
令 和 ２ 年 度 

協 同農業普及事 業の外部第三者評価会議 

【 配 布 資 料 】 

１ 普及指導活動成果発表 

（１）知多地域における稲ＷＣＳの品質安定と継続利用に向けた取組（知多） 

（２）リーダー農家との協働によるＧＡＰの普及（西三河） 

（３）集落ぐるみの獣害対策支援（新城設楽） 

（４）豚熱発生農家における経営再建の支援（田原） 

２ 普及指導基本計画（対象年度：2016～2020 年度）総合評価表 



課題数 推進事項数

担い手 10 56 53 95% 3 5% 0 0%

技術 作物 12 48 41 85% 4 8% 3 6%

野菜 22 97 73 75% 14 14% 10 10%

花き 15 60 48 80% 6 10% 6 10%

果樹 13 50 40 80% 4 8% 5 10%

畜産 8 33 30 91% 2 6% 1 3%

地域 9 34 23 68% 4 12% 7 21%

計 89 378 308 81% 37 10% 32 8%

（注）達成度の判定基準

　数値目標：Ａ＝８０％以上　　Ｂ＝８０％未満～６０％以上　　Ｃ＝６０％未満

　数値目標以外：数値目標の判定基準に準じ、対象の行動、意識等の変化を総合的・客観的に判断。

（令和２年度協同農業普及事業の外部第三者評価資料）

普及指導基本計画　重点課題総合評価とりまとめ

達成度　（注）

Ａ Ｂ Ｃ
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知多地域における稲WCSの
品質安定と継続利用に向けた取組

知多農林水産事務所農業改良普及課
石川由紀子 1

2

知多地域の農業

都市近郊地域としての立地条件
と温暖な気候を活かし、野菜、果
樹、花き、畜産の各作目間でバラン
スの取れた産地を形成している。

また、畜産が農業産出額380億
円全体の半分（H27年）を占め
ていることが大きな特徴である。
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１ 課題の背景
• 平成19年度の飼料高騰を受け、国産飼料の利用が進めら
れ、知多地域で生産された稲WCSを利用する養牛経営体
が出てきた。

• 経営所得安定対策で稲WCSの栽培が推進され、麦･大豆
が定着していない知多地域では平成21年から試験的に実
施し、稲WCSに活路を見いだしていた。

• 平成27年の稲WCS栽培面積は38.9ha、利用する養牛
経営体は12戸であった。

3

4

２ 問題点
• 収穫時期の都合で「コシヒカリ」を栽培しており、平成
27年度には栽培面積の約60％を占めているが、倒
伏による品質の低下が問題となっている。

• また、「コシヒカリ」は茎葉比率が低く、養牛経営体は
「たちすずか」のような茎葉比率の高い多収性品種を
望む声が多くなっている。

• 実需者である養牛経営体が、継続的な利用に対し
て品質や需給調整を不安に思っている。
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5

３ 目標

①コシヒカリを倒伏しない多収性品種に切り
替える。

②養牛経営体が継続して利用できる体制づ
くり
(品質安定、需給調整）

４ 農業改良普及課の取組
①コシヒカリを倒伏しない多収性品種に切り替え
る

倒伏で品質低下しやすい「コシヒカリ」を倒伏し
ない多収性専用品種に変え、生産安定を図る
候補：たちあやか、たちすがた、夢あおば、

なつあおば 6

平成27年度の品種と収穫時期
8月
上旬

8月
中旬

8月
下旬

9月
上旬

9月
中旬

9月
下旬

10月
上旬

10月
中旬

コシヒカリ モミロマン
たちすずか



4

コシヒカリに変わる品種の特徴

7

候補品種 収穫時期
(コシヒカリ比)

養牛経営
体の好み

注意点

なつあおば 7月下旬～
8月上旬
(やや早い)

○ 種子が販売されていないため、許
諾を受けて自家採種しなければな
らない

夢あおば 8月上中旬
(ほぼ同等)

○ 種子がやや高い

たちあやか 9月上旬
(やや遅い)

◎ 種子が高価
販売数量が少なく手に入りにくい

たちすがた 9月上旬
(やや遅い)

