はじめに

近年、わが国の畜産経営は、多発している地震、豪雨、台風などの自然災害により甚大な
被害を被ってきております。
そのため、一般社団法人全日本畜産経営者協会（全日畜）は、令和２年度から日本中央競
（令和２年度～令和
馬会の畜産振興事業として「自然災害に強い畜産経営の実現調査事業」
３年度）を実施しました。まず、全国の畜産経営者を対象にアンケート調査を行い、災害の
実態や災害への対応を把握し、各地域で災害体験や課題等について意見交換するワークシ
ョップを開催しました。それらの結果をもとに「自然災害に強い畜産経営の実現」をテー
マに専門家を交えた意見交換するセミナーを開催するとともに、災害時・災害後の対応方
法として「畜産経営災害危機管理マニュアル」の作成などを実施したところです。
本書は、この事業の成果を取りまとめた事業成果報告書です。畜産経営者及び関係者が
自然災害への対策を検討する際の一助となれば幸いです。
最後に、本事業の推進にご尽力いただきました自然災害に強い畜産経営の実現調査検討
委員会の委員をはじめご協力いただいた関係者の皆様に深く感謝申し上げます。

令和４年３月
一般社団法人 全日本畜産経営者協会
（全日畜）
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１．事業概要
わが国では過去 10 年間、平成 23 年の東日本大震災に加えて多くの台風・豪雨災害が発生し畜
産経営に甚大な被害をもたらしている。本事業では、全国で自然災害に強い畜産経営の実態調査
（アンケート調査等）を行い、併せて各地域でワークショップを開催し、畜産インフラの機能診
断、リスク分析、予防保全等を、災害時・災害後の対応方法として「畜産経営災害危機管理マニ
ュアル」にまとめ、自然災害に強い畜産経営の実現に資することを目的とする。
本事業の基本構成を図 1.1 に示す。

図 1.1

自然災害に強い畜産経営の実現調査事業の基本構成

本事業では、令和２年度から令和３年度の２年間において、以下を実施する。
① 自然災害に強い畜産経営の実現調査検討委員会（検討委員会）の開催
・令和２年度 ～ 令和３年度に実施する。
・畜産経営の専門家等 10 名をメンバーとし、年２回開催。２年間で計４回開催する。
・自然災害に強い畜産経営の実現に関する調査等の的確な方法、進め方について検討・協議し
決定する。
・調査等により明らかになった問題点・課題等の検討、併せて、ワークショップ等で助言する。
・それぞれの段階における進捗管理等を行う。
② 全国の畜産経営者を対象とする自然災害に強い畜産経営の実態調査（アンケート調査等）
・令和２年度に実施する。
・自然災害に強い畜産経営の取り組みについて、全国 500 名の畜産経営者に対し、郵送による
アンケート調査を実施する。
③ 畜産経営者等が参加するワークショップの開催
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・令和２年度 ～ 令和３年度に実施する。
・台風・豪雨・地震等で被災した地域に所在する代表的な畜産経営者を招集し、各地域でワー
クショップを２年間に５回（令和２年度３回、令和３年度２回）開催し、自然災害の体験・
課題等について意見交換と事例収集を行う。
④ 自然災害に強い畜産経営の実現をテーマにしたセミナーの開催
・令和３年度に実施する。
・
「自然災害に強い畜産経営の実現」をテーマに、都内で開催し、自然災害の体験・課題等につ
いて意見交換を行う。
⑤ 畜産経営災害危機管理マニュアルの作成・配布、普及啓発
・令和３年度に実施する。
・畜産インフラの機能診断、リスク分析、予防保全等を、災害時・災害後の対応方法として「畜
産経営災害危機管理マニュアル」にまとめ、自然災害に強い経営体の育成と畜産経営の持続
的発展に資する。
１．１

令和２年度事業の実施概要

令和２年度は、第一年次として、次の事業を実施した。
（１）自然災害に強い畜産経営の実現調査検討委員会（検討委員会）
・事業の運営、アンケート調査内容、畜産経営者のための「畜産経営災害危機管理マニュアル」
の作成等を審議するため、検討委員会を２回開催した。
（２）全国の畜産経営者に対する自然災害に強い畜産経営の実態調査（アンケート調査等）
・検討委員会での審議等を経て、畜産経営者へのアンケート調査票を作成した。
・令和２年９月初旬に調査票を配布し、調査票の回収とデータ整理、調査結果のとりまとめを行
った。
・アンケートは 459 経営体（有効回答 457 経営体）から回答があり、分析作業を実施した。
（３）畜産経営者が参加するワークショップの開催
・ワークショップは、９月４日に千葉県（30 名参加）
、11 月 11 日に熊本県（16 名参加）
、11 月
30 日に宮城県（10 名参加）において計３回開催した。各ワークショップには、検討委員会の
委員も参加した。
・開催したワークショップの結果については、
「速報レポート」を作成して、タイムリーな普及・
啓発活動を実施した。
・災害防止対策及び災害発生後の対策を講じている６事例を収集した。
・11 月 26 日、2016 年８月の台風 10 号や東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県岩泉町に出
向き、計画にはなかった災害発生地現地調査を実施した。
新型コロナウイルスの感染症の拡大で、調査事業のスタートが大幅に遅れたが、予定した事業は
全て実施できた。
アンケート調査は、近年の自然災害の多発により畜産経営者は多大な損害を受けており、生産者
の関心は高く、90 ％を超える回収率であった。また回答者のうち 75 ％が自然災害による被害を体
験していた。
ワークショップは、コロナ禍のため、感染防止に細心の注意を払い、人数を絞った開催とした。
ワークショップでは、被災後間もない畜産経営者に参加いただき、被災の生々しい体験を語ってい
ただくとともに、被災状況、災害防止対策、被災後の処理などについて、活発な意見交換が行われ
た。またワークショップ開催における畜産経営者からの発表・意見交換及び被災地域に出向いた現
地実態調査などを通じ、被災・防災の事例が収集できた。
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１．２

令和３年度事業の実施概要

（１）畜産経営者が参加するワークショップの開催
・ワークショップは、２会場で対面式による開催を計画したが、コロナ禍で集合型の意見交換が
難しいこともあり、リモートによる Web 会議形式とした。10 月 21 日に広島県(20 名参加)、10
月 27 日に北海道（29 名参加）において、２回開催した。
・開催したワークショップの結果については、
「速報レポート」を作成して、タイムリーな普及・
啓発活動を実施した。
・災害発生における防止対策、発生後の対応策などの事例を４事例収集した。
（２）
「自然災害に強い畜産経営の実現」をテーマとするセミナーの開催
・セミナーは、東京において集合型での開催を計画したが、コロナ禍で全国から集まる集合型で
の開催が難しく、2022 年２月１日に東京都において、少人数による対面式と講演内容の録画記
録を全日畜のホームページに掲載する方式で実施した。
（３）自然災害に強い畜産経営の実現調査検討委員会（検討委員会）
・事業の運営、アンケート調査内容、「畜産経営災害危機管理マニュアル」の作成等審議するた
め、検討委員会を２回開催した。委員には、ワークショップ、セミナーにも参加いただき助言・
指導などいただいた。
（４）畜産経営災害危機管理マニュアルの作成
・２年間の事業実施結果をもとに、畜産経営におけるリスクマネジメント、事業継続計画（BCP）
の策定、災害への備え、災害時・災害後の対応等についてとりまとめた「畜産経営災害危機管
理マニュアル」を 1,000 部作成し、配布・普及啓発した。

- 3 -

２．自然災害に強い畜産経営の実態調査
自然災害の実態を把握するため、畜産経営者に災害の種類、具体的防災対応、災害対策にあたっ
ての課題、防災対策費用等についてアンケート調査を行った。また直近の新型コロナウイルス感染
症の拡大が畜産経営に深刻な影響を及ぼしていたので、感染症の影響に係る項目をアンケート調査
に追加した。
２．１ アンケート調査の概要
（１） 調査対象
調査対象は、全国・全畜種（乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー）の畜産経営体とした。
アンケートが回収できた経営体数は、459 経営体（２経営体は無効であり、有効回収数 457 経営
体）であった。アンケートの調査目標数は 500 経営体であり、目標達成率は 92 ％であった。
有効回収数 457 経営体の営農類型は、表 2.1 に示すとおり、酪農 112、肉用牛 104、養豚 92、採
卵鶏 94、ブロイラー26、酪農・肉用牛 22、肉用牛・養豚４、肉用牛・採卵鶏１、採卵鶏・ブロイラ
ー２であった。
表 2.1 アンケート調査集約経営体数
営農類型
酪農
肉用牛
養豚
採卵鶏
ブロイラー
酪農・肉用牛
肉用牛・養豚
肉用牛・採卵鶏
採卵鶏・ブロイラー
合
計

経営体数
112
104
92
94
26
22
4
1
2
457

割合（％）
24.5
22.8
20.1
20.6
5.7
4.8
0.9
0.2
0.4
100

備 考

（２）調査内容
調査の内容は、以下の６項目とした。
①
②
③
④
⑤
⑥

経営体の概要
経営体の農場のある地域での自然災害の発生状況
今後の防災対応
防災及び災害発生後の対応における課題
新型コロナウイルス感染症に関わる畜産経営への影響と対策
その他

（３）調査結果の概要
生産者へのアンケート調査結果の概要は以下のとおりである。
① 経営の基礎的な情報
・農場所在地が多いのは、北海道、千葉県、鹿児島県、茨城県、岩手県、愛知県の順となって
おり、畜産主産地からの回答数が多い。また、農場所在地の地方別では、関東、北海道、九
州・沖縄、中部及び東北が多くなっている。回答を得た経営体の農場所在地は、畜産主産地
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であるとともに、近年、地震や気象災害が発生した災害多発地にあると言える。
・株式会社経営が回答数の 64 ％を占めており、農事組合法人、合同・合名・合資会社の組織
経営を加えると 68 ％となり、個人経営は 32 ％と少ない。
・家畜・家禽の飼養頭羽数は、乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラーいずれの畜種とも全国
平均を大きく上回る。
・経営部門については、農畜産生産物の販売がほぼ 100％を占めているが、
「農産物加工販売」
を手掛ける経営体や多角経営の振興で「レストラン経営」まで手を広げる経営体もある。付
加価値を高めるため、畜産加工・販売など６次化に取り組む経営体も増えている。
② 現在までの自然災害（地震、豪雨、台風など）の状況
[２－０．被災の有無について]
・被災の有無については、
「被災あり」が 75 ％、
「被災なし」が 25 ％であった。回答者の多
くの経営体が被災している。回答者の農場所在別にみると、北海道、東北、関東、九州・
沖縄の回答者の 70 ％以上が被災している。
[２－２．被災した経営者への質問]
・自然災害を気象災害と地震災害に分け、被災回数を聞いたところ、88 ％が「気象災害」
、53 ％
が「地震災害」と回答している。被災回数については、
「気象災害」が平均 3.1 回、
「地震災
害」が平均 1.1 回となった。気象災害と地震災害の両方に被災した経営体は、332 経営体の
うち、136 経営体であった。
・気象災害については、
「風害」
、
「雨害」が多く、割合としては少ないが「雪害」や「雷害」の
事例もあった。台風による風害・雨害、梅雨前線の活発化に伴う集中豪雨による雨害が多い。
・地震災害については、
「水道・ガス・電気等ライフラインの損壊」
、
「建物等畜産施設の損壊・
倒壊」が多い。
・災害内容をみると、
「停電」
、
「畜舎倒壊・損壊」
、
「畜産施設倒壊・損壊」
、
「断水」
、
「家畜の斃
死」
、
「有線・無線の通信回線不通」
、
「道路寸断」などが多い。災害内容では、気象災害、地
震災害による「停電」被害が多い。
・被災後の対応をみると、
「被害状況の確認」
、
「発電機の手配」
、
「従業員の安否確認」が上位で
ある。災害内容の最上位にきていた「停電」に対応する「発電機の手配」は第２位であった。
これは、昨今の畜産経営におけるハード、ソフトの諸施設の電源喪失は、家畜への致命的な
被害に結び付くので、経営者は率先して取り組まなければならない対策であることを裏付け
ている。
・家畜の被害状況は、大家畜は比較的少なく、豚、鶏の中小家畜の被害が多い。中小家畜の被
害が拡大するのは、ハード、ソフトの諸施設の電源喪失による畜舎環境制御不能及び畜舎の
倒壊によるものである。
・被害額の大きい項目では、
「畜舎」や「その他畜産施設」の倒壊・損壊が多い。畜産経営の規
模拡大に伴い、畜舎などへの投資が大きくなっており、災害による被害額も大きい。注視し
なければならないのは、「家畜の斃死」による損害額である。百万円未満の損害が最も多い
が、百万～1 千万円未満が 12 ％、1 千万～1 億円未満が９％となっている。1 億円以上の被
害を受けた経営体は 0.3 ％であった。規模拡大にともなう飼養頭羽数の増加で、家畜の斃死
による被害額が大きい。
・復旧に要した期間について、
「停電」は２～３日が最も多いが、８日～１カ月未満、１カ月以
上を加えると７％になり、経営再開に大きな支障をきたしたことが想像される。
・地震発生の被害を未然に防げなかった原因について、「想定外の地震」、「発電機の未整備」、
「発電機の容量不足」
、
「飼料備蓄無し」の順となった。東日本大震災、熊本地震などは、想
定した震度を超えていたことが大きい。北海道胆振東部地震は、発電所が被災し、全道の停
電「ブラックアウト」が発生した。これも想定外の地震災害であったと言える。
・気象災害の被害を未然に防げなかった原因について、
「想定外の風速」
、
「想定外の雨量」
、
「発
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電機の未整備」
、
「進入道路の不備」及び「発電機リース不足」の順となった。近年の地球温
暖化により、想定した風速を超える大型台風が襲来したり、想定した時間降雨量、総降雨量
を上回る集中豪雨による災害が多発しており、回答結果もそれらを裏付けるものとなってい
る。
・損害保険や共済保険への加入状況について、
「損害保険への加入」は 57 ％、
「共済保険への
加入」は 40 ％と、比較的多くの経営者が保険に加入していた。
・損害保険の種類について、
「火災保険」が 93 ％、
「地震保険」が 28 ％となっている。地震
保険は、掛け金が高額なこともあり、加入者は多くない。
・共済保険の種類について、
「火災共済」
、
「家畜共済」
、
「地震共済」などに加入しており、畜産
経営における家畜への被害は致命的なため、多くの経営体は家畜共済に加入している。共済
保険は民間保険より掛け金が低いこともあり、地震共済への加入も比較的多い。
・自然災害で被った損害の補償状況については、必ずしも損害保険や共済保険で十分な補償が
得られたわけではない実態が明らかになった。
[２－２．回答者全員への質問]
・過去 10 年間の自然災害の発生状況は、気象災害では、
「雨害」
、
「風害」の順となっている。
地震災害では、
「ライフラインの損壊」が 38 ％、
「畜産施設の損壊・倒壊」が 31 ％を占め
る。
「災害の発生はない」はわずか４％の回答であり、近年頻発している自然災害発生状況を
裏づけており、多くの畜産経営体が被災している。
・自然災害の対応マニュアルの作成については、畜産経営体ごとに作成している事例はまだ少
ないことが分かった。
・災害発生予報に対する事前対応策については、
「施設点検・補修」
、
「発電機等機械、水、飼料
の確保」
、
「連絡体制確保」
、
「農場宿泊」の順となった。経営者は、畜産インフラの点検・整
備、発電機など主要機材、飼料・水などの確保に力を入れている。
・自然災害情報の入手状況について、
「問題なし」が最も多かったが、
「電気・水など社会イン
フラに関する情報不足」、「通信回線の不通により情報不足」などもほぼ同じ割合であった。
また、
「行政機関からの情報なし」も多くの経営体が挙げている。行政機関からの情報がない
ことは経営者を不安にさせるので、災害対応にあたって最も重要視しなければならない事項
である。
・災害発生時の情報入手手段について、
「Web サイト情報」
、
「テレビ」
、
「ラジオ」の順となった。
近年のスマートフォンやパソコンの普及によりインターネット情報が広く利用されている。
・有効な防災対策の具体策は、
「発電機の設置」
、
「燃料備蓄」
、
「耐震・耐暴風構造の畜産施設」
、
「発電機のリース」の順となった。畜産経営における防災対策の決め手は、電源喪失に備え
た「発電機の設置」
、
「発電機のリース」など停電時の電源確保と言える。
③ 今後の具体的な防災対応
・優先度の高い防災対策は、
「発電機設置」
、
「畜産施設の耐震・耐暴風・耐積雪構造」
、
「燃料備
蓄」
、
「給水確保」
、
「飼料の確保ルート」
、
「発電機リース」の順となった。これらは、畜産経
営における防災対策の再優先事項であると言える。
・行政機関に期待する畜産災害防止対策として、
「輸送力強化」
、
「資機材備蓄」
、
「広域連携シス
テムの構築」及び「機械整備・充実」が多く挙げられている。
④ 防災及び災害発生後の対応における課題
・防災対応の課題は、「連携が脆弱なこと」及び「マニュアル未作成」が課題の上位に来てい
る。自然災害は、広域、多岐にわたり、対応する省庁は複数になることから、内閣府に内閣
総理大臣を会長とし、国務大臣等を委員とする中央防災会議が設置されており、一元的に対
応する体制をとっているが、その機動性の発揮に課題のあることが分かった。
・災害発生後の対応の課題は、
「手続きの簡略化」が最も多い。
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⑤ 新型コロナウイルス感染症に関わる畜産経営への影響と対策
・新型コロナの畜産経営への影響について、
「影響大」及び「ある程度影響」を加えると 72 ％
となり、影響が出ていることが明らかになった。
・畜産経営への具体的な影響については、
「畜産物価格低下」が最も多く、次いで、
「外国人技
能実習生の労働力不足」となった。インバウンド消費の減、学校給食やレストランの需要減
による畜産物価格の低下が畜産経営に影響を与えている実態が明らかになった。
・緊急経済対策で政府に求める優先順位の高い対策については、(ⅰ)酪農経営が「乳価補填」
、
「経営継続資金援助」など価格補てんを求める声が多いこと、(ⅱ)肉用牛経営が「体質強化」
、
「資金支援」
、
「資金繰り支援」など経営体質強化のための財政支援を希望する経営体が多い
こと、(ⅲ)養豚・養鶏経営が「経営持続化給付金」
、
「経営継続資金」を上位に挙げ、売り上
げ減少への支援を望んでいること等が明らかになった。
⑥ 今後期待される防災対策についての自由意見
・多くの経営体から、被災に直面し、色々な体験をした生の声が記述されている。内容として、
(ⅰ)災害発生前、(ⅱ)災害時及び(ⅲ)災害後の率直な意見が多数寄せられており、貴重な提
言であり、多くが今後の防災対策に生かせる内容である。
（主な自由意見）
１．災害発生前
・災害に備えた行動マニュアル、情報提供マニュアルなどの作成
・タイムライン防災計画の作成
・防災訓練の実施
・停電に備えた通電設備の管理強化
・自家発電機など防災機材の設置、助成
・災害に備えた公共インフラの整備
２．災害時
・正確な天気予報の提供
・ライフラインの早期復旧と正確な情報提供
・生乳の安定した出荷体制の確立
・自己敷地への生乳廃棄の弾力的運用
・停電時の早期復旧の仕組み作り
・災害時の復旧助成金の迅速な支給
・助成・緊急対策の手続きの簡略化
・被災地への迅速な復旧のための物資の提供
・災害時の復旧予算の見積もりへの時間的余裕の確保
３．災害後
・災害に強い施設、水と飼料の供給体制整備
・耐震、耐暴風構造の施設建設時の助成強化
・自家発電機の設置への手厚い助成
・電線、通信線の強度の強化
・防災に対する国など行政の助成強化
・災害に備えた保険制度への助成
・想定を超える災害に備え、被害想定の引き上げ
・災害後の国等への各種助成申請手続きの簡略化
・災害発生後の補助金の強化
・畜産業は停電から復旧までの時間短縮が最優先であることの認識の共有
・畜産は山間部に立地しており、災害発生の頻度が高いことを踏まえた防災対策の実施
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・生産現場と行政機関の連携強化
・ブロイラー経営の助成強化
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２．２ アンケート結果の内容
アンケート結果の内容を以下に示す。
なお、アンケートの質問票、集計結果及び詳細なコメントは、付属書１「自然災害に強い畜産経
営実現へのアンケート調査報告書」に示す。
（１）経営の基礎的な情報
問１．農場が所在する都道府県
回答数 450 経営体の農場所在地は、北海道 21 ％、千葉県 13 ％、鹿児島県６％、茨城県６％、
岩手県及び愛知県が５％の順となっており、畜産主産地からの回答数が多い。また、農場所在地の
地方別では、関東 26 ％、北海道 22 ％、九州・沖縄 16 ％、中部及び東北が 12 ％と多くなってい
る。
回答した経営体の農場所在地は、畜産主産地であるとともに、近年の地震や気象災害の多発地に
あると言える(図 2.1)。

問１．あなたの農場が所在する都道府県名
を記入して下さい｡(複数の都道府県)

Q1 (都道府県)
北海道
千葉県
鹿児島県
茨城県
岩手県
愛知県
宮崎県
静岡県
青森県
栃木県
熊本県
宮城県
群馬県
兵庫県

6.4
5.5
4.9
4.7

2.9
2.7
2.5
2.3
2.3
2
2
2

20.7

13.1

回答数:450
複数回答

下位の都府県は省略

0

5

10

15

20

25

%

図 2.1 農場が所在する都道府県
問２．経営形態
株式会社経営が回答数 454 経営体の 64 ％を占めており、農事組合法人、合同・合名・合資会社
の組織経営を加えると 68 ％となり、個人経営は 32 ％と少ない(図 2.2)。
問２．経営形態について伺います｡該当す
る経営形態について

Q2
2.株式会社

1.
2.
3.
4.
5.

個人経営(家族労働主体)
株式会社(有限会社含む)
農事組合法人
合同･合名･合資会社
その他(具体的に記述)

64.1

1.個人経営

32.2

3.農事組合法人

3.1

4.合同･合名･合資会社

0.4

5.その他

0.2
0

回答数：454

10

20

30

40

%

図 2.2 経営形態について
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50

60

70

問３．営農類型及び経営規模（常時飼養頭羽数）
営農類型は、回答数 457 経営体（複数回答）のうち、酪農及び肉用牛 29 ％、養鶏（採卵鶏）及
び養豚 21 ％、養鶏(ブロイラー)６％の割合になった。大家畜生産者からの回答が比較的多かった。
経営規模については、図 2.3 に示すとおりである。
問３．営農類型及び常時飼養頭羽数につい
て
1.酪農 (成牛
頭､ 育成牛 頭)
2.肉用牛 (繁殖雌牛
頭､ 肥育牛 頭)
3.養豚 (繁殖雌豚
頭､ 30kg 以上肥育豚
頭)
4.養鶏(ﾌﾞﾛｲﾗｰ) (羽数
羽)
5.養鶏(採卵鶏) (成鶏羽数
羽)

図 2.3

営農類型及び経営規模

酪農経営は、128 経営体から回答があり、成牛の飼養頭数平均値は 234 頭、最大値は 6,716 頭、
最小値は８頭、中央値は 80 頭であった。令和２年の成牛（２歳以上）の戸当たり平均飼養頭数は、
全国 63 頭、北海道 85 頭である。調査対象の酪農家の平均成牛飼養頭数は 234 頭であり、全国平均
の 3.7 倍の飼養規模である。
肉用牛経営の繁殖雌牛飼育は、１経営体の令和２年の全国平均の戸当たり頭数が 14 頭であり、
商系飼料の利用農家の経営規模の平均値は 287 頭、中央値は 65 頭であり、極めて大きいといえる。
肥育牛飼養農家の飼養頭数の平均値は 940 頭、中央値は 240 頭であった。平成 30 年(統計の取り方
に変更があり、平成 30 年のデータを使用)の全国平均の戸当たり頭数が 144 頭であることから、商
系飼料の利用農家の経営規模は極めて大きいといえる。
養豚繁殖経営は、平均飼養頭数は 796 頭、中央値は 500 頭であった。令和２年の全国の子取用雌
豚頭数の平均は 247 頭であり、全国平均の 3.2 倍の飼育規模となっている。
養豚肥育経営は、平均飼養頭数は 6,321 頭、中央値は 3,000 であった。令和２年の全国の肥育豚
頭数の平均は 1,758 頭であり、全国平均の 3.6 倍の飼育規模となっている。
ブロイラー経営の平均飼養羽数は 1,001,235 羽、中央値は 232,050 羽であった。令和２年度の全
国平均飼養羽数は 61,400 羽であり、全国平均の 16.3 倍の飼養規模である。
採卵鶏経営の採卵鶏(成鶏)の平均飼養羽数は 273,731 羽、中央値で 150,000 羽であった。令和２
年の成鶏雌の戸当たり平均飼養羽数は 66,900 羽であり、全国平均の約 4.1 倍の飼養規模である。
問４．経営部門
経営部門は、回答数 437 経営体(複数回答)のうち、99.5 ％が「生産物出荷販売」である。最近
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の生産物の付加価値を高める６次化の振興に伴い、
「農産物加工販売」を手掛ける経営体が 10 ％、
また、多角経営の振興で「レストラン経営」まで手を広げる経営体も３％ある。さらに、農畜連携
で水田耕作、畑地への堆肥投入など耕種農家の「農作業受託業務」を手掛ける経営体も２％ある。
経営の多角化を伺わせる結果である。

（２）現在までの自然災害(地震、豪雨、台風など)の状況
[２－０．被災の有無]
問５．過去 10 年間における自然災害の被災の状況
「被災あり」が 75 ％、
「被災なし」が 25 ％であった。回答者の多くが被災している(図 2.4)。
回答者の農場所在別にみると、北海道、東北、関東、九州・沖縄の回答者の 70 ％以上が被災して
いる。関東、東北の回答者の８割以上が「被災あり」としているが、これは、2011 年の東日本大震
災、2019 年の東日本に大きな被害を出した台風 19 号・20 号・21 号による被災が原因である。北海
道も多いが、これは北海道胆振東部地震による全道の「ブラックアウト」による被災と考えられる。
このように、今後は日本全国どこでも想定を超える災害が発生し、しかも広域に被害をもたらすと
の前提で対策を考えていかなければならない。
畜種別では、
「ブロイラー経営」の 86％が被災しており、被災した経営体が最も多い。ブロイラ
ー経営は、ウィンドレス鶏舎による飼養が多く、台風の襲来、地震時の停電による電力喪失が多い
と考えられる。「ブロイラー経営」に続き、「採卵鶏経営」79％、「酪農経営」74％、「肉用牛経営」
73％の順で被災している。近年の畜産経営の大規模化に伴う、電力装備の大型化による停電被害の
拡大、畜舎等施設の老朽化による耐震、耐暴風雨の脆弱性が被害の拡大を招いていると考えられる。
Q5 (農場所在地別)
問５．過去 10 年間に発生した自然災害に
おいてあなたの経営は被災しましたか｡
1.被災した
⇒ ｢問 6 以降へ
2.被災しなかった ⇒ ｢問 19 以降へ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

23.8

17.3

12
34
52

76.2

82.7

東北

36.8

60

63.2

中国

四国

88
66
48

北海道

40

関東

中部
被災あり

近畿

27.4

28.6

72.6

71.4

九州沖縄 無回答

被災なし

Q5 (畜種別)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

26.1

26.7

28.1

73.9

73.3

71.9

酪農

肉用牛

養豚
被災あり

図 2.4 自然災害の被災の状況
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被災なし

14.3

20.6

85.7

79.4

ブロイラー

採卵鶏

[２－１．被災した経営者への質問]
問６．問５において自然災害により｢被災した経営者｣の被災回数
自然災害を気象災害と地震災害に分け、被災回数を聞いたところ、88 ％が「気象災害」
、53 ％
が「地震災害」と回答している(図 2.5)。被災回数については、
「気象災害」についてみると、平均
3.1 回、最大値 20 回、最小値１回、中央値が２回となった。１年間に複数回の台風、梅雨前線の集
中豪雨で被災した地域もあり、気象災害の被災回数が多い。
また、
「地震災害」の回数は、平均 1.1 回、最大値 2.5 回、中央値が 1 回となった。気象災害と
地震災害の両方に被災した経営体は、332 経営体のうち、136 経営体であった。
問６．問５において､自然災害発生により
｢被災した経営者｣に伺います｡自然災害に
被災した回数は何回ですか｡気象災害及び
地震の被災回数を記入して下さい｡

Q6
100

88.3

回答数:332
複数回答

80
52.7

%

60
40

1.気象災害(問 7 の 1 の災害) ( )回
2.地震(問 7 の 2 の災害) ( )回

20
0
1.気象災害

回収数
空欄
回答数
平均値
最大値
最小値
中央値

2.地震

Q6 被災回数
1.気象災
2.地震
害
457
457
164
279
293
178
3.141638 1.053371
20
2.5
1
0
2
1

図 2.5 自然災害発生により｢被災した経営者｣の被災回数
問７．災害の内容（気象災害と地震に区分）
気象災害については、
「風害」67 ％、
「雨害」55 ％、
「雪害」22 ％、
「雷害」17 ％であった。台
風による風害、雨害、梅雨前線の活発化による集中豪雨による雨害が多い。
地震災害については、
「水道・ガス・電気等のライフラインの損壊」が 40 ％、建物等畜産施設の
損壊・倒壊」が 26 ％と多い。地震による津波は東北、関東の沿岸部に押し寄せたが、沿岸部に立
地する畜産経営体が少なかったこともあり、
「津波」の被害は２％と比較的少ない。
問８．自然災害の内容
災害内容をみると、
「停電」81 ％、
「畜舎倒壊・損壊」72 ％、
「畜産施設倒壊・損壊」52 ％、
「断
水」43 ％、
「家畜の斃死」35 ％、
「有線・無線の通信回線不通」30 ％、
「道路の寸断」24 ％の順で
多い(図 2.6)。酪農、養豚、養鶏経営における畜産施設は、機械化が進み契約電気容量は大きくな
っている。酪農における搾乳、給餌、ふん尿処理、並びに中小家畜の給餌、給水及び畜舎の環境制
御などの電源喪失は大きな被害につながる。
「畜舎倒壊・損壊」、「畜産施設倒壊・損壊」も被害内容では大きな割合となっている。これは、
台風における暴風で、開放式畜舎などは倒壊・損壊の危険があること、また、建築基準法に適合し
た畜舎建築は投資も大きくなることから、助成を得ないで建設された畜舎には建築基準法に適合し
ないものもあり、地震、暴風で倒壊・損壊した事例が多くなったことが考えられる。
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問８ 自然災害の内容

Q8

1. 家畜の斃死
2.畜舎の倒壊･損壊
3.その他畜産施設の倒壊･損壊(農機具庫､倉庫､飼料貯
蔵施設など)
4.畜産加工施設の倒壊･損壊
5.農機具の流出･破損
6.草地の流出
7.飼料作物の流出
8.停電
9.断水
10.有線の通信回線の不通(電話､LAN ｹｰﾌﾞﾙ等)
11.無線の通信回線の不通(携帯電話､ﾃﾞｰﾀ送信機等)
12.飼料の供給停止

8.停電
2.畜舎倒壊損壊
3.畜産施設倒壊・損壊
9.断水
1.家畜斃死
10.or11.回線不通
13.道路寸断
17.出荷不能
12.飼料供給停止
16.搾乳不能
14.飼料工場停止
15.燃料枯渇
7.飼料作物流出
6.草地流出
19.その他
5.農機具流出破損
18.ふん尿汚水流出
4.畜産加工施設倒壊損壊

81.2
72.1
52.4
42.9
35.3
29.7
24.4
17.9
17.6
16.2
12.9
12.9
7.6
6.2
5.6
5.3
5.3
4.4
0

13.道路の寸断

回答数：340
複数回答

10

20

30

%

40

50

60

70

80

90

14.飼料工場の製造停止
15.燃料の枯渇
16.搾乳の不能(乳房炎の発症)

17.生産畜産物出荷の不能
18.ふん尿･汚水の流出
19.その他(具体的な内容を記述

図 2.6 自然災害の内容
問９．被災後の対応
被災後の対応をみると、
「被害状況の確認」85 ％、
「発電機の手配」58 ％、
「従業員の安否確認」
52 ％となっている。その他、
「保険会社連絡」
、
「飼料手配」
、
「被災情報の収集」
、
「給水確保」
、
「燃
料確保」及び「周辺被災状況確認」が 30 ％以上となっている(図 2.7)。
「被害状況の確認」
、
「従業員の安否確認」が上位の対応となることは当然である。注視したい点
は、災害内容の最上位にきていた「停電」に対応する「発電機の手配」が第２位にきていることで
ある。これは、昨今の畜産経営におけるハード、ソフトの諸施設の電源喪失は、家畜への致命的な
被害に結び付くので、経営者は最優先で取り組むべき対策であることを裏付けている。
問９．被災後の対応はどのようにしましたか｡(複
数回答可)
1.被害状況の確認(写真等で確認することも含む)
2.従業員の安否の確認
3.飼料の手配
4.自家発電機の手配
5.給水源の確保
6.農場への進入路の確保
7.通信回線の確認
8.周辺地域の被災状況の確認
9.燃料の確保
10.ふん尿や汚水の処理
11.家畜の避難場所の確保
12.被災情報の収集
13.行政機関への連絡
14.支援要請(要請先を記述)
15.罹災届の申請
16.保険会社に連絡
17.その他(具体的な内容を記述)

Q9
1.被害状況確認
4.発電機手配
2.従業員安否確認
16.保険会社連絡
3.飼料手配
12.被災情報の収集
5.給水確保
9.燃料確保
8.周辺被災状況確認
7.通信回線確認
13.行政機関への連絡
6.進入路確保
15.罹災届申請
10.ふん尿汚水処理
14.支援要請
11.家畜避難場所確保
17.その他

84.6
58.3
51.5
37.9
36.1
35.5
31.4
30.8
30.5
27.8
26.6
24.9
22.2
11.8
8.3
5
0.3
0

