜産関係産出額 
990億円 

（16年度） 

991億円 

（18年度） 

994億円 

（22年度） 

1,024億円 

（17年度） 

※18 年度の数値は、

19 年度に判明しま

す。 

―

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

・物価下落傾向の継続により畜産物についても価格低迷が続き、農家所得が減少します。 

・食料の自給率が低いため、安価な輸入畜産物の増加や輸入家畜飼料の価格の変動により、経

営が不安定な状態を招きます。 

・後継者のいない農家や高齢者の農家では、経営意欲が減退し生産が縮小傾向となります。 

・海外悪性伝染病が発生した場合、家畜を処分する等農家に対する打撃が大きく、立て直すに

は、経済的な負担が大きく経営を継続するのが困難となります。 

目標の 

達成状況総括 

 畜産振興の推進については、目標の達成に向けて概ね順調に進んでいます。 

 食の安全・安心体制の整備、経営体・担い手の育成や個性豊かな産地づくりなどの広範な施

策を円滑に推進した結果、指標の多くが目標値を達成していることから、畜産経営の持続的な

発展が期待され、全国でも有数の畜産関係産出額の確保が見込まれる状況にあります。 

３ 施策展開                                    （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

16,363 7,050 
金額

5,525 5,170 

1.0 0.7 
Ⅰ 

（食の安全･安心体制の整備） 

牛・豚の生産履歴を明確に記録し、それら情報を必要に応

じて消費者等に提供できるシステムを構築します。 

 人員
1.0 0.7 

2,649 4,657 
金額

2,767 3,867 

2.0 2.3 
Ⅱ 

（流通体制の整備･合理化） 

１ 生乳流通コストの低減を図るため、酪農生産者組織の再

編と併せ、流通の合理化を進めます。 

２ おいしくて、生産履歴のわかる県産畜産物の販売を促進

します。 
人員

2.0 2.3 



29,065 36,540 

金額

26,459 27,057 

2.7 2.4 

Ⅲ 

（農林水産業を支える経営体・担い手の育成） 

１ ゆとりある酪農、肉用牛、養豚経営の確立を図るため、

 ヘルパー（作業補助）制度の充実強化を図ります。 

２ 自給飼料生産を効率的に進めるため、飼料生産請負集団

の育成や作業機械施設等の整備を進めます。 

３ 多様化した畜産技術の指導体制を強化するため、熟練し

た畜産技術者等による支援システムを推進します。 

４ 肉用子牛の安定的な生産を図るため、肉用子牛生産者補

給金制度の推進を図ります。 

５ 経営感覚に優れた生産性の高い畜産経営体を育成・支援

します。 

人員

2.7 2.4 

132,050 431,024 

金額

187,374 448,628 

10.7 9.6 

Ⅳ 

（生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策） 

１ 消費者の求める良質で安全な畜産物を提供するため、

家畜改良等により能力の高い家畜を確保・増殖するととも

に、生産技術水準の向上と需給動向に即した計画的な生産

を促進します。 

２ 家畜伝染性疾病の発生予防、まん延防止のため、生産農

家における検査・調査・指導等を実施し、サーベイランス

（監視）体制を強化するとともに、慢性疾病等による家畜

の損耗防止を図ります。 

人員

10.7 9.6 

6,877 9,000 
金 

3,616 7,821 

0.6 0.9 

Ⅴ 

（地域の特性を活かした個性豊かな産地づくり） 

１ 牛を放牧して荒廃した遊休農地や里山等を再生・活用す

るとともに、有機畜産物ＪＡＳ（日本農林規格）に対応し

た牛の放牧管理方法を確立します。 

２ 遊休農地等の解消を図るため、飼料畑等への再生・利用

集積による飼料自給率の向上とたい肥の有効利用による

資源循環型農業の展開を図ります。 

人員

0.6 0.9 

45,331 39,172 
金額

37,469 39,172 

0.5 0.5 
Ⅵ 

（都市と農山漁村の交流の推進） 

千葉県酪農のさとにおいて、酪農・畜産に関する県民の理

解向上、都市と農村の交流促進及び畜産振興と地域活性化に

努めます。 
人員

0.5 0.5 

402,517 358,111 
金額

397,097 250,213 

4.5 4.6 
Ⅶ 

（バイオマス利活用の推進） 

畜産農家における家畜排せつ物の適正管理と有機質資源

としての有効活用を推進します。 

（ﾊﾞｲｵﾏｽ：生物由来の有機性資源） 

 
人員

4.5 4.6 

 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年）  
目標 

（目標年） 
達成状況 
（年度） 

区
分

牛の飼養管理情報データベース参

加団体数 

0団体 

（16年度） 

県一本化による参加 

（18年度） 

県一本化による参加 

（18年度） 
Ａ

Ⅰ 

豚トレーサビリティ実施出荷頭数 
6,000頭 

(17年度) 