○ 種子の販売先が限られる

品種の試験栽培、生育調査実施

栽培暦の作成と導入推進

平成28年 「たちあやか」、「たちすがた」が一部で導入

平成29年 「夢あおば」が一部で導入

令和元年 「なつあおば」が一部で導入
8
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４ 農業改良普及課の取組
② 養牛経営体の継続利用
・品質安定

１経営体が収穫を実施

9

B WCS生産組
合（3耕種）

Ａ WCS生産
組合（6耕種）

耕
種

各自が収穫を実施

稲WCSの品質が悪かった場合、栽培中、収穫時、保管
後のどこに問題があったか明らかにならなかった。

畜
産

C WCS利用組
合

D WCS利用組
合

10

収穫時確認リストの記入によるトレーサビリティ体制の検討

平成28年
稲WCS収穫時確認リストの試行

平成29年
収穫時確認リストから稲WCSの
収穫時の状況を確認できるトレーサビリティ
体制を確立
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D WCS利用組合事務局、農業改良普及課

・需給調整
養牛経営体の要望に応じて、耕種経営体の供給先
や供給量を調整体制の整備

11

Ｂ ＷＣＳ生産組合

Ａ ＷＣＳ生産組合

Ｃ ＷＣＳ利用組合

Ｄ ＷＣＳ利用組合

耕種 畜産

作付予定
面積 報告

稲WCS配分本
数 確定作付面積配分 稲WCS希望

本数 報告

稲WCSの供給

12

５ 成果

倒伏しやすいコシヒカリは、倒れにくい多収性品種に
100％切り替えられた。

①コシヒカリを倒伏しない多収性品種に切替
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13

稲WCSの品質に問題があった場合は、
ラッピングの表示から稲WCS収穫時の状
況を、確認し、問題の原因を検討できる
トレーサビリティ体制を整備した。

稲WCSの品質問題の原因を収穫時確認リストを基に明確化

栽培中
品種・ほ場・生産者

収穫時
水分量・天候・生育

ステージ

保管後
ラップ傷・破れ

14

平成27年度の品種と収穫時期
8月
上旬

8月
中旬

8月
下旬

9月
上旬

9月
中旬

9月
下旬

10月
上旬

10月
中旬

コシヒカリ モミロマン
たちすずか

７月
下旬

8月
上旬

8月
中旬

8月
下旬

9月
上旬

9月
中旬

9月
下旬

10月
上旬

10月
中旬

なつあ
おば

モミロマン
たちすずか

夢あおば たちあやか
たちすがた

令和２年度の品種と収穫時期

倒伏しにくい多収性品種になったことに加え、収穫時期の分散にも
つながり、更に品質が安定した。



8

15

５ 成果

・品質安定
収穫時確認リストに基づくトレー
サビリティ体制の定着
不良品発生時の対応のマニュ
アル化

平成29年度以降
不良品発生なし

② 養牛経営体の継続利用

16

５ 成果
③ 需給調整マニュアル化

マニュアルに、時期、実施者、実施内容を細かく明記した。
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17

５ 成果
④ 飼料作コントラクターの経営確立

稲WCS９ha、飼料用米34ha
飼料用トウモロコシ(トウモロコシサイレージ)７ha
稲WCS収穫受託 ７市町 約50ha

６ 普及活動における工夫点
・「コシヒカリ」を倒伏しない多収性品種に切替
養牛経営体の要望を優先しつつ、生産者の
条件(品種の入手、収穫時期等)も考慮し推進

18
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19

• 不良品発生及び需給調整の対応の明確化

「いつ、誰が、何を」
行うか、時系列で明確
にした。

担当者が変わっても
問題なく進行される。

６ 普及活動における工夫点

20

• 農業改良普及課内の役割分担

稲WCS生産に関すること 作物担当
稲WCS利用に関すること 畜産担当
各担当者がそれぞれの生産者の代弁をしつつ、要望
を伝える。

６ 普及活動における工夫点
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リーダー農家との協働によるGAPの普及

所属 西三河農林水産事務所
農業普及課西尾駐在室

氏名 安藤悟志

１ 課題の背景

• 大正時代後期から、抹茶の原料であるてん茶を生産
• 生産者組織
西尾市茶業組合102名、吉良茶業組合25名

• 2018年度から愛知県GAP認証制度が始まった
• 西尾市の茶栽培農家のGAP取得状況（2018年当時）
AsiaGAP：１名 JGAP：５名
GAPに対する関心は高かった