図 2.7 被災後の対応
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回答数:338
複数回答

10

20

30

%

40

50

60

70

80

90

問１０．家畜の被害状況
災害時の家畜の斃死・廃用の被害割合が
「10 ％未満」
のケースをみると、乳牛 95 ％、
肉牛 91 ％、
豚 85 ％、採卵鶏 66 ％、ブロイラー75 ％で、大家畜の被害は 10 ％未満に留まっている。被害割
合「10～30 ％未満」でみると、採卵鶏 28 ％、ブロイラー21 ％、豚 12 ％と中小家畜の被害が多
い。
「30 ％以上」では、肉用牛が２％あるものの、豚３％、採卵鶏６％、ブロイラー４％と高くな
っている。中小家畜の被害が拡大するのは、諸施設の電源喪失による畜舎環境制御不能及び畜舎の
倒壊によるものと推測される。
問１１．被災による被害額
被害額の大きい項目では、
「畜舎」や「その他畜産施設」の倒壊・損壊が多い。
「畜舎倒壊」では、
1 千万～1 億円未満 25 ％、百万～1 千万円未満 22 ％、1 億円以上４％となっている。
「その他畜産
施設」では、百万～1 千万円未満 18 ％、1 千万～1 億円未満 12 ％となっている(図 2.8)。畜産経
営の規模拡大に伴い、畜舎などへの投資が大きくなっており、被害額も大きい。
「家畜の斃死」による被害額は、百万円未満が 13 ％と最も多く、次いで百万～1 千万円未満 12 ％、
1 千万～1 億円未満９％、1 億円以上 0.3 ％となっている。規模拡大にともなう飼養頭羽数の増加
により被害額が大きい。
また、
「停電」の被害額は、百万円未満が 36 ％と最も多く、
「断水」の被害額は百万円未満が 20 ％
と最も多い。
酪農経営における「生乳廃棄」による損害は、
「1 千万円未満」が 14 ％と大きい。ふん尿の流出
による損害は出ていない。

2.畜舎の倒壊･損壊
1.家畜の斃死
3.その他畜産施設の倒壊･損壊
2.畜舎の倒壊･損壊
4.畜産加工施設の倒壊･損壊
3.その他畜産施設の倒壊･損壊
5.草地の流出
4.畜産加工施設の倒壊･損壊
6.飼料作物の流出
5.草地の流出
7.停電
6.飼料作物の流出
8.断水
7.停電
9.通信回線の不通
8.断水
10.道路の寸断
9.通信回線の不通
11.燃料の枯渇
10.道路の寸断
12.生乳の廃棄
11.燃料の枯渇
13.ふん尿･汚水の流出
12.生乳の廃棄
13.ふん尿･汚水の流出

Q11
回答数:324
複数回答

40
35
30
25
20
15
10
5
0

%

問１１．自然災害発生により｢被災した経営
問１１．過去
10 年の災害に係る被災の被
者｣に伺います｡過去 10 年の災害に係る被
害額について
災の被害額について､該当する項目につい
金額区分
:百万円未満 ;百万～1 千万円未
満 て､金額に○印をつけて下さい｡
;1 千万～3 千万円未満 ;3 千万～50 千
万円未満 ;5 千万～1 億円未満 ;1 億円以
上 金額区分 :百万円未満 ;百万～1 千万円未
満 ;1 千万～3 千万円未満 ;3 千万～50 千
万円未満 ;5 千万～1 億円未満 ;1 億円以上
1.家畜の斃死

1.
家
畜
斃
死
① 百万円未満

2.
畜
舎
倒
壊

3.
そ
の
他
施
設

4.
畜
産
加
工
施
設

5.
草
地
流
出

6.
飼
料
作
物

7.
停
電

8.
断
水

9. 10. 11.
通 道 燃
信 路 料
回 寸 枯
線 断 渇

12.
生
乳
廃
棄

12.7 14.5 11.7 0.6 2.8 2.8 36.4 20.4 9.3 6.8 5.9 7.1

② 百万-1千万円未満 11.7 21.6 17.9 2.2 1.5 1.9 6.2 1.5 1.5

4

0.6 7.1

13.
ふ
ん
尿
流
出
0
0

③ 1千万-3千万円未満 5.6 13.9 5.9 0.3 0.3 0.3 1.2 0.3

0

0.3 0.3 0.3

0

④ 3千万-5千万円未満 1.5 6.8 2.8 1.2

0

0

0

0.3

0

0

0

⑤ 5千万-1億円未満

1.9 4.6 3.1

0

0

0

0.6 0.6 0.3 0.3

0

0

0

⑥ 1億円以上

0.3 3.7 0.3

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

%
① 百万円未満

② 百万-1千万円未満

③ 1千万-3千万円未満

④ 3千万-5千万円未満

⑤ 5千万-1億円未満

⑥ 1億円以上

図 2.8 過去 10 年間の災害に係る被災額
問１２．復旧に要した期間
「停電」については、２～３日が 46 ％と最も多く、次いで、1 日 25 ％、４～７日 19 ％となっ
た。ただし、８日～1 カ月未満、1 カ月以上を加えると７％になり、経営再開に大きな支障をきた
したことが想像される。
「断水」
、
「通信不通」及び「道路不通」の復旧状況をみると、1 週間以内の復旧を挙げる経営体
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が多い。ただし、８日～1 カ月未満と 1 カ月以上を加えた割合では、
「停電」７％、
「断水」３％、
「通信不通」５％、及び「道路不通」５％で、ライフラインの損壊は、１～２日以内の復旧でなけ
れば畜産経営に大きなダメージを与える。
問１３．地震発生の被害を未然に防げなかった原因
「想定外の地震」が 63 ％と最大で、
「発電機の未整備」39 ％、
「発電機の容量不足」19 ％、
「飼
料備蓄無し」14 ％の順となった。東日本大震災、熊本地震などは、想定した震度を超えていたので
多くの生産者が想定外と回答している。北海道胆振東部地震は、発電所が被災し、全道の停電「ブ
ラックアウト」が発生したことは過去にない経験であり、想定外の地震であったと言える。
問１４．気象災害の被害を未然に防げなかった原因
「想定外の風速」70 ％、
「想定外の雨量」58 ％、
「発電機の未整備」20 ％、
「進入道路確保」及
び「発電機リース不足」７％の順となった。
近年の地球温暖化により、想定した風速を超える大型台風の襲来や、想定した時間降雨量、総降
雨量を上回る集中豪雨による災害が多発しており、回答結果もこれを裏付けている。
問１５．損害保険や共済保険への加入状況
「損害保険への加入」57 ％、
「共済保険への加入」40 ％と、比較的多くの経営者が保険に加入
している。これは、近年の自然災害の多発に備えた、畜産経営体の危機意識が高まっている結果と
言える。しかし、
「損害保険未加入」17 ％、
「共済保険未加入」15 ％ほどあり、保険加入への普及・
啓発が必要である。
問１６．損害保険の種類
「火災保険」93 ％、
「地震保険」28 ％となっている。地震保険は、掛け金が高額なこともあり、
加入者が多くない。
問１７．共済保険の種類
「火災共済」75 ％、
「家畜共済」63 ％、
「地震共済」35 ％となっている。畜産経営における家畜
への被害は致命的であり、多くの経営体が家畜共済に加入している。共済保険は民間保険より掛け
金が低いこともあり、地震共済への加入も比較的多い。
問１８．自然災害で被った損害の補償状況
「十分な補償が得られた」が 39 ％、
「十分な補償が得られなかった」が 35 ％となった。また、
「分からない」と回答した経営体が 27 ％あり、災害発生後の経営再建に向けて、必ずしも損害保
険や共済保険で十分な補償が得られたわけではない実態が明らかになった。

[２－２．全員への質問]
問１９．過去 10 年間の自然災害の発生状況
気象災害についてみると、
「雨害」が最も多く 74 ％、
「風害」が 68 ％となっている。また、
「雪
害」が 32 ％、
「雷害」が 21 ％となっており、地域的気象災害の発生も頻発している(図 2.9)。
地震災害では、
「ライフラインの損壊」が 38 ％、
「畜産施設の損壊・倒壊」が 31 ％を占める。
地震災害の電気、ガス、水道などのライフラインの損壊が多い。
「災害の発生はない」はわずか４％であり、多くの畜産経営体が自然災害を受けている。
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問１９．過去 10 年間に自然災害が発生し
ましたか。（全員への質問）
1.気象災害
①)雨害
②風害
③雪害
④雷害
2.地震
①津波
②火災
③液状化
④建物等畜産施設の損壊･倒壊
⑤水道､ｶﾞｽ､電気等ﾗｲﾌﾗｲﾝの損壊
3.その他(具体的な内容を記述)
4.自然災害は起きていない｡

Q19
1.気象① 雨害
1.気象② 風害
1.気象③ 雪害
1.気象④ 雷害
2.地震① 津波
2.地震② 火災
2.地震③ 液状化
2.地震④ 畜産施設損壊倒壊
2.地震⑤ ライフライン損壊
3.その他
4.自然災害は起きていない

74.3
68.1
31.7
21.2
12.3

回答数：448
複数回答

6
7.8
31
38.4
2.5
4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

%

図 2.9 過去 10 年の災害の発生状況（全員への質問）
問２０．自然災害の対応マニュアルの作成
マニュアルの作成について、
「作成している」は 18 ％、
「作成していない」が 82 ％であった。
災害対応マニュアルを作成している経営体は少ないが、回答者の 68 ％近くが法人経営であり、２
割近くの経営体でマニュアルづくりが進められている。災害対応マニュアルの作成は、平成 27 年
に内閣府が「市町村における災害対応「虎の巻」
」などを作成し、市町村に対し、住民の避難などの
勧告・指示の判断・伝達マニュアルを作成するように指導しているところであり、十分ではないが
少しずつ畜産経営体にも浸透してきていると言える。
問２１．災害発生予報に対する事前対応策
事前対応策は、
「施設点検・補修」67 ％、
「発電機等機械、水、飼料の確保」64 ％、
「連絡体制確
保」46 ％、
「農場宿泊」32 ％の順となった(図 2.10)。経営者は、畜産インフラの点検・整備、発
電機など主要機材、飼料・水などの確保に力を入れている。
また、経営体内の連絡体制、地域の連絡体制など災害発生に備えた連絡体制の確認などにも力を
入れている。畜産経営は家畜飼育であり、災害に備えてすぐ出動できるように「農場宿泊」を挙げ
る経営体も多い。近年の災害多発に備えた畜産経営体の事前対策が進んでいる。
問２１．自然災害の発生予報に対する事前
の対応策について(複数回答可)

Q21
4.施設点検､補修

1.台風などの自然災害発生が予想される
場合は､事前に農場に宿泊する｡
2.災害発生予想時には従業員間(家族間)
の連絡体制を確認する｡
3.想定される災害(台風､地震､豪雨等)に
備えて発電機等機械及び水､飼料などを確
保する｡
4.想定される災害(台風､地震､豪雨等)に
備えて畜舎､倉庫など施設を点検して､壊
れやすい箇所を補修する｡
5.被害を想定される畜舎に収容している
家畜は移動しておく｡
6.特に考えていない｡
7.その他 (具体的な内容を記述)

67.3

3.機械､水､飼料確保

63.5

2.連絡体制確認

46.4

1.農場宿泊

31.6

5.家畜移動

6.3

6.考えなし

回答数：446
複数回答

5.4

7.その他

1.3
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図 2.10 災害発生予報に対する事前対応策
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問２２．自然災害情報の入手状況
情報の入手状況は、
「問題なし」37 ％、
「電力・水道の情報なし」36 ％、
「停電・通信回線の不通
で情報なし」34 ％と、ほぼ３割台の回答となった。また、
「行政機関の情報なし」も 20 ％と多い
(図 2.11)。
「問題なし」が最も多かったが、電気・水など社会インフラに関する情報不足、通信回
線の不通による情報不足、そして、行政機関からの情報不足などは経営者を不安にさせるので、災
害対応にあたって重視しなければならない。
問２２．過去 10 年間において都道府県での自
然災害情報の入手状況について複数回答可)

Q22
5.問題なし

1.停電､通信回線不通で災害発生状況の情報
が入らなかった｡
2.停電､断水の復旧に関する情報が電力会社､
水道事業者から入らなかった｡
3.行政機関からの災害対応の情報提供がなか
った｡
4.道路の不通(陸の孤島状態)で情報が手に入
らなかった｡
5.特に問題なかった｡
6.地域で自然災害が発生していない｡
7.その他(具体的な内容を記述)

36.5

2.電力水道情報なし

35.5

1.停電､通信回線不通

34

3.行政機関情報なし

19.6

4.道路不通

5.2

6.災害なし

回答数：403
複数回答

4

7.その他

2
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図 2.11 自然災害情報の入手状況
問２３．災害発生時の情報入手手段
情報入手手段は、
「Web サイト情報」74 ％、
「テレビ」70 ％、
「ラジオ」56 ％となった。近年の
スマートフォンやパソコンの普及により、インターネット利用が多い。
問２４．有効な防災対策を行った経営者の具体策
有効な防災の具体策は、
「発電機の設置」66 ％、
「燃料備蓄」41 ％、耐震・耐暴風構造の畜産施
設」30 ％、
「発電機のリース」25 ％の順であった(図 2.12)。
畜産経営における防災対策は、電源喪失に備えた「発電機の設置」
、
「発電機のリース」など停電
時の電源確保が決めてと言える。
問２４．有効な防災対策について(複数回答可)
1.耐震･耐暴風構造の畜舎や畜産施設を建設
2.家畜の避難ｶ所の確保
3.畜産機器がﾌﾙ稼働できる自家発電機の設置
4.発電機をﾘｰｽできる体制整備
5.野外通信ｼｽﾃﾑ等各種無線機の整備
6.被災地域外での飼料の備蓄
7.別途貯水槽や給水源の確保
8.燃料の備蓄
9.複数の飼料確保ﾙｰﾄの確保
10.土砂災害防止の植林など防災対策の実施
11.高台など洪水対策を考えた施設用地の確保
12.ふん尿や汚水の事前処理
13.経営用地へｱｸｾｽ道路の複数確保
14.集落または同業者間での防災機器の融通
15.その他(具体的な内容を記述)

Q24
3.発電機
8.燃料備蓄
1.耐震､耐暴風雪構造
4.発電機リース体制
7.給水確保
9.飼料確保ルート
12.ふん尿汚水事前処理
13.複数アクセス道路
14.防災機器融通
2.家畜避難カ所
6.飼料備蓄
5.各種無線機
15.その他
11.施設用地確保
10.防災対策

65.9
40.6
30.4
25.4
14.5
11.6
10.9
6.9
5.1
4
4
3.6
3.3
2.9
1.8
0

回答数：276
複数回答

20

※:3.部分稼働の自家発電機を含む。

図 2.12 有効な防災対策
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問２５．有効な防災対策への投入
防災に有効な対策として、
「発電機の設置」
、
「発電機のリース」を挙げる経営体が多かった。
「発
電機の設置」では、
「100～500 万円未満」が 29 ％と最も多く、次いで、
「500～1,000 万未満」が
15 ％、
「1,000～5,000 万円」及び「100 万円未満」が 11 ％の順となった(図 2.13)。飼養規模の拡
大に伴い施設の重装備で電気容量が大きくなっていることに起因する。
「発電機リース」は「100 万
円未満」が 14 ％と最も多く、次いで「100～500 万円未満」が４％となっている。投入費用は比較
的少なく、リース対応が経費節減に結びついていると言える。
「畜舎や畜産施設の耐震化」は、
「5,000
万円以上」が 12 ％と最も多く、次いで「1,000～5,000 万円」が６％の順となっている。
「燃料備
蓄」
、
「飼料備蓄」
、
「複数の飼料ルートの確保」
、
「ふん尿処理」などへの投入はいずれも 100 万円未
満が最も多い。
問２５．有効な防災対策への投入について(複数回答可)
費用区分 :百万円未満

Q25

;百万～5 百万円未満 ;5 百万～

35

1 千万円未満 ;1 千万～5 千万円未満 ;5 千万円以上

30
25

回答数：257
複数回答

20

1.耐震･耐暴風構造の畜舎や畜産施設を建設

15

2.家畜の避難ｶ所の確保

10
5

3.自家発電機の設置

0

4.発電機をﾘｰｽ(切り替え版の整備など)
5.野外通信ｼｽﾃﾑ等各種無線機の整備
6.被災地域外での飼料の備蓄
7.別途貯水槽や給水源の確保
8.燃料の備蓄
9.複数の飼料確保ﾙｰﾄの確保
10.土砂災害防止の植林など防災対策の実施
11.高台など洪水対策を考えた施設用地の確保

3. 4.
1.
5.
2. 自 発
施
野
避 家 電
設
外
難カ 発 機
通
建
所 電 リー
設
信
機 ス

6.
飼
料
備
蓄

7.
給
水
源
確
保

8. 9.
燃 飼
料 料
備 ル
蓄 ート

①百万円未満

3.5 0.8 11.3 13.6 1.9 1.9 5.1 26.5 7

②百-5百万円

5.1

10.
土
砂
災
害

0

④1千万-5千万円 5.8 0.4 10.9 0.8
⑤5千万円以上

12.1 0

1.2

0

0

1.2 1.6 1.2

0

0

3.1

0

0

0.4

0

0

0

0.4 0.8
0

13. 14.
12.
アク 防
ふ
セス 災
ん
道 機
尿
路 器

0.4 0.4 4.7 3.1 1.2

0 29.2 3.9 0.8 0.4 3.5 3.5 0.8 0.4

③5百万-1千万円 3.5 0.8 15.2 2.7

11.
施
設
用
地

0

0

0.4

0

0.8 0.8 0.4
0

0

0
0

0.4

0

0.8 1.2 0.4

0

%

12.ふん尿や汚水の事前処理
13.経営用地へｱｸｾｽ道路の複数確保

14.集落または同業者間での防災機器の融通

①百万円未満

②百-5百万円

④1千万-5千万円

⑤5千万円以上

③5百万-1千万円

図 2.13 有効な防災対策への投入
（３）今後の具体的な防災対応
問２６．優先度の高い防災対策
優先度の高い防災対策は、
「発電機設置」79 ％、
「畜産施設の耐震・耐暴風・耐積雪構造」74 ％、
「燃料備蓄」62 ％、
「給水確保」53 ％、
「複数の飼料ルートの確保」31 ％、
「発電機リース」28 ％
の順であった(図 2.14)。問 24 において、防災上有効と回答した対策とほぼ順位は同じであり、
「発
電機の設置」
、
「畜産施設の耐震・耐暴風・耐積雪構造」
、
「燃料備蓄」及び「給水確保」などは、畜
産経営における防災対策の再優先事項であると言える。
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問２６．あなたの畜産経営における防災対策につ
いて､優先度の高い上位 5 つに○印をつけて下さ
い｡

Q26
3.発電機設置
1.畜舎施設
8.燃料備蓄
7.給水確保
9.飼料確保ルート
4.発電機リース
5.各種無線機
12.ふん尿汚水事前処理
6.飼料確保
14.防災機器融通
13.アクセス道路複数確保
2.家畜避難カ所
10.防災対策実施
15.防災訓練実施
11.施設用地
16.その他

1.耐震･耐暴風･耐積雪構造の畜舎や畜産施設の建
設
2.家畜の避難ｶ所の確保
3.自家発電機の設置
4.自家発電機をﾘｰｽできる体制整備
5.通信ｼｽﾃﾑ等各種無線機の整備
6.被災地域外での飼料の備蓄
7.別途貯水槽や給水源の確保
8.燃料の備蓄(自家発電用､暖房用､湯沸かし用等)
9.複数の飼料確保ﾙｰﾄの確保
10.土砂災害防止の植林など防災対策の実施
11.高台など洪水対策を考えた施設用地の確保
12.ふん尿や汚水の事前処理
13.経営用地へｱｸｾｽ道路の複数確保
14.地域または同業者間での防災機器の融通
15.地域または経営体における防災訓練の実施
16.その他(具体的な提案を記述)

79.3
73.9
62.3
52.5
31.1
27.5
23
20.9
18.4
16.6
15.5

回答数：440
複数回答
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8.6
6.1
5.2
1.6
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図 2.14 優先度の高い防災対策
問２７．行政機関に期待する畜産災害防止対策
行政機関に期待する対策として、
「輸送力強化」
、
「資機材備蓄」
、
「広域連携システムの構築」及
び「機械整備・充実」が 50 ％台と多い(図 2.15)。これは、畜産経営の生命線である飼料、燃料な
ど資機材の確保、並びに畜産物の販路確保を図るための諸施策を望む経営体が多いことを示してい
る。
問２７．行政機関に期待する畜産災害防止対策に
ついて､優先度の高い上位 5 つに○印をつけて下
さい｡
1.防災ｺﾐｭﾆﾃｨの強化(水路､農道､ため池などのｲﾝ
ﾌﾗの共同管理)
2.防災情報伝達体制の整備(農地防災予測などの
情報連絡ｼｽﾃﾑ)
3.ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成
4.避難場所の確保
5.通信ｼｽﾃﾑ等各種無線機の整備
6.通信事業者との防災時協定
7.緊急時の輸送力の強化
8.飼料の確保における広域連携ｼｽﾃﾑの構築
9.災害時の行動計画に基づく広域防災訓練の実
施
10.広域支援体制の充実･強化
11.緊急対策用資機材の備蓄
12.災害対策用機械の整備･充実
13.経営体の定期的な防災訓練への指導
14.その他(具体的な提案を記述)

Q27
7.輸送力強化
11.資機材備蓄
8.広域連携システム構築

55.6
54.9
52.8

12.機械整備･充実
1.防災コミュニティ強化

52.8
43.3

2.伝達体制整備
5.各種無線機整備
10.広域支援体制充実･強化

36.5
35.6
34.5

3.ハザードマップ作成
4.避難場所確保

27.2
23.8

6.防災時協定
9.広域防災訓練実施
13.防災訓練指導

17.7

回答数：441
複数回答

3.9
3.9

14.その他
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図 2.15 行政機関に期待する優先度の高い防災対策
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（４）防災及び災害発生後の対応における課題
問２８．防災対応での課題
防災対応の課題は、
「連携脆弱」が 45 ％、
「マニュアル未作成」が 35 ％と課題の上位に来てい
る(図 2.16)。自然災害は、広域で、被害が多岐にわたるので、対応する多数の省庁が関係すること
から、内閣府に内閣総理大臣を会長とする中央防災会議が設置され、一元的に対応する体制をとっ
ているが、その機動性の発揮に課題のあることがわかった。
畜産経営体は、災害に備えた発生時の有効な対応マニュアルがないことも多くの経営体が課題に
挙げた。
「課題なし」は 15 ％にすぎず、多くの経営体が課題を認識している。
問２８．防災対応での課題について(複数回答
可)

Q28
1.連携ぜい弱

1.防災に対する､行政機関(総務省､経済産業省､
国土交通省､農林水産省､自衛隊など)の連携が
ぜい弱
2.地域での日頃の災害防止訓練の不足
3.同業者間での日頃の情報交換の不足
4.災害に備えた発生時の対応ﾏﾆｭｱﾙの未作成
5.地域で作成されているﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの未確認
6.特に課題はない｡
7.その他(具体的な内容を記述)

44.5

4.マニュアル未作成

35.1

3.情報交換不足

17.4

2.訓練不足

17.2

5.ハザードマップ未確認

回答数：436
複数回答

14.9

6.課題なし

14.9

7.その他
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図 2.16 防災対応の課題
問２９．災害発生後の対応の課題
災害発生後の対応の課題は、
「手続きの簡略化」が 57 ％と最も多い(図 2.17)。被災後の復旧の
迅速化を経営体は希求している。被災支援に対する手続きの簡略化は待ったなしの課題といえよう。
次いで、
「行政機関連携」
、
「資金融通」
、
「建築確認申請」などを挙げる経営体が 45 ％以上と比較的
多い。防災対策と重なるが、被災後の各省庁の連携による対応を経営体の多くが望んでいる。現状
では、建築確認申請されていない畜舎への助成が無いことから、これを緩和する仕組み作りを経営
体の多くが望んでいる。
問２９．災害発生後の対応での課題について(複
数回答可)
1.行政機関(総務省､経済産業省､国土交通省､農
林水産省､自衛隊など)が連携した迅速な対応
2.正確な災害情報の迅速な提供体制の確立
3.地域､同業者の連携･共助できる体制の確立
4.災害に備えた｢ﾀｲﾑﾗｲﾝ防災｣注)などの行動計画
の策定
5.国などへの助成申請手続きの簡略化
6.被災者への迅速な経営資金の融資､助成
7.畜舎や畜産関連施設における建築確認申請が
未実施でも国などからの助成が得られるように
するべき
8.特に課題はない｡
9.その他(具体的な内容を記述)

Q29
5.手続き簡略化

57.2

1.行政機関連携

48.7

6.資金融資､助成

46.9

7.建築確認申請

46

2.情報提供体制

37.2

3.共助体制

20.6

4.防災行動計画

回答数：446
複数回答

13.5

8.課題なし

2.2

9.その他
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図 2.17 災害発生後の対応の課題
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（５）今後期待される防災対策
問３０．今後期待される防災対策に係る意見
多くの経営体からの率直な意見が多数寄せられた。提案・意見等を①災害発生前、②災害時及び
③災害後に分けて整理すると次のとおり。
① 災害発生前
・災害に備えた行動マニュアル、情報提供マニュアルなどの作成
・タイムライン防災計画の作成
・防災訓練の実施
・停電に備えた通電設備の管理強化
・自家発電機など防災機材の設置、助成
・災害に備えた公共インフラの整備
② 災害時
・正確な天気予報の提供
・ライフラインの早期復旧と正確な情報提供
・生乳の安定した出荷体制の確立
・自己敷地への生乳廃棄の弾力的運用
・停電の早期復旧の仕組み作り
・災害時の復旧助成金の迅速な支給
・助成・緊急対策の手続きの簡略化
・被災地への迅速な復旧のための物資の提供
・災害時の復旧予算の見積もりへの時間的余裕の確保
③ 災害後
・災害に強い施設、水と飼料の供給体制整備
・耐震、耐暴風構造の施設建設時の助成強化
・自家発電機の設置への手厚い助成
・電線、通信線の強度の強化
・防災に対する国など行政の助成強化
・災害に備えた保険制度への助成
・想定を超える災害に備え、被害想定の引き上げ
・災害後の国等への各種助成申請の手続きの簡略化
・災害発生後の補助金の強化
・畜産業は停電から復旧までの時間短縮が最優先であることの認識の共有
・畜産は山間部に立地しており、災害発生の頻度が高いことを踏まえた防災対策の実施
・生産現場と行政機関の連携強化
・ブロイラー経営の助成強化
多くの経営者から、災害に直面し、色々な体験をした生の声が記述されている。貴重な提言であ
り、多くが今後の防災対策に生かせる内容である。
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（６）その他
[新型コロナウイルス感染症に関わる畜産経営への影響と対策]
問３１．新型コロナウイルスの畜産経営への影響
新型コロナの畜産経営への影響について、
「影響大」及び「ある程度影響」を加えると 72 ％とな
り、影響が出ていることが明らかになった。
「今後影響が生じる可能性の懸念」も 12 ％あり、多く
の経営体が新型コロナの畜産経営に及ぼす影響を懸念している。
問３１．新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大の影響に
ついてお聞きします｡新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染
拡大であなたの畜産経営への影響はいか
がでしたか｡
1.大きな影響があった
2.ある程度影響があった
3.全く影響が無かった
4.今後ﾏｲﾅｽの影響が生じる可能性を懸念
する
5.わからない｡

Q31
2.ある程度影響

38.9

1.影響大

32.9

3.影響なし

14.1

4.可能性懸念

12.2

5.わからない

回答数：455
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図 2.18 新型コロナウイルスの畜産経営への影響
問３２．新型コロナウイルスの感染症の畜産経営に及ぼす影響
畜産経営への具体的影響については、
「畜産物価格低下」が 38 ％と最も多く、次いで、
「外国人
技能実習生の労働力不足」が 22 ％となった(図 2.18)。インバウンド消費の減、学校給食やレスト
ランの需要減による畜産物価格の低下が畜産経営に影響を与えている。また、商系飼料の利用者の
多くが、労働力不足を補う手段として、外国人技能実習生を雇用しており、コロナ禍で入国や出国
が制限され、影響が出ている。
問３２．新型コロナの拡大があなたの畜産経営
に及ぼした具体的影響について（複数回答可)
1.特に影響はない
2.家族及び雇用労働者の感染による人手不足
3.外国人技能実習生の受け入れ不能､または帰
国による労働力不足
4.和牛など高級牛肉の需要不足による畜産物
価格の低下による売り上げの減少
5.繁殖素畜､肥育素畜の下落による売り上げの
減少
6.移動制限や屠畜場の操業停止による物流の
停滞
7.学校給食の停止による生乳､食肉販路縮小に
よる生産物廃棄
8.需要喚起対策では解消できない過剰在庫
9.豚原皮や乳廃原皮の価格下落
10.わからない
11.その他(具体的な内容を記述)

Q32
4．価格低下

38.3

3.(外)実習生労働力不足

21.9

1.影響なし

17.4

5.素畜下落

16.3

9.原皮価格下落

12.1

8.過剰在庫

11.2

7.生産物廃棄

10.3

11.その他

回答数：447
複数回答

8.7

2.家族･雇用者人手不足

4.3

10.わからない

3.8

6.物流停滞

3.1
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図 2.19 新型コロナウイルスの感染症の畜産経営に及ぼす具体的影響
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問３３．緊急経済対策で政府に求める優先順位の高い対策
１）酪農経営
「乳価補填」が 72 ％、
「経営継続資金援助」が 66 ％となり、政府に求める上位対策になった。
学校の休校で生乳の販路が狭まり需要が落ち込み、乳価の下落に結び付いており、価格補てんが求
められている。
２）肉用牛経営
「体質強化」が 74 ％、
「資金支援」が 53 ％、
「資金繰り支援」が 50 ％の順であった。肉用牛経
営者は、インバウンド消費の減、レストラン・ホテル需要の減で大きく肉消費が落ち込み、肥育牛
販売価格の下落、これと連動した肥育素牛価格の下落を招き、資金繰りが悪化した。このため、経
営体質強化のため、財政支援を希望する経営体が多い。
３）養豚・養鶏経営
「経営持続化給付金」が 69 ％、
「経営継続資金」が 62 ％と上位対策となっている。中小家畜の
畜産経営体は、売り上げ減少への経営持続化給付金、経営継続資金の支援を望んでいる。中小家畜
の生産物価格の下落、需要の落ち込みは大家畜と比べると小さかったが、雇用労働力確保、特に外
国人労働力の確保などで資金繰りが悪化したため、資金支援を望んでいる。また、
「消毒経費補填」
が 49 ％、
「代替要員の派遣」が 36 ％とコロナ対策への支援は多くの経営体が望んでいる。
問３４．政府に求める雇用対策
「代替要員の確保」が 40 ％、次いで「雇用調整助成金」が 35 ％と優先順位の高い雇用対策に
なっている(図 2.19)。コロナ感染症の罹患を心配して、労働力確保問題は畜産経営者にとっても最
大の関心事であることが明らかになった。
問３４．あなたが政府に求める雇用対策について、
次の対策で優先順位の高い項目に最大 3 つ○印を
付してください｡
1.新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の発生した組織に対し､生産
組織の事業継続のための代替要員の派遣支援
2.新規就農者やｼﾆｱ世代の就農のための実践研修等
の支援
3.雇用調整助成金の拡充
4.小学校休業等対応に係る助成金支給(休校に伴う
職員の有給取得を図った経営者への助成)
5.新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大で他業種において失業し
た労働者の農業就業支援
6.就農者の感染による労働力不足を補完する労働
者派遣､ﾍﾙﾊﾟｰ制度の創設
7.外国人技能実習生の滞在期間の延長措置
8.休業などで職を失った外国人技能実習生の農畜
産分野での雇用促進
9.外国人技能実習制度や特定技能実習制度の見直
しによる雇用の拡大
10.外国人材の不足を補う代替人材の募集への支援
11.外国人に代わる国内の農業高校､農業大学校卒
業者の就農者への支援

Q34
1.代替要員

39.5

3.雇用調整助成金

34.9

5.他業種農業就業支援

27

7.(外)実習生滞在期間延長

24.7

11.新卒者就農支援

24.1

6.ヘルパー制度

23.9

9.(外)実習制度見直し

22.7

2.就農研修

16.8

8.(外)実習生雇用促進

9.9

10.代替人材募集

9.7

4.小学校休業対応助成金

回答数：352
複数回答

6.8
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図 2.20 政府に求める雇用対策
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問３５．政府の経済対策の活用
回答数 190 経営体（複数回答）のうち、
「肥育牛特別事業」が 46 ％と最も多く、次いで「経営
継続資金」が 40 ％、
「生乳促進事業」が 23 ％の順となっている(図 2.20)。コロナ禍の影響の大き
かった肉用牛肥育経営に対する助成事業を多くの経営体が活用している
問３５．政府の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に伴う
農林水産業の畜産分野への経済対策の概
要に次のような事業があります｡あなた
は､このような事業を活用しましたか｡ま
た､活用する予定ですか｡(複数回答可)
1.肥育牛経営等緊急支援特別事業
2.肉用子牛流通円滑化緊急対策事業
3.生乳需給改善促進事業
4.新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の発生畜産農場等に
おける経営継続対策

Q35
1.(肥育牛)特別事業

46.3

4.経営継続対策

39.5

3.(生乳)促進事業

22.6

2.(肉用牛)対策事業

回答数：190
複数回答

12.6
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図 2.21 政府の経済対策の活用
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３．ワークショップの開催
ワークショップは、
「自然災害に強い畜産経営の実現を目指して」をテーマとして、５カ所の会場
（千葉、熊本、宮城、広島、北海道）において開催した。ワークショップでは、以下の内容につい
て生産者、飼料メーカー、流通関係者が体験や事例を発表し、災害対応に関わった行政、団体関係
者からは、災害の状況、支援の状況の説明を行ない、その後、自然災害に強い畜産経営の実現に向
け意見交換を行った。
自然災害の被災状況
自然災害を未然に防止した事例
被災に対する国などからの支援の状況
被災後に工夫した地域独自の対策事例（被災からの学び）
３．１

第１回ワークショップ(千葉会場)

図 3.1

ワークショップ「千葉会場」のプログラム
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令和２年９月４日（金）、千葉県千葉市のポートプラザ千葉において、
「全日畜ワークショップ千
葉会場」を開催した。コロナ禍だったので、参加者を絞る形での開催になった。
本ワークショップでは、2019 年の「令和元年房総半島台風」及び「令和元年東日本台風」の被災
の状況、台風襲来で学んだことに係る体験・課題等について意見交換を行うほか、工夫された被災
防止及び災害発生後の災害防止対策を講じている事例の収集を目的としており、参集範囲は、生産
者、飼料メーカー、行政機関、畜産団体、基金協会、酪農業協同組合等で、参加者数は 30 名であっ
た。
ワークショップには、当事業の検討委員会委員の（一社）千葉県畜産協会専務理事の岡田望氏、
全日基常務理事の引地和明氏及び千葉県の養豚生産者でもある下山正大氏が参加した。
ワークショップでは、最初に千葉県畜産課の丸山武則氏から行政機関としての災害把握、支援の
在り方、自然災害への対応について発表があり、続いて３名の参加経営者からそれぞれの被災状況、
復旧体験、防災のポイント、今後の対策等について発表があった。その後、千葉県全日畜事務局長
から被災直後のアンケート結果の報告、中部飼料（株）竹中一展氏から飼料供給体制、生産者への
支援の様子などを発表、最後に東金酪農農業協同組合の長嶋透氏から生乳流通被害状況と被災から
学んだ内容が発表され、全体の意見交換が行われた。

