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新年明けましておめでとうございます。皆様には、すこやかな新春を迎え
られたことと、お慶び申し上げます。
また、平素から、本会の業務に対しまして、ご支援、ご協力いたただいて
おりますことに、心から感謝を申し上げます。
近年、自然災害が多くなってきていますが、昨年も、熊本県を中心とした
九州豪雨で、多くの方が被災され、農業被害も 500 億円を超えてしまいまし
た。被災された皆様の生活・農業経営が、いち早く立ち直られることを心か
らお祈り申し上げます。
さて、群馬県の畜産業界におきましても、昨年は大きな災害がありました。9 月に高崎市の養豚場でＣＳ
Ｆ（豚熱）が発生し、農場のすべての豚 5,887 頭が殺処分されました。殺処分は、24 時間体制で行われまし
たが、当初の予定３日間を上回る６日間を要し、累計で 1,609 人が従事したことなどから、経費も約２億 3300
万円を要しました。その後、12 月下旬に山形県、三重県でも、豚熱ワクチン接種農場においてＣＳＦが発
生するなど、平成 30 年９月に岐阜県での初発生以降、ＣＳＦの発生は 61 件を数え、２年以上を経過した今
も発生が継続しています。
また、今冬は、西日本を中心に高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るっており、１月７日現在、全国で
はこれまでに 34 件、約 487 万羽の鶏が殺処分となっています。
ひとたび、このように伝染力が強く、全頭・全羽が殺処分となる家畜伝染病が発生しますと、清浄化まで
に非常に多くの人員が必要となるとともに、多額の経費が税金から支出され、国民全体に大きな負担となる
ほか、風評被害による畜産物価格の下落等で、畜産農家にも大きな影響を及ぼすことになります。今後も、
畜産関係者が一丸となって家畜伝染病の発生防止に努める必要があります。
さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大は、畜産業にも大きな影響を及ぼし、肉牛価格は昨年２月以降
大きく下落し、牛マルキンにより、群馬県でもこれまでに 20 億円を超える交付金が支払われています。
幸い、12 月になり肉牛価格は前年度価格を上回るところまで回復してきていますが、最近のトウモロコ
シや大豆等の飼料原料価格の値上がりの影響で、配合飼料の出荷価格が大きく引き上げられるなど、今後も
厳しい畜産経営が続くことが懸念されます。
このような状況の中、本協会では安定的な畜産経営を継続するための経営支援をはじめ、家畜・畜産物の
価格安定対策、家畜や農場の衛生対策、安全・安心な畜産物を提供する生産衛生の推進、畜産経営の人材確
保など、協会としての役割が十分に発揮できるように、今後も関係各位との連携の下に全力で業務に取り組
んで参りたいと存じます。
令和３年が群馬県の畜産にとって益々飛躍する年となること、及び新型コロナウイルス感染症が早期に収
束することを祈念するとともに、皆様には本会への一層のご支援・ご協力を心からお願い申し上げまして、
年頭にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。
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念頭のごあいさつ
第 42 回理事会開催、浦和競馬場

畜産フェア開催

第 24 回群馬県畜産共進会（乳牛の部）開催
和牛登録員研修会開催
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特定家畜伝染病防疫演習を実施
畜産海外事情研修④
価格安定事業の状況
南関東 4 競馬場開催日程
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令和２年 11 月 12 日 群馬県 JA ビルにおいて、本会理事会が開催され、令和 2 年度変更事業計
画及び収支補正予算等について協議されました。
決議事項・報告事項については以下のとおりです。
【決議事項】
【報告事項】

