
平成22年度　一般会計事業報告書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

本県畜産の主産地形成と維持発展の一翼を担っていくため､岩手県が定めるいわて県民計画､

幣農及び肉用牛生産近代化計画､家畜及び鶏の改良増殖計画及び農協等生産者団体が進める諸対

策について､関係機関･団体と緊密な連携のもとで当協会の総力を結集して畜産経営や飼養管理

技術の指導､家畜改良及び自衛防疫等の推進､安全かつ良質な畜産物の生産のための検査守旨導

を積極果敢に進め､厳しい経常環境下にある本県の畜産凝興に寄与した｡

特にも､平成22年度は､宮崎県での口蹄疫の発生､夏の猛暑､年末ヰ始には豪雪､さらに平

成23年3月11日には東日本大震災発生等大きな災害に見舞われ､本会の業務においても､第54回

岩手県畜産共進会の縮小開催､生乳検査の中断などを余儀なくされたが､その時々で､口蹄疫の

侵入･まん延防止､家畜人工授精用精液等の中断なき供給､生乳検査受入態勢の早期復旧等現地

への影響を最小限に食い止めるよう努めた｡

重点的に推進した事項

1認定農業者等主菜型経営体を対象とした経営診断･経営技術指導及び最新技術情報の捷供･

研修会の開催｡

2　家畜防疫等家畜衛生対策の推進｡

3　東北ブロック生乳検査業務の円滑な推進｡

4　家畜自衛防疫事業､家畜登録(乳用牛･豚)事業､家畜人工授精用精液流通調整事業､生乳

検査事業､肉用牛肥育経営安定特別対策事業､優良繁殖雌牛更新促進事業等の実施に伴う各種

情報等の効率的活用｡

5　本県肉用牛の改良増殖及びいわて肉用年増頭運動等生産並興に寄与｡
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Ⅰ　独自事業

企画調整事業

1) ｢岩手の畜産｣発行事業(2,607千円)

畜産に関する情報､経営管理技術･家畜衛生等の情報資料を掲載した｢岩手の畜産｣

を発行し､畜産関係指導機関･団体及び主な経営診断農家等に配布した｡ (隔月奇数月

1, 700部発行)

なお､平成22年5月1日発行分をもって､第500号を迎えたことから､第401号から第

500号までを別冊にまとめた記念誌を発行した｡

2)職員技術研修事業(262千円)

関係機関･団体が行う先進的な研修会等に本会職員を派遣し､知識･技術の向上を

図った｡

研修会､講習会- 9回･14人

3)畜産技術指導促進事業(432千円)

地域研修会や会議等へ参加し､一般畜産指導を行った.

会議･･･20回･21人､研修会-･ 7回･ 9人､指導-･27回･27人

4)北棒道･東北畜産協会職員研修事業(387千円)

北海道･東北ブロック畜産協会職員研修会を担当県として開催し､畜産に関する知

識･技術の習得並びに諸情報の交換を行った｡

開催場所-岩手県一関市､開催日- 9月30日㈹～10月1日㈱

参加者-16名

5)養豚動向調査事業(4千円)

需要に見合った豚肉生産の推進､施策の立案に資するため､養豚生産者を対象に飼養

戸数･頭数調査(平成22年8月1日現在)を実施した｡

飼養戸数-･156戸､子取り用雌豚頭数-･44,159頭

Ⅱ　補助事業

1岩手県補助事業

家畜共進会開催事業(1,241千円-うち県　620千円)

宮崎県での口蹄疫の発生を受け､防疫上の観点等から種畜の部は中止したが､馬の部､

肉牛の部をもって､県下一円を対象とした第54回岩手県畜産共進会を開催したo

開　催　日　　　出品頭数　　　開　催　場　所

黒毛和種の部

ホルスタイン種の部

日本壇角種の部

口蹄疫の発生に伴い､開催中止
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馬の部

肉牛の部

平成22年9月2日　13頭　　馬っこパーク･潤夢で

10月23日　120頭　　㈱岩手畜産流通ゼ封タト

2　地方競馬全国協会補助事業

1)馬の改良増殖奨励事業 (1, 764千円)

農用馬の生産及び優良種雄馬の維持活用を図るため､飼養者または管理者に対･して奨

励金を交付した｡

(1)優良種雄馬繁殖奨励[種付け奨励]

家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受け､年間の種付け頭数が､純粋種に

あってはユ頭以上､純粋種以外にあっては概ね15頭以上の農用雌馬に種付けした種雄

馬飼養管理者に対し奨励金を交付した｡

種雄馬- 9頭､種付け頭数-87頭､奨励金交付-527,000円

(2)子馬生産奨励[生産奨励]

農用馬の生産拡大を積極的に誘導して生産意欲の高揚を図るため､農用種雌鳥を飼

養し､子馬を生産して日本馬車協会の種馬登録規程に基づく血統登録を受けた飼養者

に対して奨励金を交付した｡

奨励金交付頭数-55頭､奨励金交付額-1,227, 000円

2)地域畜産支援指導等体制強化事業(15, 181千円)