写真 3.1 千葉県畜産課の丸山 写真 3.2 生産者からの事例発
班長の報告
表

写真 3.3 会場の様子

ワークショップの発表者のポイントと意見交換の内容は以下のとおりである。
発表内容のポイント
丸山
高橋
-

-

武則 （千葉県畜産課振興班長）
昨年の台風 15 号（令和元年房総半島台風）と 19 号（令和元年東日本台風）による被害の概
要と県の対応。
台風により、畜舎の損壊、長期停電による生乳生産や家畜飼養に大きな被害発生。
県独自の取り組みとして、被災家畜に代わる家畜の導入支援、国の事業活用による畜舎修理
のための資機材供給や発電機の買い上げを推進。
今後の防災対策として、各経営体への非常用電源設備の推進、災害に強い畜舎の建設、家畜
共済への加入促進、そして、関係機関との連携を図ることが重要。
憲二 （酪農 150 頭）
台風 15 号により、倉庫や堆肥舎の屋根が飛んだ。５日間の停電及び断水。しかし、発電機
の出力は 150kVA あり、停電時に東電から切り替えができるように配電し、エサのミキサー
用に毎日使い、非常時にも対応できるようにしていた。
搾乳は出来たが、クーラーステーションの停電で、生乳を廃棄せざるを得なかった。
被害額は莫大だったが、積立基金により自分が廃棄したものは補償された。牧場の被害額は
２億円あり、補償により支払ってもらった。
酪農家同士で協力し合うことが重要で、非常時こそ助け合う。非常時の備えと危機管理を充
実すべきと思う。
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北見 則弘 （母豚 1,100 頭）
- 台風 15 号で豚舎の屋根が飛び、母豚 35 頭が死亡。
- 最初は倒木などで農場に入れず、到着するまで 1.5 時間かかった。
- 私のいる畜産団地には６社が入っており、協力し合った。台風の翌日、水がきたのに母豚が
死んだが、ストレスがたまったことが原因と思う。台風後猛暑になったが扇風機を回せなか
った。死んだ母豚の片づけが大変だった。
- 災害に強い畜産とは、災害に備えることで、経営者の感覚が問われる。すべてに対応しよう
とせず、壊れても直せばよいという気構えで、最も重要なものを守るために対応すべきだろ
う。
林 共和 （採卵鶏 288 千羽）
- 台風 15 号に備え、９月８日には場内を点検・整理し、飛ばされそうな台車などは屋内に入
れた。
- まず育成農場から停電となり、発電機が始動し、その後順次、発電機が稼働始めた。トタン
屋根が突っ込んでくるなど、外には出るに出られなかった。
- ６日令のヒナの鶏舎にかけつけた。発電機の始動に失敗し、予備を頼み、再始動させた。自
動的に扉が開き、しばらく風雨が吹き込み、ヒナがやられた。発電機で換気を行い、鶏舎内
の温度が上がるのを待った。しかし温度が上がっても、細菌に感染し、死に始めた。300 羽
のヒナが死んだ。
- 成鶏舎では発電機を回し続けるため、３時間に一度給油した。サンファームでは最低限の換
気だけ行った。
- サンファームでは９月 10 日の朝６時ごろには発電機が止まっていた。１時間経過後外気を
入れたが、夏の温度帯での鶏舎内環境を初めて体感した。サウナと同じで、一瞬で汗びっし
ょりとなった。鶏の呼吸からの湿気が充満し、息苦しくなった。開けられる扉は全て開け、
予備の発電機で換気扇を回せたのは９時ごろで、３時間換気されなかったことになる。気温
は 34℃まで上がっていた。鶏の移動後、３週間たっており、36,000 羽中、12,000 羽の親鶏
が死んだ。鶏舎は３棟あったので、全体で 36,000 羽が死んだ。
瓦井 哲夫 （千葉県全日畜 事務局長）
- 千葉県配合飼料基金協会が、台風 15 号、19 号及び 21 号による集中豪雨により被災した畜
産農家に対し、配合飼料会社 11 社が実施した支援内容について説明。
- 会員 823 名のうち、589 名が被災し、うち酪農が 393 名で最大の被災者であった。養鶏では
すべて被災者となり、養豚では停電で被害が出た。
- 基金では支援事業を行っており、斃死家畜の処理、発電機の供給、茂原・佐倉では水没した
稲わらへの対応などがあり、メーカーとともに尽力した。
竹中 一展 （中部飼料（株） 鹿島工場 営業課長）
- 飼料会社としての災害への支援について報告。
- 中部飼料では、運送業者との情報共有で不通路を回避し、さらに経営体の要望に応じ人的応
援を行った。これは延べ７日間、15 人で、斃死家畜の回収、生産物の回収、畜舎の修繕作業
等を行った。
- 災害を想定した場合、発電機とトラックの確保、発電機の容量決定と運搬トラックの選定、
発電機設置場所までのトラックの進入路の確保、電気工事士との事前協議・取り決め、燃料
の確保と輸送方法などを事前に調べて検討することが重要。
- 災害発生時における、行動指針・役割分担をあらかじめ決めておき、従業員が万一の場合ど
う動けばよいか把握することが重要。
長嶋 透 （全日畜理事（伊藤 富治 東金酪農農業協同組合 組合長の代理）
）
- 現場にいた人でないと分からない話があった。大きな発電機はユニックでは降ろせないこと
はそのとおり。クーラーステーション用に 400kVA の発電機を入れたが、ケーブルの太さは
人間の腕くらいあり、結局使えなかった。

- 27 -

-

一方、県、市町村は被害を把握できておらず、残念であった。県や市町村に頼りすぎると駄
目である。
激甚災害指定は、必要な数字が出ないと指定されず、自衛隊も要請がないと動けない。迅速
に対応するためには、訓練が必要である。
400kVA の発電機を入れようとしたとき、千葉県にないので茨城県で探し当てた。情報のネ
ットワークがないと大変である。搾乳しても集乳車が来てくれず、消費者に届けられず、も
どかしかった。

意見交換等の集約結果
発表、意見交換の論点整理を①災害前の対策、②災害時の対策、③災害後の対策、及び④今後の
改善点に絞ってとりまとめると次のとおり。
① 災害前の対策
1. 災害への備えとして、電気、保険を重視する。建築確認を取っていないと、建物への補償は
出ない。
2. 保険をかけるだけでなく、コストを見直し、掛け金を見直す必要がある。保険として、建物、
家畜、被災後の再開までにかかる費用を補償する収入保険の３つをかけるとよい。
3. 発電機は、自動切り替えであれば壊れやすいので、前日に農場へ泊まり込んで、停電の時手
動で切り替えたほうがよい。
4. コスト高となるが、普段から東電の電力網と併用して発電機を使用し、操作だけでなく、燃
料の確保など、非常時の発電機利用に習熟させている。
5. 牧場にはないが、ミルク工房には停電時の申し合わせを決めたものがある。
6. 飼料会社として、災害時に、応援のため人を多く出そうとしても迷惑になることがある。要
望に応じて、ケースバイケースで対応する。
7. 日ごろの付き合い、人間関係を大事にしている。
8. 災害が起こったときのエリアで情報収集するとき、特約店からの情報と直接農家から聞き取
る方法の２つある。基本はエリアの生産者、特約店へ連絡し、情報を取りまとめ、上司に報
告し、関係者で情報共有するという流れで行動する。
9. 災害時には短期間で営業本部に情報を集め、トップダウンで必要な指示を行っている。
② 災害時の対策
10. 台風後猛暑になったが扇風機を回せなかった。死んだ母豚の片づけが大変だった。死んだ母
豚は哺乳していた母豚で、子豚に母乳をとられ、水が足りなかったので８割ほど死亡した。
11. 発電機があっても燃料の確保が難しい。ガソリンスタンドも停電で軽油を汲み上げられなか
った。近所のスタンドが協力してくれ、ローリーで給油してくれたので助かった。
12. 配合飼料会社が行った支援のトップは停電対策で、次に斃死した家畜の処理、断水対策であ
った。災害時、飼料会社は迅速に経営者とコンタクトし、現場にかけつけていた。飼料会社
はすぐに対応し、肉体労働にもかかわった。
13. 倒木、電柱の転倒、アカデシアパークでは鉄塔が倒壊し、広域に停電した。これにより、ウ
ィンドレス豚舎における窒息、熱死、レイヤーでの集卵ベルト、除ふんベルトの稼働停止、
ウィンドレス鶏舎の換気不足による窒息、熱死、鶏舎内の鶏卵滞留、GP センターの稼働停止
などが発生した。固定電話・携帯電話の不通、道路遮断、燃料確保などの問題も発生した。
14. 中部飼料では、運送業者との情報共有で不通路を回避し、さらに経営体の要望に応じ人的応
援を行った。これは延べ７日間、15 人で、斃死家畜の回収、生産物の回収、畜舎の修繕作業
等を行った。現場で支障になったのは、発電機の確保ができない、運搬用ユニック車が確保
しづらい、発電機の容量によってユニック車と別にクレーン車が必要、発電機の設置場所へ
入れない、電気工事士が確保しづらい、燃料の継続確保が難しい、などである。
15. クーラーステーション用に 400kVA の発電機を入れたが、ケーブルの太さは人間の腕くらい
あり、結局使えなかった。電気工事士なしには設置できない。
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16. 県、市町村は被害を把握できておらず、残念であった。県や市町村に頼りすぎると駄目であ
る。東北電力には空いている電源車があったが、要請がなかったので出さなかったと言って
いた。
17. 台風のあと、飼料会社の営業マンが必要のなくなった発電機を貸してもらえないかと頼みに
来たので、快く貸したところ、県内を３週間旅行して戻ってきた。おかげで、多くの人が助
かったと思う。
18. 被災して目の前のことで一杯だったとき、助けられたのは県の養鶏部会のグループラインだ
った。
③災害後の対策
19. （県）令和元年の災害情報は県の HP にのせ、令和元年９月９日からデータ更新している。
20. 台風 15 号による被災で死亡・廃用した乳牛・母豚・採卵鶏に代わる家畜の導入支援（被災畜
産業緊急支援対策事業）を行い、また国の事業の活用支援により、畜舎修理のための資材供
給や発電機の借り上げ等を推進した（畜産経営被災総合対策緊急支援事業）
。
21. 現在は、建物共済や支援を得て修繕が終わったが、電気関係は次々に壊れ、手動で動かすこ
ともあった。塩害もあり、漏電に気を付けている。
22. 千葉県と農水省にお願いに行ったため、支援が具体的になった。３回の支援が行われ、我々
は第２回の支援に申請した。おかげで５台の発電機が納品された。自動始動装置の接続工事
はこれからだが、今年の台風シーズンは乗り越えられると思う。
23. マスコミで報道されても、農水省には情報は伝わっていなかった。中央の担当者は現地へ行
けないので、代表者が出向いて説明することで理解を得た。
24. 長期停電につき、停電期間中の発電機のリース代に補助が出ることになり対応したが、経営
体ごとに停電時間を把握し、停電証明書を作成する必要があり、東京電力と交渉して HP か
ら削除されたデータを提出してもらった。
④今後の改善点
25. （県）気象災害に伴う停電や断水による生産活動への影響を最小限にするため、各経営体へ
非常時用電源設備の導入を推進する。また気象災害による施設の損壊及び家畜の死亡等の直
接的な被害に備えるため、災害に強い畜舎の整備と家畜共済への加入を推進する。
26. （県）千葉県での気象災害の発生頻度は近年高まっていることから、畜産資源の被害を最小
限に抑えるため災害時に対する備えについて関係機関との連携を図っていく。
27. 生産者同士の連絡、市町村及び県の農業事務所、農協との連携が重要。
28. 発電機は必需品であり、購入またはリースで整備する必要がある。停電時に切り替えるため
の配電も準備すべき。クーラーステーション用の発電機も重要である。酪農家同士で協力し
合うことが重要で、非常時こそ、助け合う。非常時の備えと危機管理を充実すべきと思う。
29. 災害に強い畜産とは、災害に備えることで、経営者の感覚が問われる。すべてに対応しよう
とせず、壊れても直せばよいという気構えで、最も重要なものを守るために対応すべきだろ
う。個々の経営では、非常時になにを守り、なにをあきらめるか事前に考えておくべきだろ
う。
30. 生産者によって対応は異なるので、災害の時にどうするか、個々の経営者が自分の考え方を
まとめておく。
31. この災害により、鶏の過ごす環境をよくする重要性が分かった。
32. 災害を想定した場合、発電機とトラックの確保、発電機の容量決定と運搬トラックの選定、
発電機設置場所までのトラックの進入の確保、電気工事士との事前協議・取り決め、燃料の
確保と輸送方法、などを事前に調べて検討することが重要。
33. 災害発生時における、行動指針・役割分担をあらかじめ決めておき、従業員が万一の場合ど
う動けばよいか把握することが重要である。
34. 迅速に対応するためには、訓練が必要である。大規模であれば週休二日制で、たまたまリー
ダーが不在だと動かないので、誰でもできるようにしておく必要がある。
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35. 400kVA の発電機を入れようとしたとき、千葉県にないので茨城県で探し当てた。情報のネ
ットワークがないと大変である。
36. 飼料の備蓄は難しいことを生産者は理解して欲しい。長期間の保管では、品質が維持できな
い。東日本大震災のときは、成鶏用に２銘柄、２タイプから選んでもらった。
37. 発電機では、電気をフルに使い、モーターに負荷をかけると故障の原因となる。出力の６割
程度で余裕をもって運転すべきと思う。故障しても大丈夫なよう、他から電気を送るバック
アップを考えている。
38. 県として、関係団体へ迅速に情報提供する仕組みを検討している。今近づいている台風 10 号
についても、県の HP で畜産農家あてに情報発信し、事前対策などについてアップしている。
このほか、国の指針、事前確認、地域情報、家畜の避難先、緊急連絡先、１週間分の燃料の
備蓄なども掲載している。情報の所在を経営者に伝えて欲しい。
39. 災害時には小さい集落単位で動くしかない。小さい単位で動ける体制、協力体制をつくる必
要がある。
40. 情報収集、発信はネットありきで考えられている。ネットの不備な高齢の家族経営では情報
が得られない。ネットが切れた場合の情報伝達方法を考えておく必要がある。個々人より、
組合、伝統的な結、地域の助け合いが重要である。豚、鶏では、市町村で緊急連絡網を作る
動きがある。市町村を手伝いながら、地域の連絡網を作ることを考える。
41. alic の補助事業を申請するときに、豚の死骸の写真だけではだめで、市町村の発行する罹災
証明書が必要と言われた。罹災証明書を得るには、レンダリング業者の書類などをもとに、
何頭死亡したか記載しなければならない。罹災証明書を得るためには、被害を受けた時に、
実情が分かるように全部写真を撮るように伝えている。
42. 家畜が死んだときには、死因などについて獣医師の診断書が必要になる。
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３．２

第２回ワークショップ（熊本会場）
１ 全日畜ワークショップ「熊本会場」の概要紹介
◎ 開催⽇

令和２年１１⽉１１⽇（⽔曜⽇）

13:00 〜 16:00

◎ 会 場

ホテル「熊本テルサ」 ３Ｆ「たい樹 南会議室」

２ 「熊本地震等」の教訓、「ここから学習したこと」等を会場で意⾒交換
1

熊本県の畜産経営者
（株）肥後ポートリー

（顔写真）

緒方

康幸

・熊本地震の衝撃について報告

取締役

様

（採卵鶏経営者から話題提供）

1

宮崎県の畜産経営者
（有）レクスト

（顔写真）

長友

・強風で豚舎等の経営施設の屋根が飛んだ

様

・現在も完全復旧していないと報告

（養豚経営者から話題提供）
飼料会社
日清丸紅飼料

岡田

・熊本地震での生産者支援について報告

九州支店

裕

・生産者は牛舎の崩壊等に遭遇

様

（飼料メーカーから話題提供）

1

飼料会社
伊藤忠飼料

（顔写真）

1

古矢

・現場では斃死した家畜の運び出し等を支援

様

（飼料メーカーから話題提供）

・復旧の事業申請の手伝いも大事な支援と報告

飼料会社

・H28年の台風16号の豪雨災害について報告

日和産業

（顔写真）

野入

鹿児島工場

菅司

・農場内を洪水が走り豚が流出

様

（飼料メーカーから話題提供）
長崎県の畜産団体
長崎県基金協会

石崎

彰徳

理事長

様

（長崎県下の話題提供）
宮崎県の畜産団体
宮崎県基金協会

戸高

憲幸

理事長

様

（宮崎県下の話題提供）

1

熊本県の畜産団体
熊本県基金協会

（顔写真）

松本

道夫

理事長

様

（熊本県下の話題提供）

1

鹿児島県の畜産団体
鹿児島県基金協会

（顔写真）

・運送会社も被災し飼料運搬が困難にと報告
・豚舎の倒壊、停電、道路の寸断等を経験

南九州支店

諒

・太刀打ちできなかったと報告
・H30年の台風24号の災害について報告

代表取締役

浩人

・鉄骨構造の成鶏舎４棟が全壊

野入

宏承

常務理事

様

（鹿児島県下の話題提供）

・ダムの貯水池から死骸の回収を経験と報告
・長崎は台風銀座で水害、風害の常習地帯
・基礎的な保険には必ず加入すべきと考える
・国営・県営の復旧事業の情報提供も重要と報告
・H30年の台風24号の災害等を報告
・主産県なので復旧事業の参加規模は大型
・連絡体制の整備、事前の注意喚起が重要と報告
・熊本地震の震源地からの報告
・２回の震度７、農業被害額1,826億円
・基金協会独自の災害対策本部を設置と報告
・鹿児島県も台風の被害が頻繁と報告
・復旧事業の採択基準がまちまちで混乱する
・災害の常習地帯では発電機の備えは重要と報告

図 3.2 ワークショップ「熊本会場」のプログラム
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令和２年 11 月 11 日（水）、熊本市のホテル「テルサ」おいて、
「全日畜ワークショップ熊本会場」
を開催した。
本ワークショップでは、
「自然災害に強い畜産経営を目指して」と題し、九州地方で発生した熊本
地震や最近の台風、豪雨災害に係る体験・課題等について発表・意見交換を行い、安定した畜産経
営の継続に資することを目的としており、参集範囲は、生産者、飼料メーカー、行政機関、畜産団
体、基金協会等で、参加者数は 16 名であった。
ワークショップは、第一部では、まず２名の生産者から、地震、台風襲来などによる自然災害の
発生の状況、防災対策、今後の課題など、また、飼料メーカーの３名の参加者からは、災害発生状
況、災害対応、課題等について発表された。
後半の第二部は、九州管内で激甚災害の指定が多い４県の基金協会参加者から各県の自然災害発
生状況、対策、課題などについて発表し、最後は発表者と参加者による意見交換を行った。

写真 3-4 生産者からの発表

写真 3-5 意見交換の様子

写真 3-6 発表者を囲んだ参加者の
皆さん

ワークショップの発表者の発表のポイントは以下のとおりである。
事例発表
緒方
-

-

長友
-

康幸 氏 （採卵鶏 750 千羽）
熊本地震の被害は甚大で、10 棟の成鶏舎のうち築 20 年の古い鶏舎４棟が全壊した。
新鶏舎６棟はかろうじて倒壊を免れ、ライフラインは生き残り、給餌、水やり、電気供給が
できた。
成鶏取引業者５社の支援を得て、２週間、40 名体制で臨み、全ての死鳥を取り出すことが
できた。被害は４棟合わせて 92,000 羽であった。
国の経営体育成支援事業を使って復興するため、余震が続く中で、本震から 1 カ月後には申
請書類を作成した。合志市の市長にも協力してもらい、国５割、県市４割の補助率９割で、
自己負担は１割となった。
2020 年６月には、分場において落雷の被害があった。積乱雲による大雨時で、制御基板に
落雷し、自家発電ができなくなった。倒木で電線が切断され、九電の電力網から電気が供給
されなくなり、２次電源である非常用電源も使用できず、停電は５時間に及んだ。これによ
り３万羽が死んだ。
自家発電を必ず機能させるため、バックアップ用の自家発電機を入れることにした。
社内の災害緊急対策室に情報は全て集めることにした。誰が責任者となるかを決め、連絡網
を整備し、流れ図に電話番号を入れ、誰にでもわかるようにした。
人を育てるため教育係をつくり、現場で指導している。
浩人 氏 （養豚母豚 127 頭）
農場が山上にあるので、台風 24 号により豚舎の屋根という屋根が吹き飛んだ。豚には影響
がなかったものの、堆肥舎や浄化槽の屋根も飛んだので、中の機械が水浸しとなり、漏電し、
停電となった。被害額は 660 万円であった。
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-

今年９月の台風 10 号（2020 年９月５～６日）では、堆肥舎の屋根が全滅し、堆肥舎の撹拌
機に落雷があり、2,100 万円の損害となった。浄化槽も被害を受けた。豚の死亡はなかった
ものの、ふん尿からのガスが溜まり、対応には２週間かかった。現時点でも、まだ復旧に至
っていない。この台風による被害総額は 3,000 万円である。

岡田 裕 氏 （日清丸紅飼料（株）九州支店）
- 熊本地震では顧客生産者の現地を確認し、崩壊しそうな牛舎から牛を出すのを手伝った。余
震が 10 分おきにあり、危険な中の作業であった。
- 災害時には、顧客の生産者、特約店と情報交換し、必要な支援を行っている。餌を切らさな
いように運ぶため、ばら積みではなく紙袋で運んだ。東日本大震災のとき、飼料工場が被災
したので、他工場で製造した飼料を運んだ。ケースバイケースで経営者を支援すべく、対応
している。
- 社員は安否確認ソフトを全員保持し、非常時でも連絡が取れる体制である。工場が動かなく
なったときに、他の工場からどのように供給するかシミュレーションを行っている。
古矢 諒 氏 （伊藤忠飼料（株）南九州支店）
- 今年の台風 10 号で、工場が一時停電したが、飼料の出荷には影響なかった。
- 生産者への支援としては、斃死家畜の運び出しが大きい。豚舎からの家畜の移動などもあっ
た。被災後の改修のための支援もある。
- 台風 10 号では、生産者が被災施設を改修するための補助事業の申請にあたり、宮崎県への
申請書作成を支援した。
- 社内では、緊急時の役割分担がとられている。台風 10 号の時も、台風の動きを見ながら事
前に準備し、午前中の危険が迫ったときは工場を休止し、午後から出荷した。
野入 寛司 （日和産業（株）鹿児島工場）
- 当社では、鹿屋市に輝北農場を直営で経営しており、平成 28 年の台風 16 号（９月 19～20
日）のとき、集中豪雨により高隈地区にある 700 頭の肥育農場が被災した。
- 今年の台風 10 号では、採卵鶏の農場で、発電機は動いたがブレーカーが動かず、換気扇が
とまり、10.5 万羽が死んだ。
- 南九州市の別の例では、ウィンドレス鶏舎で発電機は動いていたが、２時間ごとの給油が必
要で、継続運転したため２日目にラジエータが壊れ、２時間停電となった。この２時間の停
電で、採卵鶏 1.5 万羽が死んだ。
- 養鶏は電気頼みなので、発電機のバックアップは非常に重要と思う。発電機１台で対応する
のは危険である。何台かに分けるのが良い。また２時間ごとに給油する必要があるので、燃
料確保の問題がある。
- 消防法の規程で、燃料の備蓄はできない。非常時に備えなければならないので、畜産業の場
合の規程の緩和が必要と思う。
石崎 彰徳 （長崎県基金協会 理事長）
- 長崎県は台風銀座といわれ、水害、風害が多い。今年は、台風９号と 10 号の被害があった。
台風 10 号は、県内では野母崎で最大瞬間風速 59.4 m/s と観測史上最大を記録し、五島列島
を北上して行った。この時の農林業被害総額は 29.3 億円で、うち畜産関係は畜舎、堆肥舎
等 4.2 億円の被害であった。この復旧に対し、国庫事業による災害対策事業が行われなかっ
たので、県単独で予算措置し、生産者の負担は２割程度で済んだ。
- 綿密な準備態勢は重要と思う。保険への加入について、これまでの常識を変える必要がある
と思う。国、県の緊急対策はすぐに手当てされるものではないので、基礎的な保険には必ず
加入すべきである。
- 備蓄資材の確保については、本日の体験談の中でも話があった。災害への準備はしっかり行
うことが重要である。
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戸高 憲幸 （宮崎県基金協会 理事長）
- 宮崎県も台風銀座といわれ、水害、風害が大きい。例外的な災害として、平成 30 年２月末
の竜巻災害がある。この竜巻により、ハウスや畜舎（牛舎１棟）が倒壊した。台風は近年大
型化し、季節外れのものが発生するようになった。
- 行政機関は被害に応じて対策を講じ、国の補助に単独で上乗せしている。生産者の負担を少
なくするよう、償還の延長など、資金対策も行っている。2018 年の台風 24 号でも大きな被
害を受けたが、この時の県の被害額は 87 億円で、畜舎は 300 件以上の被害があった。
- 災害からの教訓として、連絡体制を整え、出勤・退勤時間を記録し、人が臨機応変に対応で
きるようにすることが重要である。また災害対応に当たって、事前の注意喚起が重要である。
- 今回は、台風の接近が判明した時に、荷受組合に対し、水害、電気関係について、注意文書
を出した。自家発電施設が重要なので、準備していない農場には、自家発電の整備を進めた
い。
松本 道夫 （熊本県基金協会 理事長）
- 熊本地震では、前震、本震はいずれも震度７の激震であった。余震は本震以降 510 回続き、
直接死 50 人、関連死 218 人、計 273 人、住宅損壊 17 万戸以上、農林水産関係被害は 1,826
億円、うち畜産関係は家畜等の斃死 541,330 頭羽、畜舎等の被害 1,168 件、総額 462 億円で
あった。県は国の事業で対応できない部分（死廃畜処分、飼養管理支援、雛導入）を県単独
事業で実施した。
- 復興の決め手は、市町村が窓口となった経営体育成支援事業で、畜舎の再建には国、県、市
町村から９割を補助した。基金協会は、私の意志で商系畜産農家の災害対策本部を設置し、
情報収集、行政・上部団体への報告（日報）、県連合会等と協調による国への陳情、会員へ
の情報提供を行った。
- 国の事業（alic）
、県単独事業、既存事業による支援措置など、基金協会が事業主体となる
各種事業のとりまとめ・申請を行った。複雑な事務処理だった。
- 今年７月の豪雨災害では、農林水産関係被害が 1,019 億円に達し、畜産では豚舎流出１戸
（180 頭の流出）
、鶏舎倒壊３戸などの被害があった。
野入 宏承 （鹿児島県基金協会 常務）
- 鹿児島県は台風、梅雨明け豪雨の被害が大きい。平成 26 年の台風８号（７月 10 日）は、阿
久根市に上陸し、畜舎や飼料タンクが被害を受けた。平成 28 年の台風 16 号では、大隅地方
で最大風速 40 m/s となり、農業被害 10 億円、畜舎被害６億円となった。
- 再建にあたり、経営体育成支援事業や alic 養豚補完事業を申請し、各荷受組合４つで、17
経営体 5,300 万円の再建費に対し 2,400 万円の補助を受けた。alic では補助の上限が１万
円/m2 であった。alic の申請窓口は基金協会なので、申請書に添付する証拠書類の収集に苦
労した。
- 疑問に思ったのは、国の事業では、保険金が出た再建費は対象外となるのに対し、alic は
保険金支払いの有無にかかわらず、助成金を支給するという違いである。再建に差はないの
で、保険に加入すればその分は除外するなど、統一すべきと思う。
- 保険金支払いは経営の負担となるので、通常、経営者は保有する全ての施設に保険をかけて
はいない。

意見交換等の集約結果
発表、意見交換の論点整理を①災害前の対策、②災害時の対策、③災害後の対策、及び④今後の
改善点に絞ってとりまとめると次のとおり。
① 災害前の対策
1.

停電に備え、発電機を整備している。
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

飼料会社としてケースバイケースで経営者を支援すべく、対応している。社員は安否確認ソ
フトを全員保持し、非常時でも連絡が取れる体制である。工場が動かなくなったときに、他
の工場からどのように供給するかシミュレーションを行っている。
社内では、緊急時の役割分担がとられている。台風 10 号の時も、台風の動きを見ながら事
前に準備し、午前中の危険が迫ったときは工場を休止し、午後から出荷した。
飼料会社として災害時には、基本的にまず電話で生産者に連絡して、状況を確認し、それか
ら動く。生産者からはそれどころじゃないと言われることもある。臨機応変に対応する。
保険は、倉庫、堆肥舎を含む建屋全てと、車両にかけている。収入保障保険などには入って
いない。
発電機は、電気保安協会が定期的に１時間動かし、正常に動くか確認している。
原則的に非常時に使うので、全ての発電機について予備運転し、チェックリストに従って点
検し、該当する項目があれば専門業者に見てもらうようにしている。
長崎県は台風について大量の事前アナウンスを行ったので、戸建て住宅に住む人は早く避難
していた。綿密な準備態勢は重要と思う。

②災害時の対策
9. 地震の時、最初は、あまりの衝撃と被害の大きさに、太刀打ちできなかった。
10. 倒壊した４棟の死鳥の処分が大変で、余震が続くなか、内部に入れない状況で、２次災害を
起こさないよう人海戦術で取り出すしかなかった。成鶏取引業者５社の支援を得て、２週間、
40 名体制で臨み、全ての死鳥を取り出すことができた。被害は４棟合わせて 92,000 羽であ
った。災害時の人手は、想像を絶するくらい必要である。
11. 農場には２週間、寝泊まりした。農場には自家発電があるので、停電の心配がないため、職
員の家族にも来てもらった。広い駐車場を開放し、車中泊できるようにした。
12. 国の経営体育成支援事業を使って復興するため、余震が続く中で、本震から１カ月後には申
請書類を作成した。
13. 働く人の安全は最も重要である。本震が日中であったなら、鶏舎内で死者が出たかもしれな
かった。倒壊後は、余震と瓦礫のため、救助に行けない状況であった。従業員には安全な場
所での待機を徹底させた。メールにより安全第一で対応するよう呼びかけた。
14. 近くに最大規模の養鶏会社があるが、本震後、社長が放心状態で、何も手が付けられない状
態だった。当社の社長が心配して、４月 17 日、助けに行くよう指示したので、その農場に行
ったが、誰も動いておらず、放置された状況だった。我々は 10 名を連れて行き、断水状態の
鶏舎に入って給水の修復など支援した。
15. 2018 年の台風 24 号により豚舎の屋根という屋根が吹き飛んだ。豚には影響がなかったもの
の、堆肥舎や浄化槽の屋根も飛んだので、中の機械が水浸しとなり、漏電し、停電となった。
2020 年９月の台風 10 号では、堆肥舎の屋根が全滅し、堆肥舎の撹拌機に落雷があった。倒
木により道路がふさがれ、社員が麓の住居から農場へ上がれなくなった。このため社員 30 人
のうち６人が泊まり込み、朝５時からチェーンソウで倒木の切り出しを行い、車両が通行で
きるようにした。
16. タンクの崩壊で、飼料がこぼれた。運送会社も被災し、飼料を運べない状態だった。顧客生
産者の現地を確認し、崩壊しそうな牛舎から牛を出すのを手伝った。余震が 10 分おきにあ
り、危険な中の作業であった。こぼれた餌は、TB（トランスバッグ）に袋詰めする作業を手
伝った。熊本は震災で泊まる場所がなかったので、福岡から熊本まで何度も車で往復して手
伝った。
17. 餌を切らさないように運ぶため、ばら積みではなく紙袋で運んだ。東日本大震災のとき、飼
料工場が被災したので、他工場で製造した飼料を運んだ。
18. 生産者への支援としては、斃死家畜の運び出しが大きい。豚舎からの家畜の移動などもあっ
た。被災後の改修のための支援もある。
19. 2020 年の台風 10 号では、生産者が被災施設を改修するための補助事業の申請にあたり、宮
崎県への申請書作成を支援した。
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20. 台風 10 号では、採卵鶏の農場で、発電機は動いたがブレーカーが動かず、換気扇がとまり、
10.5 万羽が死んだ。飼料メーカーは総出で、月曜から金曜日まで死鳥の取り出しを手伝った。
21. 南九州市の例では、自家発電機が動かず、ブロイラー2.5 万羽が死んだ。これはグループ会社
により１日で始末できた。
22. 南九州市の別の例では、ウィンドレス鶏舎で発電機は動いていたが、２時間ごとの給油が必
要で、継続運転したため２日目にラジエータが壊れ、２時間停電となった。この２時間の停
電で、採卵鶏 1.5 万羽が死んだ。同じく死鳥の取り出しを支援した。
23. 宮崎県の例では、発電機がなかったため５万羽が死亡した。これは JA の全職員で片づけた。
24. 台風 24 号では、畜舎の屋根・壁、堆肥舎が被害を受け、倒木で電線がやられ、道路が不通と
なった。発電機のリースもあったが、需要が殺到し、近所では手に入らず、順番待ちとなっ
た。電気関係の被害では、大変な経験をさせられた。
③ 災害後の対策
25. 新鶏舎を建設するにあたり、様々なメーカーの耐震構造を検討し、委託する企業を選定した。
次の地震に耐えうることを最重視した。
26. 落雷により、自家発電できなくなり、九電からの電気も止まり、停電は５時間に及んだこと
があった。これにより３万羽が死んだ。ほとんど一瞬であった。これを機に、自家発電を必
ず機能させるため、バックアップ用の自家発電機を入れることにした。
27. 緊急災害時には突発的な事故が発生する。緊急連絡網が必要である。当時、災害対策室のよ
うな部署を作っていなかったため、現状を誰に聞けばよいか分からず、情報が錯綜した。災
害緊急対策室に情報は全て集めることにした。誰が責任者となるかを決め、連絡網を整備し、
流れ図に電話番号を入れ、誰にでもわかるようにした。
28. 45 件の補助金申請書（alic 向け）を作成した時には、土日返上で、基金協会の事務所に寝袋
を持ち込んで働いた。
29. 熊本県基金協会は、商系畜産農家の災害対策本部を設置し、情報収集、行政・上部団体への
報告（日報）、県連合会等と協調による国への陳情、会員への情報提供を行った。国の事業
（alic）
、県単独事業、既存事業による支援措置など、基金協会が事業主体となる各種事業の
とりまとめ・申請を行った。複雑な事務処理だった。
30. 熊本県は国の事業で対応できない部分（死廃畜処分、飼養管理支援、雛導入）を県単独事業
で実施した。市町村は農業用施設・機械の再建修理などを支援した。復興の決め手は、市町
村が窓口となった経営体育成支援事業で、畜舎の再建には国、県、市町村から９割を補助し
た。
31. 鹿児島県では、alic の申請窓口は基金協会なので、申請書に添付する証拠書類の収集に苦労
した。国の事業では、保険金が出た再建費は対象外となるのに対し、alic は保険金支払いの
有無にかかわらず、助成金を支給するという違いがあった。再建に差はないので、保険に加
入すればその分は除外するなど、統一すべきと思う。
32. 罹災証明書を得るために、震災後５日目から写真を撮りまくった。これをもとに震災後 1.5
カ月で申請書を市に提出することができた。写真をもとに市に説明すると、被害を認識し、
実情を理解してもらえた。市に説明後、書類を作成し、市とのヒアリングの中で決定し、受
理してもらった。
④ 今後の改善点
33. 養鶏は電気頼みなので、発電機のバックアップは非常に重要と思う。発電機１台で対応する
のは危険である。何台かに分けるのが良い。また２時間ごとに給油する必要があるので、燃
料確保の問題がある。消防法の規程で、燃料の備蓄はできない。非常時に備えるので、畜産
業の場合の規程の緩和が必要と思う。
34. 保険への加入について、これまでの常識を変える必要があると思う。国、県の緊急対策はす
ぐに手当てされるものではないので、基礎的な保険には必ず加入すべきである。
35. 連絡体制を整え、出勤・退勤時間を記録し、人が臨機応変に対応できるようにすることが重
要である。また災害対応に当たって、事前の注意喚起が重要である。
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36. 自家発電施設が重要なので、準備していない農場には、自家発電の整備を進めたい。
37. 発電機のニーズは高いので、alic 以外の事業でも対応できるようにしてもらいたい。
38. 災害の増に応じ、保険の掛け金が相当上がってきている。保険をかけざるを得ないのに、保
険料が１割増となったケースもある。今後は施設・機材 100％に保険を掛けられないかもし
れないと、危機感を持っている。保険のあり方は経営面で大きい。補助事業で支援いただい
ているが、支援を保険にも拡大してもらえればと思う。
39. 災害復旧はスピード感が大事なので、復旧に向けた制度を熟知した人が必要である。
40. 生産者が罹災証明書を申請する場合、モデル的なものを例示してもらいたい。
41. 罹災証明書は市町村が発行するが、緊急事態では提出後書き直しが必要なことがある。市町
村が罹災証明書を再発行してくれればよいと思う。また発電機のバックアップは補助対象に
ならない。バックアップの発電機は重要なので、これを含めて補助対象として採択してほし
い。
42. マニュアルに災害時対応の関係組織の役割分担が記載されていれば便利と思う。
43. 災害時に基金協会には災害情報が入ってこない。県や市町村には大量の情報が流れ、飼料メ
ーカーは電話で生産者から情報を得ている。情報の取りまとめが明確になり、必要なところ
に情報が伝わるようになれば良いと思う。
44. 国や alic による再建への支援事業への申請につき、次から次に新たな書類を求められる。申
請書類が一本化されれば、やりやすくなる。
45. 停電期間中の発電機リース料の補助につき、九電と交渉して停電時間帯のデータを出しても
らったが、これを生産者がやり、ネットで見るように促すのは生産者にとって酷である。基
金協会でも対応できるように、マニュアルに記載してもらいたい。
46. マニュアルには、生産者がいざというときにどのような対策をとるべきか、基本事項や対応
の流れについて、自然災害での対応事例、問題点の解決事例など、参考となるケースを拾い
出し、まとめてはどうか。なぜ発生したのか、どうすればよいのか、分かるように書いてほ
しい。
47. 飼料メーカーは会社を挙げて現場へ人を派遣し、被災した農場へ入り込んで、水道、停電、
死鳥の搬出など、いろいろな作業に頑張ってくれた。しかし商系はあまり表に出ない。畜産
生産の半分は商系なのに、その支援が表に見えないのは PR 不足としか言いようがない。も
っと PR すべきと思う。
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３．３