第 1 号議案
令和 2 年度変更事業計画及び収支補正予算の承認について
第 2 号議案
特定費用準備資金等取扱規則の制定につて
（1）職務執行状況について

令和 2 年度変更事業計画の概要
当初事業計画決定後に、新型コロナウイルス感染拡大を受け、肉用肥育牛生産者の経営体質強化
に対する支援や、肉用牛の能力向上や増頭を図る為、繁殖雌牛の増頭に対し支援する事業など新た
に実施が決定された事業、事業内容事業量の変更が見込まれる事業を中心に計画を変更し、当初計
画時 92 事業から 2 事業増加し、94 事業を実施します。
令和 2 年度変更収支補正予算の概要
新型コロナウイルス感染拡大等により牛枝肉価格が大きく下落したことなどに伴い、価格差補填
事業の受取交付金が大きく増加するなど、経常収益は大幅に増加になり、同様に経常費用も一部、
リモート等による働き方の影響を受け減額する費用もあるなか、大幅な増加を見込んでいます。
よって、当期一般正味財産増減額は 549 万円増となる見込みです。

浦和競馬場畜産フェアを行いました
令和 2 年 11 月 24 日～27 日の 4 日間にわたり、埼玉県、
栃木県、長野県、本県の４県の協賛で浦和競馬場にて畜産
フェアを実施しました。
開催期間中において、本県畜産関係団体主催の冠レース
を４競走実施し、優勝馬の馬主や騎手への副賞授与を行い
ました。
ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
来場者の人数制限が継続されており、例年開催し好評を得
ていた県産チーズの無償配布やハムソーセージの特売イベ
ントについては、残念ながら中止となりました。
外出自粛の傾向と入場制限もあり、来場者自体は例年よ
りも少なかったですが、ネット投票利用も増えており、地
方競馬の利用者は増加傾向にあるようです。
本イベントへの参加により、地方競馬および畜産振興に
貢献し、県産畜産物への感心をより一層高めるよう、今後
も取り組んでまいります。
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群馬県畜産共進会（乳牛の部）開催

群馬県畜産試験場（前橋市富士見町）において、令和２年１１月２０日（金）に第２４回
群馬県畜産共進会（乳牛の部）が開催されました。
今年度は未経産１８頭、経産２４頭の計４２頭が出品されました。体型や乳用強健性、乳
房等について（一社）日本ホルスタイン登録協会の審査標準に基づいた審査が行われました。
コロナ禍ではありましたが、感染症対策を十分に行い、関係各位のご協力のもとに実施で
きましたことを感謝申し上げます。

名誉賞 第 11 部ファイン ヒーローズ ダッチ

名誉賞 第 5 部
ファイン デンバー スターライト
出品者：遠坂和仁

出品者：遠坂和仁

名誉賞 第 9 部
ジャグロブリッジ ドアマン サラ
出品者：齋藤正聡
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～～全国和牛能力共進会に向けて～～
◆第 12 回全国和牛能力共進会
肉用牛の部第８区(去勢肥育牛)出品候補牛交換会
日程 令和３年２月１７日
会場 全農群馬県本部渋川家畜市場

◆第 12 回全国和牛能力共進会
日程 令和４年１０月６日～１０日
会場 種牛の部 鹿児島県霧島市牧園町
肉牛の部 鹿児島県南九州市知覧町
（株）ＪＡ食肉かごしま南薩工場
手入れ実習風景（宮崎）
ＪＡ綾町管内の農家様の牛で、手入実習を行いまし
た。

群馬県畜産共進会
（肉豚の部）
〃
（繁殖和牛の部）
は中止になりました。

和牛登録員研修会を開催しました
令和２年１１月２４日に全農群馬県本部渋
川家畜市場にて、県内の関係者約３０名を対象
に、研修会を開催いたしました。
本会職員による和牛の登記・登録に関する基
本的な内容から、(公社)全国和牛登録協会の松
宮講師による牛の見方など、実際に牛を前にし
ての審査の方法など、登録員に必要な技術が習
得できました。
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令和元年度畜産海外事情研修（ＥＵ３か国）に参加して④
企画管理部長