20,000頭 

（18年度） 

50,000頭 

（20年度） 

22,265頭 

（18年度） 
Ａ

Ⅱ 県内酪農組織の合併後の数 
16組織 

（17年度） 

県内組織一本化に向

けた協議会の開催 

（18年度） 

流通組織委員会の開

催、協議会の開催 

（18年度） 

Ａ



酪農ヘルパー酪農家参加率 
41％ 

（16年度） 

43％ 

（18年度） 

45％ 

（20年度） 

41％ 

（18年度） 
Ｃ

飼料生産請負集団数 
3集団 

（17年度） 

5集団 

（18年度） 

10集団 

（22年度） 

５集団 

（18年度） 
Ａ

Ⅲ 

畜産経営を改善する指導件数 
90件 

（17年度） 

90件 

（18年度） 

100件 

（18年度） 
Ａ

乳用牛能力検定の参加牛の割合 
16％ 

（16年度） 

18％ 

（18年度） 

20％ 

（20年度） 

18％ 

（18年度） 
Ａ

 

和牛繁殖雌牛の飼養頭数（２歳以

上） 

 

1,160頭 

（17年度） 

1,180頭 

（18年度） 

1,300頭 

（22年度） 

1,210頭 

（18年度） 
Ａ

 

Ⅳ 

千葉県産ブランド和牛の生産頭数 
0頭 

（17年度） 

100頭 

（18年度） 

500頭 

（22年度） 

０頭 

※移植頭数71頭 

（18年度） 

Ｃ

 

牛を放牧する箇所数（累計） 

 

4か所 

（17年度） 

10か所 

（18年度） 

20か所 

（22年度） 

10か所 

（18年度） 
Ａ

Ⅴ 

遊休農地等の利活用面積 
0 ﾍｸﾀｰﾙ 

（17年度） 

50 ﾍｸﾀｰﾙ 

（18年度） 

100 ﾍｸﾀｰﾙ 

（20年度） 

56 ﾍｸﾀｰﾙ 

（18年度） 
Ａ

Ⅵ 

 

「酪農のさと」への来園者数 

 

54,654人 

（16年度） 

69,000人 

（18年度） 

65,336人 

（18年度） 
Ｂ

家畜排せつ物における簡易処理施

設から恒久的な処理施設へ改善す

る農家戸数 

132戸 

（17年度） 

71戸 

（18年度） 

0戸 

（21年度） 

33戸 

（18年度） 
Ｃ

Ⅶ 

堆肥利用促進集団育成数（累計） 
5団体 

（17年度） 

10団体 

（18年度） 

8団体 

（18年度） 
Ｂ

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ（食の安全・安心体制の整備） 

 豚トレーサビリティ（生産情報等を公開すること）については、実施出荷頭数の拡大と併せて

ＪＡＳ規格に適合するよう推進する必要があります。 

Ⅱ（流通体制の整備・合理化） 

生乳流通コストの一層の低減を図るため、県下を統一した酪農生産者組織の再編を図り、併せて

流通の合理化を推進する必要があります。 

Ⅲ（農林水産業を支える経営体・担い手の育成） 

１ 畜産農家のヘルパーについては、一層の組織の強化と利用率の拡大の推進と組織の構築をする

必要があります。 

２ 自給飼料の増産を進めるため、飼料生産請負集団の一層の育成が必要です。 

Ⅳ（生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策） 

１ 酪農については、牛群検定の普及拡大を図るとともに、雌雄判別技術等を利用した優良牛の確



残された 

課題 

保と後継牛の県内自給率の向上を図り、肉用牛については、優良牛の導入と新たな育種技術や受

精卵の利用による県産和牛の生産拡大を図る必要があります。 

 中小家畜については、優良系統豚及び特用肉用鶏の普及拡大を図る必要があります。また、飼

料費の低減化を図るため、食品残さの飼料化を推進する必要があります。 

２ 家畜伝染病の発生予防については、近年、海外悪性伝染病や人畜共通伝染病の発生等があるこ

とから、これまで以上に検査・監視体制の強化を図るとともに、動物医薬品の適正使用について、

生産者に徹底させることが求められています。 

Ⅵ（都市と農山漁村の交流の推進） 

畜産に関する理解のより一層の向上及び都市と農村が交流する地域活性化を図る必要がありま

す。 

Ⅶ（バイオマス利活用の推進） 

家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物の適正処理については、簡易な施設で対応した農家の恒久