• 東京オリンピック・パラリンピックに食材を提供するためには、GAP
の取得が前提条件であった
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2 問題点

• 愛知県GAP認証取得に向け
• GAPの適合基準に対する具体的な取組内容
（どこまでリスクを下げるのか）
• 対象をどこまでとするか
（管内の茶生産農家は127名）
• GAPの説明や指導の体制
（普及員1人では限界がある）

３ 目標
• 西尾機械製茶組合員24名が愛知県GAPの認
証を取得する。
（西尾機械製茶組合とは、西尾市茶業組合員
のうち、製茶工場を有する方で組織された組合）

吉良茶業組合25名

役員
3名

組合員
22名

製茶工場を持たない農家
78名

西尾市茶業組合102名

西尾機械製茶
組合24名

役員
６名製茶を委託

図 西尾市の茶生産農家に関する
組合組織のイメージ
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2018年４～７月
リーダー農家と愛知県Ｇ
ＡＰ取得に向けた打ち合
わせ

8/3 ９名
組合役員と県ＧＡＰの
適合基準について打ち合
わせ

8/23 43名
説明会にて県ＧＡＰの
説明

9/1
西尾茶愛知県ＧＡＰ
の会設立

9/11～10/19 71名
会としての内部点検を組
合役員と実施

12/3～19 ９名
普及課による現地確認

４ 農業改良普及課の取組

リーダー農家との打ち合わせ
（2018年４～７月）

対象

普及員 リーダー

機械製茶組合24名としたい 西尾市茶業組合員に広く声をかける
吉良茶業組合にも声をかける

体制 対象が多いと普及員1人では
指導、検査ができない

機械製茶組合員、茶業組合役員が
指導、検査を行う体制とする

内容 どの程度のレベルでGAPに取り組むか 県の現地確認等で必要となる最低限の
取組とする

進め方 茶業組合役員と検討したい
その後、説明会を行いたい 了解。役員や参集者には連絡する
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役員との打ち合わせ
８月３日 ９名

• 役員のうち、４名がJGAP等の認証を取得しており、
JGAPの取組を教えてもらい、県GAPの具体的取り
組みを決めた。

7

農薬空容器の扱い

JGAP
別けて保管

農協の年１回の所
定の引き取り日
（有料）に出す

危険個所の表示

製茶工場等で事
故になりやすい箇所
に危険表示全チェック項目（75項目）について、役員と協議し、具体的

な取り組みを決めた。

2018年４～７月
リーダー農家と愛知県Ｇ
ＡＰ取得に向けた打ち合
わせ

8/3 ９名
組合役員と県ＧＡＰの
適合基準について打ち合
わせ

8/23 43名
説明会にて県ＧＡＰの
説明

9/1
西尾茶愛知県ＧＡＰ
の会設立

9/11～10/19 71名
会としての内部点検を組
合役員と実施

12/3～19 ９名
普及課による現地確認
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３ ＧＡＰの取り組みによる主な改善点
① 帳簿の整理

農薬 出入り帳

肥料 出入り帳

施設・機械台帳

ほ場台帳

劇物表示

３ ＧＡＰの取り組みによる主な改善点
② 茶工場、倉庫

農薬保管庫に鍵

農薬はトレーに入れる

整理整頓

工場危険箇所表示
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ねずみ取り

３ ＧＡＰの取り組みによる主な改善点
③ 必要備品

農薬用ﾏｽｸ ｺﾞｰｸﾞﾙ
ペーパータオル

製茶工場用帽子

５ 成果
• 西尾機械製茶組合員24名のうち23名が愛知
県GAPの認証を取得した

• 71名で西尾茶愛知県GAPの会が設立され、団
体として初めて愛知県GAPの認証を取得した
（管内茶農家の半数強、茶園面積の６割強）

• ＧＡＰの取組により、農家の意識が向上
→整理整頓、鍵付農薬保管庫の整備、肥料・
農薬の在庫管理、危険箇所の表示等
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６ 普及活動における工夫点
・リーダー農家の意向に沿って活動すること
→反対意見はリーダー農家が対応してくれる
→リーダー農家と会談する回数を十分確保する