加藤

康義

前回に引き続き、(公社)中央畜産会が実施した畜産海外事業研修（ＥＵ３か国）に参加した本会
職員の寄稿を掲載します。
令和元年９月２６日（木）ドイツ編（３日目）
私たちは、ドイツのフライブルグから、トットリ
ンゲンに入りました。
ここでの目的は、農作業を受託する組織が経営支
援をどのように行っているかの現状を研修するも
のでした。
普段聞きなれない「マシネーンリング
（Maschinenring）」と言う言葉。そもそもは農業機
械の販売や点検等を行っていた会社であったよう
ですが、その傍ら、作業の請負や受託、経営コンサ
ル、ヘルパー事業、堆肥から出るメタンガスなどを
使ったバイオガス燃料コンサルやガソリンスタン
ドの経営、景観整備、畜舎建築に至るまで、生産者
の痒い所に手が届く組織に成長し、今ではドイツ全
体で連邦マシネーンリング協会が設立され、１２州
の州協会がある大きな組織となりました。ここ、バ
ーデン＝ヴェルテンベルク州だけでも２８の組織
が州連盟に加入しているそうです。
このマシネーンリング（ＭＲ－Ｔ）のコンサルテ
ィング対象者は、マシネーンリングの会員であるこ
と。コンサルティングの内容は、生産技術（乳量・
乳質等）の分析、エサ・牧草の分析、ＢＣＳ（ボデ
ィーコンディションスコア）分析、飼料設計などで
す。また、経営分析も併せて実施しています。これ
ら酪農のコンサルティングの結果として、３年間で
会員の平均乳量は１頭あたり５００㎏の増加とな
っていました。生産技術と経営と両面からの指導成
果として、３か年でこの数字は非常に有用な指導が
行われているものと推測します。

マシネ―ンリング（MR－T（マシネ―ンリングトウット
リンゲン）の事務所建物 エネルギー事業のひとつでもあ
るガソリンスタンドを経営している

マシネーンリングの案内で訪れたトーマス牧場の経
営者から経営状況の聞き取り風景

マシネ―ンリング（MR－T（マシネ―ンリングトウッ
トリンゲン）での事業概要の説明を受けている
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そこで、我々は、実際の生産者の声を伺うため、経
産牛１２０頭規模の酪農家（トーマス牧場）を訪問し
ました。搾乳ロボットを２基導入する酪農家です。生
産者は、行政の支援もある中、自由度の高いマシネー
ンリングの支援が自身の経営に合っているといいま
す。「経営改善を図れるなら、コンサルタント料を払
った方が効果的で収益が上がる。お金の掛からないも
のは価値がない。
」とお話されていました。
我が国では、農協などが行う営農指導や経営診断な
どは無料で行われることが当たり前となっている認
識が根付いています。得られるサービスに対し対価を
支払う。対価を受け取ることにより対価に見合うサー
ビスの質を向上させる。こういった関係性がはぐくま
れないと、コンサルティングのそのものの意義や役割
が薄れてしまうのではないかと思いました。

第３４7 号

このアニマルウェルフェアへの対応がドイツでは
卵価決定に大きく関係しており、消費者は、ケージ
飼い＜舎飼い＜放牧＜有機といった順に重要視をし
ているためです。ドイツ国内での鶏卵の小売価格は
日本の１．５～２倍程度（有機認証を受けた鶏卵１
０個で４．４３ユーロ（当時のレートで約５４０円）
で販売されており、畜産物の中でも高価な分類に入
ります。これらを見ていると、消費者は生産過程の
手間やコストが価格に跳ね返っていることに合意し
ているかのように見えます。

ハニーホフの養鶏場の内部 エンリッジドゲージと
平飼場、GP センターで構成される鶏舎 最近のヨー
ロッパでは移動が可能なモバイル鶏舎がはやりだと
のこと
トーマス牧場の搾乳ロボットの様子

続いて、マシネーンリングによる経営コンサル
ティングを受けている養鶏家（採卵鶏）
（ホーニホ
フ有限会社）のもとを訪れました。
アニマルウェルフェアに配慮された飼養形態
で、おおよそ１２，０００羽を飼養していました。
鶏舎の横にＧＰセンターを併設し生産から販売ま
で一貫経営を行っていました。ドイツでは２０１
０年からバタリーゲージが禁止になり、２０２５
年にはエンリッチドゲージも禁止になります。