第３回ワークショップ（宮城会場）
１ 全⽇畜ワークショップ「東北地区」の概要紹介
◎ 宮城会場（集会型ワークショップ）
開催⽇
会 場

令和２年11⽉30⽇（⽉曜⽇）
13:00 〜 16:00
ホテル メルパルク仙台 ５階「リアン」（仙台市宮城野区）

◎ 岩手県岩泉町会場（訪問型ワークショップ）
開催⽇
会 場

令和２年11⽉26⽇（⽊曜⽇）
岩泉町役場ほか

9:30 〜 15:00

２ H23東⽇本⼤震災、H28台風10号、R1台風19号等について意⾒交換
1
（顔写真）

宮城県の畜産団体
宮城県基金協会

山田

稲生

常務理事

様

（宮城県下の状況報告）

2
（顔写真）

青森県の畜産団体
青森県基金協会

高橋

邦夫

常務理事

様

（青森県下の状況報告）

3
（顔写真）

本調査の調査専門員
全日畜

松原

様

（他地区の調査概要報告）

4
（顔写真）

岩泉町の行政部局
岩泉町

佐々木

防災対策室長

久幸

様

（H28年の台風10号災害報告）

5
（顔写真）

岩泉町の行政部局
岩泉町

農業委員会副主査

八重樫

6
（顔写真）

泰長

様

・大震災・不足事態への対応ポントを提案
・八戸グレンターミナルを抱える青森からの報告
・八戸市は震度5強、津波の高さは6.2m
・農林水産部所管の被害額は281億円
・心得①日頃からの備え、②自主防衛の重要性
・千葉会場、熊本会場、岩泉会場の概要報告

・「災害は起こる」この考え方にたつ
・すべてに対応せず壊れても直せばいいものは後
・行政部局で防災対策を担った経験からの報告
・随所で東日本大震災の教訓が活かされた
・立地上、雪害等で一時的は孤立を経験する地域
・集落毎で「結」が機能した自治組織は頼もしい
・地域における農業災害についての報告
・岩泉は中山間地帯で土石流等で道路が寸断
・自衛隊のバイク隊が地域間の連絡に活躍
・復興は道路の回復と河川の改修・改良から

岩泉町の行政部局

・地域における畜産関係被害についての報告

岩泉町

畜産振興室長

康二

様

（H28年の台風10号災害報告）

（顔写真）

・石巻市の鮫川の津波最大波は8.6m

（H28年の台風10号災害報告）

加藤

7

・農林水産関係の被害額は1兆2,952億円

・災害前、災害時、災害後の対応、今後の改善点

専門員

英治

・東日本大震災の激しい揺れを震源地で体験

岩泉町の建設会社
町内建設会社

中野

技術参与

照市

様

（H28年の台風10号災害報告）

・岩泉乳業が被災し再開に1年を要した
・発電機を融通しあって搾乳を続けた
・町営の牧場と飼料メーカーから乾牧草の支援
・地域の公共インフラの被害状況と復興状況
・主要河川や幹線道路を守る砂防施設が建設中
・道路が寸断し物資は唯一確保した道路に集中
・現地はまだまだ復興途中にある

図 3.3 ワークショップ「宮城会場」のプログラム
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令和２年 11 月 30 日（月）、宮城県仙台市のホテル「メルパルク仙台」において、
「全日畜ワーク
ショップ宮城会場」を開催した。
本ワークショップでは、
「自然災害に強い畜産経営を目指して」と題し、東北地方で発生した東日
本大地震や近年多発する台風、豪雨災害について、被災した県の畜産関係者等を招き、生産現場の
実態等について発表・意見交換を行い、安定した畜産経営の継続に資することを目的としており、
参集範囲は、基金協会、検討委員会委員等で、参加者数は 10 名であった。
本ワークショップは、新型コロナ感染症の感染拡大期であったため、生産者の参加が難しく、限
られた人数での開催となった。
ワークショップは、コメンテーターとして、検討委員会委員長の元青森県上北地域県民局局長の
丸山幸悦氏、元農水省 畜産経営研究室長の関澤啻朗氏及び（一社）千葉県配合飼料価格安定基金協
会常務理事の瓦井哲夫氏を招き、意見交換の場で意見やアドバイスをいただいた。
第一部では、
（一社）宮城県配合飼料価格安定基金協会常務理事の山田稲生氏、
（一社）青森県配
合飼料価格安定基金協会常務理事の高橋邦夫氏から、東日本大震災の被害状況とその対応について
話題提供いただき、今回資料参加となった福島県については、事務局から資料を説明した。また全
日畜の松原専門員から千葉県、熊本県のワークショップの意見集約結果及び岩手県岩泉町の災害状
況調査結果について報告した。
後半の第二部は、第一部の話題提供をさらに深めるため、検討委員会の委員から質疑、感想等を
述べていただくとともに、参加者を交えた意見交換を行った。

写真 3-7 山田氏から発表

写真 3-8 コロナ禍で間隔開けて
意見交換

写真 3-9 意見交換を終えた発表
者等

ワークショップの発表者の発表のポイントと意見交換の内容は以下のとおりである。
話題提供者の発表
山田
-

-

稲生 氏 （宮城県配合飼料価格安定基金協会常務理事）
宮城県の畜産の概況について、畜種別の畜産農家戸数、飼養頭羽数、畜産物生産量、畜産物
生産額及び全国的に見た各畜種ごとの頭羽数のシェア等について説明。
東日本大震災における宮城県の被災状況は、令和２年 11 月現在、死者 9,543 名、行方不明
1,216 名、被害額 9 兆 968 億円であった。
農林水産関係の被害状況は、1 兆 2,952 億円で、うち畜産関係被害額は約 50 億円であった。
その内訳は、畜産施設関連等被害約 34 億円、家畜等被害約 7 億円であった。
畜産施設被害（畜舎等、食肉市場、家畜市場、乳業施設）、家畜被害、畜産生産物（生乳廃
棄、食肉出荷制限、卵の廃棄）、自給飼料（放射性物資汚染）等畜産関係被害の概要を説明。
畜産関係被害への対応状況として、①被災家畜、持ち主不明家畜の処理等々、さまざまな課
題があるなかで、相談窓口を設置し、多数の部局と調整に当たったこと、②畜種別の被災状
況とその対応の詳細について、特に、福島原発の事故に伴う放射性物質の対応が大変である
ことなどの説明。
東日本大震災は、大規模地震・津波・原発事故と複合的・壊滅的被害であった。地震による
畜産被害では、電気・水道等のライフラインへの甚大な被害、精油所の被害による燃料供給
の遮断、飼料・水の無給与または制限給与による大幅な畜産物生産の減少、用水の遮断によ
る畜舎等の衛生管理の悪化等が生じた。
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-

-

今後の大震災・不測事態への対応としては、生産現場における①畜舎等の強度の再点検、②
飼料備蓄、飲水の確保体制確立、③発電機など動力源と燃料の確保、④飼料自給率の向上・
飼料用米の利活用、⑤非常時の家畜飼養管理の再検討などが重要である。
組織体制としては、①燃料の確保、停電時の情報連絡体制、②給水システムの検討、③飼料
等の流通システムの再構築などがポイントである。
平成 29 年度に第 11 回全国和牛能力共進会全国大会を無事成功させた。平成 23 年の大地震
から、復興を目指して県民一体となって頑張ってきて、全国大会を成功させたことは、復興
のエネルギーの一つだったと感じている。

高橋 邦夫 氏 （青森県配合飼料価格安定基金協会常務理事）
-

東日本大震災における青森県の被害状況とその対応について説明。被害額は、青森県全体で
1,341 億円。その内、農林水産部関係は、281 億円であった。
畜産関係の被害は、家畜の被害が豚 4,000 万円、採卵鶏 1 億 1,300 万円、畜産物の被害が生
乳 1 億 200 万円、鶏卵 100 万円ほどで、計２億 5,700 万円に上る。
畜舎等の利用施設の被害は３億 6,200 万円ほどに上る。
被害の特徴は、ライフラインの寸断、物流網の寸断、死亡家畜からの放射性物質の検出であ
った。
放射性物質により汚染された稲わらを給与した肥育牛が出荷・流通したことを受け、汚染稲
わらの流通実態の調査、牛肉の全頭調査が実施された。
牛肉の風評被害に対する損害賠償を東電に請求した。
平成 25 年３月に青森県独自の「地域防災心得書」を公表した。心得書では、災害発生時に
おける地域の住民同士の助け合いによる被害の軽減を図ることが重要であるとしている。
青森県の県南地方では、豪雪の被害による停電、倒木による進入路の確保が難しい事態も想
定され、「心得１」に「日頃からの備えが必要」としていることから、災害時の①停電、断
水、②畜舎の倒壊・損壊、③配合飼料の入手及び④燃料（軽油・重油など）の入手にどう対
処するかについて、地域の関係者、配合飼料メーカーと話し合い、常に備えておくことが必
要と考えている。

松田 秀樹 氏 （福島県配合飼料価格安定基金協会常務理事）書類参加につき事務局説明
- 福島県庁の担当部署からの「平成 23 年度以降の自然災害による畜産関係（家畜・施設）の
被害状況」の情報提供に基づき、豪雪、高温、豪雨、台風などによる 10 年間の県下の畜産
関係被害状況を報告。
- 東京電力福島第一原子力発電所事故については、自然災害ではなく人災との判断をされてい
ることから、参考として、警戒区域と計画的避難区域における家畜の処分頭数の情報のみ報
告。損害賠償請求（風評被害含む）については、当初、関係する 17 道県（汚染稲わら関連）
の基金協会の代表が福島に集まって、講師に招いた JA 福島から「損害賠償請求の方法（福
島モデル）
」を説明してもらって研修したほか、東京電力への要請（審査のスピートアップ、
年内支払い等）を全日畜傘下で取り組んだこと、風評被害については畜産物の安全性をアピ
ールする諸活動等に参加したことの紹介。
- 令和元年の台風 19 号の被災状況について、基金協会が養鶏経営者３社から聞取りした調査
結果を報告。サンプルは３件と少ないが、一部県境を越えた宮城県側に所在の農場の被害が
大きかったこと、また、被災後の公共インフラ等の復旧スピードが遅いとの指摘があること
等を報告。
松原 英治 氏 （全日畜専門員）
- 千葉県及び熊本県におけるワークショップの開催結果につき、参加者の事例報告と意見交換
を踏まえて、①災害前の対策、②災害時の対策、③災害後の対策及び④今後の改善点の４点
に分けて整理した資料に基づき報告。
- 岩手県岩泉町の現地調査結果についても、同様に４点に分けて整理し、報告。
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意見交換
委員：宮城県における震災時の斃死家畜の処理はどうしたのか。
宮城県：青森県と事前協議し、青森県へ運んで処理してもらった。不便はなかった。現地で埋めた
ものもある。化製処理について、広域的に連携するシステムを東北５県で構築している。
委員：北陸地方から鳥インフルエンザの死鳥が知らないうちに青森県へ運び込まれ、処理されたこ
とがあり、怖い経験をした。そのような苦労はなかったか。
宮城県：苦労はなく、お世話になった。青森県と群馬県へ運んで処理してもらった。病気の出たと
ころで処分するのが原則だが、迷惑施設扱いされる。
委員：災害対策としてドローンが利用されている。近年では３次元で地形を把握し、土石流災害の
危険地区も特定できるようだ。災害が多様化し、人々の認識も変化しているので、ドローンが災
害時にどのように利用できるか、情報はないか。
事務局：国交省河川局では、数年前から河川防災用のドローン利用を進めており、三次元データを
得て河道の変化を把握する等の活動を行っている。ドローン利用技術は参加企業も増え、急速
に技術開発が進み、解析経費も下がりつつある。ただし、県、市町村が自前の技術者でドローン
を使いこなすのは難しいため、通常は専門業者に業務委託することになる。目的と求める成果
が何かを明確にすれば、人力では手間がかかり、不正確となりやすい現地調査や分析をドロー
ンで代替することは容易と思う。
委員：東日本大震災から 10 年経過しようとしているが、畜産に限らず、震災時には人がいくらい
ても足りない状況となった。しかし民間会社を含め、組織がばらばらに動いたのでは、非効率
で、限られた人的資源が有効に活かせない。そこで、大震災の時、組織間で役割分担できたのか、
非常時の組織間での役割分担に係る協定書のようなものがあるのかどうか、伺いたい。
青森県：災害時の基本ルールとして、市町村が実態調査をして県に報告し、その後県が対応すると
いう流れである。民間会社も同様で、まず市町村へ実態を報告し、市町村は県へ上げ、県の各部
署が具体的に対応する。
宮城県：宮城県は知事をトップとする対策本部を立ち上げ、１日に２～３回、部署ごとに指示が下
りるという調整システムができていた。しかし現場は様々なニーズがあり、円滑な対応は難し
く、理想どおりには進まないのが実情である。民間との連携という面では、鳥インフルエンザや
家畜感染症に対し、建設業界の支援が得られるようになった。農業・畜産生産者でも、建設業界
との約束や協定により、非常時に支援してもらうなど、ソフト面を含め役割分担について検討
されている。
委員：組織間の調整を進める主体はできていないのか。
宮城県：できていない。
委員：災害時には現場対応に追われて、スムーズな協力関係ができない。このため、たとえば事前
に飼料会社と生産者間で取り決めておけば、迅速な対応ができるのではと考えている。
委員：千葉県でも、BSE、大震災、放射能、台風などの被害を受けた。第１次の直接被害から、第２
次ではインフラや流通の被害、第３次では生産を回復させるうえでの被害があった。大震災時
の第３次被害として、風評被害は現実にあったのか。
宮城県：宮城県では風評被害はあまりなかった。福島県での風評被害が大きい。東京電力に風評被
害の損害賠償を求め、103 回目の請求をしているが、総額は 320 億円となる。枝肉価格が上がっ
てきた中で、肉用牛の風評被害をどう評価するか難しい。韓国が水産物のカキの輸入を禁止し
ているなど、国際的な風評被害がある。
青森県：青森県では牛の全頭検査は今でも行っている。全国で足並みをそろえているようだが、こ
の検査には多大な労力が割かれている。しかし大震災以降、国の基準値を超える牛は１頭も検
出されていない。
委員：東京食肉市場では全頭検査をやめる方向と聞いているので、改善されると思う。地域自主防
災の話があったが、商系、系統でバラバラに災害対応している。近年は畜産の経営規模が大きく
なって、グループでの対応はあっても、地域防災の役割が小さくなっている印象である。
青森県：地域自主防災は農業で対応するというより、市町村単位で実施するというのが基本である。
東日本大震災後、危機管理マニュアルが整備された。災害時に最優先すべきは、情報を共有し
て、各担当部署で対応するというものである。
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委員：千葉県では飼料会社が顧客ごとに連絡し、情報を得ていたが、県庁には情報が入らなかった。
行政的に迅速には動けないので、商系、系統の畜産グループごとの組織が必要と思う。飼料会社
を通して情報が入る。松原さんの災害前、災害時、災害後、今後の改善点に区分したワークショ
ップのまとめは分かりやすいが、畜種ごとに対応が異なる点があるので、それぞれの畜種で体
系づけるまとめかたが良いと思う。
事務局：飼料会社は災害時に非常に活躍しているが、飼料工業会の感想はいかがか。
工業会：飼料会社には災害時のマニュアルはないが、まず顧客の安否確認をしている。次にたとえ
ば水害の時にエサの供給や生産物の出荷が可能かどうか半日くらいかけて確認する。翌日はど
こへ誰を派遣するか決めて、迅速に対応する。これはどこの飼料会社も実施している。顧客が複
数の飼料会社と契約しているのであれば、飼料会社間で調整してもらう。応援が必要なときは
本社または被災していない地区が対応する。飼料工業会が指導するのではなく、慣習として各
飼料会社が行っている。工場が被災した時は、他の飼料会社でエサを供給できるように、危機管
理部会を設置している。九州で口蹄疫が発生した時に実際に機能した。最近では従業員がコロ
ナに感染し、出勤できないことがあったが、飼料の安定供給を使命としている。東日本大震災で
は鹿島市が被災し、東北へエサを出せなかったが、九州、北海道から供給したのがきっかけとな
った。商系では、事業継続計画（BCP）の関係からも、飼料の安定供給に取り組み、実際に飼料
会社間の調整を働きかけている。
委員：飼料会社の取組は顧客の生産者にも伝わっているのか。
工業会：営業を通じて、飼料会社はいざというときも飼料を安定的に届けると伝えている。飼料会
社は最善の努力をする。実際に安定供給されたかどうかは、災害時の対応で見ていただける。
青森県：自然災害のほか、火災の問題がある。採卵鶏の生産者が火災を受け、取引先への鶏卵の出
荷がストップしたが、養鶏協会の仲間が代わって取引先に卵を供給したという事例がある。同
業者同士のつながりは重要である。
工業会：スマート農業の展示会では、ドローンの展示が非常に多かった。人吉での豪雨災害で、数
日後には水没地域を表示する図面が発表されていたが、ドローンで作成されたものではないか。
どの農場が大変な状況か、この図面で分かった。今後、災害対策へのドローンの利用が進むと思
う。
工業会：青森県では災害発生時に建設業界から生産者へ発電機を貸与するという話があったが、ど
こで行われているのか。
青森県：六ケ所村で、建設業界と酪農組合が協定を結び、非常時には搾乳用の発電機を建設業界が
貸し出すとしている。
事務局：地震と水害では性質が異なり、地震は予期せず発生するが、台風は進路予想が出される。
地震と台風の対応の違いはあるか。
青森県：県の災害対応では、地震の場合震度４以上で注意喚起、震度６以上で全員登庁という基準
はある。台風では、注意喚起の情報を流すが、事後対応を重視している。災害時の人の動きに変
わりはない。
委員：近年、自然災害の頻度が増し、規模も大きくなっている。大震災後 10 年になろうとしてい
るが、まだ傷が癒えず、傷が深くなる場合もある。この JRA 事業は意義のあるテーマで、願わく
ば２年間で終えるのではなく、作成されるマニュアルを土台として、何年かきざみで更新する
ようにしてもらいたい。NHK の東日本大震災の報道では、被災した当事者のその後の話をまとめ
ているので、心が動かされる。経験者、当事者の話を入れて、まとめればよいものができると思
う。青森県で鳥インフルエンザの対応マニュアルをまとめたが、事情を知らない関係部署はそ
の意義が分からなかったが、総務省から出向していた課長が、宮崎県の同期の課長から情報を
得て、これがいかに重要か示したところ、雰囲気ががらりと変わって、マニュアルが完成した。
生々しい話が伝われば人は動くので、新しいものをつくるという意気込みで取り組んでほしい。
飼料会社は自らの貢献に対し遠慮がちだが、胸を張って PR してほしい。宮城県の東電からの補
償についても、引き続き取り組んでいただきたい。
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３．４

第４回ワークショップ（広島会場）

図 3.4

ワークショップ「広島会場」のプログラム
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令和３年 10 月 21 日(木)、コロナ禍のため、リモートによる Web でワークショップを実施した。
本ワークショップでは、広島県を襲った「平成 30 年豪雨災害」や「線状降水帯災害」を踏まえた被
災状況、豪雨災害で学んだ教訓、課題等について意見交換を行った。工夫された被災防止及び災害
発生後の災害防止策を講じている事例収集を目的としており、参集範囲は、生産者、飼料メーカー、
行政機関、畜産団体、基金協会等で、参加者数は 20 名であった。
ワークショップでは、最初に広島県畜産課の宇田久康氏から広島県の畜産と災害への行政機関対
応について発表があり、続いて、３名の参加畜産経営者からそれぞれ被災状況、復旧対応、防災の
ポイント、今後の災害防止策等について発表があった。その後、日和産業(株)坂本竜一氏から飼料
の供給、生産者への支援などを発表、最後に(一社)広島県基金協会奥山博氏から自然災害に対する
基金協会の対応について発表していただき、全体の意見交換が行なわれた。

写真 3.10 西村理事長によ
る挨拶

写真 3.11 全日畜事務局

写真 3.12 Web 参加者

ワークショップの発表者の発表のポイントと意見交換の内容は以下のとおりである。
発表内容のポイント
宇田 久康 （広島県畜産課酪肉振興グループ主査）
（１）広島県の畜産の現状
広島県は、中国四国地方の中央部に位置し、北部は中国山地に、南部は瀬戸内海に面し、県土の
75％が森林である。畜産は県農業生産の核となる役割を果たしており、中山間地域の農業・農村の
活性化を図るうえで重要な位置を占めている、
５畜種の飼養頭羽数をみると、採卵鶏は全国 4 位だが、酪農 23 位、肉用牛 24 位、豚 21 位、ブ
ロイラー30 位と大体中位にある。
令和元年の農業産出額は 1,168 億円で、
うち畜産の産出額は 40％、
467 億円を占めている。全国順位では、農業産出額は 26 位になっており、畜種別では鶏卵が５位に
位置しているが、他の畜種は中位である。畜産物の生産量は、280 万県民の需要を満たしている。
（２）近年の豪雨等の災害状況
近年の災害は、平成 30 年７月の豪雨、令和 3 年７月と８月の豪雨被害がある。
① 平成 30 年７月の豪雨
平成 30 年 7 月の豪雨は、梅雨前線の停滞に伴い、広島県西部を中心に 24 時間雨量は、
300mm 以上を記録。死者行方不明者 100 名超、住宅被害 14 千戸超、土砂災害 484 カ所、12 河
川で破堤など。
② 令和３年７月の豪雨
７月７日～７月 13 日の累加雨量の多いところで 400mm 超。農地 92ha 相当の法面崩壊等、
21 カ所のハウス等の浸水等被害。農地・農業用施設被害額 61 億円超。
③ 令和３年８月の豪雨
８月 11 日～８月 25 日の累加雨量の多いところで 700mm 超。広島県西部で甚大な被害。
1,000 カ所を超える農地で土砂流入・法面崩壊等。152 カ所のハウス等（畜舎含む）の浸水
等被害。この災害では、農地等への被害が多かった。
（３）被害等に対する支援
いずれの災害とも激甚災害指定を受けており、被災地に対して以下の支援を行った。
① 農地の土砂流入・法面崩壊等は、一定規模以上の被災の場合、災害復旧事業による復旧工事
を実施。
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② 家畜の被災は、農業共済に加入している場合、加入内容により損害補償。
③ 農業経営の再建及び維持安定を支援するため、営農のための運転資金、農機具・施設等の再
取得等に対し、低利な融資制度を提供。融資は基本無利息。
最後に、「令和３年８月 11 日からの大雨により被災された農林水産業に携わる皆様へ」の資料
により、国、県、市町村、及び関係団体が一丸となって復旧に取り組む紹介があった。
瀧奥 拓二郎 （
（農法)萩原ハイランドファーム代表理事）
- 広島県山県郡北広島町で酪農専業経営を営む。飼養規模は、経産牛 140 頭、未経産牛 30 頭
育成牛 40 頭規模。経営面積は、イタリアンライグラス８ha、ソルガム８ha、トウモロコシ
WCS８ha の飼料生産基盤を有する。年間の生乳生産量は 1,400t。労働力は、家族労働２名、
常雇い２名、外国人技能実習生３名となっている。
- 省力、高生産性酪農経営を目指し、搾乳ロボット２基を５年前導入し、搾乳牛 70 頭規模か
ら 120 頭規模に拡大。搾乳ロボットの導入で、経産牛 1 頭当たりの乳量は、27kg/日から
33kg/日と約２割増加。規模拡大しても、雇用労働力は２名増となっているのみ。
- 被災したのは、平成 22 年の豪雨災害及び令和３年８月の豪雨災害。平成 22 年豪雨では、7
月 11 日からの豪雨により地盤が緩み、7 月 14 日早朝、飼料畑の一部が崩壊した。飼料畑直
下にある育成舎の半分が牛とともに下流まで押し流されたほか、畜環リース事業により建設
した堆肥乾燥舎、堆肥舎の一部が損壊した。損害額（復旧経費）は、約 5,600 万円、成牛・
育成子牛合わせて 15 頭を廃用淘汰した。
- 令和３年の豪雨災害は、8 月 11 日から降り続いた雷雨により、ロボット搾乳機の基板が故
障し、自宅事務所にあったロボット制御のＰＣ2 台が破損した。この復旧に 3 日を要し、こ
の間、搾乳に支障が生じた。損害額（復旧経費）は約 150 万円。
- 災害後の復旧状況は、平成 22 年豪雨被害に対して、育成牛舎、リース事業堆肥舎ともに動
産総合保険に加入していたため、被災施設の復旧は保険適用により円滑に行うことが出来た。
令和３年の被害に対しても、動産総合保険で復旧対応した。平成 22 年豪雨は、激甚災害指
定されたものの、弊社は対応されなかったが、県、町単独の事業で対応してもらった。
- 被災後の対応で、共済保険に追加して、任意の保険にも加入していたのでスムーズに復旧で
きた。緊急時対応用として、経費の許す限り予備機を整備することが必要と感じている。災
害への対応では、近隣の人とのつながり、声かけ、助け合いなど協力体制の確立が大切と実
感している。
- 行政への要望などは、次のとおり。
①斃死牛などへの共済からの保険金は直ぐおりる。民間保険では対応が難しい農地保全、
敷地、水路等への自然災害に対して、復興への農業共済の特別制度での対応を考えて欲
しい。
②中山間地に居住して畜産経営に従事しており、近年の気候変動に危惧しており、農地等
の災害予防の制度創設を希望する。農地の必要な畜産経営などへの災害時対応の補助事
業の充実をお願いしたい。
岡崎 義博 （岡崎牧場代表）
- 広島県安芸津町において、肉用和牛繁殖経営を営む。平成 30 年７月の西日本豪雨で被災。
被災後は、規模拡大を進めている。現況、繁殖和牛の成牛 28 頭、育成子牛 17 頭の規模だ
が、繁殖雌牛 35 頭規模を目指している。令和２年の子牛販売は８頭。現在、１人で和牛の
繁殖管理、粗飼料確保に取り組んでいる。クラスター事業を活用して規模拡大し、堆肥処理
機械の導入による 100 時間の労力削減、超音波画像診断装置による繁殖管理技術向上などに
取り組んでいる。
- 被災したのは、平成 30 年７月の西日本豪雨災害で、牛舎前の幅６m ほどの河川が氾濫し、
濁流が牛の肩の高さまでに達し、飼料などの資材が流出し、家畜管理用の機械が冠水した。
牧場付近の道路が寸断され、被災後 1 週間は餌が搬入できず、必要量の半分しか給与できな
かった。牛は、濁流を飲み、下痢を発症、体調不良が続いた。
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災害後の復旧状況は、広島県西部土木事務所、東広島市役所の尽力により約１週間で道路が
復旧した。また、飼料販売会社及び運送会社の協力により飼料搬入を行い、必要量を確保し
た。牛舎内の土砂搬出に家族総出で取組み、約１カ月で生産可能状態まで回復した。家畜共
済組合の支援により、繁殖牛、育成牛、子牛の体調回復が図られた。
行政の支援状況は、広島県東部土木事務所、東広島市役所により、早期の道路復旧が図られ、
施設などの復興は、被災農業者向け経営体育成支援事業を活用した。

中村 勲 （有限会社千代田ファーム代表取締役）
- 広島県山県郡北広島町において、採卵養鶏を営む。萩原ハイランドファームとは、山を挟ん
だ反対側に位置する。採卵鶏 60 万羽(成鶏)規模の飼養規模で、鶏卵は 12,900 トン/年を見
込む。
- 令和元年から３年にかけて、全ての鶏舎を最新のウインドレス鶏舎に建て替えし、現在成鶏
飼養羽数は 50 万羽であるが、近々60 万羽の飼養規模になる。労働力は、飼育管理部門 23
名、GP センター26 名の計 49 名である。鶏卵の出荷は広島県内であるが、年間鶏卵生産量の
10％を香港等へ、鶏糞堆肥も約半分を東南アジアに輸出している。
- 被災したのは、令和３年８月の豪雨である。広島県は花崗岩が風化した真砂土が多く、養鶏
場とその周辺も同様であり、降雨による土砂災害が発生しやすい。令和 3 年 8 月 11 日以降、
西日本を中心に発生した豪雨により、８月 13 日に進入路等が被災した。養鶏場への進入路
は 1 本のみで、道路の 50％の路盤が崩壊し、飼料の搬入が出来なくなった。また、場内の
法面２カ所、高さ 10m の土砂崩壊があった。農場への送電線は 1 本であるが、停電の被害は
無かった。
- 復旧の状況は、進入路確保のため、西部建設事務所安芸大田支所に連絡、当日中の仮設復旧
を要請。飼料の供給や鶏卵出荷は半日程度の遅延が生じたものの事なきを得た。しかし、そ
の先、左折後の畑集落へ向かう県道崩壊か所についてはいまだに修繕されていない。農場前
の町道は、災害以降は表面の舗装剥がれや陥没によって、車両の通行に支障をきたしている
が、行政による早期復旧が見込めないため、自前の作業によって陥没箇所などの補修を行っ
て何とか通行できるようにしている。
- 行政への要望などは、次のとおり。
①県道 69 号（千代田～八千代線）の道路崩壊箇所の早期復旧。当農場は 60 万羽の鶏を飼
育しており、飼料供給路の寸断は経営への影響ならびに従業員の生命にもかかわる。
②県道から当農場へ進入する町道について、舗装ならびに排水側溝の土木工事の予算化に
より、完全な新設舗装を望む。
③場内２カ所で発生した土砂崩れに関し、補助金交付などによる復旧の支援をお願いした
い。
坂本 竜一 （日和産業（株）三原工場次長）
- 全国に５カ所の飼料工場を有する。当社が被災したのは、平成 30 年西日本豪雨災害、東日
本大震災及び阪神淡路大震災の３つである。東日本大震災では、八戸の飼料工場が被災した
が、工場が内陸にあったので、津波の被害は免れた。阪神淡路大震災では、工場の操業が２
カ月から３カ月停止した。
- 飼料工場の被災で工場プラントの破壊、停電、断水などで稼働停止になった。飼料原料業者、
運搬業者の被災で、工場への原料供給が止まった。稼働可能な工場でも、道路網の寸断で飼
料を生産者に届けられず、生産物の廃棄に追い込まれた。
- 被災工場の稼働停止期間は１～３カ月、その間、他の自社工場で製造支援、もしくは他の工
場へ応援を要請した。陸上輸送が困難な場所に対しては海上輸送で対応した。飼料原料の搬
入が通常に戻るのに要した期間は概ね、１～２カ月。
- 今後の対応として、①工場が被災した場合を想定し、被災工場の飼料を他工場で製造するシ
ミュレーションを実施、②被災状況、従業員の安否確認のための連絡網の整備、③被災工場
の人員を他の工場へ移すなど過重労働予防体制の確立などを実施している。
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奥山 博 （
（一社）広島県配合飼料価格安定基金協会常務理事）
（１）広島県の災害発生状況
広島県は、大規模な地震災害は少なく、中国山脈、瀬戸内海に囲まれ、台風の被災も比
較的少ない地域であった。しかし、昭和 63 年７月の加計豪雨災害以降、４、５年おき
に、豪雨による大規模な土砂災害が発生し、被害が常態化する傾向にある。
今までは大規模な畜産経営への被害は少なかったが、今後は、基幹施設の被災に備えた
経営再開のための対応を整えておくことが必要である。
広島県における豪雨災害は、昭和 63 年から振り返ると、７件ほど発生しているが、平成
26 年、平成 30 年、及び令和３年の豪雨被害は甚大であった。最近では、住宅地の被害
も甚大である。
（２）自然災害に対する基金協会の対応
直接的な対応
基金協会が関与している配合飼料基金事業、子牛・牛豚マルキン事業、畜産環境リース
事業及び畜産クラスター事業を実施した被災者に対し、積立金や返済金等納付の返済時
期猶予措置の検討と対応、行政、他団体との調整を実施。
平成 22 年７月の梅雨末期豪雨によって、
畜産環境リース対象の堆肥舎等の一部が損壊。
環境リース借受時に、民間の動産総合保険加入が義務付けられていたため、保険で対応
した。施設の財産処分手続きを畜産環境整備機構と調整を図りながら対応し、約２カ月
で復旧させ、経営を軌道に乗せた。
東日本大震災により移転された経営体があるが、平成 30 年７月豪雨（西日本豪雨）によ
って、敷地、道路に大量の土砂が流入し、経営中断を余儀なくされ、畜産経営の畜環リ
ース貸付金返済を繰り延べた。畜産環境整備機構と調整を図りながら繰り延べ申請の手
続きを行い、平成 31 年４月に経営再開。しかし、家畜伝染病等の発生により、経営が軌
道に乗るまで時間を要したため、翌年度も貸付金返済の繰り延べ措置を講じた。
自然災害ではないが、平成 22 年に火災により約 1,000 万円の畜産環境リース機械が焼
失した。畜産環境整備機構加入の動産総合保険適用で復旧対応した。畜産環境整備機構
と調整を図りながら、財産処分と保険適用等の手続きを実施。
間接的な対応
県庁と連絡を図りながら、畜産経営の被災情報（直接被害、飼料搬送・畜産物出荷障害）
を把握（飼料メーカー、販売会社から情報収集）
。
被災者からの相談対応（補助・融資事業の紹介、県庁との連絡調整）
。災害復旧補助事業
の紹介（豪雨災害への復旧支援策 H30.7、農林水産省 HP の逆引き辞典）
。
その他
ハザードマップを活用して、牛舎とその周辺の状況を把握し、土砂災害や洪水等の危険
地域にある場合は、積極的な動産総合保険加入等を検討する。また、事前に飼料搬送ル
ートの危険個所を確認し、迂回路等を検討しておく。
警戒レベルに応じた安全確保対策を事前に決めておく（経営者、従事者、家畜の安全確
保）
。
被災後は、写真、動画撮影を確実に行い、補償対応に備える。
畜産関係の災害復旧ボランティア体制の構築を検討する。
配合飼料基金協会においては、平成 30 年７月豪雨以降、基金協会職員や事業嘱託員の
安全を図るため、警報発令や警戒レベルに応じた業務体制を定めている。
意見交換等の集約結果
発表、意見交換の論点整理を①災害前の対策、②災害時の対策、③災害後の対策、及び④今後の
改善点に絞ってとりまとめると次のとおり。
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① 災害前の対策
1.
2.