的施設への改善誘導と併せて、処理施設で生産される大量のたい肥の有効利用を促進することが必

要です。 

今後の 

施策展開 

Ⅰ（食の安全･安心体制の整備） 

 消費者等に対して、牛や豚の飼料給与等の生産情報の公開をさらに進めます。 

Ⅱ（流通体制の整備・合理化） 

１ 酪農生産者組織の再編と併せ、生乳流通の合理化を進め、流通コストの低減を図ります。 

２ 生産履歴のわかる県産畜産物の定着と販売を促進し、国内外の競合産地との差別化を図りま

す。 

Ⅲ（農林水産業を支える経営体、担い手の育成） 

１ 酪農・肉用牛ヘルパーは、組織の強化及び利用率向上を推進します。また、養豚ヘルパーは、

組織の構築を図ります。 

２ 飼料生産請負集団の育成支援を進めます。 

３ 多様化した畜産技術の指導体制を強化するため、熟練した畜産技術者等による支援システムの

構築を図ります。 

４ 指定団体と連携して肉用子牛生産者補給金制度の加入促進を行い生産者の経営安定を図ると

ともに、肉用子牛価格低落時の補給金の適正な交付事務を推進します。 

５ 各分野の専門家で構成するコンサルタント団による個別の支援指導や地域の実情に合わせた

経営セミナー等を実施し、優れた畜産経営体を育成します。 

Ⅳ（生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策） 

１ 酪農では、牛群検定の普及率拡大を図るとともに、雌雄判別技術等を利用した優良牛の確保・

後継牛の県内自給体制を推進します。肉用牛では、優良牛の導入と新たな育種技術や受精卵の利

用による繁殖和牛の増頭と県産子牛の生産拡大を図ります。また、中小家畜では、家畜の改良に

加え、優良系統豚及び特用肉用鶏の普及拡大を図るとともに食品残さ飼料の利用で飼料費の低減

化を図ります。 

２ 家畜伝染病予防法に基づく検査・監視を確実に遂行するとともに、生産農場に多大の被害を与

える疾病については監視活動の充実強化を図ります。 

 

Ⅴ（地域の特性を活かした個性豊かな産地づくり）  

１ 遊休農地や里山を有効活用して、繁殖和牛の放牧による効果等の実証展示を行います。 

２ 遊休農地等を解消し、活力ある農村・農業の展開を図るため、飼料畑等への再生・利用集積、

労働力支援対策を推進します。 

Ⅵ（都市と農山漁村の交流の推進） 

畜産に関する理解の向上及び都市と農村が交流する地域活性化に努めます。 

Ⅶ（バイオマス利活用の推進） 

たい肥の有効利用を促進するためには、畜産農家と耕種農家の連携による組織的な取組みが必要

であることから、市町村等による組織作りや担い手の育成等の取組みを支援します。また、たい肥

の運搬・散布作業を担う労働力を軽減し、利便性の向上を図るために必要な作業機械や施設の整備

を併せて推進します。 



昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

Ⅰ（食の安全･安心体制の整備） 

  豚のトレーサビリティについては、システムを活用した豚肉の生産拡大とＪＡＳ規格取得を推進

します。 

Ⅱ（流通体制の整備・合理化） 

生産履歴のわかる県産畜産物の販売促進に取り組みます。 

Ⅳ（生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策） 

１ 新たな育種技術と受精卵移植技術を活用して、優良繁殖和牛を増頭します。 

２ 牛の雌雄産み分け技術の実用化に向けた試験研究を行います。 

３ 飼料費の低減化を図るため食品残さ飼料化施設の整備を行います。 

４ 高病原性鳥インフルエンザ等の家畜伝染病監視体制の強化として、モニタリング検査の戸数・検

体数を増やします。また、生産農場の立ち入り検査や臨時検査等の回数を増やし、飼養管理基準の

徹底を図ります。 

Ⅴ（地域の特性を活かした個性豊かな産地づくり） 

  遊休農地等を解消し、活力ある農村・農業の展開を図るため、新たに飼料畑等への再生・利用集

積、労働力支援対策を推進します。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・県産和牛ブランﾄﾞ化推進事業育種価評価、