・全部を普及員がやろうとしない
→会員への指導や内部点検を組合役員などが分担して実
施してもらった
→産地として取り組んでいるという意識の向上

・わかりやすい目標
→東京オリパラへの食材提供、というわかりやすい目標を設
定した

7 今後の課題
・東京オリパラへの食材提供という目標は叶わな
かった
・愛知県GAPは、東京オリパラまでで終了
→GAP手法の継続的な取り組み
JGAP、AsiaGAPなどへのランクアップ
→県GAP以降、２名がJGAPを取得
・GAP以外の次の一手の模索
→先進的な取り組み
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ご静聴
ありがとうございました。
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集落ぐるみの獣害対策支援

所属 新城設楽農林水産事務所 氏名 磯部 良介
農業改良普及課 新城駐在室 1

みんなの意識が変わり、行動した！

2

集落ぐるみの獣害対策支援
みんなの意識が変わり、行動した！

背景
と

問題点
目標
と
取組

成果
と

工夫点
今後
の
課題

１ 課題の背景①

集 落

3

【 取組対象 】

生産者組織

地理的なくくり
・トマト部会
・ブドウ部会

・農家 (稲や野菜など )
・非農家 も含む

ＪＡの部会組織など

１ 課題の背景②

外部リーダーとして

集落が抱える課題（鳥獣害など）を解決する

4

【 普及員の役割 】

・ 考える場づくり
・ 合意形成の支援

１ 課題の背景③
【 馬場集落の課題 】

5

集落の代表者が、 たったひとり で
「 柵 でイノシシの対策ができないか」と考えていた・・・」

イノシシによる水稲への被害が問題となっていた

ば ば

6

・柵の資材費：国費
・柵の設置 ：申請団体 が設置する

自立施工侵入防止柵
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7

２ 問題点①
【 獣害対策の知識不足 】

良くない防御の例

・ 紐で畑を囲う
・ 夜に発光させる

⇒ 効果なし
8

２ 問題点②
【 集落みんなの意識に温度差がある 】

・ 対策しても効果がないよ
・ 私の畑は被害に遭ってないから、 関係ないよ など

質問：獣害について、どう思いますか？

9

２ 問題点（まとめ）
【 集落みんなの意識がバラバラ 】

負のスパイラル

対策するけど
効果がない

意識・意欲が
低下する被害が拡大

10

集落ぐるみの獣害対策支援

みんなの意識が変わり、行動した！

背景
と

問題点
目標
と
取組

成果
と

工夫点
今後
の
課題

11

３ 目標

集落ぐるみの獣害対策の実現

獣害対策の３本柱
環境管理 + 防御 + 捕獲

12集落ぐるみの対策が必要

環境管理環境管理

捕獲捕獲防御防御 捕獲檻電気さく
自立施工侵入防止柵

集落周りの草刈り
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４ 普及課の取組①
【 取組内容 】

13

集落の現状把握

イノシシの被害は？
【 取組内容 】
集落代表者、市役所と共に柵の設置コースなどを検討

話し合いの場 を設けることで決まった

田を柵で囲ってはどうか？

４ 普及課の取組②
【 2019年４月21日集落で初めての話し合い 】

15柵について検討した

４ 普及課の取組②
【 集落の人の声 】

16

・ 柵を設置した後、 何年も管理できるのか
・ 柵が邪魔で 農作業がしにくくなる

⇒ 集落みんなの意識はバラバラ だった

４ 普及課の取組③
【 引き続き 集落点検 を実施 】

17柵の設置予定コースを みんなで確認 した 18

道から入ってくるのでは？

水路はだいじょうぶ？
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19

集落みんなの意見 をまとめることができた

柵の設置コース

⇒市役所へ申請書を提出

４ 普及課の取組③
【 2019年５月～ 集落点検後の変化 】

20

集落の人が自ら行動 を始めた！

柵設置の道を切り開いた

整備前

整備後

設置しやすくなった！

ここに設置するしか・・・ ４ 普及課の取組④
【 ５月～１１月（柵の資材到着）】

22

７か月間 待つ！
⇒ 集落代表者の暗黒期 が始まる

本当に設置していいものか
不安に思う日々 が続く・・・

４ 普及課の取組④
【 暗黒期における取組 】

23

集落代表者の モチベーション UP を図る

イノシシが来てるよ！

４ 普及課の取組④
【 暗黒期における取組 】

24

集落座談会の開催 が決定

集落みんなの 合意形成の方法 を検討
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４ 普及課の取組⑤