3.

4.
5.
6.

配合飼料基金協会においては、平成 30 年７月豪雨以降、基金協会職員や事業嘱託員の安全
を図るため、警報発令や警戒レベルに応じた業務体制を定めている。
（飼料会社）阪神淡路大震災後、緊急時のリスクマネジメントのマニュアルを作成した。他
社との緊急時の連携については、自社工場が被災した場合を想定して、被災工場の飼料を他
工場で製造するシミュレーションを実施している。
（飼料会社）得意先の生産者の被災状況は、生産者と連絡をとり、被害の状況を確認するよ
うにしている。生産者から連絡がくる場合もあれば、こちらから電話する場合もある。経営
者からは、ヒトとモノの支援要請が多い。人的支援を行い、他メーカーからの飼料を提供す
ることもある。
（飼料会社）緊急時は、生産成績が落ちることを覚悟で、先ずは家畜を死なせない維持飼料
の確保を最優先する。
（県）災害状況について、畜産外郭団体が情報を早く入手している。畜産団体は飼料会社と
の付き合いがあり、直接、飼料メーカー、乳業メーカーなどから情報を得やすい立場にある。
（岡山県基金協会）災害については、予防的なことは常に考えておく必要がある。保険への
加入は必須であり、自家発電機の導入が必要である。災害発生時は、地域で連携した対応に
より予め定めた避難計画に沿って行動すること、そして、復旧にはボランティアなどの支援
受け入れ体制の確立なども必要である。

② 災害時の対策
7.

平成 22 年と令和３年の豪雨災害で被災した。平成 22 年は７月 11 日からの豪雨により地盤
が緩み、７月 14 日早朝、飼料畑の一部が崩壊した。飼料畑直下にある育成舎の半分が牛と
ともに下流まで押し流されたほか、畜産環境整備リース事業により建設した堆肥乾燥舎、堆
肥舎の一部が損壊した。成牛・育成子牛を含め 15 頭を廃用淘汰した。
8. 令和３年は、8 月 11 日から降り続いた雷雨により、ロボット搾乳機の基板が故障し、事務所
にあったロボット制御用の PC２台が破損した。この復旧に３日を要し、搾乳に支障が生じ
た。
9. 平成 30 年７月の西日本豪雨災害で、牛舎前の幅６m ほどの河川が氾濫し、濁流が牛の肩の
高さまでに達し、飼料などの資材が流出し、家畜管理用の機械が冠水した。牧場付近の道路
が寸断され、被災後１週間は飼料が搬入できず、必要量の半分しか給与できなかったが、近
隣農家から飼料を分けてもらい、一時的に草だけを食べさせた。牛は、濁流を飲み、下痢を
発症、体調不良が続いた。
10. 広島県は花崗岩風化土（真砂土）が多く、降雨による土砂災害が発生しやすい。令和３年８
月 11 日以降の豪雨により、８月 13 日に進入路等が被災した。養鶏場への進入路は１本で、
50％の路盤が崩壊し、飼料搬入が出来なくなった。他に場内の法面２カ所、高さ 10m の土砂
崩壊があった。
11. （飼料会社）飼料工場が被災し、施設の破壊、停電、断水などで稼働停止になった。飼料原
料業者、運搬業者の被災で、工場への原料供給が止まった。操業できた工場でも、道路網の
寸断で飼料を生産者に届けられず、生産物の廃棄に追い込まれた。
12. 県庁と連絡を図りながら、畜産経営の被災情報（直接被害、飼料搬送・畜産物出荷障害）を
把握（飼料メーカー、販売会社から情報収集）し、被災者からの相談に応じ（補助・融資事
業の紹介、県庁との連絡調整）
、災害復旧補助事業を紹介した。
③ 災害後の対策
13. 災害への対応では、近隣の人とのつながり、声かけ、助け合いなど協力体制の確立が重要と
実感。
14. （県）激甚災害指定による被災地への復旧工事、農業共済加入者には家畜の被災への損害補
償、農業経営の再建／維持／安定を支援するため低利融資制度（基本無利息）の提供を行っ
た。
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15. （県）パンフレットで呼びかけ、国、県、市町村、関係団体が一丸となって復旧に取り組ん
でいる。
16. 平成 22 年豪雨被害に対して、育成牛舎、リース事業堆肥舎は動産総合保険に加入していた
ため、円滑に復旧できた。令和３年の被害に対しても、動産総合保険で復旧できた。平成 22
年豪雨は、激甚災害指定されたものの、対象とならなかったので、町単独の事業で対応して
もらった。
17. 被災後の対応で、共済保険とともに任意の保険にも加入していたのでスムーズに復旧でき
た。
18. 災害後は、県、市の尽力により約１週間で道路が復旧した。また、飼料販売会社及び運送会
社の協力により飼料搬入を行い、必要量を確保した。牛舎内の土砂搬出に家族総出で取組み、
約１カ月で生産可能状態まで回復した。施設の復興は、被災農業者向け経営体育成支援事業
を活用した。
19. 家畜共済組合の支援により、繁殖牛、育成牛、子牛の体調回復が図られた。
20. 進入路確保のため、県の出先に連絡、当日中の仮設復旧を要請した。飼料の供給や鶏卵出荷
は半日程度の遅延で済んだ。ただし県道崩壊箇所の修復は遅れている。
21. 農場前の町道は、車両の通行に支障をきたしているが、早期復旧が見込めないため、自ら陥
没箇所などの補修を行い、通行可能とした。
22. 基金協会は、自然災害への直接的な対応として、配合飼料基金事業、マルキン事業、畜産環
境リース事業及び畜産クラスター事業を実施した被災者に対し、積立金や返済金等納付の返
済時期猶予措置への対応、行政、他団体との調整を実施している。
23. 施設の財産処分手続きを畜産環境機構と調整を図りながら対応し、約２カ月で復旧させた。
24. 東日本大震災の被災により移転された経営体であるが、平成 30 年７月豪雨（西日本豪雨）
によって、敷地、道路に大量の土砂が流入し、経営中断を余儀なくされた畜産経営の畜環リ
ース貸付金返済を繰り延べた。畜産環境機構と調整を図りながら繰り延べ申請の手続きを行
い、平成 31 年４月に経営再開。しかし、家畜伝染病等の発生により、経営が軌道に乗るまで
時間を要したため、翌年度も貸付金返済の繰り延べ措置を講じた。
25. 水害による被害額のうち、自己資金で 1／3、残り 2／3 は農協から借り入れた。農協の融資
は、農協ごとに異なるのでチェックが必要である。激甚災指定されたので、元本返済２年据
え置き、金利はゼロとなった。ただし借り入れまで４カ月を要した。
26. 被災した後、１週間、10 日間と多くの人が見舞いに来てくれ、復旧の手助けもしてくれた。
畜産の復旧には一般の人は手を出せないので、酪農仲間、共済組合関係者、特に獣医には支
援をいただいた。あまりにも効率化していたので、余裕のない経営を行っていたが、これで
は飼料の手配、家畜のケアも必要な中で、災害に太刀打ちできないのではないかと思った。
余裕を持った経営を目指し、災害が発生しても復興できる気力や思い入れをもって経営して
いきたい。
27. 法面の復旧については、建設業者とも相談したが、１～２千万円かかるとのことだったので、
従業員といっしょに自ら復旧した。
28. 手搾りの搾乳は行わず、牛には我慢させ、なんとか乳房炎にはならなかった。搾乳ロボット
を導入して５年になるが、ロボットは 24 時間稼働する。１年ごとのサポート契約であった
が、北海道のサポート会社に再三お願いして、北海道から PC を空輸してもらい、広島空港
にとりにいった。
29. （飼料会社）原料が入らず、手元の飼料原料での対応となり、１種類に限定された。荷姿は
バルク車でバラ積だったのをフレコンに代えた。しかし、フレコンバッグの手配に時間がか
かった。
30. 平成 22 年７月は瓦礫の撤去などに追われ、仕事ができなかった。また再生産の準備、資金
繰りなども必要だった。機械１台に１カ月間従業員を張りつけて、畑周りや水路を徹底的に
整備した。
31. （飼料会社）被災工場の稼働停止期間は１～３カ月、その間、他の工場で製造支援、もしく
は他の工場へ応援を要請した。陸上輸送が困難な場所に対しては海上輸送で対応した。飼料
原料の搬入が通常に戻るのに１～２カ月を要した。
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④ 今後の改善点
32. 緊急時対応用として、経費の許す限り予備機を整備することが必要と感じている。
33. 今までは大規模な畜産経営への被害は少なかったが、今後は、基幹施設の被災に備えた経営
再開のための対応を整えておくことが必要である。
34. ハザードマップを活用して、牛舎とその周辺の状況を把握し、土砂災害や洪水等の危険地域
にある場合は、積極的な動産総合保険加入等を検討する。また、事前に飼料搬送ルートの危
険個所を確認し、迂回路等を検討しておく。
35. 畜産関係の災害復旧ボランティア体制の構築を検討する。
36. 警戒レベルに応じた経営者、従事者、家畜の安全確保対策を事前に決めておく。
37. 被災後は、写真、動画撮影を確実に行い、補償対応に備える。
38. 道路崩壊箇所は経営への影響及び従業員の生命にも係わるので早期復旧が必要。
39. （飼料会社）今後の対応として、①工場が被災した場合を想定し、被災工場の飼料を他工場
で製造するシミュレーション、②被災状況、従業員の安否確認のための連絡網の整備、③被
災工場の人員を他の工場へ移すなど過重労働予防体制の確立などを実施している。
40. （鳥取県基金協会）災害対応として、行政と農協などが一体となって事例研究を行っている。
例えば、北海道の胆振東部地震のブラックアウトにおける自家発電機の導入などである。す
べてに対応することはできないので、事例研究は重要である。
41. 正確な情報を一刻も速く入手できるようにしたい。
42. 落雷により畜舎に設置した警報装置の電子機器が破損した。今はスマート技術も普及してお
り、土砂災害のほか、通信網の損壊による情報遮断の復旧への対応が求められる。電子機器
などの破損への備えを考えておく必要がある。
43. （飼料会社）飼料会社として、大小の災害対応につき無力さを感じる時がある。自然災害へ
の対応、生産者からの相談への対応などについて、マニュアルのようなものが欲しい。
44. 平成 22 年の災害時は、飼料会社が真っ先に声掛けしてくれた。飼料会社からの支援は心強
かった。
45. （飼料会社）災害時の飼料搬送にあたり、通行可能道路の正確な情報が必要である。道路状
況をリアルタイムで知らせる SNS などの整備が必要ではないか。災害時、広島県内では通行
不能の道が多かった。令和３年８月の豪雨後、地域内の県道を見て回ったが、通行可能な道
は１本しかなかった。
46. （飼料会社）飼料生産のセーフティネットの確立が必要。仲介者による他メーカーとの協力
で、危機的な生産者へ飼料供給できる体制づくりが求められる。
47. （県）広島県の道路ナビ情報があるが、幹線道路の情報にとどまる。リアルタイムの情報と
なると、SNS などによる生産者同士の情報交換が重要。現地では通行不能を示す張り紙が最
も正確だったという話を聞いた。緊急時には運送会社の情報が必要である。生乳の集乳車は
路線情報を正確につかんでいる。特に、酪農専門農協は県内の 80％のシェアがあるので、こ
の情報は正確である。
48. 牛の斃死への共済の保険金はすぐに支給される。民間保険では対応が難しい農地、敷地、水
路等への自然災害に対して、復興への農業共済の特別制度での対応を考えて欲しい。
49. 中山間地に居住して畜産経営に従事し、災害を危惧しているので、農地等の災害予防の制度
創設を希望する。農地の必要な畜産経営などへの災害時対応の補助事業の充実をお願いした
い。
50. 農業共済制度による家畜個体の補償では、月齢に応じて金額が設定されているので、未経産
牛は補償額が少ない。災害時には特別な配慮が必要と思うので、制度改正願いたい。
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３．５

第５回ワークショップ（北海道会場）

図 3.5

ワークショップ「北海道会場」のプログラム
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令和３年 10 月 27 日(水)、コロナ禍のため、リモートによる Web でワークショップを実施した。
本ワークショップでは、2018 年 9 月発生の「北海道胆振東部地震」や「地震による大規模停電被
害」を踏まえた被災状況、地震被害で学んだ教訓、課題等について意見交換を行った。工夫された
被災防止及び災害発生後の災害防止策を講じている事例収集を目的としており、参集範囲は、生産
者、飼料メーカー、畜産団体、基金協会等で、参加者数は 29 名であった。
ワークショップでは、最初に生産者の橋谷牧場の橋谷治男氏から発表があり、続いて、６名の飼
料メーカー参加者からそれぞれ被災状況、復旧対応、生産者支援状況、防災のポイント、今後の災
害防止策等について発表があった。発表の後、全体の意見交換が行なわれた。

写真 3.13 橋谷理事の
開会挨拶

写真 3.14 全日畜事務局の参加者

写真 3.15 意見交換を終えた
発表者等

ワークショップの発表者の発表のポイントと意見交換の内容は以下のとおりである。
発表内容のポイント
橋谷
-

-

-

-

前

治男 （橋谷牧場代表）
９月５日の台風 21 号により一度停電し、サイロの屋根が飛び、牧草が倒れた。台風による
停電はその夜の３時半頃発生し、朝 6 時 30 分頃には通電されていて搾乳が可能となり、12
時にはローリーが来て生乳が出荷できた。
６日に発生した胆振東部地震では、朝に停電した。10 年前から所有しているディーゼル発
電機を稼働させようとしたが、管理が不十分だったので最初はエンジンがかからず、バッテ
リーも上がるなどしていたので、整備し直してようやく稼働させて６日は搾乳したが、生乳
はすべて廃棄した。７日も生乳を廃棄した。搾乳してバルククーラーで冷却はできても、生
乳は受け入れ機関の乳業メーカーが未稼働のため廃棄した。自家用には自家発電機から分配
して通電していた。飼料も給与できた。７日に役場は早々に電気がついていたが、町内は電
気がついていない状況であった。自宅の通電まで 48 時間かり、発電機で３日間過ごした。
一方で、断水するというデマがあったが、地震から 6 時間経過しても当場は断水はなかっ
た。
周りの生産者には、発電機を備えてなかったところがたくさんあったので、発電機の貸し出
しを申し入れたがそれぞれリース業者や近所の経営者などから手当ができて、結果として我
が家の発電機を貸し出すことはなかった。現在は周りの生産者も自家発電機を導入済みであ
る。
今後、大きな地震があった場合、断水の可能性があり、心配である。三笠ダムからの水路が
遠くにあるので、断水対策が課題である。近くの小川からバキュームカーで牛の飲用に水を
引くことはできるが、人の飲用や搾乳機械などの洗浄水には不可である。当牧場には、井戸
があるが、鉄分が多い。当牧場では、水問題が一番の課題。

智明 （雪印種苗株式会社道央営業部）
被害状況について
- 被災された生産者は、停電、断水、サイロ崩壊、牛舎破損・崩壊、飼料タンク倒壊などの被
害にあった。それぞれの被害状況と対応について示す。
① 停電被害：停電は、短いところで、一日、長いところで２日程度。自家発電機を所有し
ていた生産者は、発電機を使って搾乳した。自家発電機がない牧場は、同じ発電機を管
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内で回して搾乳したが、順番待ちのため、遅い人は夕方搾乳の牧場もあった。しかし、
搾った牛乳の受け入れ先の乳業メーカーも停電しており、生乳が受け入れてもらえず、
廃棄せざるを得なかった。
② 断水被害：震源地に近い牧場では、ほとんどのところで断水し、一部、井戸や川から水
を引いている牧場は大丈夫だったが、集荷ローリーが各牧場へ水を運んでいた。ただし、
給水は、酪農経営者のみで、肉牛経営者にはなかった。
③ サイロ・牛舎の倒壊・破損：一部農家において、タワーサイロ、牛舎が崩壊・破損した。
牛舎が倒壊した牧場では、離農した空牛舎へ牛を移動させ、一時飼育していた。
④ 飼料タンクの倒壊：一部農家において、飼料タンクが倒壊した。飼料タンクが倒壊した
農家は、タンク業者による撤去が行われたが、直ぐには新しいタンクが設置出来なかっ
たので、簡易的なトランスバック架台を製作して対応。
⑤ 当社の被災と対応：弊社苫小牧工場において地震により設備が故障し、また、停電のた
め飼料製造もストップした。既に製造してある在庫をやりくりし、顧客へ提供した。復
旧の目処が立たなかったので、弊社鹿島工場へ応援飼料の製造を依頼し、北海道へ輸送
してもらい、生産者に提供した。
被災からの学び
- 乳房炎、乳腺炎による牛のダメージを最小限にするため、搾乳機を動かせる自家発電機は必
須。
- 井戸や川が近くに無ければ一時的に水を溜める貯水槽など、水源の確保が必要。
- 停電により飼料タンクのオーガが動かせないため、一部はシュートタンクとする。
進野 圭介 （日本農産工業（株）北海道支店）
被害状況について
- 電力喪失による影響は、地震発生から道内の停電は１～２日、飼料工場は、製造不可となり、
主要 OA 機器類も使用できなかった。乳業工場も自家発電設備を有する一部の工場を除きほ
とんどの工場で生乳の受け入れが止まった。農場は、搾乳、給餌などすべての機械が稼働で
きなくなった。水の供給も出来ない農場があった。当日は遠距離移動も全くできなかった。
- 電力復旧までの対応として、概ね 2 日間、飼料工場はトランスバックや紙袋で在庫を出荷、
ストックポイントの在庫出荷、及び自家発電機を使用しバラ在庫品出荷で対応した。農場は、
自家発電機で対応していたようだが、燃料補給が十分できなくなり、給餌作業、給水作業な
どを人力で行っていた。また、バルククーラーが稼働できないところは、生乳を廃棄し、日
常生活も戻らず交通機関も分断されていた。
- 震災に限らず災害の時の教訓として、自助により、①飼料工場では停電時にも最低限の出荷
対応が継続して実施できるよう、自家発電や外部電源等の電源確保の検討・設備投資を行う、
②工場・農場等の設備全体を維持できる電力確保は難しいため、事業継続に不可欠な設備を
選択して停電に備えているのが実情である。
複合災害への備え
- 2011 年東日本大震災では、地震＋津波＋原発事故の複合災害となり被害が拡大した。近年
では熊本地震（地震＋土砂災害＋豪雨）の発生や、昨今のコロナ感染症＋自然災害の懸念な
ど、複数の災害が同時に発生することを念頭に備えておく必要がある。
- 先のブラックアウトが厳冬期に発生していれば、（地震＋停電＋寒さ）で大変なことになっ
ていた。北海道は大雪での雪害発生時にも交通マヒですぐに支援に向かえないことも想定し
ておく必要がある。
- 北海道の地方都市では過疎化がすすみ、発災時に孤立し長期間支援が届かない可能性がある
など、災害に弱い地域があると考える。それらの地域では「自助」が重要なことはもちろん、
企業としては「共助」へどのように参画するか、その地域の産業と結びつき、どのように関
係を築いていくか、地域の人々との取り組みも含め、たとえば燃料の調達、機械のリースな
どで会社として参画できるのではないか。また「公助（公的支援）」にどのようにアクセス
するか、継続的な検討が必要。
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小川 純央 （フィード・ワン（株）道央支店）
地震による被害状況
- 地震発生翌日に被災農場に確認した結果、停電、断水、飼料タンクの倒壊、畜舎倒壊・一部
損壊、道路寸断などがあった。家畜への飼料と飲水不能、家畜の健康被害、生産物の品質低
下や廃棄などがあった。また、乳業メーカー、食肉パッカーなどでも停電で製品等の廃棄が
あったと聞いた。
災害への対応状況
- 被災者自身では、自治体への応援要請、河川からの給水、発電機の確保や動作確認、食料の
確保などが行われた。飼料メーカーとしてやれることは次のとおりであった。
① 家畜の救出、停電で動かなくなった機械に代わってマンパワーによる飼料給与・給水、
鶏卵の搬出、畜舎の開放など。
② 震源近くの被害が大きかった地域の生産者には、会社が備蓄していた災害用の飲用水、
保存食料、電池などを提供した。
災害から学んだこと、必要なこと
- ライフライン切断時に備えた自家発電機の用意及び燃料の備蓄。LP ガスなど別の動力源の
確保
- 備蓄飼料の確保と電気喪失でも給餌できる体制づくり
- 水の確保として、地下水の確保に加え、雨水の貯留を考える
- 飼料工場も含めた事業復旧マニュアルの作成と運用
- 定期的な防災訓練の実施と緊急連絡網の運用
- 日頃から、電気、設備、輸送など関係先との信頼関係の構築
- 過去の災害を風化させないための、経験を引き継ぐマニュアルの作成
金曽 大地 （日清丸紅飼料(株) 北海道支店）
地震による被害状況
- 弊社小樽工場は苫小牧エリアの企業よりは震源が離れていることもあり、直接の被害はなか
ったが、生産者の農場では停電による鶏舎ケージの倒壊や、換気ファンの通電不通による豚
の窒息死が発生した。地震発生時、通信回線の混雑により社内間の連絡がとれず、コミュニ
ケーションに苦慮した。
- 災害時の対応として、当社工場は、２日目の夜 10 時に通電したが、全道的には電力供給再
開まで長時間を要したエリアがあった。自家発電機が到着し、製品タンクからの出荷再開ま
ではフレコンバッグの在庫を出荷した。生産者に数量調整や製品変更の協力を頂き対応した。
- 災害時の事例として、２例を紹介。
① ２夜連続の停電をのりこえた農場
９月５日の台風 21 号上陸により１回目の停電が発生し、６日発生の震災で２夜連続で
停電に見舞われた養豚場があった。初日の停電で自家発電機用燃料 1.5 日分の半分以上
消費してしまい、２回目の停電時の燃料が枯渇しかけた。そのような中、地元企業との
日頃の関係で燃料を何とか確保し、豚舎内の豚の窒息事故を免れた。平時からの地元企
業との関係構築が大切というのを実感した。
② 生産者同士の助け合い
飼料銘柄や数量調整してトランスバックの在庫をなんとか振り分けて輸送できる状況の
中、近隣の生産者同士で連携していただき、自主的に各農場内の在庫等を取りまとめ、
飼料を融通しあい、供給体制が復旧するまでしのいでもらった。近隣生産者との日頃の
関係が大切である。
震災を振り返って
- ハード面に加え、ソフト面の備えとして、同業者間の連携、近隣の生産者同士の関係が重要
と改めて認識した。
- 飼料供給を可能な限り止めないことが飼料メーカーの責務であり、その為の設備拡充は言わ
ずもがなことである。ただし、本震災を通して痛感したのは、現場の人と人とのコミュニケ
ーションが最重要ということである。生産者への応援は社内でよく協議し、必要なところに、
必要な支援を検討することに注力した。工場・農場に共通して言えることだが、基本軸とし
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て、従業員の安全、家畜の事故を出さない、公害を出さないと定めたうえ、事態を正確に捉
えた柔軟な対応が必要と実感した。
柴田 裕太郎 （中部飼料(株) 北海道工場）
地震による被害状況
- 工場は当日停電で、製品の出荷ができなかった。電力回復が想定より早かったものの、すぐ
にはフル生産に戻れず茨城の工場から応援を受けた。
- 見聞きした事例として３点ある。
① 畜舎、機械等の被害
修理業者もいろいろなところに行かねばならず、すぐに修理に来ることができず、再稼
働までに１年以上要した農場があった。
② 停電による被害
ウインドレス畜舎が増え、自家発電機を有する農場は換気扇だけは稼働できたが、自動
集卵や井戸ポンプ停止で飲水供給もできなかった。通常の搾乳もできなかったため、乳
房炎発症により通常出荷乳量が２割落ち込んだ。自家発電機を持っていないところは、
発電機の手配（輸送含む）に時間を要し、到着後も燃料確保に苦労した。
③ 物資不足による家畜の被害
一部の土砂崩れ等による道路封鎖の為、飲料水や飼料が届けられず、生産者は復旧まで
給餌を必要最小限に抑えることを余儀なくされた。このため、生乳生産量の減少、顕著
な発育停滞が続き、回復に多くの労力と時間を要した。
災害への備え
- 緊急用発電機の設置：ウインドレス鶏舎では停電時の電源ロスは命取り。予備の発電機も含
めて自家発電機の設置と燃料確保は必須。
- 燃料業者との複数取引：長時間の停電に備えて、燃料確保は複数の業者と契約しておく。
- 従業員の緊急連絡網作成と防災訓練：予防策を予め講じておくことが必要。
松井 宏眞 （日本甜菜製糖(株) 中標津営業所）
災害現場の状況
- 被災当日は普段利用するガソリンスタンドも停電によって給油できない状況の中、車に残っ
た燃料で動ける限り情報収集を開始。
- 酪農現場ではバーンクリーナーが止まり、牛舎内では廃棄乳や糞尿が溢れかえり、乳房炎が
多発した牧場が複数あった。
- 別海町内では断水している牧場も見られた。新規就農者や新しい牛舎では、水道水を直接牛
のウォーターカップに接続して給水できない決まりがあり、別水源から汲み上げて給水しな
ければならず、そこで電気が必要だった。放牧地を有する経営は放牧地の小川などの飲水場
でしのいだ。
- 近隣農家や JA などの発電機の融通が間に合わなかった農家もある。搾乳機が使えない状況
下で乳房が張って苦しむ牛を考え、仕方なく導入管と呼ばれる器具を使用し、乳頭から強制
的に牛乳を流さざるを得なかったと聞いた。しかし、導入管を繰り返し使用した負担からか
牛群の乳房炎は 9 割にも及び正常に出荷できるまでにおよそ１カ月か、それ以上要した。
会社の取り組み
- 停電によって電動式飼料タンクが使用出来なかったので、運送業者と連携しトランスバック
での置きバック対応を行った。
- 飼料工場停止による製造再開の見通しが立たない中、本部と連絡を密に行い、工場在庫、ス
トックポイント在庫を把握し、製造銘柄も絞るなどして供給調整に当たったが、完全復旧ま
で２週間を要した。
災害からの学び
- 弊社では近年多発していた台風における緊急災害マニュアルはあったものの、全営業所並び
に工場の停止に至る停電は想定していなかった。災害当日、会社からは人命最優先と家族の
安全確保の連絡が入ったので、家庭内安全を確認後出社できたことは精神的に良かった。出
社後工場では電動機械が停止していて工場のシャッターが開かず製品出荷ができず、FAX も
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-

使えず業務は止まっていた。現在はその経験を活かし、新たなマニュアルの作成、各営業所
における発電機の配備を行った。また、万一に備え営業所員は営業車への細かな給油を心掛
けるようにしている。
停電の際、酪農家の方から緊急時用の飼料設計を依頼されるケースがあった。当時は現場担
当が臨機応変に対応したが、今後検討の余地はあると考える。

意見交換等の集約結果
発表、意見交換の論点整理を①災害前の対策、②災害時の対策、③災害後の対策、及び④今後の
改善点に絞ってとりまとめると次のとおり。
① 災害前の対策
1.
2.

10 年前からディーゼル発電機を所有している。
（飼料会社）災害時は自助により、①停電時にも最低限の出荷対応が継続して実施できるよ
う、自家発電や外部電源等の電源確保の検討・設備投資を行う、②工場・農場等の設備全体
を維持できる電力確保は難しいため、事業継続に不可欠な設備を選択して停電に備えてい
る。
3. （飼料会社）弊社では近年多発していた台風における緊急災害マニュアルはあったものの、
全営業所並びに工場の停止に至る停電は想定していなかった。
4. 農協には、断水時用の４t のプラスチックタンクを準備しているものがある。
② 災害時の対策
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