臥県の畜産凝輿施策を補完し､地域における総合的な見地から地域畜産凍興を推進

するため､技術指導に要する経費の補助を受け､畜産の担い手育成や畜産に対する理解

増進等以下の取組を行った｡

(1)畜産の担い手育成･確保･増強に向けた体制強化

①　畜産生産基盤育成強化
＼

ア･対象者:個別支援-147戸､地域支援･･･地域セミナー10カ所×1回

右内　容:個別支援･･･県内の畜産農家(乳用牛､肉用牛､養豚､肉用鶏経営)の

畜産コンサルタントを実施した｡

地域支援-県内の畜産農家を対象とした地域セミナーを10回開徹した｡

㊥　馬産農家育成

ア.対象者:農用馬生産者､関係機関､団体　53名

石内　容:馬削蹄講習会-平成22年11月8日､参加者21名､講師岩手嵐車装蹄

師会会長　横田省吾　氏

飼養管理講習会-平成22年12月14日､参加者32名､講師･岩手大学準

教授　大津健司　氏
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③　馬産後継者技術育成

ア.対象者:馬生産農家管内の獣医師､家畜保健衛生所､農業共済組合､関係団体等

19名

ィ.内　容:講習会-平成23年1月28日､ ｢馬の感染症及び防疫対策について｣

講師･動物病院院長　山手寛嗣　氏

④　担い手女性研修

ア.対象者:肉牛に携わる女性､関係者　66名

ィ.内　容:研修会-平成22年12月14日､ ｢子牛市場を活性化するために｣イ魅力

ある産地形成をするために｣

⑧　肉用牛生産坂興対策

ア.対象者:肉用牛生産者､食肉流通関係者等　40名

ィ.内　容:意見交換会-平成22年12月7日､テーマ｢今､求められている牛肉と

は｣

(申　乳質改善推進

ア.対象者:県下一円の酪農経営体

ィ.内　容:岩手県乳質改善協議会並びにJA､農業改良普及センター等と連携し､

乳質改善を必要とする農家の搾乳機器の診断を実施した｡

ミルキングシステム診断213基､バルククーラー点検158基

(う　乳用牛群検定推進

ア,対象者:県下一円の牛群検定加入酪農経営体

ィ.内　容:乳用牛の検定成溝を県内加入組合にフィードバックし､繁殖成績及び能

力の向上のための指導を行った｡

(2)地域畜産に対する理解増進等畜産関連公益活動の体制強化

①　岩手県家畜共進会の開催

ア.対象者:県下一円の消費者､生産者

右内　容:共進会(馬､肉牛の部)を開催し､家畜改良増殖の促進と畜産農家相互

の技術研費を図るとともに､畜産に対する理解増進に努めたo

㊥　広域広報活動(｢岩手の畜産｣の発行)

ア.対象者:経営診断農家､畜産関係機関.団体

右内　容:畜産に関する情報､経営管理技術､家畜衛生等の情報資料を掲載し､柄

月奇数月の年6回(各1,700部)作成･配布した｡

また､第401号から第500号までを別冊にまとめた記念京を発行o

③　畜産協会のPR
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ア.対象者: JA､市町村､来客､業務用他

ィ.内　容: ｢社団法人岩手県畜産協会の概要｣を500部作成､協会の取組を広く紹介

し畜産に対する理解増進を図った｡

(3)地方公共団体及び中央団体の補助･委託事業の実施体制強化

(∋　養豚経営安定強化に係る畜政活動

ア.対　象　者:養豚生産者

･仁　連携団体等:県､畜産関係団体､生産者

ウ.内　　　容:養豚生産者並びに岩手県養豚菰興会役員及び県関係機関､団体か

ら､国及び県への施策提案要望等の意見を聴取し､社団法人日本養

豚協会へ要望書を提出した｡

㊥　銘柄豚肉の販売促進

ア.対象者:一般消費者

ィ.内　容:平成22年9月25日～26日の2日間､ ｢いわて食と犀のフェスタ｣会場で

県産豚肉のP Rとアンケート調査を行った. (来場者数は約20,000名)

③　家畜生産農場清浄化促進

ア.対象者:県下一円の牛飼養農家及び発生農場

Jf.内　容: ｢岩手県ヨ-ネ病発生農場清浄化促進対策協議会｣を中心に､まん延防

止､早期清浄化を促進した｡

(4)地域団体との連携協調体制の基盤強化

①　地方競馬支援対策

ア.対秦者:優勝馬関係者(馬主･調教師･騎手･厩務員)

ィ.内　容:優勝馬関係者にそれぞれ畜産物を授与｡

平成22年9月5日､水沢競馬場｢ビギナーズカップ｣

平成22年10月17日､盛岡競馬場｢オクト-バーカップ｣

㊥　地域畜産普及啓発

ア.対象者:一般消費者(競馬フアン)

右　内　容:平成22年10月17日､盛岡競馬場において岩手競馬フアン大感謝祭を開催

し､先着700名に畜産物加工品を配布｡

㊥　主要馬産地においてのイベント開催支援

ア.対象者:県内外を含む一般消費者

ィ.内　容:平成22年6月27日､東北馬力大会馬の里遠野大会

平成22年8月1日､スポーツ流鏑馬競技遠野大会をそれぞれ支援し馬事

文化･馬産凍興に努めた｡
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3　農畜産業振興機構補助事業

1)家畜防疫互助基金造成等支援事業(3,992千円)

口蹄疫､豚コレラ等の海外悪性伝染病が発生した場合の影響を潰和し､経営の再建を

支援する互助基金制度について､家畜飼養者への周知を図り､基金への加入を促進した｡

(1)加入推進説明会- 3回

(幻　加入戸数及び頭数

乳用牛1,172戸･ 47,965頭(戸数加入率85.5%､頭数加入率100.8%)

肉用牛　6,076戸･ 116,235頭(戸数加入率80.3%､頭数加入率103.0%)

豚　　　86戸･ 368,839頭(戸数加入率55.8%､頭数加入率84.3%)

(荏) 1.飼養戸数･頭数は農林水産省畜産統計｡

2.加入頭数は､各経営体での最大飼養見込頭数で加入｡

2)多様な肉用牛経営実現支援事業〔肉用牛経営実現支援事業〕

(6, 626千円-預かり補助金98, 766千円)

