
５ 各課業務報告

[経営指導課業務]

県行政機関、畜産関係団体や消費者等の連携・支援の下に、個々の畜産生産者やそ

の集団等への畜産経営技術支援等を実施しました。一方、畜産振興や畜産経営の安定

的な発展、畜産物の消費拡大等に寄与することを目的として、畜産経営者等に対して

畜産物の安全性について啓発すると共に、消費者等に対しては生産から流通・消費に

わたる幅広い情報を提供し、畜産や畜産物への理解醸成を図りました。

１）補助・助成事業

（１）三重県補助事業

① 畜産振興事業

経営感覚に優れた生産性の高い畜産経営者の育成や地域の関係者との連携した

取組みにより「儲かる畜産業」を実現していくための三重県の方針に即して、経

営技術、飼養衛生管理、畜産物の品質、家畜の能力等各分野において総合的な情

報を提供し、畜産経営体自らの経営改善努力を助長することで経営体質の強化や

技術力向上、優れた経営感覚を持った経営者の育成、女性や後継者等の育成を進

めるための支援を行いました。

また、食物への安全性を求める社会情勢が強まる中で、畜産サイドから畜産の

一般情報や個々の生産物に付随する情報などホームページ等を通じて提供し、消

費者等と広く深い相互理解を築くよう努めました。

a)畜産経営の支援指導に資する事業

b)地域畜産の活性化、畜産物の安全・安心かつ安定供給に資する事業

c)女性の活躍推進や後継者等の育成・確保に資する事業

d)畜産の啓発や情報発信に資する事業

（２）地方競馬全国協会補助事業

① 畜産経営技術指導事業（地域畜産支援指導等体制強化）

畜産経営の経営技術等の支援・指導業務、畜産物の価格安定対策の価格補てん

業務、家畜の衛生管理支援・指導等について、県の外郭団体として行政の補完を

適正に行うことを基軸としつつ、県行政機関、畜産関係団体や消費者等と連携を

強化し、畜産経営者のための各事業を実施するとともに、生産と消費の交流を推

進し、畜産生産サイドと加工・流通、消費サイドを結びつける役割等の新たな段

階の畜産情勢に適切に対応する団体として次の事業を実施しました。

a)畜産経営の支援体制の強化を図る事業

県内の畜産農家を対象とした経営指導を行うと共に、畜産農家及び支援者、関

係者等を講師とし、畜産の後継者となり得る農業高校生を対象とした出前授業を

実施しました。情報提供では、ホームページを通して県内畜産関連情報の発信を

行うとともに、支援指導用資料を作成して関係機関に配布しました。また、個々



の経営のみでは対応できない業界が直面する課題に対し、行政関係者等と懇談の

場を設け、経営の向上、業界の振興に向けた活動を行いました。

b)地域畜産の活性化、安全かつ安定的な食の提供に資するための事業

自らの経営に積極的に参画し、先駆者として活動しようとする畜産女性を支援

し、経営の基盤強化、地域畜産の活性化を図り、地域のリーダーとなりうる女性

の育成と組織活動の支援、生産性や収益性向上のための取組みを支援しました。

コロナ禍にあって、活動が制限されたことから、次年度活動に繋げるための関係

者による活動支援、情報の提供等に努めました。

c)馬事普及啓発の推進体制の強化を図る事業

県内の地方競馬ファンを対象に「ファン感謝デー」のイベントを実施し、馬事・

畜産の普及啓発を図るとともに、ホームページから地方競馬の開催日程等の情報

発信を通じて地方競馬の振興を推進しました。

（３）公益社団法人中央畜産会補助・助成事業

① 畜産特別資金等推進指導事業

畜産特別資金及び畜産経営維持緊急支援資金借入者に対する経営改善指導の取

り組みに対して支援指導を行うことにより、畜産経営の改善と畜産基盤の維持・

発展に寄与しました。

これに付随する業務として事業を円滑に実施するため借入者の経営改善の定期

的な実績点検及び進捗状況について調査を行いました。

（４）独立行政法人農畜産業振興機構補助事業

① 発生畜産農場等経営継続対策事業

新型コロナウイルス感染者等が確認された家きん飼養経営体に対し、代替要員

等の派遣に係る経費および発生農場等の消毒又は感染拡大防止のための対応に必