９月５日の台風 21 号により一度停電し、サイロの屋根が飛び牧柵が倒れた。台風による停
電は短く搾乳が可能だったが、６日に発生した胆振東部地震の停電で被害を受けた。発電機
は管理が不十分だったのでエンジンがかからず、整備後ようやく稼働させて搾乳したが、生
乳はすべて廃棄した。
震災翌日、搾乳後にバルククーラーで冷却できたが、生乳は乳業メーカーが未稼働のため廃
棄した。通電まで 48 時間かり、発電機で３日間過ごした。
周辺には、発電機のない生産者が多かったので、自分の発電機の貸し出しを申し入れたが、
各々リース業者や近所の生産者などから手当できて、発電機の貸し出しは必要なかった。
（飼料会社）停電時、発電機を所有していた生産者は搾乳できた。発電機のない牧場は、管
内で共有して搾乳したが、順番待ちのため夕方の搾乳となった農場もあった。搾乳後の受け
入れ先の乳業メーカーも停電しており、生乳が受け入れられず、廃棄せざるを得なかった。
（飼料会社）震源地に近い牧場では、ほとんどで断水した。井戸や川から取水している牧場
では供給可能だったが、他は集荷ローリーが各牧場へ水を運んでいた。
（飼料会社）一部農家において、タワーサイロ、牛舎が崩壊・破損した。牛舎が倒壊した牧
場では、離農した空き牛舎へ牛を移動させ、一時飼育していた。
（飼料会社）一部農家において、飼料タンクが倒壊した。倒壊タンクはタンク業者が撤去し
たが、すぐには新たなタンクを設置できず、簡易なトランスバック架台で対応した。
（飼料会社）小牧工場では地震により設備が故障し、停電のため飼料製造は停止した。製造
済みの在庫をやりくりし、顧客へ提供した。復旧の目処が立たなかったので、鹿島工場へ飼
料の製造を依頼し、生産者に提供した。当日は遠距離移動もできなかった。
（飼料会社）乳業工場では、発電設備を有する一部の工場を除きほとんどで生乳受け入れが
止まった。農場は、搾乳、給餌などすべての機械が稼働できなくなった。
（飼料会社）電力復旧まで、飼料工場はトランスバックや紙袋で在庫を出荷、ストックポイ
ントの在庫出荷、及び自家発電機を使用しバラ在庫品出荷した。農場は発電機で対応したよ
うだが、燃料補給が十分できなくなり、給餌、給水作業などを人力で行った。また、バルク
クーラーが稼働できないところは、生乳を廃棄した。
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15. （飼料会社）地震発生翌日に被災農場に確認した結果、停電、断水、飼料タンクの倒壊、畜
舎倒壊・一部損壊、道路寸断、飼料給与・飲水不能、家畜の健康被害、生産物の品質低下や
廃棄などがあった。また、乳業メーカー、食肉パッカー会社なども停電で製品等の廃棄があ
ったと聞いた。
16. （飼料会社）災害に対し飼料メーカーは、家畜の救出、停電で動かなくなった機械に代わる
人力による飼料給与・給水、鶏卵の搬出、畜舎の開放などのほか、震源近くの被害が大きか
った地域の生産者には、会社が備蓄していた災害用の飲用水、保存食料、電池などを提供し
た。
17. （飼料会社）生産者の農場では停電による鶏舎ケージの倒壊や、換気ファンの停止による豚
の窒息死が発生した。地震発生時、通信回線の混雑により社内間の連絡がとれなかった。
18. （飼料会社）災害時の対応として、自家発電機が到着し、製品タンクからの出荷再開までは
フレコンバッグの在庫を出荷し、生産者からは数量調整や製品変更の協力を得て対応した。
19. （飼料会社）９月５日の台風 21 号上陸により１回目の停電が発生し、６日発生の震災によ
り２夜連続で停電となった養豚場があった。初日の停電で発電機用燃料 1.5 日分の半分以上
消費してしまい、２回目の停電時の燃料が枯渇しかけた。このとき日頃付き合いのある地元
企業から燃料を確保し、豚舎内の豚の窒息事故を免れた。平時からの地元企業との関係構築
の重要性を実感した。
20. （飼料会社）飼料銘柄や数量を調査してトランスバックの在庫を振り分けて輸送する状況の
中、近隣の生産者同士で連携し、自主的に各農場内の在庫を取りまとめ、飼料を融通しあい、
供給体制が復旧するまでしのいでもらった。近隣生産者との日頃の関係が重要である。
21. （飼料会社）修理業者も多忙となるため、すぐに修理に来ることができず、再稼働までに１
年以上要した農場があった。
22. （飼料会社）ウィンドレス畜舎が増え、発電機を有する農場は換気扇だけは稼働できたが、
自動集卵や井戸ポンプ停止で飲水供給もできなかった。搾乳ができなかったため、乳房炎発
症により出荷乳量が２割落ち込んだ。発電機のない農場は、発電機の手配に時間を要し、到
着後も燃料確保に苦労した。
23. （飼料会社）一部の土砂崩れ等による道路封鎖の為、飲料水や飼料が届けられず、生産者は
復旧まで給餌を必要最小限に抑えることを余儀なくされた。
24. （飼料会社）:被災当日はガソリンスタンドも停電によって給油できなかったので、車に残っ
た燃料で動ける限り情報収集を行った。
25. （飼料会社）:酪農現場ではバーンクリーナが止まり、牛舎内では廃棄乳や糞尿が溢れかえり、
乳房炎が多発した牧場が複数あった。
26. （飼料会社）近隣農家や JA の発電機の融通が間に合わなかった農家もある。搾乳機が使え
ない状況下で乳房が張って苦しむ牛を考え、仕方なく導入管と呼ばれる器具を使用し、乳頭
から強制的に牛乳を流さざるを得なかったと聞いた。しかし、導入管を繰り返し使用した負
担からか牛群の乳房炎は９割に達し、正常に出荷できるまでに１カ月以上要した。
③ 災害後の対策
27. 自家発電などの設備投資については町内の９割以上が対応済み。しかし、給水対策は１割程
度。
28. （飼料会社）災害経験を活かし、新たなマニュアルを作成し、各営業所では発電機の配備を
行った。また、万一に備え営業所員は営業車へ細かな給油を心掛けるようにしている。
29. （飼料会社）飼料メーカーとして、少なくとも製品を搬出できるだけの能力がある自家発電
機は整備済みである。
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④ 今後の改善点
30. 今後、大きな地震があった場合、断水の危険性がある。近くの小河川からバキュームカーで
牛の飲用に水を引くことはできるが、人の飲用や搾乳機械などの洗浄水には不可である。当
牧場には井戸もあるが、鉄分が多く使用に不適なので、断水にどのように備えるか課題であ
る。
31.（飼料会社）乳房炎、乳腺炎防止のため、搾乳機を動かせる発電機は必須である。
32.（飼料会社）井戸や川が近くに無ければ一時的に水を溜める貯水槽など、水源の確保が必要。
33.（飼料会社）停電時には飼料タンクのオーガが止まるので、一部シュートタンクの導入を検討
する。
34.（飼料会社）2011 年東日本大震災では、地震＋津波＋原発事故の複合災害となり被害が拡大
した。近年では熊本地震（地震＋土砂災害＋豪雨）の発生や、昨今のコロナ感染症＋自然災
害の懸念など、複数の災害が同時に発生することを念頭においた備えが必要である。
35.（飼料会社）ブラックアウトが厳冬期に発生した場合、地震＋停電＋寒さで大変なことになっ
ていた。北海道は大雪発生時にも交通マヒですぐには支援に行けないことも想定しておく必
要がある。
36.（飼料会社）北海道の地方都市では過疎化が進み、発災時に孤立し長期間支援が届かない可能
性がある。それらの地域では「自助」はもちろん、企業として「共助」へどのように参画し、
その地域の産業と結びつき、どのように関係を築いていくか、地域の人々との取り組みも含
め、たとえば燃料の調達、機械のリースなどで会社としての支援方法など検討したい。また
「公助」にどのようにアクセスするか、継続的な検討が必要。
37.（飼料会社）災害から学んだ必要事項：
ライフライン切断時に備えた発電機の整備及び燃料の備蓄、LP ガスなど別の動力源の
確保。長時間の停電に備えて、燃料確保は複数の業者と契約しておく。
備蓄飼料の確保と停電時でも給餌できる体制づくり
水の確保のための地下水の確保、雨水の貯留
飼料工場も含めた事業復旧マニュアルや災害経験を引き継ぐマニュアルの作成・運用
定期的な防災訓練の実施と緊急連絡網の運用
日頃から、電気、設備、輸送など関係先との信頼関係の構築
38.（飼料会社）飼料会社間の連携、近隣の生産者同士の関係、現場とのコミュニケーションが重
要。
39.（飼料会社）生産者への応援は社内でよく協議し、必要なところへ必要な支援を行うことに注
力した。基本は、従業員の安全、家畜の事故を出さない、公害を出さないことで、事態を正
確に捉えた柔軟な対応が必要。
40.（飼料会社）停電の際、酪農家から緊急時用の飼料設計を依頼されるケースがあった。当時は
現場担当が臨機応変に対応したが、今後検討の余地がある。
41. 断水したとき、行政は人を優先するので、家畜にどのように給水するかは個別に考えておく
必要がある。井戸を掘っても良い水が出るとは限らないので注意が必要。
42.（飼料会社）停電時に発電機のなかった経営者は、発電機を融通しあっていたが、100V と 200V
の接続方法がわからない経営者もおり、電気店がその発電機に拘束され、復旧まで帰れなか
ったと聞いた。高圧受電の場合は保安協会に委託する必要もあり、電気設備の勉強も必要。
43.（飼料会社）事業継続計画 BCP は、飼料メーカーでも作成すべき。
44.（飼料会社）メーカーでは効率化、デジタル化を進めているが、この震災を経験し、スローラ
イフとアナログをもう一度見直すべきでないか。工場が１週間停止した場合の対応につき、
品質保証を含めたマニュアルを作成中である。大災害に備え、メーカー間で助け合える関係
を作ることが重要。
45.（工業会）胆振東部の震災時には飼料工場の状況について逐一農水省に情報提供した。飼料の
運搬用の緊急車両も要請した。メーカー間の連携については、工業会の支部ごとに検討して
いく。
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３．６

災害発生県における現地事例調査

2016 年８月の台風 10 号や東日本大震災で大きな被害を出した岩手県岩泉町に出向き、畜産関連
施設の損壊、町内の電気、水、道路などの被災状況とその対応について、岩泉町災害対策室長ほか
から聞き取り、併せて、被災現場に出向き、被災と復興状況の現地調査を実施した。

写真 3.16 岩泉町役場での聞き
取り

写真 3.17 意見交換を終えて町の防災
担当と

写真 3.18 建設途中の
「防災堰堤」

現地調査の結果を①災害前の対策、②災害時の対策、③災害後の対策、及び④今後の改善点に絞
ってとりまとめると次のとおり。
①

災害前の対策

1.

ハザードマップを作成し、平成 28 年４月に各世帯に配布した。その年の８月に期せずして
台風災害にあった。初版では河川の浸水域がなく、土砂災害マップであった。
2. 大地震に備え、避難所での生活の維持や仮設住宅への入居までの流れはできていた。住民も
内陸の自治会の避難所での炊き出しをやっており、支援の方法を覚えていた。台風 10 号の
ときも、比較的スムーズに炊き出しなどの住民の活動が行われた。地震の被害は海岸沿いの
小本地区以外になかったが、このことで住民の防災意識は高まった。
3. 東日本大震災で小本地区に仮設住宅を設置したが、役目を果たしたので、平成 28 年度に取
り壊す予定であった。ところがこの年に台風災害があったので、地震時に建設した仮設住宅
のうち２ブロック分を内陸へ移転し、再利用した。迅速な対応ができた。
4. 除雪が遅れて孤立することがあるので、住民は２～３日分の食料を備蓄する習慣があった。
5. 平成 18 年に６町村が合併して、現在の岩泉町ができたが、５つの旧町村の各々には支所を
残し、小さな行政、自主防災組織が存続され、防災訓練も行われてきた。また各集落の結が
機能しており、強い自治組織があった。
6. 自衛隊は災害当日の夜間に普代村に集結して拠点とし、翌朝には普代村から町内に入ってき
てくれた。
7. 雪による停電に慣れているので、発電機を保有する農家は多い。また町が補助して、発電機
の導入を推進した。
②災害時の対策
8.

東北電力による電柱の新設、架線工事に時間がかかった。電柱は河川の道路沿いだったので、
道路の崩壊により電柱が倒れ、流出した。ただし、東北電力は電源車を域内から集め、町内
に配置してくれたので、送電しながら、まずは寸断した道路を開通させ、その後仮電柱の設
置、架線を復旧していった。最後に残ったところも、送電しながら電力を復旧した。完全に
停電したのは２週間くらいである。役場の庁舎はすぐに復旧した。
9. 集落の結の機能がはたらき、備蓄した食料を持ち寄って、急場をしのいだので、町から各集
落へ届けた食料は少なかった。
10. 岩泉は中山間地帯で、土石流、洪水流により、道路が寸断されていたので、自衛隊のバイク
部隊が活躍した。バイク部隊のおかげで、町内の集落の全体を踏査できた。
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11. 台風 10 号は３～４時間の豪雨の期間中、豪雨の場所が変わっていったため、水が来たとい
う知らせが大量に入ってきた。このためチームを編成して、役割分担を明確にし、対応した。
このことは訓練していた。
12. 災害時、メディアスクラム1が生じ、大変だった。マスコミの影響力は大きく、支援にも結び
付くので、班編成でマスコミに対応した。電話取材には応じず、時間を決めて情報を出すこ
ととした。これは全国的な方向性である。県や関係機関との情報交換に対しては、マスコミ
とは別に１班をつくって対応した。
13. 岩泉乳業が被災したので、生乳を受け付けられなくなり、葛巻町や洋野町のコールドセンタ
ーで引き取ってもらうよう依頼した。酪農家 32 戸のうち、６戸は系統外だったが、すべて
の酪農家の生乳を葛巻町と洋野町へ振り分けた。
14. 発電機をもっていない酪農家に対して、地区ごとで発電機につなげるミルカーを含めて発電
機を融通し合い、搾乳を支援した。中には、牛を救うためバキュームカーで搾乳した人もい
た。
15. 養豚農家は２戸あるが、同様にエサがなくなった。しかし、ちょうど町の牧場に近かったた
め、牧場のエサを融通したので助かった。
16. 明治飼糧（株）
、岩手牧場、県の試験場などから、牧草ロール、チモシーの乾草が供給され、
町で振り分けて生産者に配布した。ロール数は、明治飼糧の 1,600 個（32 kg/ロール）をはじ
め数千個に及んだので、公平に配分するのは大変だった。個別農家には運べないので、２カ
所の集積場所を確保し、農家に取りに来るよう要請した。
③ 災害後の対策
17. 台風被害後、県により河川が水防法における水位周知河川に指定され、1,000 年に１回の頻
度の浸水域が設定されたので、2020 年４月にハザードマップを改訂し、全戸に配布した。現
在、河川工事を実施中で、令和４年に完了予定なので、工事後の状況に即して、令和５年に
新版を作成予定である。
18. 台風災害の復興は２段階で実施している。最初は原状回復である。ほとんどの道路が寸断さ
れ、道路の開通がなければライフラインが復旧できないので、道路の原状回復が最重要課題
だった。現在実施中の工事は原状回復も一部あるが、河川の改修、改良が主である。
19. 被害にあっても同じ土地に住み続けたいというのが住民の希望なので、役場としても意向を
尊重する。今後は早期の呼びかけで迅速に避難するなど、ソフト面で住民を支えていく。
20. 台風災害について、タイムライン防災計画を作成済みである。
21. 情報の伝達が重要である。このため IP 告知端末2（ぴーちゃんねっと3）を整備し、町で貸し
出し、配布している。気象庁などから警報が出ればすぐに流すシステムで、いつ避難するか、
きっかけづくりとなる。
1

事件や事故が起こった際に、被害者や容疑者とその関係者に多数の取材陣がどっと押し寄せ、過熱した報
道を行なうこと。集団的過熱取材ともいう。行き過ぎた取材行動によって取材対象者のプライバシーを侵害
したり苦痛を与えたりするほか、無関係な一般市民にも影響が及ぶ場合があり、問題視されている。

2

IP ネットワーク（Internet Protocol。ここでは組織内で完結したネットワークをいう）を用いて高品質な音声伝送す
る、告知放送送信機。
（NEC マグナスコミュニケーションズ株式会社）
IP 告知放送「安心おしらせシステム」は、家庭や公共施設などに置かれた端末に地域情報や緊急情報などを音声で告知
するシステム。端末には無線 LAN アクセスポイントが搭載されているので、専用アプリをインストールしたタブレット
端末に、音声と連動した情報を文字や画像で表示させることもできる。端末からの通知・通報や、告知した内容に対する
端末からの応答も確認できる。
（TOA 株式会社）
マルチキャスト方式にて、一斉もしくは特定のグループに対し告知放送を行う。ユニキャスト方式を利用することで告知
端末ごとの放送も可能である。IPv4，IPv6 に対応しており、利用中のネットワークに応じてシステムを組むことができ
る。
3

岩泉町から、町内の各家庭にレンタル（無料）されている、電話型の IP 端末（町内のみ使用可）
。岩泉町
内のぴーちゃん端末どうしで、無料で会話（テレビ電話）ができる。町や、学校、公共施設からお知らせや、
イベントなどの動画が配信される。子機は有料（4,700 円）で、行政情報室で予約注文を受け付けている。緊
急時には、災害の情報、非常時にはサイレンが鳴り避難指示などが流れる。
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22. 発電機、暖房は町で整備し、３日間は過ごせるようにしている。
「ぴーちゃんねっと」は停電
時には使用できないので、停電前までに必要な情報を提供することとしている。住民が登録
すれば受信できるメールシステムを構築しており、スマホや携帯があれば受信できる。
23. 町内には指定避難所が 52 カ所ある。このすべてにカセットガス式発電機を備えており、自
治体で保管している。町からは単に保管するだけでなく、何かあったときには使用するよう
勧めている。発電量は携帯電話の充電や、照明程度である。灯油、軽油を燃料とする発電機
では、長期保管の場合灯油、軽油が劣化するので、管理しにくいため、カセットガス式とし
た。
24. 補助事業の手続きは、系統農家は農協が行い、系統以外の農家は町で実施した。
④ 今後の改善点
25. 今後とも、もとの岩泉町を含め、合併前の旧６地区の自主防災を強化していく。
26. 人間は正常性バイアス4がはたらき、心理的に安心するほうへ向かう。災害後に 1,000 年に１
度の規模の災害だったと報道されるが、災害時にはそれには気づかない。災害は起きないで
はなく、起きるという考え方に、自分を含め全国的に転換する必要があると感じている。
27. 岩手県では、メディアスクラムを避けるため、マスコミ向けの情報の自動配信を行う方向で
進めており、まだできていないが、マスコミと協定を結ぶ予定である。

4

認知バイアスの一種。社会心理学、災害心理学などで使用されている心理学用語で、自分にとって都合の
悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性のこと。
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３．７ 事例収集
本事業では、ワークショップや現地調査を通じて、工夫した事前の対策により被災を軽減できた
事例や、被災の教訓を生かした防災対策を講じた事例を収集する。
令和３年度は、コロナ禍で多くの畜産経営者に集まっていただくことが出来なかったが、ワーク
ショップの場で、経営概要、被災状況、被災から学んだ教訓、国や県など行政からの支援状況及び
行政などへの要望等を発表した経営体から５事例を収集した。
表 3.1 に経営概要と事例紹介のポイントを示す。また、各事例の詳細は、付属書２に掲載する。
収集した 10 事例の概要は次のとおりである。
（１）(有)高秀牧場（酪農経産牛 96 頭）
台風 15 号により、倉庫や堆肥舎の屋根が飛んだ。５日間の停電及び断水があったが、発電機の
出力は 150kVA を設置していたことから、停電時に東電から切り替えができるように配電し、エサ
のミキサー用に毎日使い、非常時にも対応できるようにしていたので、搾乳はできた。しかし、ク
ーラーステーションの停電で、生乳を廃棄せざるを得なかった。容量に余裕を持った自家発電機の
装備は、被災を軽減できた最大の要因である。被害額は莫大だったが、積立基金により自分が廃棄
したものは補償された。牧場の被害額は２億円あり、補償により支払ってもらった。
（２）(有)北見畜産（母豚 1,100 頭）
台風 15 号で豚舎の屋根が飛び、母豚 35 頭が死亡した。倒木などで進入路が確保できず、農場に
入れず、到着するまでに 1.5 時間かかった。被災から学んだことは、①複数の進入路の確保が必要
なこと、②緊急時のための宿泊施設を農場に装備しておく必要があること、③養豚団地に６経営体
入っており、協力して復旧に対処する重要性を学んだこと、及び④災害に強い畜産とは、災害に備
えることで、すべてに対応しようとせず、壊れても直せばよいという気構えで、最も重要なものを
守るために対応すべきこと等である。
（３）(有)サンファーム（採卵鶏 288 千羽）
台風 15 号による停電で、①６日齢の育雛舎では、自家発電機の稼働に失敗し、雛が 300 羽死亡、
②成鶏舎では、旧式発電機の連続運転による停止で酸欠状態となり、1 棟 36,000 羽中 12,000 羽が
死亡、３棟で計 36,000 羽が死亡、③産卵が低下し、６割がひび卵、破卵などで、４割しかとれず、
納入先は B 卵ですら受けてくれなかったこと、④停電による発酵施設の停止により鶏糞処理不能、
などの多大な被害を出した。
被災から学んだことは、①発電機は予備を装備しておく必要があること、②出力の６割程度で運
転可能な大きな容量の発電機の装備が必要なこと、③発電機の燃料の備蓄が必要なこと等である。
また、災害復旧に当たっては、地域の仲間との連携が必要である。
（４）(株)肥後ポートリー（採卵鶏 750 千羽）
熊本地震の被害は甚大で、10 棟の成鶏舎のうち築 20 年の古い鶏舎４棟が全壊した。新鶏舎６棟
はかろうじて倒壊を免れ、ライフラインは生き残り、給餌、水やり、電気供給ができた。被害は４
棟合わせて 92,000 羽であった。
2020 年６月には、分場において落雷の被害があった。積乱雲による大雨時で、制御基板に落雷し、
自家発電ができなくなった。倒木で電線が切断され、九電の電力網から電気が供給されなくなり、
２次電源である非常用電源も使用できず、停電は５時間に及んだ。これにより３万羽が死んだ。
災害から学んだことは、被災時は、人的、物的資源の投入も含め地域連携による復旧が大切なこ
とである。被災後の対策としては、①自家発電を必ず機能させるため、バックアップ用の自家発電
機を入れたこと、③災害緊急対策室に情報は全て集めることにして、誰が責任者となるかを決め、
連絡網を整備し、流れ図に電話番号を入れ、誰にでもわかるようにしたことなどである。
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（５）(有)レクサス（養豚母豚 127 頭）
農場が山上にあるので、台風 24 号により豚舎の屋根という屋根が吹き飛んだ。豚には影響がな
かったものの、堆肥舎や浄化槽の屋根も飛んだので、中の機械が水浸しとなり、漏電し、停電とな
った。被害額は 660 万円であった。今年の台風 10 号（2020 年９月５～６日）では、堆肥舎の屋根
が全滅し、堆肥舎の撹拌機に落雷があり、2,100 万円の損害となった。浄化槽も被害を受けた。豚
の死亡はなかったものの、糞尿からのガスが溜まり、対応には２週間かかった。現時点でも、まだ
復旧に至っていない。この台風による被害総額は 3,000 万円である。
被災後の復旧では、建屋、車両などへの保険に加入していたことが有効であった。但し、度重な
る災害発生で保険料が高騰し、経営を圧迫することが懸念される。
（６）岩泉町の畜産経営と岩泉乳業
岩泉町は農業産出額で、耕種部門 4 億円(17％）
、畜産部門 19.5 億円(83％）と、畜産が盛んな町
であり、酪農の岩泉ヨーグルト、肉用牛の短角種が有名。畜産部門において、肉用牛が 9.1 億円、
乳牛が 8.8 億円、鶏が 0.3 億円となっている。大きい酪農家で 60 頭規模、小さな経営体は２～３
頭規模である。
平成 28 年 8 月の台風 10 号は町内全域が被災し、道路が寸断した。停電のため酪農家は搾乳で
きなくなり、道路不通のため集乳もできなくなった。せっかく搾乳しても、廃棄せざるを得なか
った。岩泉乳業が被災したので、生乳を受け付けられなくなり、葛巻町や洋野町のコールドセン
ターで引き取ってもらうよう依頼した。災害発生時は、情報の伝達が重要である。このため IP 告
知端末 （ぴーちゃんねっと ）を整備し、町で貸し出し、配布している。気象庁などから警報が
出ればすぐに流すシステムで、いつ避難するか、きっかけづくりとなる。また、東日本大震災を
契機に、ハザードマップを作成し、町内全世帯に配布している。今回の豪雨災害ではそれが役立
った。
（７）橋谷牧場
北海道岩見沢市で家族労働により、酪農と稲作の複合経営を営む。酪農経産牛 27 頭飼養規模で、
水田地帯に立地し、牧草地面積 30ha を有し、粗飼料自給率は高い。
2018 年の台風 21 号及び北海道胆振東部地震により被災した。台風 21 号により一時停電、サイロ
の屋根の破損などの被害がでた。その後、6 日に発生した胆振東部地震では、朝に停電した。10 年
前から所有しているディーゼル発電機を稼働させようとしたが、管理が不十分だったので最初はエ
ンジンがかからず、バッテリーも上がるなどしたので、整備し直してようやく稼働させて 6 日は搾
乳したが、生乳はすべて廃棄した。生乳は、受け入れ先の乳業メーカーが停電で稼働できず、３日
分は廃棄した。
ホクレンなどは、生乳廃棄は５％程度であったと言っていたが、地震後のブラックアウトの影響
は牛の体調に長期の影響を与えており、生産者の感覚と違う。直接損害だけでなく、間接的な影響
を考慮した支援が望まれる。また、災害では給水対策も重要で、手厚い災害復興予算が望まれる。
（８）
（農法人）萩原ハイランドファーム
広島県で酪農専業経営を営む。飼養規模は、経産牛 140 頭規模。平成 22 年の豪雨災害及び令和
３年８月の豪雨災害で被災した。平成 22 年豪雨では、7 月 11 日からの豪雨により、飼料畑の一部
が崩壊、畜産施設の堆肥乾燥舎、堆肥舎の一部が損壊した。損害額（復旧経費）は、約 5,600 万円、
成牛・育成子牛合わせて 15 頭を廃用淘汰した。
令和３年の豪雨災害では、ロボット搾乳機の基板が故障し、自宅事務所にあったロボット制御の
ＰＣ2 台が破損した。この復旧に 3 日を要し、この間、搾乳に支障が生じた。損害額（復旧経費）
は、約 150 万円。
災害後の復旧状況は、平成 22 年豪雨被害に対して、育成牛舎、リース事業堆肥舎ともに動産総
合保険に加入していたため、被災施設の復旧は保険適用により円滑に行うことが出来た。
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被災により、保険の加入は必須であること、搾乳ロボットなど予備機を整備することが必要であ
ること、災害への対応では、近隣の人とのつながり、声かけ、助け合いなど協力体制の確立が大切
と実感している。
（９）岡崎牧場
広島県安芸津町において、肉用和牛繁殖経営を営む。平成 30 年７月の西日本豪雨で被災。牛舎
前の幅６m ほどの河川が氾濫し、濁流が牛の肩の高さまでに達し、飼料などの資材が流出し、家畜
管理用の機械が冠水した。牧場付近の道路が寸断され、被災後 1 週間は餌が搬入できず、必要量の
半分しか給与できなかった。牛は、濁流を飲み、下痢を発症、体調不良が続いた。
災害後の復旧状況は、広島県西部土木事務所、東広島市役所の尽力により約１週間で道路が復旧
した。また、飼料販売会社及び運送会社の協力により飼料搬入を行い、必要量を確保した。牛舎内
の土砂搬出に家族総出で取組み、約１カ月で生産可能状態まで回復した。
近隣住民や家畜共済組合の支援により、繁殖牛、育成牛、子牛の体調回復が図られた。行政の支
援で道路の復旧は進み、畜舎など施設の復興は、被災農業者向け経営体育成支援事業を活用した。
（１０）(有)千代田ファーム
広島県山県郡北広島町において、採卵養鶏を営む。採卵鶏 60 万羽(成鶏)規模の飼養規模で、鶏
卵は 12,900 トン/年を見込む。
被災した災害は、令和３年８月の豪雨で、進入路等が被災して飼料の搬入が出来なくなった。ま
た、場内の法面２カ所、高さ 10m の土砂崩壊があった。
復旧の状況は、進入路確保のため、仮設復旧を要請し、飼料の供給や鶏卵出荷は半日程度の遅延
が生じたものの事なきを得た。農場前の町道は、災害以降は表面の舗装剥がれや陥没によって、車
両の通行に支障をきたしているが、行政による早期復旧が見込めないため、自前の作業によって陥
没箇所などの補修を行って何とか通行できるようにしている。
行政には、県道 69 号（千代田～八千代線）の道路崩壊箇所の早期復旧を要望している。当農場
は 60 万羽の鶏を飼育しており、飼料供給路の寸断は経営への影響ならびに従業員の生命にもかか
わる。場内２カ所で発生した土砂崩れに関し、補助金交付などによる復旧の後押しを望む。

- 64 -

- 65 -

表 3.1 自然災害に強い畜産経営の実現調査事業（事例調査リスト 10 事例）
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４．セミナーの開催
令和２年度及び３年度の５回のワークショップ開催及び経営者へのアンケート調査による自然
災害の実態調査等を踏まえて、令和４年２月１日(火)に畜産経営者の代表等を招集して、東京都港
区のホテルメルパルクにおいて、「自然災害に強い畜産経営を目指して」をテーマに全日畜セミナ
ーを開催した(図 4.1 参照)。

図 4.1 全日畜セミナーのプログラム
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コロナ禍での開催であり、参加者を絞る形での開催を計画し、地方からの参加も予定して当初 30
名程度の参加を見込んだが、新型コロナウイルスまん延防止等重点措置発令中で地方からの上京が
難しくなり、参加者は、生産者２名、飼料メーカー１名、基金協会２名、推進委員会１名、関連団
体２名、報道関係 5 名、全日畜 6 名 計 19 名となった。このため、セミナーの講演部分は動画を
撮影・編集して、全日畜のホームページにアップロードして多数が視聴できるよう工夫した。
以下に講演要旨、会場での質疑事項を整理する。
（１）講演
講演の演題及び講師は次のとおり。
演題：関東に上陸した令和元年房総台風で５日間の停電を経験
講師：有限会社 高秀牧場
（酪農経営） 代表取締役
髙 橋
演題：令和元年に房総半島を襲った台風 15 号で学んだこと
講師：有限会社 サンファーム
（採卵鶏経営） 代表取締役

憲 二
林 共

氏
和

氏

演題：畜産経営者へのアンケート調査結果
講師：技術士（農業部門） 神 谷 康 雄 氏
（一般社団法人 全日本畜産経営者協会 専門員）
演題：畜産経営者のための自然災害危機管理マニュアル
講師：環境学博士 松 原 英 治 氏
（一般社団法人 全日本畜産経営者協会 専門員）
高橋氏の講演要旨は以下のとおり。
高橋 憲二 氏
１． 牧場の経営概要
- 千葉県いすみ市において、酪農 150 頭（経産牛 96 頭、育成牛 54 頭）規模で地域資源循環型
酪農経営を実践している。
- 労働力は、経営主、妻、長男、長女、雇用常勤４名、パート５名となっている。
- 飼料基盤は、
自己有地の飼料畑 15ha、
耕畜連携による飼料用稲作 100ha(うち飼料用米 30ha、
稲 WCS70ha)で、飼料自給率は 70％以上を達成。
- 平成 24 年４月にチーズ製造工場、平成 28 年 6 月にはミルク工房も立ち上げ、６次産業化を
実現している。
２． 被災の概要
- 平成元年に房総半島を中心に大きな被害をもたらした台風 15 号により被災。牧場の牛舎、
堆肥舎、倉庫などの施設が損壊した。
- 停電及び断水が 5 日間続いた。幸い容量に余裕を持った 150kVA の自家発電機を装備してい
たので搾乳、飼料配合などの作業はできた。しかし、クーラーステーションが停電により稼
働しなかったため３日分の生乳を廃棄した。４日目以降は、生乳を県外の処理施設に運搬し
た。
- チーズ工房、ミルク工房も、自家発電機の装備で、停電中も電力供給ができたので被害は最
小限に抑えられた。
- 隣の酪農場は、自家発電機を装備していなかったため、停電で搾乳、給水が出来ず、小型の
発電機を貸与して対応した。しかし、隣家の牛舎は電気配線が自家発電機切替用になってい
なかったので、稼働させるまで 2 日間を要した。
- 生乳は８銭/Kg を積立して基金を設立しており、千葉県全体で 2 億円の積立金があった。廃
用した生乳はそれにより補填してもらった。

- 70 -

３．
-

-

千葉県全域の乳業工場が停電により操業停止した。古谷乳業は製造ラインに牛乳が残ってい
たので、停電により牛乳が腐敗し、出荷再開に 1 カ月を要した。
被災から学んだ教訓
酪農家同士で協力し合うことが重要で、非常時こそ助け合う。非常時の備えと危機管理を充
実すべきと考えている。
東日本大震災を経験したことから、通常 40kVA で施設全体を稼働させることが可能である
が、発電容量に余裕を持った 150kVA の自家発電機を装備していた。このため、搾乳、飼料
配合、生乳加工施設などの作業は可能であった。自家発電機の装備は余裕をもっておくこと
が必要である。
被害額は莫大であったが、積立基金による補償があった。災害に備えた共済など保険加入も
必須と認識した。
年に１回は防災訓練をしたり、自家発電機は毎日稼働させて問題ないかチェックしており、
こうした日頃からの防災訓練は大切である。

林氏の講演要旨は以下のとおり。
林 共和 氏
１． 牧場の経営概要
- 千葉県匝瑳市において、採卵鶏 288 千羽規模の養鶏経営をしている。GP センターを有し、
環境と調和した鶏にも人にも優しい最新システムを装備した鶏舎で卵を生産。経営従事者は、
常勤役員等３名、雇用 12 名である。
- 飼料として飼料用米も給与して「コメ卵」のブランド化を実現し、直売所も有している。
２． 被害の概要
- 令和元年 9 月の台風 15 号により被災。台風 15 号に備え、９月８日には場内を点検・整理
し、飛ばされそうな台車などは屋内に入れた。しかし、トタン屋根が突っ込んでくるなど、
外には出るに出られなかった。今まで経験したことがない風が吹いた。
- 施設の被害としては、堆肥舎の屋根が飛び、鶏糞を腐敗させることになった。
- 当場は、停電による電源喪失期間長かったことから大きな被害を出した。まず育成農場から
停電となり、発電機が始動し、その後順次、発電機が稼働始めた。
- その後、６日令のヒナの鶏舎にかけつけた。発電機の始動に失敗し、予備を頼み、再始動さ
せた。自動的に扉が開き、しばらく風雨が吹き込み、ヒナがやられた。発電機で換気を行い、
鶏舎内の温度が上がるのを待った。しかし温度が上がっても、細菌に感染し、300 羽のヒナ
が死んだ。
- 成鶏舎では発電機を回し続けるため、３時間に一度給油した。サンファームでは最低限の換
気だけ行った。
- サンファームでは９月 10 日の朝６時ごろには発電機が止まっていた。１時間経過後外気を
入れたが、夏の温度帯での鶏舎内環境を初めて体感した。サウナと同じで、一瞬で汗びっし
ょりとなった。鶏の呼吸からの湿気が充満し、息苦しくなった。開けられる扉は全て開け、
予備の発電機で換気扇を回せたのは９時ごろで、３時間換気されなかったことになる。気温
は 34℃まで上がっていた。鶏の移動後、３週間経っており、36,000 羽中、12,000 羽の親鶏
が死んだ。鶏舎は３棟あったので、全体で 36,000 羽が死んだ。
- 産卵が低下して、６割がひび卵となった。
- 直売所も２週間停電して、冷蔵していた商品が廃棄処分となった。
- 燃料は知り合いからの支援により確保できた。飼料メーカーの支援など申し出もあったが、
死鶏の搬出は従業員で対応した。
- 千葉県の農業協会養鶏部会のグループラインには助けられた。SNS でつながり、情報交換が
できた。
- 北海道の胆振東部地震の影響から、発電機の入手が困難で、2019 年の補正予算でやっと発
電機導入事業に参加できた。しかし、承認が得られたのが、2020 年８月下旬のため、本格的
な工事は難しく、仮設置でしのいだ。
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そうした状況で、2020 年冬期から電設工事を開始したが、2021 年２月に鳥インフルエンザ
被害が発生してダブルの災害に見舞われ、電気設備工事の中断を余儀なくされた。ようやく
2021 年 10 月に動力のバックアップ工事が完了した。11 月に電灯用スコットトランスによ
るバックアップも完了し、復興への兆しが見えてきた状況。
被災から学んだ教訓
ウインドレス鶏舎における電源喪失によるダメージの大きさを身に染みて感じた。発電機は
予備を装備しておく必要がある。出力の６割程度で運転可能な大きな容量の発電機を装備し
ておくべき。長時間の停電に備え、発電機の燃料備蓄も必要。
災害時の近隣住民との付き合いの重要性を再認識した。縁故、地元業者との常時取引が大切。
また、飼料メーカー、機械メーカー、雛供給元など資機材の取引先からの人的応援などいた
だき、日頃の人間関係が大切と再認識した。
災害時の情報交換の重要性を肌で感じた。千葉県の農業協会養鶏部会のグループラインで情
報交換の重要性を認識した。電話回線が不調時に写真や動画での情報共有が出来た。マスコ
ミや行政との情報共有の必要性も認識した。
災害対応における支援の迅速性に課題があると感じている。国などから助成事業の承認を得
るのに 1 年くらいかかった。