肉用牛改良増殖強化対策､肉用牛生産基盤強化対策､地域の特色ある肉用牛凍興対策

等､多様な肉用牛経営の実現を図る取組に対し補助した｡

(1)肉用牛改良増殖強化対策

①　高生産性系統優良種雄牛作出利用推進

新規に選抜された生産性の高い系統の優良種雄牛の交配により､岩手県内で生産

された肥育素早(雄去勢)を導入または保留し､県内で肥育後､その枝肉成膚を提

供する肥育及び一貫生産者に対し奨励金を交付

実施団体数- 7農協､ 1農協連

交付頭数･ -283頭

(勤　肉用牛改良増殖強化推進指導

①の事業を円滑に実施する,ための会議の開催､事業の推進指導等を実施

会議開催-, 2回､調査指導回数-･ 7回

(幻　肉用牛生産基盤強化対策

(∋　中核的担い手育成増頭推進

計画的に繁殖雌牛を増頭した中核的担い手に対し､増頭実演に応じ奨励金を交付

実施団体数-･ 8農協､交付頭数-･317頭

(勤　肉用牛ヘルパー推進

肉用牛生産の労働負担の軽減を図るため､傷病時等の肉用牛ヘルパー作業を実施

した肉用牛ヘルパー利用組合に対し活動に要した経費を補助

実施団体数- 5組合
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@　経営内一貫生産方式の導入推進

軽営内一貫生産方式の導入に取り組んだ繁殖雌牛の飼養者に対し二日家生産され

た肥育素牛の増頭実績に応じ奨励金を交付

実施団体数･･･ 8農協､交付頭数-156頭

④　肉用牛撮興推進指導

①から③の事業を円滑に実施するための会議の開催､事業の推進指導等を実施

会議開催-･ 2回､肉用牛ヘルパーの実態調査-･11回

調査指導回数- ･53回

(3)地域の特色のある肉用牛振興対策

①　地方特定品種等の凍興

生産者集団等が､地方特定品種の維持強化を図るため実施した次の取組に対して

補助した｡

ア.繁殖基盤等強化:実施団体数- 1農協･ 2集団､交付頭数-1,575頭

上放牧利用等促進:実施団体数-26集団

ウ.生産出荷安定対策:実施団体数- 1農協､交付頭数-6糾頭

(勤　地域の特色ある肉用牛生産推進指導

①の事業を円滑に実施するための会議の開催､事業の推進指導等を実施

会議開催-･ 1回､調査指導回数-I 4回

3)多様な肉用年俸常実現支援事業〔新規参入円滑化推進事業〕 (238千円)

新規参入円滑化等対策事業により農協等が整備した飼養管理用施設等を借り受けし

ている新規参入者を対象に経営改善･管理指導を実施した｡

(1)農協等関係機関による新規参入者支援協議会の開催- 2回

(幻　新規参入者を対象とした経営調査及び調査結果に基づく指導等の実施

対象経営:肉用牛繁殖経営　2戸､各1回

4)多様な酪農経営実現支援事業〔特徴ある乳用牛遺伝資源活用対策〕

(預かり補助金441千円)

優良遺伝資源を活用し半群の効率的な整備を図った｡

(1)牛群検定組合が実施した､特徴ある優良遺伝資源活用推進計画の策定及び策定のため

の推進会議の開催に要した経費に対し補助

実施検定組合-･ 1検定組合

(2)優良遺伝資源活用推進計画に基づき､牛群検定組合が性判別優良受精卵の導入を行っ

た経費に対し補助

実施検定組合･- 2検定組合
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5)多様な酪農経営実現支援事業〔改良基礎情報取得対策〕

(30千円一預かり補助金21, 846千円)

生産者が目指す経営方向に適した牛群を整備していくために必要な基礎情報の取得

と飼養管理の向上等を図った｡

(1)生涯生産等の評価に必要な乳用牛の体型等のデータの収集及び指導に要した経費に

対し補助

体型等のデータ収集-対象農家延べ176戸､対象頭数-862頭

(2)牛群検定組合が実施した､無駄のない飼養管理の実現に必要なデータ(飼料給与､繁

殖等)の収集及び指導に要した経費に対し補助

実施検定組合- ･ 14検定組合

6)肉用牛肥育経営安定特別対策事業〔肥育経営安定推進〕 (12,289千円)

肉用牛肥育経営の収益性が悪化した時に肥育牛補填金を交付し､もって肉用牛肥育軽

骨の安定を図るため､肉用牛肥育経営安定特別基金(肥育安定基金)の造成と補填金の

交付に係る事務(新マルキン)を円滑に推進した｡

(1)県内推進会議の開催-･ 1回

(幻　事務委託先への現地調査弓旨導-･ 6回

(3)肥育牛個体登録から禰損金交付に係る事務

(4)事務委託先への個体識別技術科の支払- @200円×21, 515頭-4,303千円

7)肥育牛経営等緊急支援特別対策事業〔肥育牛経営緊急支援酎ヒ〕

(預かり補助金97, 933千円)

肉用牛肥育経営において､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

された薫育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､収益性が悪化し

ている｡

このため､生産性の向上又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

組等に対して補助し､肉用牛肥育経営の安定に寄与したQ

(1)事業対象生産者数-県内肉用牛肥育経営体365名(うち奨励金交付人数314名)

(2)奨励金の算定対象期間-･平成22年1月～3月

(3)奨励金交付対象肥育牛頭数--ステップ奨励金　5,762頭､アップ奨励金　5,759頭

(4)奨励金交付額-ステップ奨励金　57,620千円､アップ奨励金　40,313千円

計　97,933千円

8)肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業〔肥育牛収益性低下緊急対策〕

(預かり補助金88, 864千円)

肉用牛肥育経営において､枝肉価格の低迷や導入時の素畜価格高に加え､配合飼料価
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格等の高騰により､物財費をも賄えず収益性が著しぐ悪化した経営者に対し緊急約･時

限的な特別支援(肥育牛特別補填金の交付)を行い､経営の安定と県内の肉用牛の再生

産の確保に努めた｡

(1)対象期間-平成22年1月～3月

(2)事業参加者･･･県内肉用牛肥育経営体　420名

(3)対象肥育牛頭数-･5,127頭

(4)特別補填金交付額- ･88,864千円

4　中央畜産会補助事業

1)育成馬予防接種推進事業(194千円)