供卵候補牛の選定 

・豚トレーサビリティ推進事業推進協議会及

び研修会 

・関係者打合せ会議（月３～４回） 

・実演練習・検討 

・生産者補給金交付申請等指導 

・加工原料乳数量報告（通年） 

・生乳乳製品流通対策事業に係る交付決定 

・補給金概算払い申請等の指導（通年） 

・各事業推進会議・検討会の開催 

・養豚・肉用牛ヘルパー事業説明会 

・「千葉県飼料増産行動会議」の開催 

・生産者補給金、積立助成金の交付申請等指

導 

・肉用子牛市場価格報告（通年） 

・補給金概算払い申請等の指導（通年） 

・基金管理状況報告指導（通年） 

・研究会、経営セミナー等の開催 

・各種書類の受理・審査及び送付、各種通知

の伝達、事業の指導監督（通年） 

・各種定期検査（通年）（2,470戸） 

・ウェストナイル検査（４ヶ所） 

・鳥インフルエンザ検査（通年）（205戸）

・鳥インフルエンザ調査（全戸調査） 

・放牧計画の策定 

・事業の執行管理（通年） 

・啓発・普及活動の展開（通年） 

・事業計画の策定 

・来園者（通年）（69,000人） 

４月 

～６月

・県産和牛ブランド化推進事業育種価評価、供卵

候補牛の選定 

・豚トレーサビリティシステム定着化検討会 

・豚トレーサビリティモデルシステム実証展示 

・加工原料乳数量報告（通年） 

・生産者補給金、積立助成金の交付申請等指導 

・養豚ヘルパー連絡協議会 

・肉用牛ヘルパー推進会議 

・肉用子牛市場価格報告（通年） 

・補給金概算払い申請等の指導（通年） 

・基金管理状況報告指導（通年） 

・各事業推進会議・検討会の開催 

・種畜検査 

・「千葉県飼料増産行動会議」の開催 

・各種書類の受理・審査及び送付、各種通知の伝

達、事業の指導監督（通年） 

・各種定期検査（通年）（2,511戸） 

・ウェストナイル検査（４ヶ所） 

・鳥インフルエンザ検査（延べ274戸） 

・鳥インフルエンザ調査（全戸調査） 

・放牧全体計画策定 

・事業の執行管理（通年） 

・啓発・普及活動の展開（通年） 

・事業計画の策定 

・酪農のさと来園者（通年：65,336人） 

・県畜産環境保全対策推進協議会 

・流通組織委員会の開催（通年） 

・豚生産農家、流通・加工・販売業者指導（通年）

・ＬＯシステム運用（通年） 

 

７月 

～９月 

・牛個体識別推進協議会 

・県産和牛ブランﾄﾞ化推進事業受精卵採取移

植 

・豚トレーサビリティ推進事業定着化検討会

７月 

～９月

・牛個体識別システム協議会、牛飼養管理情報デ

ータベースを県一本化で運営、耳標管理、報告

等指導 

・県産和牛ブランﾄﾞ化推進事業受精卵採取移植 



・関係者打合せ会議 

・生乳流通改善推進会議 

・各事業の実施及び調整 

・研究会、個別支援指導、経営セミナー等の

開催 

・養蜂転飼調整審査会開催 

・種畜検査 

・ウェストナイル検査４ヶ所 

・放牧施設等の整備 

・放牧実証展示開始 

 

・飼料抽出検査 

・生乳流通改善推進会議 

・生乳乳製品流通対策事業に係る交付決定 

・生乳流通改善推進会議開催 

・肉用牛ヘルパー推進会議、養成研修会 

・千葉県畜産経営体支援指導研究会、経営セミナ

ー等開催 

・養蜂転飼調整審査会開催 

・養豚ヘルパー先進地視察研修会 

・養豚ヘルパー地区検討会 

・遊休農地の放牧活用検討 

・移動放牧整備計画検討 

・ウェストナイル検査４ヶ所 

・畜産環境整備リース事業説明会 

・畜産環境整備リース事業検討会議 

10月 

～12月 

・県産和牛ブランﾄﾞ化推進事業受精卵採取移

植 

・牛個体識別普及資料作成 

・豚トレーサビリティ推進事業定着化検討会

・防疫演習の実施（１回） 

・演習記録の作成 

・生乳生産者団体・乳業者間の連絡調整会議

・各事業推進状況調査 

・研究会、個別支援指導、経営セミナー等の

開催 

・各家畜共進会開催指導 

・ウェストナイル検査４ヶ所 

・放牧実証展示 

 