神谷氏の講演要旨は以下のとおり。
神谷 康雄 氏
-

-

-

-

-

-

2020 年、自然災害の実態を把握するため、アンケート調査を実施した。調査対象は、全国・
全畜種（乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー）の畜産経営体。アンケートが回収でき
た経営体数は、459 経営体（２経営体は無効であり、有効回収数 457 経営体）であった。ア
ンケートの事業回収目標数は 500 経営体であり、目標達成率は 92 ％であった。
有効回収数 457 経営体の営農類型は、酪農 112、肉用牛 104、養豚 92、採卵鶏 94、ブロイラ
ー26、酪農・肉用牛 22、肉用牛・養豚４、肉用牛・採卵鶏１、採卵鶏・ブロイラー２となっ
た。
自然災害の発生状況については、過去 10 年間に発生した自然災害に被災したか、被災しな
かったか聞いたところ、
「被災あり」が 75 ％、
「被災なし」が 25 ％であった。回答者の農
場所在別にみると、北海道、東北、関東、九州・沖縄の回答者の 70 ％以上が被災している。
被災の有無を畜種別にみると、
「ブロイラー経営」の 86 ％が被災しており、被災した経営
体が最も多かった。
「ブロイラー経営」に続き、
「採卵鶏経営」79 ％、
「酪農経営」74 ％、
「肉用牛経営」73 ％の順で被災が多い結果となった。
自然災害を気象災害と地震災害に分け、被災回数を聞いたところ、88 ％が「気象災害」、
53 ％が「地震災害」と回答している。被災回数については、
「気象災害」が平均 3.1 回、
「地
震災害」が平均 1.1 回となった。気象災害と地震災害の両方に被災した経営体は、332 経営
体のうち、136 経営体と 41％を占めている。
自然災害の内容をみると、
「停電」
、
「畜舎倒壊・損壊」
、
「畜産施設倒壊・損壊」
、
「断水」
、
「家
畜の斃死」
、
「有線・無線の通信回線不通」
、
「道路寸断」などが多かった。
被災後の対応をみると、「被害状況の確認」
、「発電機の手配」
、
「従業員の安否確認」が上位
となっている。災害内容の最上位にきていた「停電」に対応する「発電機の手配」は第２位
であった。これは、昨今の畜産経営におけるハード、ソフトの諸施設の電源喪失は、家畜へ
の致命的な被害に結び付くので、経営者は率先して取り組まなければならない対策であるこ
とを裏付けている。
被害額の大きい項目では、「畜舎」や「その他畜産施設」の倒壊・損壊が多く、畜産経営の
規模拡大に伴い、畜舎などへの投資が大きくなっており、災害による被害額も大きくなって
いる。
「家畜の斃死」による損害額では、百万円未満が最も多いが、百万～1 千万円未満が
12 ％、1 千万～1 億円未満が９％となっている。1 億円以上の被害を受けた経営体も 0.3 ％
ある。規模拡大にともなう飼養頭羽数の増加で、家畜の斃死による被害額が大きくなってい
る。
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保険への加入状況は、全日畜の生産者は飼養規模も大きく、
「損害保険への加入」は 5７％、
「共済保険への加入」は 40％と、比較的多くの経営者が保険に加入している。これは、近年
の自然災害の多発に備えた、畜産経営体の危機意識が高まっている結果と言える。しかし、
「損害保険未加入」が 17％、
「共済保険未加入」が 15％ほどあり、保険加入への普及・啓発
が必要である。
今後の優先度の高い防災対策は、「発電機設置」、
「畜産施設の耐震・耐暴風・耐積雪構造」
、
「燃料備蓄」
、
「給水確保」
、
「飼料の確保ルート」
、
「発電機リース」の順となった。これらは、
畜産経営における防災対策の最優先事項である。
防災対応の課題は、「連携が脆弱なこと」及び「マニュアル未作成」が課題の上位に来てい
る。自然災害は、広域、多岐にわたり、対応する省庁は複数になることから、内閣府に内閣
総理大臣を会長とする中央防災会議が設置されており、一元的に対応する体制をとっている
が、その機動性の発揮に課題のあることが分かった。災害発生後の対応の課題は、「手続き
の簡略化」が最も多い回答となった。
以上をまとめると、以下のとおり。
① 回答をいたいだ経営体の農場所在地は、畜産主産地であるとともに、近年、地震や気
象災害が発生した災害多発地にある。
② 災害内容では、気象災害、地震災害による「停電」被害が多い。豚、鶏の中小家畜の
被害が多い。
③ 優先度の高い防災対策は、
「発電機設置」
、
「畜産施設の耐震・耐暴風・耐積雪構造」
、
「燃料備蓄」
、
「給水確保」
、
「飼料の確保ルート」
、
「発電機リース」の順で、発電機の
準備が最優先。
④ 生産者は、防災対応のマニュアルを渇望している。

松原氏の講演要旨は以下のとおり。
松原 英治 氏
-

-

-

-

-

-

マニュアルの構成は、① 畜産業における近年の災害の状況、② リスクマネジメント、③ 事
業継続計画（BCP）
、④ 畜産経営体の災害対策、⑤ 災害対策支援のための制度、⑥ 自然災
害に対するワークショップの結果・聞き取り調査結果、⑦ アンケート調査結果に分かれて
おり、ここでは①～⑤までの概要を述べる。
畜産業における近年の災害は、過去 10 年間と比べ、規模が大きくなっている。これは地球
温暖化により大気中の水蒸気量が増加し、降雨頻度はそれほど変化せずとも、降雨強度が増
加していることが要因の一つで、今後軽減されることはないと覚悟すべきである。
将来の災害の深刻化に対し対応するため、国も積極的に取り組んでおり、中央防災会議では、
防災と事業継続の双方を推進するとしている。関係する各省は政府の施策をもとに担当分野
で様々な活動を行っており、たとえば国土交通省はハザードマップポータルサイトを立ち上
げ、内容を継続的に改善しているので、畜産経営者も是非活用していただきたい。
リスクマネジメントでは、通常は経営全般のリスクを対象とし、災害対策はその一部である。
経営全体のリスクを評価した後、限られた経営資源をどう振り向けるかということが課題で
ある。現状と問題点の評価結果をリスクマトリクスにまとめ、損失規模が大きく、発生頻度
の高い課題にはただちに対応する必要がある。保険は、発生頻度は低いが損失規模の大きい
ものに適用するなど、柔軟な対応が求められる。
事業継続計画(BCP)は、原因から被害を想定し対策をとるという通常の方法ではなく、事業
が中断したという結果から、許容可能な中断を想定し、対策を講じるという、結果を出発点
として計画するものである。このため許容損失レベルと許容時間という２つの許容限界を設
定する。
BCP は決して難しいものではなく、自らの経験を可視化（見える化）し、危機に対し自らの
行動を標準化するものである。BCP を組織内で共有することにより、災害による事業中断に
茫然自失することなく、迅速に対応し、早期の復旧に向かうことができる。
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農水省では、畜産版の BCP の簡易な作成方法を示しており、これを自らの経営の BCP のイメ
ージの糸口としてもらいたい。BCP は、経営体構成員全員で共有し、実践する必要があるの
で、経営者に次ぐポジションの人を責任者としてまとめる必要がある。高橋さんは経営を後
継者に譲って会長になると言われたが、まさに会長のような人が経営者の責務から離れて、
将来の備えのため BCP 作成の責任者となっていただきたい。
ワークショップでは、行政へ情報が届きにくい、行政から情報がこない、といった問題が指
摘されたが、農水省は MAFF アプリを導入し、双方向の情報交換に努めているので、災害対
策の一環としても是非活用されたい。
畜産経営体の具体的な災害対策について、釧路地域農業技術支援会議がまとめた震災対策用
の酪農経営の事例が整備されている。これは胆振東部地震の経験をもとにまとめられたもの
で、他畜種、他の自然災害にも有効なので、本マニュアルではその主要部分を簡潔にまとめ
ている。畜産経営者の皆さんには BCP 作成の際に、活用願いたい。
災害対策支援のための制度には、多様なものがあるが、市町村が発行する罹災証明書がなけ
れば何も進まない。災害により気が動転している中にあっても、頭の片隅で迅速な復旧を考
えていただきたい。熊本地震の時、大規模採卵鶏の経営者が被災後の対応と相次ぐ余震の中、
震災５日目に被災写真を撮りまくり、震災後 1.5 カ月で罹災証明書の発行申請を行い、その
後の迅速な経営立て直しに成功した事例紹介があった。災害後の対策は時間との勝負であり、
対応が遅れれば、事業継続が遅れ、家族、従業員、取引先を含め、長期間苦しい思いをしな
ければならない。
ワークショップの結果・聞き取り調査結果では、災害前、災害時、災害後の対策と今後の改
善点について、実際の災害経験ごとにまとめており、この内容についても BCP 作成時の参考
としていただきたい。

会場での意見交換
山田：今回参加できなかった地方の参加予定者から発電機に係る質問がきている。３点あり、①皆
さんはこの被災の後、発電機をどうされたか（台数を増やしたか、能力をアップしたか、等）、
②発電機導入はリースか、買取か、③発電機導入後の管理について、コスト、施設管理の実態は
いかがか、というものである。高橋さんと林さんにお答え願いたい。
高橋：発電機は、東日本大震災の状況を見て、発電機がないと大変なことになると思い、導入を図
った。最初は 1/2 補助付きの事業を申請したが、承認されなかった。このため自己負担で１台購
入した。これは 15,000 時間使用したので、2021 年に同じ形式の新しい発電機を購入し、古いも
のはバックアップ用に使用している。２台目の発電機は補助金付きのリースである。発電機の
管理では、エンジンオイルを 5,000 時間ごとに交換するとされているが、半年に１度としてい
る。古い発電機はそのまま利用するのが心配なので、メーカーに頼んでオーバーホールしても
らった。
林：発電機は災害前に２台入れていたが、非力であった。このため通常稼働が可能なように３台へ
増設し、容量を増加させた。これにより金額は嵩んだが、余裕ができた。台風により鶏舎を１ロ
ット失ったので、将来の損失を考えると先行投資はやむをえないと考えている。発電機の導入
に当たり、補正予算による補助が得られたので、グループ内で発電機を５台入れた。リースも検
討したが、購入を選択した。発電機はグループ内に単純計算による料金で貸し出している。発電
機は可搬式で容量が大きいため、軽油タンク容量も大きい。年に１度、台風に備え自動・手動の
操作、状態管理、関東電気保安協会との契約による管理・支援などを行っている。購入元とは年
間のメインテナンス契約を結んでいる。発電機は試験運転をしているが、燃料の劣化が心配な
ので、３～４カ月に１度抜き取って、車両等へ利用し、新しい軽油と入れ替えている。非常時に
確実に使用可能となるよう、パトライトをつけたり、通報システムを入れ、緊急停止、駆動の失
敗、異常などを自動で通報するようにしている。
山田：発電機の導入事業につき、生産者への導入のサポートで実績のある内田さんに状況をお聞き
したい。
内田：千葉県配飼協会では、alic の補助事業により発電機を導入してきた。令和元年度は発電機は
リースで借りていた。令和元年度にリースで発電機を借りた農家は 1/2 補助で、養豚経営体 11

- 74 -

戸、リース総額 250 万円で、うち半分を補助した。令和元年度の台風の経験から、令和２年、３
年と発電機の導入要望が急増した。令和２年は 1.5 億円、22 戸、39 台を入れ、令和３年は 2,700
万円で、９戸、13 台を入れた。導入方法は買取方式で、養豚経営体に取扱い主体をつくっても
らい、一括で貸し付ける方式としている。リースか買取か、経営者の考え方に合わせて対応して
いる。発電機が必要になるのは台風シーズンの７～９月なので、この時期に前もってリースす
ること選択する経営体もあれば、すぐに使えるように買取を選択する経営体もある。どちらが
よいとはいえない。メンテでは、時々動かす必要がある。
山田：飼料メーカーより高橋さん、林さんに質問がきている。災害発生時の飼料メーカーの支援状
況や今後飼料メーカーに期待する支援について教えていただきたいとのことである。
林：災害の当日、飼料メーカー各社の営業担当者から安否確認、状況確認の連絡があったが、被災
が甚大で回答できなかったので、折り返し空いた時間に連絡した。空いている発電機がないか
飼料メーカーに問い合わせたが、あの状況では調べてもらっても空きが全くなかった。死鶏の
運び出しを手伝うと言ってもらい、ありがたい限りだったが、グループ内の野菜部門が人を出
してくれたので、自前で人数がそろった。申し出に感謝し、数人に来てもらい、最短で死鶏の処
理を終えることができた。次にこのようなことがあった場合、飼料メーカーの申し出は助かる。
羽数が戻るまでの販売先の確保や原料の不足などへの対応など、もし必要なときにバックアッ
プしてもらえればありがたい。
高橋：台風時には飼料メーカーの工場も止まったが、飼料はぎりぎりで供給してもらった。台風な
ど災害が予想される時、工場が止まる危険性を考えて、前もって飼料を作り置きできれば良い
と思う。牛乳を出荷しているフルヤ乳業では、災害の予報があれば、前もって清掃し、当日は工
場を止める対応をしている。房総半島台風の時、フルヤ乳業の工場は止まったが、反対側の地区
には電気が来ており、そちらに応急的につなぐことができれば助かったかもしれない。酪農で
は水が重要で、発電機を近所の酪農家へ貸したため、井戸からポンプで水をくみ上げることが
できなかった。タンクは３日分の水を溜められるが、空になってしまった。役場に頼んで給水車
を回してもらったが、１頭当たり 20 ㍑以上の水を給与するのに１日がかりだった。近くに市の
給水タンクがあるので、そこにポンプを入れて回してもらうように要望したが、給水車で全住
民に水を配る方式を改めてもらえず、ポンプを入れてくれるまでに時間がかかった。夏場は、飼
料よりも水のほうが重要である。
山田：全日基の引地常務から感想等をお願いしたい。
引地：令和２年９月の千葉市での第１回ワークショップのときは、自民党の総裁選の最中で、自助、
共助、公助という文言が使われ、まずは自分、次に隣近所、そして役所という対応がイメージさ
れていた。災害にはモノの備えと、ココロの備えが重要であり、同じ意識が基本にあって対応す
るのであり、マニュアルによる対応は無理だろうと話した記憶があるが、本日のセミナーで反
省した。災害への備えは、備えを行うことを命令するのではなく、心構えを共有することだろ
う。林さん、高橋さんはマニュアルの内容を実践されているが、そういうことに思いをはせない
経営者は多いと思う。マニュアルを作成し、これを参考に備えを確認、点検していくとしても、
意識が及ばなければ自分のものにならない。地域内で続けていかなければ備えは十分なものに
ならないと思うので、地域の組織、ディスカッションの機会を広げ、続けていくことが重要と思
う。
山田：アンケート調査とマニュアルの作成を担当した神谷さん、松原さんから感想をお願いしたい。
神谷：本調査を通じ、畜産経営は条件不利地に立地しており、そうした地での災害が多いという印
象であった。現在、JRA 事業により農畜連携調査を行っているが、畜産は国土保全上も重要な分
野であり、畜産の災害対策は国土保全に貢献すると思う。
松原：ワークショップでは県から話を伺うことができたが、被災した市町村から報告を受けたのは、
岩泉町だけであった。岩泉町は東日本大震災の経験から、地区ごとに防災体制を整え、防災訓練
を行い、
「結」の組織を有効活用して、災害に備えている。感心させられた。台風 10 号により大
規模な豪雨災害を受けたが、もし防災体制がなかったら被害はより甚大であったと思う。引地
さんから地域における防災の継続の話があったが、甚大な災害を受けた市町村では高い意識を
もって、防災に取り組んでいると思う。
山田：千葉県と埼玉県の基金協会から瓦井さんと渡辺さんに来ていただいた。感想をお願いしたい。
瓦井：講師の皆さんの発表はいずれも貴重なものであった。BCP の話を聞いて、高橋さん、林さん
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はすでに実践されていると思った。マニュアルには、一般的な畜産経営者が取り組むことので
きる具体的な BCP の作成手順が記載されているということでよいか。
松原：農水省の畜産 BCP の事例を紹介したが、これは最初にイメージする内容で、まずはこのレベ
ルからはじめてもらいたい。災害体験を可視化し、経営体内で共有し、災害時の行動を経営体内
で標準化するのが BCP なので、マニュアルではその具体的な作成方法を７段階に分けて解説し
ている。
渡辺：災害対策のマニュアルは必要だが、100 ページではマニュアルといえないのではないか。災
害時は気が動転しているので、迅速に対応するにはポイントを絞り、役割分担を明確にする必
要がある。簡単にまとめたものがマニュアルと思う。危機管理の優れた農場がある一方で、そう
ではない農場もある。そのような農場は災害時にはお手上げ状態になるので、いかに近隣で協
力し合えるかが重要である。電気、水道は重要インフラであり、災害に備えるべきである。高橋
さんは防災訓練を行っているとのことだが、日頃のメインテナンス、防災訓練はいざという時
に役に立つ。そのような備えに使えるマニュアルであればありがたい。
山田：最後に推進委員会から、岡野委員に感想をお願いする。
岡野：２年間推進委員をやらせていただいた。この間、コロナウイルスの感染拡大の中で、ワーク
ショップ、アンケート調査、マニュアル作成と事業を進め、まとめられたのには感服する。マニ
ュアルは現場で活用できるものとしていただきたい。準備、災害時対応、復旧といった概要、ま
たは詳細を読み解くためのガイドブックのようなものが別にあればよい。ワークショップでの
生の声も記載されているので、畜産経営者に共有されるのが望ましい。
ホームページ掲載に対する視聴者からの意見・感想など
コロナ禍のため、地方からの参加者が制限されたので、講演内容を録画し、全日畜のホームペー
ジに掲載した。視聴した畜産経営者、畜産団体、検討委員会委員、飼料工業会、飼料メーカーなど
の関係者から多数の意見・感想等が寄せられた。本調査のアウトプットである「畜産経営災害危機
管理マニュアル(案)」も提示したので、意見・感想が寄せられた。以下に、①セミナーの企画構成
等、②「テーマ」自然災害について、③セミナーについて、④マニュアルについて、及び⑤その他
の区分で整理した。
◎セミナーの企画構成等について
・うまく構成されたセミナーで、大変分かり易かった。高橋氏、林氏の被災状況と対応策、復旧、
今後の備えなどの体験談、この説明の後、神谷氏のアンケート調査結果の説明、これが高橋氏、
林氏の説明を裏付ける内容となっていた。
・リアリティがある体験談のあとに対策が説明されるスタイルで、大変有意義なセミナーである。
・セミナーでは畜産経営者の方々による貴重な体験談から見えた課題や、アンケート調査から家
畜の種類・経営形態毎に対策の優先順位が明らかになった。これらは全国共通の課題でもあり、
危機管理マニュアルは災害に備えるものとして、必要性不可欠なものと改めて感じた。
◎「テーマ」自然災害について
・東日本大震災（2011 年）
、熊本地震（2016 年）
、台風 10 号豪雨（2016 年）
、西日本豪雨（2018
年）など、近年の日本はこれまで体験した事の無いような大規模な自然災害が立て続けに起こ
っている。これは日本に限ったことではなく、地球規模で異変が起きている。国連は過去 20 年
間で大規模な自然災害が急増し、世界各地で甚大な経済的および人的被害が生じていること、
その原因は気候変動が大きいことを報告書で述べ、今後このレベルが続けば世界はより住みに
くい場所になると警告している。このような条件下にあることを踏まえると、畜産経営の安全
性、事業継続の追求、激甚化する自然災害に対する「防災・減災」対策の強化が重要であると
考える。
・畜産物価格の長期低迷や飼料・資材価格の高騰等が続き、畜産経営者は目の前の経営に追われ
る状況の中で、ある程度の資金が必要となる災害発生を想定した発電機等の整備は、とかく後
回しにされているのが現状と思われる。しかし、体験談でもあったように一旦被害を受けた時
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の経済的・精神的な負担等は甚大なものであり、そのことを十分に踏まえた日頃からの準備が
強く望まれる時代になったと思う。
・2019 年の房総半島台風被害では、千葉県内の畜産農家は施設の損壊、長期間の停電により家畜
や鶏が斃死などにより大きな被害を受けた。当時の実体験や被害の状況となどの報告書を読ま
せてもらうと、今でも、大変な状況だった当時のことが思い起こされる。
・事例発表や意見等を聞いて、どの畜産経営にも当てはまるような被災もあれば、経営規模、畜
種によってその度合いに違いがあるような被災もあり、また、地域や立地によって被災の確率
が異なると感じた。
・地震災害の危険性が高い地域、台風襲来の多い地域、集中豪雨が頻繁に起きる地域、火山活動
による降灰等の被害が予想される地域、落雷頻度の高い地域など、畜産経営の立地によって、
被災の確率は異なってくる。
・災害対応では「電気」
「水」
「情報」といったキーワードがある。私も令和元年の台風に関して
は実体験しており「命の危険」を感じた事は今でも記憶に残っている。やはり「停電」が一番
問題であり東日本大震災の時は「非常用発電機」を設置していたのでご迷惑をお掛けする事は
なかったが、長期にわたる停電となると大変な対応が必要である。
・豪雨、台風、地震、津波による飼育施設や飼育管理者に対する被害は、経営の規模、畜種にか
かわらず、経営の維持、再建、取引の継続等に対する影響が一律に生じる。一方、停電や被雷、
断水は、畜種、経営規模、経営形態（IT 化の状況、給水方法等）によって、被災の影響が多少
異なるようである。
・アンケート調査結果を拝見すると、自然災害にあわれていない畜産生産者の方のほうが少ない
状況であり、また、その被害も年々大きくなっている様子がみられる。災害への備えは経営管
理において必須であることを強く感じた。
・アンケート調査において、自然災害発生により被災した経営者の被災の内容は、停電（81.2％）
、
畜舎の倒壊・損壊（72.1％）
、その他畜産施設の倒壊・損壊（52.4％）
、断水（42.9％）の順に
多かった。また、全員への質問による有効な防災対策の選択では、自家発電機の設置（65.9％）
、
燃料備蓄（40.6％）、耐震・耐暴風雪構造の施設建設（30.4％）、発電機リース体制の整備
（25.4％）、給水確保（14.5％）などが上位を占め、優先度の高い防災対策は発電機の設置
（79.3％）が第 1 位であった。今回、令和元年台風 15 号の被災経験を発表された高橋氏、林
氏の両名も、発電機設置の重要性を強調されており、アンケート結果で発電機の設置が防災対
策の最優先事項となったことと整合する内容であった。
（参考）

2011 年から 2020 年の自然災害と停電期間

自然災害の名称
災害分類
発生期日
2021 年福島沖地震
地震（震度６強） 2021 年 2 月 13 日
令和 2 年 7 月豪雨
豪雨
2020 年 7 月 3 日
令和元年台風第 19 号
台風
2019 年 10 月 6 日
令和元年台風第 15 号
台風
2019 年 9 月 5 日
令和元年 8 月の前線に伴う大雨 豪雨
2019 年 8 月 27 日
北海道胆振東部地震
地震（震度 7 強） 2018 年 9 月 6 日
西日本豪雨
豪雨
2018 年 6 月 28 日
大阪北部地震
地震（震度 6 弱） 2018 年 6 月 18 日
鳥取地震
地震（震度 6 弱） 2016 年 10 月 21 日
熊本地震
地震（震度 7）
2016 年 4 月 14 日
東日本大震災
地震（震度 7）
2011 年 3 月 11 日
（出典：内閣府「防災情報のページ」掲載資料）より）

停電期間
6 時間
5 日間
約 2 週間
約 3 週間
最大 15 時間
約 1 週間
約 1 週間
3 時間
1日
約 1 週間
約 1 週間

・国際化が進展し、持続可能な畜産経営の確立や経営基盤の一層の強化が叫ばれる中で、さらな
る生産性向上や高品質化を促進していくことと合せて、いつ・どこで起こるか分からない自然
災害に対する備えを着実に進めていくことも、足腰の強い畜産経営を育成していくための一つ
の大きな課題であると考える。
・
「情報」について、近隣の停電の復旧作業に関して情報が入り乱れていて誤報も実際あり被害
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が拡大したケースも聞いている。正しい情報を得る方法を前もって確認しておく事も必要であ
る。大きな農場であればそれなりに広くお付合いもしている筈なので、いち早く連絡をする事
も良いかと思う。
・災害に対峙するには、人や組織のつながりが大切であり、あらかじめ、市町村役場、畜産物取
引業者、道路管理者、資材・機材販売業者、保険会社などとの協力と理解をお願いすることが
大切かと思える。
・自助、共助、公助で今最も必要なのが、復旧に向けた公助のスピードであると考える。今後の
要望活動等に生かしたいと思う。
・各生産者の方々がご自分達の BCP を作成しておくべきと考える。
（セミナー等を開催しても良
いかと思う。）それと何よりも「命」を守る事である。経営的被害は復興すれば何とかなるが
「命」は一つしかない。先ずはご自身含め従業員の方々の安否確認がすぐ出来るように「緊急
連絡網」等も作成した方が良いかと思う。
・アンケート調査結果からも経済基盤の脆弱な中小規模経営では、どうしても対応が遅れがちに
なっていることから、まずは自然災害に対する意識改革を促していく一方で、損害・共済保険
の一層の加入促進や発電機等の整備に対する継続的な支援はもとより、組合や保険会社等と連
携した災害発生時に必要な機材を優先的にレンタル会社等から借り受けられるような制度創
設も必要ではないかと感じた。
・畜産のみならず、災害時にはまずは電源の確保とともに、日頃より関係団体や行政も含めた関
係者との連携も重要であると感じた。
・今回の自然災害に強い畜産経営の実現調査事業の資料から、自家発電機については、稼働時に
は機器をフル稼働させ電力の確保を行うこととなるが、生産者の意見としては、能力に余裕を
持つことの必要性を述べられている。alic の事業では、補助金の有効性・効率性・経済性を図
るため、規模決定では起動電力が多大にならないよう一斉に起動しないことを申し合わせ、最
も低廉な機器の導入を求められている。今回の調査事業の意見等から、非常用電源の導入に当
っては、機器の能力に余裕を持たせることはできないか alic にも要請する必要があると感じ
た。
◎セミナーについて
・房総半島台風での貴重な体験談や現状の自然災害に対する畜産経営者の意見等は、非常に参考
になった。特に、意見交換の中でもあったが、毎年国内のどこかで地震や集中豪雨、台風等に
よる畜産への被害が発生している中で、改めて畜産経営者や関係者等の自然災害に対する備え
と発生後の迅速な対応について、これまで以上に意識レベルを高めていく必要があると感じて
いる。
・報告された被災直後の体験談は、現場でしか経験できない生の声であり、後々の災害時の対処
事例として活かされる貴重な記録情報であると思う。
・生産現場における被災対応の講演におきましては、実際に経験されたなかで「発電機や通信網
といったインフラへの備え」
、
「近隣の方や関連業者との連携」等の大切さが十分に伝わった。
畜産関係者の皆様にとって貴重な情報を頂きましたこと感謝申し上げる。
・北海道のワークショップに参加した際も感じたことであるが、やはり今の畜産経営には「電力」
と「水」の確保は欠かせないものであることを改めて痛感した。
・自然災害は地震のほかにも地球規模での気候変動によって発生の頻度も被害の程度も拡大する
傾向にある。畜産経営は大規模化と飼養管理の自動化が進んでおり、ひとたび災害に見舞われ
ると施設の損壊のみならず飼養管理システムが機能しなくなって家畜・家きんの廃用など畜産
特有の 2 次的被害につながる。今回の全国的な調査と、被災された経営体の状況、被災からの
復興、被害に備え、どのように経営を守るか、さらに行政を含む外部からの支援のあり方など
多様な観点から議論が行われ、極めて有意義なものであったと思う。
・今回のセミナーでは、全国どこでも起こりうる「災害」がテーマとなっており、身近に感じる
内容であった。実例を発表し災害に遭われた方々がどの様に対処したか、またどの様な問題点・
課題点が有ったか等実務に関する情報が沢山有った。
・神谷講師による自然災害の被災内容から、
「停電」
「畜舎倒壊・損壊」
「畜舎施設倒壊・損壊」
「断
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水」
「家畜の斃死」
「有線・無線の通信回線不通」
「道路寸断」の順に、停電の回答数が多い結果
となっている。被害額からみると、経営体が大型化し自然災害の激甚化と相まって、畜舎倒壊、
家畜の斃死、その他畜産施設の順に 1 億円以上の被害額となっている。
・今回のセミナーでは、災害時の様々な生産現場の復旧の取組が紹介され、大変参考になった。
私の住む県は、自然災害による被害が比較的少ない方だと思うが、自社のリスク対策の一つと
して、外部機関による防災コンサルティングを利用して、災害に対するもしもの時の対応を心
掛けていきたいと思う。
・災害に備え、当県でも千葉県からのご指導をいただき、alic の非常用電源の事業を取り組み、
今年度から 35 養豚経営体が 77 台（事業費 238 百万円）の導入を計画し、これまでの進捗は
25％の状況にある。
◎マニュアルについて
・致命的な電源の喪失については、頻発する自然災害の度に被災する確率の高いリスクであり、
本調査事業で取りまとめられるマニュアルが、自然災害に強い畜産経営のための共有財産とし
て被災時の迅速な復旧に役立てられることを期待する。
・
「自然災害に強い畜産経営を目指して」の事業の集大成として作成中のマニュアルは、専門書
と思われるほどの内容で相当なボリュームとなっているが、内容は大変分かり易く書かれてい
る。
・自然災害危機管理マニュアルの報告は、私たち畜産農家にとっては、これから、いつ発生する
かも分からない災害に備えた対応策を個人個人が考えるうえで、大変参考になる資料だと思っ
た。
・２年間にわたり、被災状況や被災された方の意見等を計数的に取りまとめ、「危機管理マニュ
アル」として、今後の災害対応の指針を示されることは、世界有数の災害国である日本の畜産
経営にとって、意義のあることである。
・それぞれの畜産経営体は、このマニュアルを指針として、自らの立地と被災の確率を踏まえ、
被災レベルに応じた対策を、自らのマニュアルとして作成することが望まれる。例えば、ハザ
ードマップによって、畜舎や通行道路の被災確率が高い場合は、あらかじめ警戒レベルに応じ
て、人、施設・機械、家畜、保険等の対応を決め、万一、被災した場合の経営維持、復旧の方
策等を講じておけば、最小限の被災と早期復旧の足がかりとなる。
・世界的に地球温暖化が進み、近年、日本各地で巨大台風、豪雨などによる自然災害の発生頻度
が高まっている。また、大地震による災害も数多く発生している。災害は何時何処でどのよう
な規模で起こるか分からない。「備えあれば憂いなし」と言われるが、危機管理マニュアルの
整備は、有事の際に冷静沈着且つ迅速な対応の一助となる重要なツールになるものと思う。
・停電時に営農に必要な電気機器を稼働させるには、発電機を用意するだけではだめであり、配
電盤や電力会社の商用電源との電源切替開閉器を設置しなければいけない。レンタルや地域共
用の発電機を借りてきてから、それらの設置工事をするのでは遅すぎる。また、発電機によっ
ては、畜舎の照明を点灯するのに三相 200V を単相 100V に切り替えるスコットトランス （ス
コット結線変圧器）の設置が必要な場合もあるようだ。さらに、いざというときに発電機を速
やかに作動させるためには、日頃の点検に加えて、専門業者による年次点検・メンテナンス（消
耗品の定期交換含む）が必要なことなど、より踏み込んだ内容もマニュアルに記載したほうが
良いと感じた。
・既知のことと思うが、北海道農政部が平成 31 年 2 月に作成した「災害における酪農危機管理
対策マニュアル－停電・断水対策を中心に－」が参考になるので、その内容を引用しても良い
のではないかと考える。
・例として報告された酪農業における畜産版 BCP の整理は、ポイントを捉えた上で他の畜種を
含めて活用できる情報と思う。今回の一連の調査結果については、畜産生産者様のサポートに
つながる有益な情報として共有させて頂くとともに、飼料業界としての備えにおいて参考にし
て参りたい。
・経営継続計画については、各経営体が取り組む必要性を強く感じた。
・危機管理マニュアルの概要では、事業継続計画（BCP）にまで踏み込んだ内容を提示され、被災
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後の経営の指針としても有効活用されることを望んでいる。このマニュアルを参考に、多くの
畜産経営者の皆様が、それぞれの経営体に則したマニュアルとして工夫を加え、従業員等全て
の農場関係者が共有できる簡潔で分かり易いマニュアルとして整備され、緊急時には迅速に活
用できるものにして欲しい。
・事業継続計画（BCP）については、マニュアルの概要版を作成しても難しいと思う。また、地域
ごとに説明会を開催し、更に地域の核となる組織が現地で指導する必要があると思う。
・松原講師の講演では、畜産経営体の災害対策、災害対策支援のための制度などもマニュアルに
盛り込まれているようで、これらの制度が経営体の持続可能な支援につながることを祈ってや
みません。
・マニュアルは作って終わりではなく、出来たマニュアルに沿った定期的な訓練を通じ、PDCA サ
イクル（計画→実行→評価→改善）により、点検と改善を繰り返すことが重要ではないでしょ
うか。
◎その他
・今回の調査結果を基に、今後実体験的（疾病等も）な話を発信し対応策を考える普及啓発が出
来れば有難い。
・２か年に亘り自然災害に強い畜産経営の実現調査事業で、貴重な体験談を語られた畜産経営者
やメーカーの皆様、アンケート調査の分析、マニュアル作成等にご尽力頂いた全日畜関係者の
皆様に深謝する。
・調査結果等の分析を下に、日常の準備、災害発生直後の初動対応、災害発生後の対応、罹災証
明書など災害時・災害後の対応方法等をとりまとめた「畜産経営者のための自然災害危機管理
マニュアル」は、その調査の成果が関係方面に広く普及し畜産経営体全体の活性化、振興につ
ながるものと思う。
・全国各地で様々な震災を経験しており、その経験が都度生かされているとは思うが、それでも、
自家発電機の常備等、まだまだ地域差があると感じている。やはり国や各種団体の補助を強化
するとともに、発電機メーカーへの働きかけも必要ではないでしょうか。その一助を全日畜と
して担っていくことも検討出来ればと思う。
「備えあれば憂いなし」この一言に尽きると思う。

- 80 -

５．自然災害に強い畜産経営の実現調査検討委員会
本事業では、学識経験者や畜産経営者から成る「自然災害に強い畜産経営の実現調査検討委員会」
（検討委員会）を設置し、事業の効率的かつ円滑な推進に関する検討、調査の実施方法や調査によ
り明らかになった課題等の検討を行うとともに、最終年度の事業の自己評価を検証することを目的
としている。検討委員会は年に２回開催した。
検討委員会の構成は、表 5.1 のとおりである。
表 5.1 自然災害に強い畜産経営の実現調査検討委員会のメンバー

５．１ 令和２年度第１回検討委員会
令和２年８月５日（水）
、第１回の検討委員会を機械振興会館において開催し、本事業の概要、令
和２年度の事業計画等について検討を行った。委員会は、新型コロナ感染症の収束が見えない状況
で、地方の委員の一部は参加できない事態となった。本委員会の委員長には、元上北地域県民局長
丸井 幸悦 氏に依頼した。
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議事の主な内容は以下のとおり。
(1) 自然災害に強い畜産経営の実現調査検討委員会の発足
(2) 自然災害に強い畜産経営の実現調査事業について
(3) 令和２年度事業について
① ワークショップの開催について
② アンケート調査の実施について
事務局の説明に対し、委員から出された主な意見等は以下のとおり。
-

-

アンケート調査は、新型コロナウイルス感染症の質問事項も盛り込まれているが、扱いが
難しいテーマでもあり、この事業のテーマではないので、最小限の質問項目に留める。ま
た被災後、どのような対応をしたか、どのような課題があったかという観点の質問事項を
入れる。併せて、災害保険、家畜共済などに関する質問項目も入れる。
調査対象は自然被害を受けた地域を重点的に実施すべきである。このため、過去５年間の
激甚災害の指定一覧表に記載された災害発生地域を中心にアンケート票の配布を考える。
ワークショップの開催に際しては、委員も積極的に参加し、現場の生産者との意見交換、
防災と災害発生後の対応策等へアドバイスする。