馬伝染性疾病の予防接種を計画的に実施し､発生予防に努めた0

(1)対象疾病･頭数-･日本脳炎　40頭､三種混合　36頭､馬インフルエンザ　87頭

ほ)対象地域-遠野市

(3)対象馬-･軽種馬､乗用馬､農用馬　延べ163頭

2)馬インフルエンザ等自衛防疫推進事業(415千円)

乗用馬等(競走馬を除く)のワクチン接種を支援し､馬インフルエンザの発生防止を

図った｡

ワクチン接種頭数-110頭

3)馬飼養衛生管理特別対策事業(356千円)

馬の飼養衛生に関する調査及び普及啓発事業を実施した｡

(1)地域馬飼養衛生管理体制整備委員会の開催-I 1回

(2)馬飼養衛生管理技術講習会の開催- 1回(19名)

(3)地域馬獣医療実態調査- ･147戸

4)組織強化対策事業(270千円)

家畜伝染性疾病の発生･流行防止対策を効果的に推進するため自衛防疫推進会議及び

東北ブロック研修会を開催した｡

(1)推進会議-･ 5回

(2)北海道･東北ブロック研修会･- 1回

5)畜産特別資金推進指導事業(2,881千円)

畜産経営指導機関､関係金融機関､生産者団体などで構成する畜産特別資金岩手県支

援推進協議会を開催し､統一的な指導方針の策定を行い､関係機関､団体協調のもと畜

産特別資金借受者に対する指導を行った｡

(1)畜産特別資金岩手県支援推進協議会の開催-委員会1臥幹事弓旨導班員会議2回
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(幻　融資機関への指導助言-･22カ所

(3)借受者への改善計画達成指導-49戸(内訳:大家畜資金対象者15戸､緊急支援資金

対象者28戸､濃密指導対象者6戸)

(4)その他推進指導(全国会議､地方審査会等)

全国会議1回､ブロック会議1回､地方審査会8回､ヒアリング2回

(5)経営改善のための指導資料作成･配布(中央畜産会作成資料､経営データ分析資料

等)

協議会構成団体･融資機関･資金借受農家等への資料配付- 2回

(6)借受者の実績点検(進捗状況)調査･- 2回

改善計画に対する上期と年間の計2回､実績について点検調査

(7)借受者の経営改善状況調査･- 1回

借受者の借入残高状況について調査

6)肉用牛肥育経営安定対策事業〔肉用牛肥育経営安定推進〕 (544千円)

肉用牛肥育経営の収益性が悪化した時に肥育牛補填金を交付し､もって肉用牛肥育経

営の安定を図るため､肉用牛肥育経営安定基金(地域基金)の造成と補填金交付に係る

事務(旧マルキン)を円滑に推進した｡

(1)全国推進会議への出席-･ 1回

(2)肥育牛個体登録から補填金交付に係る事務

(3)事務委託先への個体識別技術料の支払- @40円×5, 956頭-238,240円

7)肥育牛経営等緊急支援特別対策事業〔肥育牛軽営強化推進指導〕 (690千円)

肥育牛経営等緊急支援特別対策事業(肥育牛経営緊急支援強化事業)の適正かつ円滑

な推進を図るため､調査弓旨導及び奨励金の円滑な交付に係る業務を行った｡

(1)調査及び指導-･県内事務委託先等9カ所

(幻　全国推進会議への出席-･ 1回

(3)奨励金交付に係る事務(奨励金振込等)

8)肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業〔肥育牛生産性向上推進〕 (133千円)

肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業(肥育牛生産者収益性低下緊急対策)の適正か

つ円滑な推進を図るため､肥育牛特別補填金の交付に係る業務を行った｡

(1)全国推進会議への出席･- 1回

(幻　肥育牛特別補てん金の交付に係る事務

5　家畜衛生対策推進協議会補助事業

死亡牛緊急検査処理円滑化推進事業(3, 623千円一預かり補助金33, 268千円)
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死亡牛の適正な処理並びに円滑なB S E検査を実施する潜め二･死亡牛の収集･輸送及び

化製処理に要する費用に対して助成した｡

(1)地方事業推進-事業の普及､整理票の配布及び作成指導主都琶牛処理整理票のデータ

管理等を行った｡

(2)支払対象農家数･処理頭数-2,045戸､ 3,408頭

Ⅱ　受託事業

1　岩手県受託事業

1)畜産生産基盤育成強化事業(5,257千円)

畜産経営体の畜産生産基盤育成強化に係る経営支援指導を実施するため､以下の業

務を実施した｡

(1)畜産経営体支援指導研究会

(む　委員会の開催-I 1回

㊥　畜産経営技術指導の報告書作成

(幻　畜産経営技術の総合支援指導

①　個別支援指導の実施-･延べ147件

畜産経営体に対する個別指導により畜産経営技術の高度化を図った｡

ア.経営診断に基づく改善指導-･25件

経営分析による問題点の把握とその改善のための指導を行った｡

ィ.経営管理技術指導- ･25件

経営管理技術の高度化を図るため､経営分析手法を用いて損益計算書､貸借対

照表等の財務諸表を作成するための巡回指導を行った｡

ウ.生産技術指導-32件

生産技術の高度化を図るためのワンポイント指導を行った｡

エ.フォローアップ指導･･･65件

畜産経営体に対する各種の助言､指導内容の定着を図るため､定期的な巡回指

導を行った｡

㊥　地域支援指導-地域セミナーの開催10回

経営技術の高度化及び畜産をめぐる諸情勢等をテーマとして､畜産経営体等を対

象とした地域セミナーを開催した｡

(3)畜産経営関係情報のホームページによる提供

畜産経営に関する情報考データベース化し､リアルタイムに情報提供を行った0

2)乳用牛辞検定情報分析センター機能向上事業(800千円)
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乳用牛群検定普及定着化事業で得られた情報データを集積及び分析し､情報捷供･指