25

【 2019年11月10日 集落座談会を実施 】

受益者２９戸の内、２５名 が出席 26

集落内に侵入した
イノシシ

４ 普及課の取組⑤

集落みんなが心をひとつに 柵の設置へ

27

【 座談会後の 集落の変化 】

柵の設置が合意された 崖っぷちの 設置

11月から１月にかけて
計画的に実施

29

老木を伐採し、柵の損壊を防止

設置後の管理も意識

30

イノシシの侵入を防ぐ
カラクリを

自主的に作成
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31

集落ぐるみの獣害対策支援
みんなの意識が変わり、行動した！

背景
と

問題点
目標
と
取組

成果
と

工夫点
今後
の
課題

32

５ 成果

集落のみんなが
意識を変えて、行動した！

６ 普及活動における工夫点①

共に考え、行動した

33

・ 信頼関係を構築できた
・ 集落の内情を教えてもらえた

６ 普及活動における工夫点②

獣害の見える化

34

イノシシの映像を見たことで意識が高まった

６ 普及活動における工夫点③

35

合意形成の手順 を検討

適切な時期に座談会、集落点検を実施できた
36

集落ぐるみの獣害対策支援
みんなの意識が変わり、行動した！

背景
と

問題点
目標
と
取組

成果
と

工夫点
今後
の
課題
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37今は 環境管理 の取り組みを支援

環境管理環境管理

捕獲捕獲防御防御
捕獲檻

✔
自立施工侵入防止柵

集落周りの草刈り

４ 今後の課題

38

集落ぐるみの獣害対策支援
みんなの意識が変わり、行動した！

背景
と

問題点
目標
と
取組

成果
と

工夫点
今後
の
課題

ご清聴ありがとうございました
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豚熱発生農家での経営再建の支援

東三河農林水産事務所田原農業改良普及課 山内秀昭

【発表内容】
課題の背景
問題点
目標
普及課の取り組み
成果
普及活動の工夫点
今後の課題

１ 課題の背景

・田原市の農業産出額は全国１位
・畜産は田原市の農業の三本柱の一つ
・田原市の養豚 54農場、100,654頭飼養

田原市の農業産出額割合
（平成30年）

1.3%

37%

0.5％35%

26%

0.2％

野菜

花き 果実

米･工芸その他

田原市畜産の農業産出額割合
（平成30年）

畜産
14%

36%39%

9%
1% 1%

養豚
酪農

肉用牛採卵鶏
肉用鶏 その他

849億 220億
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１ 課題の背景

2農場
2019年4月21日 発生

1農場
2019年2月6日 発生

8農場
2019年2月13日 発生

４農場
2019年3月28日 発生

1農場
2019年3月29日 発生

２農場
2019年5月17日 発生

1農場
2019年6月12日 発生

・2019年２~12月に田原市内で豚熱発生
・関連農場を含め 20農場の 37,605頭が殺処分
・53農場で豚の出荷ができない状況が続き経営にダメージ

1農場
2019年12月18日 発生

〇豚熱による経営損失試算（未定稿）

区分 金額
➀殺処分 11億４千万円
②移動制限による経費増額・売り上げ低下 ４億２千万円
③本来あるべき豚の販売額 38億2千万円
④母豚の導入資金 2億５千万円
➄侵入防止柵・更衣室・ネット設置 5千万円

計 61億３千万円
※ 赤字は、実際の数値。
※ ②は令和元年～令和4年の累計。廃業５農場は未計
上。
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豚熱により殺処分を受けた
養豚農家の経営再建にむけて