要な器具機材等の導入に対する経費を補助することにより、経営の継続を支援し

ました。

２）受託事業

（１）三重県受託事業

① 飼料稲種子取扱事務に係る業務委託

一般社団法人日本草地畜産種子協会（以下、「草地協会」という）は、全国に向

け飼料稲種子を生産・販売し、自給飼料自給率の向上に寄与している。草地協会

では業務の効率化を図り種子価格を安価に提供するため、各県の購入種子の荷受

け・事務の一本化を求めた。これを受け、当協会が県内の事務を受託して、飼料

稲種子の供給や生産の安定化に努めました。

（２）公益社団法人中央畜産会受託事業



① 畜産関係団体調整機能強化事業

畜産に携わる女性のネットワーク構築のために組織化した「三重の畜産女性の

会サン・カラット」の活動について支援するとともに、生産者等からの各種相談

に応じるために研修会等を活用して役職員のスキルアップに努めました。

また、畜産協会の活動の課題と対応を検討テーマとした企画検討委員会に参画

して他県委員との意見交換を行いました。

② 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業のうち機械導入事業について、その

円滑な実施を図るため、事業の推進業務、事業参加要望書及び事業参加申請書の

取りまとめ業務などの推進業務を実施しました。

③ 家畜生産性向上対策事業

畜産・酪農生産力強化対策事業（家畜生産性向上対策事業）のうち家畜の生産

性向上のためのデータ分析・技術指導を行う取組みを実施しました。

④ 酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業（楽酪ＧＯ事業）

酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業に係る県段階推進業務のうち県内

での普及推進業務を実施しました。

⑤ 畜産経営体生産性向上対策事業（畜産ＩＣＴ等機械装置等導入事業）

畜産経営体の労働負担軽減を図るための畜産経営体生産性向上対策事業（ＩＣ

Ｔ等機械装置等導入事業）の円滑な推進を図る業務を実施しました。

⑥ 畜産クラスターに係る全国実態調査

（公社）中央畜産会が推進する畜産・酪農収益力強化対策事業（全国推進事業）

のうち畜産クラスターに係る全国実態調査への協力を実施しました。

（３）公益財団法人畜産近代化リース協会受託事業

① 貸付事業指導等事業

畜産近代化リース協会から貸し付けられた酪農肉用牛飼育管理機器等について

適正な使用がされるよう調査・指導を実施しました。また、リース物件の貸付推

進にも当たりました。

（４）三重県豚熱経口ワクチン対策協議会受託事業

野生イノシシ経口ワクチン散布対策事業実施に係る会計等業務

野生イノシシを介した豚熱の感染拡大を防止するための対策を緊急に行う必要

があることから、経口ワクチンの散布回収作業等を実施するための経費等支払業

務を行うことにより、散布事業の円滑な実施、農場のバイオセキュリティ強化に

係る取組みの支援指導を実施しました。

３）一般業務

（１）共進会、共励会等の褒賞



畜産に関する生産技術及び資質の向上を図るために、関係団体等が開催する共進

会、共励会の入賞者に対し、賞状及び賞品を授与し、畜産の振興に寄与しました。

（２）畜政活動その他

畜産関係各種打合せ会議等に出席し、畜産指導支援の立場から協議に参加しまし

た。また、研修会等に参加し、新しい知識の習得に努めました。

４）畜産団体等事務局受託

県内の畜産生産者や関係者が畜産の振興等を目的とする組織活動について、事務

局としての役割を果たし支援しました。

（１）三重県馬事畜産振興協議会

（２）三重県食肉消費対策協議会

（３）三重県養豚協会

（４）三重県養鶏協会

（５）三重県豚熱経口ワクチン対策協議会



５）令和３年度の主な行事               （令和 4年 3月末現在）

年 月 日 行  事  内  容
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畜産経営技術指導事業第 1回中央打合会（Web）