導を実施した｡ (対象: 14検定組合)

(1)情報データを集積及び分析し､成清書として取りまとめ配布した｡

(幻　各検定組合への巡回指導を実施した｡ (14検定組合× 1回)

2　中央畜産会受託事業

1)改良増殖技術実態調査事業(302千円)

県内における家畜改良増殖の実態について調査取りまとめを行った｡

(1)調査内容-各畜種飼養戸数､頭羽数､家畜人工授精師数

(幻　調査市町村数-34 (県内全市町村)

(3)取りまとめ協力-･県庁畜産課､広域養興局

(4)集計結果

①　家畜飼養実態調査結果

育種 兌ﾙ�ﾃ#)D�(ﾈ��?ｨﾋｸﾝﾒ�兌ﾙ�ﾃ#�D�(ﾈ��?ｨﾋｸﾝﾒ������餒B３��
戸数 �:｢�ｘﾆ��

乳用種 ��ﾃ3#侘ｲ�48,282頭 ��ﾃ3��ﾌｲ�48,528頭 涛b�2R�99.5% 

肉用雄牛 ��288頭 ��300頭 ��96.0% 

肉用繁殖牛 途ﾃ��(ﾌｲ�47,291頭 途ﾃCc偉ｲ�46,249頭 涛2繧R�102,3% 

肉用肥育牛 田3偉ｲ�51,111頭 田SHﾌｲ�49,115頭 涛r綯R�104.1% 

種雄豚 ��SHﾌｲ�1,997諜 ��c8ﾌｲ�1,953頭 涛B絣R�102.3% 

種嘩豚 �41,891頭 �40,569頭 �103.3% 

肉豚 �269,484頭 �254,096頭 �106.1% 

乗用馬 �#�郢�ﾒ�193頭 ��育ｹ�ﾒ�296頭 ������R�65.2% 

肥育馬 ��#�ﾌｲ�279頭 ���偉ｲ�286頭 ���"��R�97.5% 

めん草 �#�ﾌｲ�345頭 �#偉ｲ�395頭 都�紕R�87.3% 

山羊 �3�ﾌｲ�109頭 鼎�ﾌｲ�125頭 都r絣R�87.2% 

聯化羽数 ���9h��154,874,370羽 ��(9h��147,608,621羽 涛�ﾃrR�104.9% 

種鶏羽数 鼎89h��690,361羽 鼎H9h��944,318羽 涛rﾃrR�73.1% 

㊥　人工授精師数

平成21年12月末現在 兌ﾙ�ﾃ#�D��(ﾈ駟hﾋｸﾝﾒ�前年対比(%) 

人工授精師数 �"ﾃCC���2,407人 ����紕R�

2)公庫資金活用推進事業〔農業経営サポート事業〕 (700千円)

日本政策金融公庫資金の借入を希望する畜産経営体や既に借り入れしている畜産経

営体を対象に､資金借入にあたっての事業計軒資金計画の作成支援及び借入後の経営
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フォローを行った｡

支援件数-I 7戸

3)畜産関係団体調整機能強化事業(250千円)

盛岡競馬場において､岩手競馬フアン大感謝祭を開催､先着700名に畜産物加工品を

配布し､岩手競馬を側面的に支援した｡

4)畜産経営改善技術のための支援･表彰事業(504千円)

行政機関､畜産関係団体､学識経験者等で構成する地方審査委員会を設置し､県内優

良事例の選定及び取りまとめを行い(社)中央畜産会に推薦した｡ (優良賞受賞)

(1)地方審査委員会の開催- 2回

(2)事例の取りまとめ･推薦〔経営部門〕

｢寒冷中山間地帯における大規模養豚経営｣

～耕畜連携と地場産業の限りない発展を目指して～　岩手町(農)南山形養豚

組合

(3)普及･定着のための情報提供

㈲中央畜産会のホームページで推薦事例を情報擾供｡

5)畜産生産基盤育成強化対策推進事業〔畜産経営の実態把撞〕 (1,277千円)

畜産経営診断等を実施した成果を把撞するとともに､指導用資料に資するため､各経

営体の年間の収益性並びに生産技術成績･経営の属性などに関する経営情報を収集し､

集計弓J日工等を行ったo

実態把撞件数- ･76件(内訳:酪農経営41件､肉用牛経常35件)

6)畜産における新規就業者の確保･定着促進事業〔雇用状況調査〕 (180千円)

畜産の担い手不足が深刻化していることから､畜産の新規就農に係る雇用状況調査を

実施した｡

調査件数-･18件

7)動産担保融資活用体制整備事業(1,149千円)

動産担保融資活用システムを活用した管理手法の確立のため,地域推進委員会を設置

し､資金調達手法に係る課題及び効率的な情報提供等について検討した｡

また､動産担保融資活用システム試験運用のための､モデル農家の月次データの処理､

モニタ.リング情報作成､データのフィードバック等を行った｡

(1)検討委員会の開催-･ 1回

(2)モニタリング情報作成-･酪農経営1戸､肉用牛経営1戸

8)図書支援事業(527千円)

中央畜産会が発行した月刊誌｢畜産コンサルタント｣及び単行本等書籍の販売を行った｡
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年間販売実績- ･月刊誌638冊､書籍24冊

3　畜産近代化リース協会受託事業

畜産近代化リース協会貸付事業指導等事業(1, 090千円)