10月 

～12月

・県産和牛ブランﾄﾞ化推進事業受精卵採取移植 

・耳標管理・報告等指導 

・飼料抽出検査 

・生乳生産者団体・乳業者間の連絡調整会議 

・豚トレーサビリティ拡大検討会及び研修会 

・酪農臨時ヘルパー養成研修会 

・肉用牛ヘルパー現地研修会 

・養豚ヘルパー地区検討会 

・いきいき畜産ちばサポートセンター設立 

・各事業推進状況調査 

・千葉県畜産経営体支援指導研究会の開催及び、

個別支援指導の実施 

・各家畜共進会開催指導 

・ウェストナイル検査４ヶ所 

・遊休農地の放牧活用検討 

・移動放牧整備計画検討 

・畜産環境技術指導者養成研修会 

・堆肥化施設設計計算研修会 

１月 

～３月 

・牛個体識別推進協議会 

・県産和牛ブランﾄﾞ化推進事業育種価情報の

収集 

・豚トレーサビリティ推進事業推進協議会 

及び研修会 

・乳質改善指導、集送乳合理化推進指導 

・各事業実施結果確認 

・個別支援指導、経営セミナー等の開催 

・人工授精師養成講習会 

・放牧実証展示 

 

１月 

～３月

・耳標管理・報告等指導 

・飼料抽出検査 

・豚トレーサビリティ研修会及び推進協議会 

・豚トレーサビリティシステム拡大検討会 

・豚トレーサビリティシステムソフトウェア開発

・乳質改善指導、集送乳合理化推進指導 

・千葉県生乳流通合理化推進協議会の開催 

・酪農臨時ヘルパー養成研修会 

・養豚ヘルパー地区検討会、技術指導資料作成 

・千葉県コントラクター連絡協議会 

・各事業実施結果確認 

・千葉県畜産経営体支援指導研究会、経営セミナ

ー等の開催及び、個別支援指導の実施 

・人工授精師養成講習会 

・鳥インフルエンザ防疫演習 

・放牧実証展示 

・県畜産環境保全対策推進協議会 



５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ（食の安全･安心体制の整備） 

１ 牛の個体識別については、耳標管理・報告等指導を徹底するとともに、農協等が生産者の届

出代行を行える新たなシステム（ローカルオフィス（ＬＯ）システム）の運用を図りました。

２ 豚のトレーサビリティについては、モデルシステムの実証展示を行うとともに、他のグルー

プへ取り組みを拡大しました。 

Ⅱ（流通体制の整備・合理化） 

１ 生乳流通コストの低減を図るため、生乳の乳質基準の統一化を実施するとともに、酪農生産

者組織の再編に向け協議を進めました。 

２ 流通体制の整備を図るため、県内２農協の乳業工場の合併による統合を実施しました。 

３ 県産畜産物ＰＲ資材を作成し積極的にＰＲするとともに、県産表示調査を実施しました。

Ⅲ（農林水産業を支える経営体、担い手の育成） 

１ 飼料生産請負集団等の育成支援及びヘルパー制度による労働力支援の構築を展開しました。

２ 優れた畜産経営体を育成するため、経営に関する研究会や個別支援指導・経営セミナー等を

実施するとともに、フォローアップ指導を行い、畜産経営体の充実を図りました。 

Ⅳ（生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策） 

１ 酪農における後継牛確保対策を進める優良乳用種雌牛の導入を行いました。また肉用牛で

は、優良牛の導入と優秀な遺伝能力を持つ雌牛の受精卵採取・移植を行いました。 

２ 高病原性鳥インフルエンザ等の人畜共通伝染病監視体制の強化として、サーベイランス等の

充実を図りました。 

Ⅴ（地域の特性を活かした個性豊かな産地づくり） 

 遊休農地や里山等を利用した牛の放牧形態の実証展示を行いました。 

Ⅵ（都市と農山漁村の交流の推進） 

酪農のさとにおいて、都市と農山魚村との交流を推進しました。 

Ⅶ（バイオマス利活用の推進） 

補助事業、リース事業を利用した家畜排せつ物処理施設の整備を進めるとともに、たい肥利用

促進集団の育成支援を実施しました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項  

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

残された 

課題 

Ⅰ（食の安全・安心体制の整備） 

トレーサビリティシステムについては、より一層の普及定着を図っていく必要があります。 

Ⅱ（流通体制の整備・合理化） 

生乳流通コストの一層の低減を図るため、県下を統一した酪農生産者組織の再編を推進する必

要があります。 

Ⅲ（農林水産業を支える経営体・担い手の育成） 

１ 畜産農家のヘルパーについては、一層の組織の強化と利用率の拡大を推進する必要がありま