畜産経営体生産性向上対策事業、酪農労働省力化推進施設等緊急整備

対策事業第１回全国事業推進会議（Web）

畜産特別支援資金、畜産経営体質強化資金対策事業担当者会議（Web）

畜産経営技術指導事業 第 1回管理責任者等研修会（Web）

三重県養鶏協会総会

東海地域生物系先端技術研究会セミナー（Web）

三重県養豚協会総会

ＪＡ全農みえ夏季肉牛枝肉共励会

家族経営における畜産ＤＸ推進事業説明会（Web）

畜産ＩＣＴ/楽酪ＧＯ事業業務打合せ会議（Web）

畜産特別資金等推進指導事業ブロック会議（Web）

牛個体識別データ配信システム活用研修会（Web）

経営指導技術向上事業新任基礎研修（Web）

畜産経営分析支援システム活用研修会（Web）

畜産経営技術指導事業 海外畜産事情研修会（実践編）第 1回（Web）

農山漁村のつどい実行委員会（Web）

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業手続き研修会（Web）

第 1回東海地域生乳安全安心協議会（Web）

機械導入事業要望調査に係る参加申請等研修会Ｂ（Web）

畜産特別資金に係る経営改善計画審査会

畜産経営技術指導事業 海外畜産事情研修会（実践編）第 2回（Web）

令和 3年度全国畜産縦断いきいきネットワーク大会（Web）

農業高校出前授業 明野高校

養鶏問題意見交換会

農業高校出前授業 四日市農芸高校

農業高校出前授業 久居農林高校

畜産経営技術指導事業 海外畜産事情研修会（実践編）第 3回（Web）

全国鶏病技術研修会（Web）

伊賀産肉牛共進会

畜産経営体生産性向上対策事業（ICT 化等機械装置等導入事業）及び酪

農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業業務打合せ（Web）

国内技術研修①経営を変革する革新的搾乳システム研修会（Web）

第 16回大紀町七保肉牛共進会

畜産経営技術指導事業 海外畜産事情研修会（実践編）第 4回（Web）

三重県特産肉牛枝肉共励会

全国優良畜産経営管理技術発表会（Web）

肉用牛肥育経営安定交付金制度に係る全国会議（Web）
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令和 3年度 JRA 畜産振興事業に関する調査研究発表会（Web）

畜産経営技術指導事業 海外畜産事情研修会（実践編）第 5回（Web）

畜産経営技術指導事業 海外畜産事情研修会（実践編）第 6回（Web）

地全協事業全国説明会（Web）

野生イノシシ経口ワクチン全国会議（Web）

国内技術研修②（国内技術研修）牛群の行動管理システム（Web）

畜産経営指導研究会（部会）酪農、肉用牛

畜産経営指導研究会（部会）養豚、養鶏

第 2回中央打合会（畜産経営指導支援全国会議）（Web）

畜産経営技術指導事業 海外畜産事情研修会（実践編）第 7回（Web）

農作業安全確認運動推進会議（Web）

令和 3年度スマート畜産海外先進モデル調査セミナー（Web）

家畜生産性向上対策事業現地講習会（Web）

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」に関する説明会（Web）

第 28回松阪子牛共進会

畜産経営技術指導事業 海外畜産事情研修会（実践編）第 8回（Web）

畜産経営技術指導事業に係る第 3回管理責任者等研修会（Web）

「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」に関する説明会（Web）

畜産経営技術指導事業 海外畜産事情研修会（実践編）第 9回（Web）

三重県和牛繁殖協議会繁殖勉強会

畜産経営技術指導事業に係る第 4回管理責任者等研修会（Web）

令和 3 年度畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業に係る全国事業

推進会議（Web）

令和 3年度畜産 ICT/楽酪 GO 事業 業務打合せ会議（Web）