・重点指導対象
（農）野田南部養豚組合６戸
（農）ヒルワ畜産組合の４戸

・組合とした理由

後継者が多く、経営継続に前向き
団地であるために、共通する衛生管理対策が必要

5

１ 課題の背景

野田南部養豚組合

ヒルワ畜産組合

２ 問題点
（１）衛生対策について
・敷地を共有しているため、ウイルスの侵入遮断は個別
に実施できない
・動線の見直しに伴い、母豚数の削減や施設の改修や
増設が必要

（２）経営再建計画について
・母豚の導入から経営が軌道にのるまで約10年かかる
・新しい衛生対策のもとでの豚の導入・出荷の計画と、
これに合わせた資金調達計画の作成には時間がかかる
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３ 目標

◎養豚農家としては～
豚熱・その他疾病の発生を回避する飼養管理
◎関係機関としては～
地域のモデルとなる衛生に配慮した農場作り

（1）衛生対策について
・組合共通の改善項目の設定と実施

（2）経営再建計画について
・個人の計画的な母豚導入と肉豚出荷

４ 農業改良普及課の取組
（1）衛生対策について
新たな飼養管理の提案と実証
・再建検討会議の開催（役割分担と意識統一）
・グループシステムとAll In All Out
・改善７項目の設定と実施支援

（2）経営再建計画について
運転資金確保のための動体表の作成支援
・豚の動態表を作成
・個別の状況に応じた補助金、融資の活用提案
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“組合共通の
①改善7項目の選定と
②実施支援、
③進捗状況の確認”

【再建検討会議】
令和元年度 ２回/月
令和２年度 １回/月

民間コンサル獣医師・種豚メーカー、
JA愛知みなみ、JAあいち経済連、
東部家畜保健衛生所、普及課

４ 農業改良普及課の取組

【役割分担】

獣医師 ：衛生対策等
JA・経済連：豚・餌導入、出荷等
普及課 ：動体表や経営試算等

（1）衛生対策について

（1）衛生対策について
改善７項目の設定
①敷地内へのウイルスの侵入を遮断
母豚導入、車両消毒、出荷台の設置、柵の設置
②豚舎内へのウイルスの侵入を遮断
シャワーイン・アウト、豚舎ごと専用衣服・長靴着用
③豚舎内での感染を遮断
舎内の水洗・消毒・乾燥の徹底、
All In All Out の実施➤グループシステムの提案

４ 農業改良普及課の取組
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【グループシステム導入の必要条件】
「発情の同期化」と「多産系母豚の導入」

地域では導入がない技術、地域調査研究として分析

４ 農業改良普及課の取組

グループシステムとは
母豚、肉豚をグループに分けて管理。グループ単位で豚舎を移動
させ、豚舎を空にできる＝洗浄・消毒作業ができる！
メリット
豚熱以外の疾病予防にもつながり、衛生レベルがアップ
デメリット

母豚数を15～20%減らすか、豚舎の増設が必要

（1）衛生対策について

４ 農業改良普及課の取組
再建検討会議での普及課の助言

哺乳母豚で食欲停滞が見られるんだけど？
→育成期に繊維を給与するのとタンパクを下げては？

哺乳母豚で犬座し子豚の圧死が増えたんだけど？
→暑熱対策と保温箱の改造や保温箱と母豚とのスペースに餌箱を置
かないようにしては？

獣侵入防止柵は、どう設置したらいい？
→事例紹介や必要設置長を計測。

（1）衛生対策について
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動体表とは？動体表を作る理由
１．施設規模に応じた母豚頭数の算定
２．年間をとおして安定的に肉豚出荷
３．母豚の計画的な更新

経営試算を行うための基礎数値となる

４ 農業改良普及課の取組

始まりは、動体表の作成個別対応

（2）経営再建計画について
運転資金確保のための動体表作成支援

【動体表の作成】

・常時飼養頭数の予測
・出荷予測
・母豚更新頭数予測

〇〇養豚場

【試算諸元】 淘汰割合の目安
5 か月齢 分娩室数 105 室 40 2 2
8 か月齢 淘汰産歴 7 産 40 4 4

91.2 日 母豚導入 7 日 40 6 6
7 日 授乳期間 21 日 分娩率 96.6 ％ 40 8 8

114 日 子豚育成 0 日 40 10 10
35 日 消毒・乾燥 7 日 40 12 12
186 日 28 40 14 14
10.12 頭/腹 廃豚日 3 日(分娩後） 40 16 16