畜産近代化リース協会が貸し付けした施設･機械の物件確認と管理状況の調査及び適正

な利用方法について技術指導を実施した｡

また､新たな貸付者の開拓のためのリース制度のPRに努めた｡

1)対象物件確認基数-58基

2)対象農家数-･53戸

3)調査項目

(1)貸付契約書の保管状況

(2)対象機械の機種･製造番号等の確認

(3)物件の契約状況

(4)施設の保守管理状況

(5)物件の稼働状況

4)新規開布のための事業推進

全農岩手県本部が開催する家畜市場でのP R活動-15回

Ⅳ　負担金事業

1肉用牛肥育経営安定特別対策事業〔生産者手数料〕 (独自-18,488千円)

肉用牛肥育経営安定特別対策事業を遂行するために必要な経費の一部について､受益

者である契約生産者から事務費負担金(実費相当額を限度)として生産者手数料を徴収し､

事業を円滑に推進した｡

1)協会の推進事務費

2)事務委託先の推進事務費

2　ミルキングシステム診断事業(独自-3,257千円)

乳房炎の発生予防並びに乳質の向上のため､県内酪農家の搾乳機械の作動状況･保守

点検,搾乳方法について診断指導を実施したo

1)対象農協数-･ 3農協

2)診断戸数.I.ミルキングシステム診断213戸､バルククーラー点検158戸

3)実施基数-ミルキングシステム診断213基､バルククーラー点検158基

-15-



平成22年度　家畜人工授精用精液流通調整事業

事　業　報　告　書

県内の大家畜飼養者に対し､本会が指定するサブセンターを通じて家畜人工授精用精液等を

安定的に供給し､もって本県の家畜改良増殖の推進に寄与した｡

1凍結精液分譲本数･･--132,520本

乳用牛---45,782本(34.5%)　肉用牛--･86,738本(65.5%)

2　受精卵分譲本数--302本

乳用牛--･22本　　肉用牛---280本

3　液体窒素供給量---55,111kg

4　受胎調査報告等会議の開催

1)出席者---20名(受胎調査員12名他)

2)受胎率(平成21年度授精分) ･･-･乳用牛52.3%､肉用牛64.4%

5　サブセンター家畜人工授精担当者県外研修

1)秦加者---11名(人工授精担当者　9名他)

2)研修先-･-茨城県笠間市

群馬県前橋市

岡

東京都江東区

品川区

港区

全農ETセンター東日本分場

㈱家畜改良事業団　前橋種雄牛センター

同　　　　　家畜改良技術研究所

(W家畜改良事業団　本部

同　　　　　家畜バイテクセンター

㈱東京食肉市場　｢全国肉用牛枝肉共励会｣視察

6　サブセンター家畜人工授精担当者会議の開催-･-･ 1回

参加者---39名(人工授精損当者32名､関係機関･団体等7名)

7　家畜改良に関する情報の提供--･86回

凍結精液等の供給業務においで情報誌の配布や情報交換等の実施
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平成22年度　肉用牛肥育経常安定対策事業

事　業　報　告　書

肉用牛肥育経営は､素牛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

る薫育費の割合が大きいことから､薫育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､独立行政法人農畜産業振興機構の補助を受けて､肉用牛肥育経営安定基金(地域

基金)を設け､肉用牛肥育経営の収益性が悪化した時に肥育牛補填金を交付し､もって肉用牛肥

育経営の安定と肉用牛生産基盤の拡大に資した｡

また､本年度は､事業第3業務対象年間(平成19年4月～平成22年6月の3年3か月間)の最

終年度であることから､基金残額について､基金を拠出した契約生産者に対し基金残額の返戻

(無事戻し)を実施した｡

1契約生産者数--452戸

2　事務委託先数--12ヶ所

[事務委託先詳細:順不同]

全国農業協同組合連合会岩手県本部 舒(訷ﾕﾘ謇E�hｺi:��xﾘr�

㈱岩手県配合飼料価格安定基金協会 舒(詹>ﾉE�hｺi:��xﾘr�

新岩手農業協同組合 �*(.ﾘ*)8ﾉE�hｺi:��xﾘr�

花巻農業協同組合 ��Y�I6韈9E�hｺi:��xﾘr�

岩手中央農業協同組合 舒(詹(h匯x��hｺi:��xﾘr�

岩手ふるさと農業協同組合 舒(訷ﾊy'ｸ蝎E�hｺi:��xﾘr�

3　基金の造成及び補填金交付実演

1)地域基金造成実演(平成22年1月～平成22年3月)

生産者積立金及び農畜産業轟興機構の補助金の地域基金造成実績は以下のとおり｡

(単位:頭､円)

品種区分 �:ｩ�B�単価 (生産者積立金) �&闔hｮ霎��)�ﾉX�%8ｾiZ｢�俘xﾇb�
生産者積立金 竸(�ｾ��

黒毛和種等 �2ﾃssr�14,900 鉄bﾃ#srﾃ3���101,469,000 ��SrﾃsCbﾃ3���

交雑種 �"ﾃ����8,300 ��rﾃSビﾃs���30,627,000 鼎づ#�Bﾃs���

乳用種 田c��5,300 �2ﾃSC�ﾃC���8,268,000 免ﾂﾃ��づC���

日本霧角種 ��s��ll,900 �"ﾃ�3�ﾃ����0 �"ﾃ�3�ﾃ����

合計 澱ﾃsC2�- 都津S3RﾃS���140,364,000 �#�津ン津S���
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2)補填金交付実漬(平成22年1月～平成22年3月販売分)

地域基金から補填金を交付した実績は以下のとおり｡

区分 儼偃ﾘｾiZ｢�交付 対象者数 佰�WI���ｹ:ｩ�B�t��補填金額 補填金単価 竸)5Xｾ�ﾏ�WHｧ｢�

(人) 忠:｢��② (円/頭) �"ﾒ���鑼����竰�

平成21年度 第4四半期 (1-3月) 俛Ym���顥9��268 �2ﾃ�3"�59,500 ����ﾃC�Bﾃ����
交雑種 ��r�1,371 �32ﾃ����45,243,000 