す。 

２ 自給飼料の増産を進めるため、飼料生産請負集団の一層の育成が必要です。 

Ⅳ（生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策） 

１ 酪農については、農家ごとの生産性の向上と優良後継牛の県内自給率の向上を図ること、肉

用牛については、県産和牛の生産拡大を図ることが必要です。 

 中小家畜については、優良系統豚及び特用肉用鶏の普及拡大を図る必要があります。 

２ 家畜伝染病の発生予防については、近年、海外悪性伝染病や人畜共通伝染病の発生等がある

ことから、これまで以上に検査・監視体制の強化を図るとともに、動物医薬品の適正使用につ

いて、生産者に徹底させることが必要です。 

Ⅴ（地域の特性を活かした個性豊かな産地づくり） 

  牛の放牧形態の実証展示をさらに進め、放牧による効果を明確にする必要があります。 

Ⅵ（都市と農山漁村の交流の推進） 

畜産に関する一層の理解向上及び、都市と農山漁村の交流による地域活性化を図る必要があり

ます。 

Ⅶ（バイオマス利活用の推進） 

家畜排せつ物法に基づく家畜排せつ物の適正処理については、簡易な施設で対応した農家の恒

久的施設への改善誘導と併せて、処理施設で生産される大量のたい肥の有効利用を促進すること

が必要です。 



方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅴ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅵ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅶ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

 

課題への 

対応策 

Ⅰ（食の安全･安心体制の整備） 

 消費者等に対して、牛や豚の飼料給与等の生産情報の公開をさらに進めます。 

Ⅱ（流通体制の整備・合理化） 

   早期の酪農生産者組織の再編に向け、生乳流通の協業化やＣＳ（クーラーステーション）の

適正配置など段階的に生乳流通の合理化を進めます。 

Ⅲ（農林水産業を支える経営体、担い手の育成） 

１ 酪農ヘルパーについては、未加入者への広報の徹底により加入を推進し、肉用牛ヘルパーに

ついては、新たなヘルパー組合の設立を促進することにより、組織の強化と利用率向上を図り

ます。 

２ 飼料生産請負集団の育成支援を進めるため、自給飼料生産機械の整備を促進します。 

Ⅳ（生産性向上に向けた生産基盤の整備・振興対策） 

１ 酪農では、牛群検定の普及率拡大を図るとともに、雌雄判別技術等の利用により自県産優良

後継牛の確保を推進します。肉用牛では、優良牛の導入と新たな育種技術や受精卵の利用によ

る繁殖和牛の増頭と県産子牛の生産拡大を図ります。また、中小家畜では、家畜の改良に加え、

優良系統豚及び特用肉用鶏の普及拡大を図るため、県のＨＰ等を活用し、性能を積極的にＰＲ

していきます。 

２ 家畜伝染病予防法に基づく検査・監視を確実に遂行します。また、生産農場に多大の被害を

与える疾病について監視活動の充実強化を図るとともに、動物用医薬品の適正使用の徹底を図

るため、農家巡回や研修会等を開催します。 

Ⅴ（地域の特性を活かした個性豊かな産地づくり）  

遊休農地や里山を有効活用して、繁殖和牛の放牧による効果等の実証展示をさらに進めま

す。 

Ⅵ（都市と農山漁村の交流の推進） 

都市部からの受け入れを増やし、畜産に関する理解の向上及び都市と農山漁村の交流による

地域活性化を図るため、酪農のさとの機能をより一層活用します。 

Ⅶ（バイオマス利活用の推進） 

たい肥の有効利用を促進するためには、畜産農家と耕種農家の連携による組織的な取組みが

必要であることから、市町村等による組織作りや担い手の育成等の取組みを支援します。また、

たい肥の運搬・散布作業を担う労働力を軽減し、利便性の向上を図るために必要な作業機械や

施設の整備を併せて推進します。 

 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

・生産者組織の再編を図り、流通の合理化を進めるとともに、生産履歴のわかる県産畜産物の販売促進に努めること。

・畜産物に対する消費者の信頼性を確保するため、食の安全・安心体制の整備に努めること。 

・バイオエタノールの需要増加に伴う家畜飼料対策を早急に検討すること。 

・県産豚の有利販売、販路拡大を図るため、ブランド化の取り組みを進めること。 

 