（離乳頭数11頭、離乳後事故率８％で計算） 40 18 18
【母豚、肉豚の状況】

単位 R1年 R2年 R3年 R4年 R5年 R6年
頭 0 312 400 400 400 400
頭/年 160 220 56 249 101 89
頭/年 0 12 52 172 182 65
％ 13 43 45.5 16.25
頭/年 3,128 6,625 8,541 9,584 9,308
頭/母豚 10.03 16.56 21.35 23.96 23.27

【交配・分娩・出荷の状況】

グループ
候補・
母豚数

導入 交配① 分娩① 産歴 分娩舎導入 分娩舎空舎 廃豚頭数 廃豚日 差引頭数 肉豚出荷 出荷頭数 次回種付け 分娩

G1 40 R1.9.3 R1.12.3 R2.3.26 1 R2.3.19 R2.4.23 1 R2.4.12 39 R2.9.28 391 R2.4.23 R2.8.15
G2 40 R1.10.9 R2.1.8 R2.5.1 1 R2.4.24 R2.5.29 1 R2.5.18 39 R2.11.3 391 R2.5.29 R2.9.20
G3 40 R1.11.14 R2.2.13 R2.6.6 1 R2.5.30 R2.7.4 1 R2.6.23 39 R2.12.9 391 R2.7.4 R2.10.26
G4 40 R1.12.20 R2.3.20 R2.7.12 1 R2.7.5 R2.8.9 1 R2.7.29 39 R3.1.14 391 R2.8.9 R2.12.1
G5 40 R2.1.25 R2.4.25 R2.8.17 1 R2.8.10 R2.9.14 1 R2.9.3 39 R3.2.19 391 R2.9.14 R3.1.6
G6 40 R2.3.1 R2.5.31 R2.9.22 1 R2.9.15 R2.10.20 1 R2.10.9 39 R3.3.27 391 R2.10.20 R3.2.11
G7 40 R2.4.6 R2.7.6 R2.10.28 1 R2.10.21 R2.11.25 1 R2.11.14 39 R3.5.2 391 R2.11.25 R3.3.19
G8 40 R2.5.12 R2.8.11 R2.12.3 1 R2.11.26 R2.12.31 1 R2.12.20 39 R3.6.7 391 R2.12.31 R3.4.24
G9 40 R2.6.17 R2.9.16 R3.1.8 1 R3.1.1 R3.2.5 1 R3.1.25 39 R3.7.13 391 R3.2.5 R3.5.30
G10 40 R2.7.23 R2.10.22 R3.2.13 1 R3.2.6 R3.3.13 1 R3.3.2 39 R3.8.18 391 R3.3.13 R3.7.5

1母豚当たり出荷頭数

導入月齢
交配月齢
育成期間
再起日数
分娩期間
分娩舎使用期間
出荷日齢
１母豚・1腹出荷頭

区分
母豚頭数
導入頭数
淘汰頭数
更新率
出荷頭数

・最初に導入した豚から
生まれた子豚はいつ出荷なのか？
・次の種付けはいつか？

４ 農業改良普及課の取組

対象農家10戸の動体表を作成

①All In All Outができる適正な
母豚数・分娩クレートの決定
②技術的数値目標の決定
③母豚の更新のタイミングを決定

聞き取り�・検討

【収支試算】

PCに入力

（2）経営再建計画について
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制度資金・JAプロパー融資

４ 農業改良普及課の取組 【再建計画実施
のための資金確保】

豚コレラ経営支援対策事業費補助金

家畜防疫互助金

愛知県豚コレラ緊急対策
資金利子補給補助金

（2）経営再建計画について

５ 成果
（1）衛生対策について
重篤な疾病の侵入防止対策７項目の選定と７つを４戸が
６つを６戸が実施した。
新しい飼養管理の成功で、隔離・馴致舎の設置など、

更なる衛生に対する意識の向上が見られた。

（2）経営再建計画について
計画的な母豚導入と交配が行われ、肉豚の出荷が行われた。
母豚導入：94%、97％➤R3.3で100％ 発生前の84.7％規模
肉豚出荷：R2年8月～、R２年11月～
再建会議が定期開催されたことで、徐々に農家意識が前向きに
変化した。
発生農家の再建が、地域養豚農家・養豚産業の励みとなった。
地域のモデルとなる農場づくりができた。
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６ 普及活動における工夫点
（１）意思統一
課題・目標設定、改善手法の共有