乳用種 ����557 �#"ﾃs���12,643,900 

日本短角種 �#b�170 鉄�ﾃ����8,500,000 

合計 �3#��5,130 僭��dh棠�隰(斐ｹ�顋�+����)u闌id�荿�(ﾕ��8����3��ｲ�246,790,900 

4　地域基金残額の返戻(無事戻し)

業務対象年間終了時における地域基金残額の返戻(無事戻し)は以下のとおり｡

品種区分 舒霎�]Im�iZ｢�俘xﾇb�竰�
生産者(円) 僞�'ｸ蝌ｼi�Xｻｸｴ�ﾕﾂ�竰�

黒毛和種等 �#"ﾃ鉄"ﾃ3���0 �#"ﾃ鉄"ﾃ3���

交雑種 途ﾃC�"ﾃ#�2�0 途ﾃC�"ﾃ#�2�

乳用種 涛�2ﾃ3�"�0 涛�2ﾃ3�"�

日本短角種 �"ﾃS#�ﾃ�#��957,033 �2ﾃC澱ﾃ田��

合計 �32ﾃ鼎津��B�975,033 �3Bﾃ�#Bﾃ�3r�
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平成22年度　肉用牛肥育経常安定特別対策事業

事　業　報　告　書

肉用牛肥育経営は､素牛の導入から肥育牛の出荷まで一定期間を要し､かつ､生産費に占める

素畜費の割合が大きいことから､薫育価格と枝肉価格の水準によっては大幅な収益性の悪化が懸

念される｡

このため､契約生産者の積立金､独立行政法人農畜産業振興機構からの補助金をもって肉用牛

肥育経営安定特別基金(肥育安定基金)を造成し､肥育牛1頭当たりの四半期平均租収益が四半

期平均生産費を下回った場合に､契約肥育牛を当該四半期に販売した者に対し､肥育牛補填金を

交付し､肉用牛肥育経営の安定を図った｡

1　契約生産者数--462戸

2　事務委託先数--12ヶ所

【事務委託先詳細:順不同]

全国農業協同組合連合会岩手県本部 舒(訷ﾕﾘ謇E�hｺi:��xﾘr�

㈱岩手県配合飼料価格安定基金協会 白�ｮ(詹>ﾉE�hｺi:��xﾘr�

新岩手農業協同組合 �*(.ﾘ*)8ﾉE�hｺi:��xﾘr�

花巻農業協同組合 ��Y�I6韈9E�hｺi:��xﾘr�

岩手中央農業協同組合 舒(詹(h匯x��hｺi:��xﾘr�

岩手ふるさと農業協同組合 舒(訷ﾊy'ｸ蝎E�hｺi:��xﾘr�

3　基金の造成及び補填金交付実績

1)肥育安定基金造成実績(平成22年4月～平成22年12月)

生産者積立金及び農畜産業撮興機構の補助金の肥育安定基金造成実績は以下のとおり｡

(単位:頭､円)

品種区分 �:ｩ�B�単価 (生産者積立金) 儂ﾈ支��.旭霎��)�ﾉX�%8ｾiZ｢�俘xﾇb�
生産者積立金 竸(�ｾ��

肉専用種 ��"ﾃ�sR�20,000 �#C2ﾃS��ﾃ����730,500,000 涛sBﾃ���ﾃ����

交雑種 釘ﾃS3B�27,800 ��#bﾃ�CRﾃ#���378,135,600 鉄�Bﾃ���ﾃ����

乳用種 �"ﾃ#���15,000 �32ﾃ�S�ﾃ����99,450,000 ��3"ﾃc��ﾃ����

合計 ��づ����- 鼎�"ﾃc迭ﾃ#���1,208,085,600 ��ﾃc��ﾃs��ﾃ����
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2)補填金交付実演(平成22年4月～平成22年12月販売分)

肥育安定基金から四半期毎に補填金を交付した実演は以下のとおり0

~,千言事霊宝藻草隼

区分 儼偃ﾘｾiZ｢�交付 対象者数 (人) 佰�WI���ｹ:ｩ�B�t���:｢��補填金額L軍巨弓十 補項金単価 ② (円/頭) 劔剪�

平成22年度 第1四半期 (4-6月) �?y�ｩw�霻�290 釘ﾃ�32�45,400 劔剽���ﾙV�4�-踐��交雑種 ����1,443 �3rﾃ����劔勍53,391,000 

乳用種' ��"�542 鉄Rﾃ����劔竸J -.=';-3能~2-91p.:;800 

小計 �3#��6,118 ��穩籔謄ｳｲ3ｨﾇﾉ<YTﾓｨ��驀��剋轤ｾ:守黙守:.Ti:;鞍守;ミ守緯諾壬 走賛謀;ミ孤‥::三言芯;=:=:i:, ･...Lt..:^､.......:::i:ち:::ifミ::碓串;:::: 剪�271■;r327;:000-I, 

平成22年度 第2四半期 (7-9月) �?y�ｩw�霻�300 售2ﾃ塔��36,400 劔剽Bs�ﾂ羇���CRﾃ�湯ﾃc���交雑種 ��b�1,441 田津#���劔凭一,:+._-i.､ 99,71㌔200 

乳用種 ��B�676 田津����劔�47,1841800 

小計 �33��6,106 ���� � 肇｣ﾃﾃﾄﾂ��292,101.,60P:. 