我が国では、生産物の付加価値を評価される機会が少
ないようにも思えます。手間やコストをかけたものに
対し一定の評価を得られる消費者の「価値観の開拓」
が必要に感じます。
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スーパーマーケットの鶏卵売り場 ここに見えるもの
はすべて有機認証を受けている鶏卵。有機認証を受けて
いない鶏卵もあるがほんの僅か。有機認証で付加価値が
つくため多くは有機認証になるのは必然

研修５日目を終え、
次回はドイツ南部トットリンゲンへと続きます

価格安定事業の状況

令和 3 年 1 月 6 日現在

◆肉用牛肥育経営安定交付金制度の交付状況
交付対象
期間

品種区分 納付区分 支払区分

肉専用種

交雑種
10月期
乳用種

小 計

通常
猶予
計
通常
猶予
計
通常
猶予
計
通常
猶予

概算払
概算払
概算払
概算払
概算払
概算払
概算払
概算払
概算払
概算払
概算払
計

交付金の額

人数

頭数

（人）

（頭）
0
998
998
104
965
1,069
3
60
63
107
2,023
2,130

79

81

6

166

交付金単価
（頭/円）

（円）

交付金として

（4/4）
51,671.3
127,468.4
127,468.4
33,969.2
33,969.2

積立金から

交付日

支払う額（3/4） 支払われる額（1/4）

0
51,567,917
51,567,917
13,256,709
123,006,976
136,263,685
101,908
2,038,150
2,140,058
13,358,617
176,613,043
189,971,660

38,675,903
38,675,903
9,942,529
92,255,207
102,197,736
76,431
1,528,609
1,605,040
10,018,960
132,459,719
142,478,679

12,892,014
12,892,014
3,314,180
30,751,769
34,065,949
25,477
509,541
535,018
3,339,657
44,153,324
47,492,981

12月24日

◆優良肉用子牛生産推進緊急対策事業 奨励金交付状況

全国平均価格
奨励金交付頭数・金額
10月
11月
品種区分
発動基準価格（Ｂ） 10月
11月
黒毛和種
570,000 687,803 745,418
―
褐毛和種
530,000 644,315 668,335
―
その他肉専用種※
340,000 296,603 296,585 1頭
30,000円
乳用種
170,000 251,195 255,288
―
交雑種
290,000 346,229 386,202
―
※その他の肉専用種の全国平均価格は５月からの合計額で計算
◆肥育牛経営緊急支援特別対策事業（肥育生産支援）

―
―
0円
―
―

奨励金交付状況

品種区分

期間

奨励金単価

販売頭数＊

金額

全品種

６～９月販売

1頭 20,000円

7612頭

152,240,000円

＊牛マルキン対象牛のみ交付
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みんなで行こう！ケイバ！南関東４競馬場開催日程

◆ＢＡＯＯ高崎
群馬県高崎市岩押町 12－23
お問合せ：027-322-5192

地方競馬の収益金は
畜産の振興に役立っています

◆オフト伊勢崎
群馬県伊勢崎市宮子町 3074
伊勢崎オートレース場
グリーンスタンド４階・５階
お問合せ：0270-23-0535

オートレース場内のモニターでゆったりと競馬を楽しめます
開催については各馬券場の HP でご確認ください

価格安定事業の状況 1

令和 2 年 1 月 6 日現在

■肉豚経営安定交付金制度（豚マルキン）
年次 月次
1

補填金交付
単価(円)

期別
4 ～ 6 第1四半期
7 ～ 9 第2四半期(第1含む)

概算
確定
概算
確定

頭数(頭)
0
0
0
0

総額(円)
0
0
0
0

戸数(戸)
0
0
0
0

0
0
0
0

詳しくは南関東４競馬サイト：http://www.nankankeiba.com/index.html をご覧ください。
詳しくは南関東４競馬サイト：http://www.nankankeiba.com/index.html をご覧ください。
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