（２）役割分担
アウトソーシング＝専門部門→スピーディーな対応

（３）検討会議の定期的な開催

（４）運転資金の確保
個々の状況に応じた、制度資金・補助金の提案

7 今後の課題

ご静聴、ありがとうございました。

（１）肉豚出荷の検証
（２）運転資金の安定確保
（３）新たな飼養管理の有効性確認

（AI・AOとグループシステム）
（４）飼養衛生管理基準への対応

（鳥獣侵入防止対策）
（５）規模拡大農家への対応
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7 その他
（１）異常豚通報の対応
◎異常通報により・9時 ➤ 臨床・簡易検査・10時

➤血清検査 ➤ 擬陽性（陰性）・20時～21時
➤遺伝子検査 ➤陽性・翌日8時

Faｘ① “豚熱発生の疑い” 出荷自粛

Faｘ② “豚熱の発生” 移動制限

◎養豚農家へ豚熱発生・豚等の移動制限の案内

待機含め 35回程度H31.２～Ｒ１.1

7 その他
（２）発生農場・消毒ポイント・埋却地周辺

の薬剤飛散確認
◎豚熱発生疑いの連絡➤ 地図半径50m円・11～12時
◎現地確認➤消毒ポイントの移動・防護壁設置要請、

感水紙設置・13～15時
◎感水紙反応➤ 収量調査・防疫作業開始～２日
◎補助金試算・申請➤収量調査・出荷伝票Ｒ2.3～４月
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7 その他
（３）移動制限農家の死亡豚等調査
発生農場から半径３㎞、市場等で接触のあった農家
“報告徴求” 様式に記入➤ファックス・電話
毎日 畜産課報告13時 農政局報告15時
【記入・報告内容】
①分娩腹数 ②分娩頭数 ③分娩時死亡内訳
④死亡豚状況（豚舎名、日齢、頭数、死亡原因）
⑤異常の有無

平成31年２月11日～令和元年８月９日まで

7 その他
（４）法令・特例措置に基づく採血・臨床検査

◎採血：半径３㎞事業場 発生24時間以内

◎採血：清浄性確認 半径10㎞17日 ➤出荷
半径 ３㎞28日 ➤出荷

◎採血：特例出荷 出荷 ３日前 ➤出荷

公用車と運転者の手配
60日 平均13事業場/日

◎臨床検査：半径10㎞事業場 発生72時間以内
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7 その他
（５）農家の要望受付・主管課との調整

◎豚を入れるところがない、豚が畜舎から逃げ出しそう！
➤豚の移動、出荷の特例措置支援

◎豚熱発生のアナウンスが遅い、と場まで運んだ！
➤発生を疑う段階での情報提供（ファックス）

◎汚水処理がうまくいかない、汚泥が豚舎からあふれそう！
➤対策助言・汚泥脱水機の増設等

◎出荷制限や対応で経費がかさむ！
➤豚コレラ経営支援対策事業費補助金への反映

7 その他
（６）豚コレラ経営支援対策事業費補助金申請支援

◎調査様式シート（補助内容）案の作成

◎説明会の開催
◎調査員への補助内容の説明

◎調査場所手配（市役所・普及課）
◎数値のとりかた・まとめ方助言・支援
◎書類確保と調査員への送付

◎耕種農家での申請資料作成
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7 その他
（７）消費者交流会 渥美養豚研究会 30名

◎内容 “VIBA養豚FEＳTA” 8月11日
豚肉・加工品の販売、豚肉食味
豚肉に関する資料配布
豚肉に関するクイズ・ソーセージ早食い競争

◎動機は、地域のリーダーからの協力依頼から
養豚への“不安払拭・意欲向上”のため

◎研究会員の反応
ここ数か月関係者と会えず不安だった。
色々な話ができ、勇気・元気が出た。