平成22年度 第3四半期 (10-12月) �?y�ｩw�霻�329 釘ﾃ�#��0 劔剴��交雑種 ��b�1,673 �3�ﾃs���劔�53,034,100 

乳用種 ��2�950 鉄rﾃ����劔�54,150,000 

小計 �3S��6,751 栃爾ﾈ��粐粐�� 剿ﾑ≒ミ法主W ::某等茶拙守読 �� �107,184,100 

合計 �?y�ｩw�霻�919 ��"ﾃ#S�� 剪�僥�ﾉ~Ε｣｣｣ｨ*ｳ｣｢��ｧxﾘﾅ4ﾆ�9討�ﾓｳｨ53ﾂ��33"ﾃ�3rﾃ�����

交雑種 鉄��4,557 ��� 劔206,142,300 

乳用種 �3��2,168 ��� 劔131,632,600 

合計 ��ﾃ����18,975 ��� ���670,612,700 
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平成22年度　優良繁殖雌牛更新促進事業

事　業　報　告　書

国から補助金の交付を受け基金を遺成し､計画に基づき､低能力の繁殖雌牛を淘汰した肉用牛

繁殖農家に対して優良繁殖雌牛の貸付等を行う農協等に､優良繁殖雌牛の導入費用の一部を基金

より助成した｡

また､事業を円滑に推進するため､関係機関等と事業実施農協に対して指導を実施した｡

基金期首残高-453, 274, 446円

基金期末残高･ ･ ･418,579,850円(利子を含む)

1地域協議会開催-･2回

2　推進指導･-6回

3　平成22年度更新頭数･･･200頭

4　平成22年度更新支援額-34,306,000円
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平成22年度　家畜登録事業

事　業　報　告　書

家畜改良による能力向上を図り生産基盤確保と所得向上のため､関係機関･団体の協力のも

と､乳用牛並びに豚の血統登録･登記等家畜登録事業を実施した｡

1　家畜登録取扱件数

1)乳用牛--･･7,576件(対前年比93,4%)

(1)血統登録---5,248件(対前年比　94.6%)

(2)牛群審査---･836件(対前年比104,2%)

(3)検定成績---,･532件(対前年比　73.2%)

(4)移動他･---･960件(対前年比　92.9%)

2)豚-･-･4,526件(対前年比80.3%)

(1)子豚登記--2,001件(対前年比　82,4%)

(2)移動他----1,428件(対前年比　87.7%)

(3)種豚登録----620件(対前年比　84.8%)

(4)指定証明---･477件(対前年比　62.3%)

く明　細)

指定種豚場　　　　　5農場､黒豚生産農場　　　　　2農場

衛生管理優秀養豚場　4農場､海外合成藤原々種豚場　3農場

2　研修会及び会議出席

1)夏期登録担当者会議(ホルスタイン種)

(1)開催月日-　-平成22年8月31日

(2)開催場所- I .東京都千代田区

(3)出席者-　- ･本県受講者1名(本会)

2)冬期登録事務担当者会読(ホルスタイン種)

(1)開催月日-　-平成23年2月4日

(2)開催場所-　-東京都中野区

(3)出席者-　- ･本県受講者1名(本会)
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平成22年度　家畜自衛防疫事業

事　業　報　告　書

家畜伝染性疾病の発生予防並びにまん延防止を図るため､次の事業を実施した｡

1　ヨ-ネ病防疫推進対策(3,398千円)

飼養者が自主的に行うヨ-ネ病同居牛等の淘汰の円滑な推進を図り､ヨ-ネ病まん延防

止､早期清浄化を促進した｡

対象戸数､頭数-11戸､ 14頭

2　オーエスキー病清浄化推進対策(6,322千円)

清浄種豚の流通促進を図るため､種豚生産農場の出荷予定豚の抗体検査を実施した｡

対象戸数､頭数-7戸､ 5,188頭

3　発生･流行防止対策(211,625千円)

牛及び豚の特定疾病の流行防止のため､組織的な予防音程の推進を図った｡

1)牛五種混合(坐)予防接種---･29,916頭

2)牛五種混合(不活代)予防接種---　6,959頭

3)牛六種混合(生･不活化)予防接種---　　3頭

4)ア　カ　バ　ネ　病　予　防　接　種-･-･･37,477頭

5) T G E ･ P E D混合予防接種---　5,700頭

6)牛へモフ　ィ　ルス予防接種---26,778頭

7)豚丹毒(坐)予防接種---232,161頭

8)豚丹毒(不活代)予防接種･･--37,634頭

4　家畜伝染性疾病緊急防疫対策事業(3,637千円)

対象疾病の発生農場における清浄化対策に要する経費の一部を助成した｡

1)補助件数･--22件

2)対象疾病-･･-ヨ-ネ病､サルモネラ症､ウイルス性下痢.粘膜病､クロスト)ジウム感染

症
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平成22年度　生乳検査事業

事　業　報　告　書

束北生乳販売農業協同組合連合会及び東北地区の農業協同組合､牛群検定組合等から委託又は

依頼された生乳について検査を実施した｡

なお､ 3月11日に東日本大震災が発生し､生乳廃棄や検査サンプル輸送機能の混乱等により､

3月の検査件数が大幅に減少し､検査対象乳量､検査件数は前年度を下回った｡

1取引試料乳検査(検査対象乳量　582,822,685.5kg､対前年比　91.2%)

1)配分検査試料乳(成分及び体細胞数検査)

配分検査試料乳(細菌数検査)

2)集乳及び配送試料乳検査

2　牛群検定試料乳検査

3　依頼試料乳検査

1)成分及び体細胞数検査

2)細菌数検査

77,905件(対前年比　88.3%)

77,713件(対前年比　88.3%)

52,603件(対前年比　93.2%)

569,888件(対前年比　95.4%)

36,475件(対前年比　95.4%)

15,132件(対前年比146.1%)

4　外部精度管理

㈲日本乳業技術協会が生乳検査施設を対象に実施する技能試験を受け､乳脂肪率､舞踊乳固

形分率､体細胞数検査の精度の維持と検査技術の向上を図った｡ (4回)

※検査項目

･成分検査-･乳脂肪率､乳蛋白質率､乳糖率､無脂乳固形分率､全固形分率､乳申尿素態窒

素｡ただし､集乳及び配送試料乳については､乳脂肪率､無脂乳固形分率の2

項目

･体細胞数検査

･細菌数検査
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