５．２ 令和２年度第２回検討委員会
令和３年３月１８日（木）
、第２回委員会を開催した。議題は次の３項目である。
(1)
(2)
(3)

令和２年度の事業報告について
令和３年度事業計画について
その他

委員からの意見等は以下のとおり。
-

-

-

令和２年度の事業は、新型コロナウイルス感染症の拡大で調査活動が制限されるなか、当
初の活動計画が概ね予定どおり実施され、アンケート調査、ワークショップの開催を通じ
て、生産者から生の声が取り上げられ、貴重なデータが収集できたことは高く評価できる。
令和２年度に各地で開催されたワークショップに委員として参加して、生産者からの貴重
な体験談、関係団体関係者から苦労して色々工夫した災害対応をしている実態に触れるこ
とができ、改めて、近年の災害多発に備えた畜産経営の防災対策の重要性を認識した。
マニュアル素案が提示されたが、アンケートやワークショップの開催結果を踏まえた現場
の生産者の声を踏まえた濃密なものとなっている。ただ、過去の経験で、立派なものが出
来ても生産者に利用されない場面がみられるので、生産者に利用されやすいようにダイジ
ェスト版を作成するなり、ホームページを活用した発信をするなり、普及・啓発活動を考
慮して欲しい。

５．３ 令和３年度第１回検討委員会
令和３年８月２３日（月）
、第１回委員会を Zoom による Web 会議で開催した。議題は次の３項目
である。
(1)
(2)
(3)

令和２年度の事業報告について
令和３年度の事業計画について
その他

委員からの意見等は以下のとおり。
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-

-

令和 2 年度の事業報告及び令和 3 年度の事業計画については、異議無く了承された。
令和２年度の事業成果は、新型コロナウイルス感染症の拡大で調査活動が制限されるなか、
ワークショップなどの実施に Web など使い、所期の活動計画が概ね予定どおり実施され、
アンケート調査、ワークショップの開催を通じて、生産者から生の声が吸い取り上げられ
ており、貴重なデータが収集できている。
提示されたマニュアル（案）の目次構成は異論なし。課題の２点については、①事業継続
計画(BCS)については、畜産経営者にとってとても重要なことであり、事例を示してマニュ
アルに盛り込む。②災害対策については、北海道釧路地域での酪農経営の事例を中心に整
理する。

５．４ 令和３年度第２回検討委員会
令和４年１月 26 日（水）
、第２回委員会を開催した。議題は次の２項目である。
(1)
(2)

自己評価について
その他

委員等からの意見集約結果は次のとおり。
-

-

-

本事業成果は、新型コロナウイルス感染症の拡大で調査活動が制限されたなか、計画され
た事業計画が全て実施され、アンケート調査、ワークショップの開催を通じて、生産者か
ら生の声が吸い取り上げられ、そうした知見を踏まえてマニュアル（案）がとりまとめら
れていて、当初の目標以上の成果が上がっている。
提示された自然災害危機管理マニュアル(案)は、非常に内容が濃いものである。
ただ、生産者が読むにはややボリュームがあり過ぎるので、普及・啓発に向け、生産者が
読みやすくなるよう、要約版を追加、普及編と資料編に分けるなど、経費を考慮した上で
検討する。
自己評価(案)については、評価項目の必要性・緊急性は、まさに近年多発している自然災
害の実態を踏まえ、生産者の声を受けて取り組んだ案件であり、
「５」にすべき。
また、自己評価の事業達成度などもほぼ 100％であり、
「５」にすべき。
本案件は、評価項目に２～3 つは「５」にすべき成果を得た事業である。
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６．畜産経営災害危機管理マニュアルの作成
「畜産経営災害危機管理マニュアル」は、アンケート調査結果、ワークショップ、セミナーの報
告書等を反映させて作成した。具体的には、ワークショップにおける災害を未然に防いだ生産者の
優良事例などの紹介、アンケート結果から示唆される災害対策上の生産現場の課題などの例示、国、
県及び市町村の災害への対応、防災・減災の具体策の提示などを提示した。本マニュアルは、全日
畜のホームページでも公表している。
「畜産経営災害危機管理マニュアル」の目次は、図 6.1 に示すとおりである。
畜産経営災害危機管理マニュアル
はじめに
目次
用語・略語
１．畜産業における近年の災害の現状
１．１ 我が国の近年の自然災害
１．２ 大きな畜産被害をもたらした自然災害
１．３ 国の災害予防対策
２．リスクマネジメント
２．１ リスクの定義
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図 6.1 畜産経営災害危機管理マニュアルの目次構成
「畜産経営災害危機管理マニュアル」は、別冊として作成してあるが、本書では、以下に要約を
示す。
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１．畜産業における近年の災害の状況
我が国は、その自然的条件から、各種の災害が発生しやすい特性があり、毎年のように水害・土
砂災害、地震・津波等の自然災害が発生している。過去 10 年間、2011 年の東日本大震災、2016 年
の熊本地震、2018 年の７月豪雨及び北海道胆振東部地震、2019 年の令和元年房総半島台風及び令
和元年東日本台風、2020 年の令和２年７月豪雨等の広範囲かつ大規模な災害が発生した。
これらの自然災害は大きな畜産被害をもたらした。農林水産業への被害額は、東日本大震災では
1.9 兆円、熊本地震では 1,826 億円、北海道胆振東部地震では 1,145 億円、令和元年房総半島台風は
665 億円（千葉県）
、令和２年７月豪雨（32 府県）は 186 億円であった。
別冊のマニュアルには大きな畜産災害をもたらした自然災害の具体例を示す。
国は「防災基本計画」において、災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時
の被害を最小化し、被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災
したとしても人命が失われないことを最重視している。また経済的被害ができるだけ少なくなるよ
う様々な対策を組み合わせて災害に備え、災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめるとし
ている。
防災情報の提供の充実対策として、国土交通省及び国土地理院では、住民等に対して災害リスク
情報を分かりやすく提供するとともに、全国の市町村が災害種別ごとに作成しているハザードマッ
プを簡単に検索できるよう「ハザードマップポータルサイト」を平成 19 年から運用している。
２．リスクマネジメント
リスクは、一般には「危険性」すなわちマイナスの結果の発生可能性という意味で使われること
が多いが、プラスとマイナスの結果の双方の発生可能性を含む「不確実性」と捉えられることもあ
る。
リスクマネジメントとは、リスクを組織的に管理（マネジメント）し、損失等の回避又は低減を
図るプロセスをいい、ここでは企業の価値を維持・増大していくために、企業が経営を行っていく
上で障壁となるリスク及びそのリスクが及ぼす影響を正確に把握し、事前に対策を講じることで危
機発生を回避するとともに、危機発生時の損失を極小化するための経営管理手法をいう。
従来から、企業が意思決定を行う際には無意識のうちにリスクマネジメントを行っていたと思わ
れる。しかしながら、最近では業務の複雑化によりアウトソーシング化が進んだ結果、外注先の業
務停止が及ぼす自社への連鎖的影響の拡大や、従業員の法令違反により企業の経営をゆるがすよう
な品質問題の発生等の新たなリスクが顕在化している。以前よりもリスク管理の重要性が増してお
り、企業がリスクマネジメントを積極的に行うことが求められている。
リスクマネジメントを実施していく場合、一般的に、①リスクの発見及び特定、②リスクの算定、
③リスクの評価、④リスク対策の選択、⑤リスク対策の実施、⑥残留リスクの評価、⑦リスクへの
対応方針及び対策のモニタリングと是正、⑧リスクマネジメントの有効性評価と是正というプロセ
スを経ることとなる（図 6.2）
。
① リスクの発見及
び特定

② リスクの算定

③ リスクの評価

④ リスク対策の選
択

⑧ リスクマネジメン
トの有効性評価と
是正

⑦ リスクへの対応
方針及び対策のモ
ニタリングと是正

⑥ 残留リスクの評
価

⑤ リスク対策の実
施

図 6.2 リスクマネジメントのプロセス
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３．事業継続計画
事業継続計画（Business continuity plan：BCP）とは、自然災害や感染症、大事故が発生した場合
においても、中核となる事業を継続させたり、可能な限り短時間で事業を復旧させたりするための
方法、手段などをあらかじめ取り決めておく計画のことである。事業継続計画は決して難しいもの
ではなく、経験としてすでに備わっていることも少なくない。それらを「見える化」することで、
自然災害等への備えとなるだけでなく、平常時における自らの経営の見直し、改善にもつながる。
事業継続とは、
「事業」に影響を及ぼす「脅威」が実際に発生した際に、事業に与えうる影響を最
小化し、事業の中断を防ぐための考え方である。具体的には平常時と緊急時の２つの取組みで構成
されている。
事業継続計画は、潜在化している「脅威」による損失とその影響を事前（平常時）に分析し、そ
の結果に応じた対策の検討と導入を行うことで、
「脅威」が顕在化した際（緊急時）に事業継続を確
実にするための各種の手順や情報を文書化した行動計画である。事業継続計画を策定しておくこと
より、緊急時に事業継続を阻む「負の連鎖」を早い段階で断ち切ることができるようになる。
事業を継続する上で許容できる影響範囲の「限界値」を許容限界という。事業継続には操業度（生
産量など）と時間軸の２つの許容限界があり、それぞれの許容限界である一定の値を下回ると事業
継続の危機（すなわち会社存続の危機）にあることを示す。この許容限界を知ることで、緊急時に
事業継続を確実にするための有効な対策を事前に講じることができる。例えば酪農の許容限界の事
例は表 6.1 のとおりである。
表 6.1
業務
名称

酪農における仮の許容限界例
事業中断による「収益」に
対する経時的な影響度
数時間
数日
1 週間
程度
程度
以上

業務が必要とする経営資源

最大許
容停止
時間

目標
復旧
時間

人材

搾乳

〇

△

×

５日

３日

２名

糞尿
処理

◎

〇

△

１週間

５日

１名

施設・
機材
自動搾
乳機
乾燥機

備考
情報

資金

搾乳システ
ム
モニタリン
グシステム

1,000 万円
（1 カ月）
300 万円

搾乳頭数７
割維持
糞尿処理量
を勘案

事業継続計画は図 6.3 に示す７つの段階を経て策定する。緊急時において有効に機能する事業継
続計画を策定するにはどの段階も省略できない。
第１段階：事業継続方針を定める
•事業継続の対象とする事業を選定し、事業継続の基本方針を定める。
第２段階：対象事業を構成する業務の洗い出しと影響度の分析を行う
•対象事業を構成するそれぞれの業務が停止する事業にどのような影響を与えるか分析する
第３段階：対象事業におけるリスク分析を行う
•対象事業を取り巻く環境を考慮し、どのような脅威が発生すると、どの程度の影響を受けるか
を評価する
第４段階：分析・評価結果に基づく対策の検討と導入を行う
•第２段階並びに第３段階の結果に基づき、事業継続に必要な対策を検討し、導入する
第５段階：事業継続計画として文書化する
•事業継続に必要な対策を取りまとめ、事業の継続を確実に行うための具体的な行動計画として
文書化する
第６段階：事業継続計画に基づく演習と見直しを行う
•演習によって事業継続計画の有効性を確認し、問題点の見直しを行う
第７段階：事業継続計画の教育を行い、正式な運用を始める
•対象事業を構成するそれぞれの業務が停止する事業にどのような影響を与えるか分析する

図 6.3

事業継続計画策定の流れ（松井 2018）
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2021 年、農林水産省は農業者が自ら自然災害等への備えに取り組みやすいものとなるよう、
「自
然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農業版 BCP」を公表した。このチェックリ
ストと農業版 BCP は、以下を目的としている。




自然災害等のリスクに対する備えの意識や MAFF アプリなど自然災害等に係る注意喚起シ
ステムへの関心の向上。
台風被害等の軽減のための取組事例等（災害の教訓）の提供。
農業保険などセーフティネットへの加入の契機の提供。

チェックリストと農業版 BCP については、畜産のパターンがあり、チェックリストは、
「リスク
マネジメント編」と「事業継続編」に分かれている。マニュアルには農林水産省の作成した畜産版
BCP の事例を示す。
４．畜産経営体の災害対策
畜産経営のうち、酪農を事例として、釧路地域農業技術支援会議の「大地震発生時における酪農
継続のための危機管理対策（令和元年）
」をベースに、経営体の自然災害（地震）対策について記載
する。
酪農は装置型の農業であり、大きな建物施設と作業機械、精密な搾乳機器を必要とする。地震災
害に際して、特に留意しなければならない項目は、① 停電、② 断水、③ 交通、④ 通信、⑤ 畜舎
等の損壊である。なかでも① 停電と② 断水に対する対策が、営農継続のためには、極めて重要で
ある。また、災害対策は地域ぐるみで取り組むことによって、その効果を最大限発揮することがで
きる。平時より地域・関係機関・業者との連絡網を確認しておくとともに、災害発生時の対応を協
議しておくことが有効である。
災害対策（主に地震対策）の内容は、日常の準備、災害発生直後の初動対応、災害発生後の対応、
停電対策、給水対策、家畜衛生対策に区分され、各々について具体的に示す。とくに停電対策と給
水対策については電力量や給水量の算定方法、災害に備えた事前対策の詳細を示している。
５．災害対策支援のための制度
災害対策基本法において、市町村長は当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当
該災害による被害の程度を証明する書面（罹災証明書）を交付しなければならないとされている。
内閣府は、令和２年に罹災証明書の統一様式を提示している。
災害時には、国及び都道府県から様々な支援が行われる。例えば平成 28 年の熊本地震に対し、
農林水産省は農林漁業者への支援制度や生産基盤復旧対策を以下のとおりパッケージで行った。








災害復旧事業の促進
共済金等の早期支払い
災害関連資金の特例措置
畜舎・農業用ハウス、共同利用施設等の再建・修繕への支援（被災農業者向け経営体育成支
援事業の内容、強い農業づくり交付金を活用した共同利用施設や民設卸売市場の復旧支援策）
営農再開に向けた支援（作物転換に係る種子・種苗購入等への支援、地域ぐるみの畜産経営
再開支援（畜産クラスター）
）
被災農業法人等の雇用の維持のための支援
農地・農業用施設の早期復旧等の支援（ため池等の緊急点検、多面的機能支払交付金による
復旧、土地改良区復興支援等）

このほか、災害等に対応するための制度資金の制度がある。
畜産の災害対策支援に関しては、独立行政法人農畜産業振興機構（alic）による、畜産経営災害総
合対策緊急支援事業がある。これは、豪雨、大雪、台風、地震等の各種自然災害等により、畜産農
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家の経営に対して大きな影響を及ぼす被害が発生したとき、被災した畜産農家の経営継続・経営再
開のための取組を支援する事業である。
alic は、畜産農家の被災状況、資材等の確保に要する期間等を踏まえ、引き続きこれら被災した
畜産農家の経営継続等のための事業に対し、独立行政法人農畜産業振興機構法の規定に基づき補助
し、我が国の畜産生産基盤の維持・強化及び畜産物の安定供給に資するとしている。
この事業の事業実施主体、事業の内容、事業の実施、補助金交付の手続等は「畜産経営災害総合
対策緊急支援事業実施要綱」
（要綱）に定められている。
６．自然災害に対するワークショップの結果・聞き取り調査結果
全日畜は、令和２年度と令和３年度の２年間、全国で畜産経営者等が参加するワークショップを
開催した。これは、台風、豪雨、地震等で被災した地域に所在する代表的な畜産経営者を招集し、
自然災害の体験、課題等について意見交換と事例収集を行うことを目的としている。
本ワークショップは２年間で計５回開催し、内訳は令和２年度に千葉（台風）
、熊本（地震）
、仙
台（地震）
、令和３年度は広島（豪雨）
、北海道（地震）であった。このほか、令和２年度には、平
成 28 年台風 10 号により甚大な被害を受けた岩手県岩泉町において、岩泉町役場から災害時及び災
害後の復旧状況の聞き取りを行った。コロナ禍の中、令和２年度は感染対策に十分注意しながら対
面式で実施したが、コロナ感染症拡大のため、令和３年度はリモートで実施せざるを得なかった。
ワークショップでは、被災した畜産経営者をはじめ、被災した畜産経営者の支援にあたった行政
機関、県配合飼料価格安定基金協会、飼料会社等から災害時の状況、災害後の復旧状況等について
報告があり、災害で明らかになった課題等について活発な意見交換が行われた。
ワークショップでの発表や意見交換の内容を地域別に災害前の対策、災害時の対策、災害後の対
策、今後の改善点の４項目に分けてまとめている。各地でテーマとした災害の内容が地震、豪雨に
分かれ、畜種も酪農、肉用牛、養豚、養鶏に分かれているため、全国の畜産経営者の災害対策にと
って参考となるものである。
７．アンケート調査結果
全日畜では、自然災害の実態を把握するため、畜産経営者に災害の種類、具体的防災対応、災害
対策にあたっての課題、防災対策費用等についてアンケート調査を行った。また直近の新型コロナ
ウイルス感染症拡大も畜産経営に深刻な影響を及ぼしており、本調査では、感染症の影響など概要
調査を併せて実施した。
調査対象は、全国・全畜種（乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラー）の畜産経営体とした。
アンケートが回収できた経営体数は、459 経営体（２経営体は無効であり、有効回収数 457 経営体）
であった。アンケート票の回収目標数は 500 経営体であり、目標達成率は 92％であった。有効回収
数は 457 経営体で、その営農類型は、酪農 112、肉用牛 104、養豚 92、採卵鶏 94、ブロイラー26、
酪農・肉用牛 22、肉用牛・養豚４、肉用牛・採卵鶏１、採卵鶏・ブロイラー２経営体であった。
調査の内容は、① 経営体の概要、② 経営体の農場のある地域での自然災害の発生状況、③ 今後
の防災対応、④ 防災及び災害発生後の対応における課題、⑤ 新型コロナウイルス感染症に関わる
畜産経営への影響と対策などである。
回答者のうち、自然災害に被災したことのある経営体は 75％であり、アンケート結果は我が国の
畜産経営における自然災害の状況とその対応に係る実情を反映したものとなっている。
マニュアルにはアンケート調査結果とその分析内容を、とくに被災後の対応、優先度の高い防災
対策、行政機関に期待する畜産災害防止対策などに分けて整理しており畜産経営者の参考となるも
のである。
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７．畜産経営における自然災害の現状、課題及び対策
令和２年度及び３年度の２年間にわたり、畜産経営者を対象とする自然災害に強い畜産経営の実
態調査、台風・豪雨・地震等で被災した地域に所在する代表的な畜産経営者を招集したワークショ
ップの開催、
「自然災害に強い畜産経営の実現」をテーマに、自然災害の体験・課題等について意見
交換を行うセミナーの開催などを通じて、我が国の畜産経営における自然災害発生の現状や課題が
明らかになった。
最後に、①畜産経営を取り巻く自然災害の現状、②自然災害発生対策の課題、及び③今後の自然
災害発生の防止に向けた対策について整理する。
７．１ 畜産経営を取り巻く自然災害の現状
（１）アンケート調査結果からみた畜産経営を取り巻く自然災害発生の現状
-

-

-

-

-

-

-

農場所在地が多いのは、北海道、千葉県、鹿児島県、茨城県、岩手県、愛知県の順となっ
ており、畜産主産地からの回答数が多い。回答を得た経営体の農場所在地は、畜産主産地
であるとともに、近年、地震や気象災害が発生した災害多発地にあると言える。
現在までの自然災害（地震及び気象災害）の被災の有無については、
「被災あり」が 75 ％、
「被災なし」が 25 ％であった。回答した多くが被災している。
自然災害を気象災害と地震災害に分け、被災状況を聞いたところ、88 ％が「気象災害」、
53 ％が「地震災害」と回答している。被災回数については、
「気象災害」が平均 3.1 回、
「地震災害」が平均 1.1 回となった。
「気象災害」と「地震災害」の両方に被災した経営体
は、332 経営体のうち、136 経営体であった。
災害内容をみると、
「停電」
、
「畜舎倒壊・損壊」
、
「畜産施設倒壊・損壊」
、
「断水」
、
「家畜の
斃死」
、
「有線・無線の通信回線不通」
、
「道路寸断」などが多い。災害内容では、
「気象災害」、
「地震災害」による「停電」被害が多い。
家畜の被害状況は、大家畜は比較的少なく、豚、鶏の中小家畜の被害が多い。中小家畜の
被害が拡大するのは、ハード、ソフトの諸施設の電源喪失による畜舎環境制御不能及び畜
舎の倒壊によるものである。
被害額の大きい項目では、
「畜舎」や「その他畜産施設」の倒壊・損壊が多い。
地震発生の被害を未然に防げなかった原因について、
「想定外の地震」
、
「発電機の未整備」
、
「発電機の容量不足」
、
「飼料備蓄無し」の順であった。
損害保険や共済保険への加入状況について、
「損害保険への加入」が 57 ％、
「共済保険へ
の加入」が 40 ％と、比較的多くの経営者が保険に加入していた。
自然災害の対応マニュアルの作成については、畜産経営体ごとに作成している事例はまだ
少ないことが分かった。
災害発生予報に対する事前対応策については、
「施設点検・補修」
、
「発電機等機械、水、飼
料の確保」
、
「連絡体制確保」
、
「農場宿泊」の順であった。経営者は、畜産インフラの点検・
整備、発電機など主要機材、飼料・水などの確保に力を入れている。
災害発生時の情報入手手段については、
「Web サイト情報」
、
「テレビ」
、
「ラジオ」の順であ
った。近年のスマートフォンやパソコンの普及によりインターネット情報が広く利用され
ている。
有効な防災対策の具体策は、「発電機の設置」、「燃料備蓄」、「耐震・耐暴風構造の畜産施
設」
、
「発電機のリース」の順であった。畜産経営における防災対策の決め手の一つは、電
源喪失に備えた「発電機の設置」
、
「発電機のリース」など停電時の電源確保と言える。

（２）ワークショップ、事例調査などからみた自然災害発生の現状
-

畜産経営は家畜飼養頭羽数の規模拡大に伴って、施設・機械装備の重装備化とスマート化
が進み、気象、地震災害により、電源喪失が被害の拡大を招いている。
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-

-

-

電源喪失は、施設・機械の損壊による損失もさることながら、家畜・家禽の大量斃死を招
き、何千万、何億の損害額を出している。
ワークショップにおける発表事例では、災害時の近隣住民、畜産経営者仲間の助け合いに
より危機を乗り越えた事例が多く聞かれた。
岩手の豪雨災害の現地調査では、岩泉町は東日本大震災の経験から、地区ごとに防災体制
を整え、防災訓練を行い、
「結」の組織を有効活用して、災害に備えている。台風 10 号に
より大規模な豪雨災害を受けたが、もし防災体制がなかったら被害はより甚大であった。
畜産経営者は畜産公害などの発生しない、中山間地に立地しており、道路、水道、電気な
ど社会インフラが必ずしも災害に強くない状況である。施設用地への進入路も複数確保で
きないため、災害で道路が寸断されると、畜産物の搬出、飼料など資器材の搬入などで支
障をきたす事例が多い。電源喪失も復旧までに長時間を要した事例が発表された。
災害発生時の飼料メーカーが果たす役割が大きい。災害発生時の飼料の供給は最優先であ
るが、畜産経営者と連絡をとり、被災の状況の確認、支援の必要な内容などきめ細かな対
応をしている実態が明らかになった。

７．２ 自然災害防止対策の課題
アンケート調査やワークショップの開催から見えてきた畜産経営を取り巻く自然災害防止対策
の課題は次のとおり。
-

-

-

アンケート結果では、畜産経営者は防災対応の課題として、
「連携脆弱」を上位にあげてい
る。自然災害は、広域で、被害が多岐にわたるので、対応する多数の省庁が関係すること
から、内閣府に内閣総理大臣を会長とする中央防災会議が設置され、一元的に対応する体
制をとっているが、その機動性の発揮に課題があると、畜産経営者はみている。
畜産経営体は、災害に備えた発生時の有効な対応マニュアルがないことも多くの経営体が
課題に挙げた。
災害発生後の対応の課題は、
「手続きの簡略化」が最も多い。被災後の復旧の迅速化を経営
体は希求している。被災支援に対する手続きの簡略化は待ったなしの課題といえる。
また、
「行政機関連携」
、
「資金融通」
、
「建築確認申請」などを挙げる経営体も多い。防災対
策と重なるが、被災後の国、県及び市町村の連携による対応を経営体の多くが望んでいる。
現状では、建築確認申請されていない畜舎への助成が無いことから、これを緩和する仕組
み作りを経営体の多くが望んでいる。
畜産経営の規模拡大にともない、施設・機械装備も重装備化しており、損害保険や共済保
険への加入者は比較的多い。しかし、地震保険などは未加入者が多く、更に加入に向けた
啓発活動が必要である。

７．３ 今後の自然災害発生の防止対策
（１）畜産経営者が考える防災対策
畜産経営者へのアンケ―調査、ワークショップの結果などから、経営者が考える災害防止対策
を、災害発生前、災害時、災害発生後に分けると次のとおり。
１）災害発生前
災害に備えた行動マニュアル、情報提供マニュアルなどの作成
タイムライン防災計画の作成
防災訓練の実施
停電に備えた通電設備の管理強化
自家発電機など防災機材の設置、助成
災害に備えた公共インフラの整備
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２）災害時
正確な天気予報の提供
ライフラインの早期復旧と正確な情報提供
生乳の安定した出荷体制の確立
停電の早期復旧の仕組み作り
災害時の復旧助成金の迅速な支給
助成・緊急対策の手続きの簡略化
被災地への迅速な復旧のための物資の提供
災害時の復旧予算の見積もりへの時間的余裕の確保
３）災害後
災害に強い施設、水と飼料の供給体制整備
耐震、耐暴風構造の施設建設時の助成強化
自家発電機の設置への手厚い助成
電線、通信線の強度の強化
防災に対する国など行政の助成強化
災害に備えた保険制度への助成
想定を超える災害に備え、被害想定の引き上げ
災害後の国等への各種助成申請の手続きの簡略化
災害発生後の補助金の強化
畜産業は停電から復旧までの時間短縮が最優先であることの認識の共有
畜産は山間部に立地しり、発生の頻度が高いことを踏まえた防災対策の実施
生産現場と行政機関の連携強化
（２）アンケート集約結果から見えてきた防災対策の優先度
畜産経営者が考える防災対策の優先度を整理すると次のとおり。
-

-

優先度の高い防災対策は、
「発電機設置」
、
「畜産施設の耐震・耐暴風・耐積雪構造」
、
「燃料
備蓄」
、
「給水確保」
、
「飼料の確保ルート」
、
「発電機リース」の順となった。これらは、畜
産経営における防災対策の再優先事項であると言える。
行政機関に期待する畜産災害防止対策として、
「輸送力強化」
、
「資機材備蓄」
、
「広域連携シ
ステムの構築」及び「機械整備・充実」が多く挙げられている。

（３）リスクマネジメント
-

-

リスクマネジメントとは、リスクを組織的に管理（マネジメント）し、損失等の回避又は
低減を図るプロセスをいう。
リスクマネジメントは、これまで大きな企業で策定されることが多かったが、近年、規模
の大きな畜産経営が出現しており、畜産経営でもリスクマネジメントの策定は重要である。
リスクマネジメントを実施していく場合、一般的に、①リスクの発見及び特定、②リスク
の算定、③リスクの評価、④リスク対策の選択、⑤リスク対策の実施、⑥残留リスクの評
価、⑦リスクへの対応方針及び対策のモニタリングと是正、⑧リスクマネジメントの有効
性評価と是正というプロセスを経る。
通常は経営全般のリスクを対象とし、災害対策はその一部である。経営全体のリスクを評
価した後、限られた経営資源をどう振り向けるかということが課題である。現状と問題点
の評価結果をリスクマトリクスにまとめ、損失規模が大きく、発生頻度の高い課題にはた
だちに対応する必要がある。保険は、発生頻度は低いが損失規模の大きいものに適用する
など、柔軟な対応が求められる。
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（４）事業継続計画（Business continuity plan：BCP）の作成
-

-

-

事業継続計画は決して難しいものではなく、経験としてすでに備わっていることも少なく
ない。それらを「見える化」することで、自然災害等への備えとなるだけでなく、平常時
における自らの経営の見直し、改善にもつながる。
BCP は、潜在化している「脅威」による損失とその影響を事前（平常時）に分析し、その
結果に応じた対策の検討と導入を行うことで、
「脅威」が顕在化した際（緊急時）に事業継
続を確実にするための各種の手順や情報を文書化した行動計画である。事業継続計画を策
定しておくことより、緊急時に事業継続を阻む「負の連鎖」を早い段階で断ち切ることが
できるようになる。
事業を継続する上で許容できる影響範囲の「限界値」を許容限界という。事業継続には操
業度（生産量など）と時間軸の２つの許容限界があり、それぞれの許容限界である一定の
値を下回ると事業継続の危機（すなわち会社存続の危機）にあることを示す。この許容限
界を知ることで、緊急時に事業継続を確実にするための有効な対策を事前に講じることが
できる。

（５）畜産経営の立地を考えた防災対策
-

-

わが国は地方の過疎化が進み、中山間地の農用地の利用も耕作放棄地が益々多くなり、地
方の活性化が叫ばれているが、限られた土地資源の有効活用が図られていない。畜産経営
は、中山間の条件不利地に立地する。また、そうした中山間での災害が多いという実態が
明らかになった。畜産は国土保全上も重要な分野であり、畜産経営の災害対策は国土保全
に貢献する。
国土保全の面では、農畜連携も重要である。水田は保水能力が高く、豪雨災害防災の面で
も重要な役割を果たしている。耕作放棄された水田の畜産経営の活用は喫緊の課題である。
防災対策として、条件不利益地に立地する畜産経営への手厚い支援を講じていく必要があ
る。
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設問

問１．あなたの農場が所在する都道府県名を記入して下さい｡(複
数の都道府県にまたがる場合は､複数の都道府県を記入して下さ
い)
(都道府県名:
)

0

5

10

15

20

25

30
22.4

0

北海道

北海道
千葉県
鹿児島県
茨城県
岩手県
愛知県
宮崎県
静岡県
青森県
栃木県
熊本県
宮城県
群馬県
兵庫県

東北

11.6

2.9
2.7
2.5
2.3
2.3
2
2
2
5

関東

26

6.4
5.5
4.9
4.7

%

中部

11.8

15

近畿

5.6

中国

4.4

回答数:450
複数回答

Q1 (地方)

10

四国

4.2

20

下位の都府県は省略

回答数:450
複数回答

13.1

Q1 (都道府県)

回答集計結果

16.2

25

九州沖縄

20.7

コメント

回答数 450 経営体の農場所在地をみると、北海道が 21％、千葉県
が 13％、鹿児島県が 6％、茨城県 6％、岩手県及び愛知県が 5％の
順位となっており、畜産主産地からの回答数が多い。
また、農場所在地の地方別をみてみると、関東が 26％、北海道が
22％、九州・沖縄が 16％、中部及び東北が 12％と多くなってい
る。
近年発生した主な激甚災害をみると、気象災害では、2015 年の熊
本県に襲来した台風 9 号・11 号・12 号、2016 年の北海道、岩手
県に襲来した台風 7 号・9 号・10 号・11 号、同年の宮崎県、熊本
県に襲来した台風 16 号、2018 年の中国・四国地方に襲来した台
風 5 号・7 号・8 号、同年の鹿児島県、宮崎県、鳥取県に襲来した
台風 24 号、2019 年の東日本に大きな被害を出した台風 19 号・20
号・21 号、及び 2020 年の九州、西日本、中部、東北と広い範囲で
梅雨前線が集中豪雨をもたらした 7 月豪雨などがある。
地震災害では、2010 年の東日本大震災、2016 年の熊本地震、2018
年の北海道胆振東部地震などがある。
回答を頂いた経営体の農場所在地は、
畜産主産地であるとともに、
上記の自然災害が発生した地方に多く、自然災害多発地にあると
言える。

問１．農場の所在する都道府県について

(全回収数 459、内 無効回答数 2、有効回答数 457)

自然災害に強い畜産経営の実現調査事業 アンケート調査集計結果

１．経営の基礎的な情報について

付属書１

%

)
)
)
)
)

個人経営(家族労働主体)
株式会社(有限会社含む)
農事組合法人
合同･合名･合資会社
その他(具体的に記述)

1.(
2.(
3.(
4.(
5.(

)
)
)
)
)

酪農
(成牛 頭､ 育成牛頭)
肉用牛 (繁殖雌牛
頭､ 肥育牛 頭)
養豚 (繁殖雌豚
頭､ 30kg 以上肥育豚
養鶏(ﾌﾞﾛｲﾗｰ) (羽数
羽)
養鶏(採卵鶏) (成鶏羽数 羽)
頭)

問３．営農類型について､該当するものに○印を記入してくださ
い｡併せて､経営規模(常時飼養頭羽数)についてご記入してくださ
い｡

1.(
2.(
3.(
4.(
5.(

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

4.肉鶏

3.養豚

5.採卵鶏

2.肉用牛

1.酪農

0

Q2

15

20

回答数：128

Q3

10

10

Q3 1.酪農(成牛)

5

6.1

0.2

5.その他

3.1
0.4

3.農事組合法人

1.個人経営

2.株式会社

4.合同･合名･合資会社

頭

問２．経営形態について伺います｡該当する経営形態について､該
当するものに○印を記入してください｡

%

順位

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121
126
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30

20

%

40

21

28.7

29.3

60

25

30

回答数：457
複数回答

50

回答数：454

21.2

32.2

35

70

64.1

(経営規模；常時飼養頭羽数)
酪農経営
酪農経営は、128 経営体から回答があり、成牛の飼養頭数平均値
は 234 頭、最大値は 6,716 頭、最小値は 8 頭、中央値は 80 頭であ
った。1 経営体が 6,716 頭の飼育規模で、これが数字を押し上げ
ている。令和 2 年の成牛（2 歳以上）の戸当たり平均飼養頭数は、
全国 63 頭、北海道 85 頭である。調査対象の酪農家の平均成牛飼
養頭数は 234 頭であり、全国平均値の 3.7 倍の飼養規模である。
商系飼料の利用経営体の経営規模は極めて大きいと言える
酪農の育成牛（2 歳未満）は、121 経営体から回答があり、育成牛
の飼養頭数平均値は 132 頭、最大値は 2,300 頭、中央値は 45 頭で
あった。1 経営体が 2,300 頭の飼育規模で、これが数字を押し上
げている。

営農類型は、回答数 457 経営体（複数回答）のうち、酪農及び肉
用牛 29％、養鶏（採卵鶏）及び養豚 21％、養鶏(ブロイラー)6％
の割合になった。大家畜生産者からの回答が比較的多かったが、
5 畜種のすべての経営者から回答が得られた。

問３．営農類型及び飼養規模について

株式会社経営が回答数 454 経営体の 64％を占めており、農事組合
法人、合同・合名・合資会社の組織経営を加えると 68％となり、
個人経営は 32％と少ない。我が国の農業経営体の太宗は家族経営
であるが、組織経営経営体(法人等)のみをとりだすと、畜産部門
の組織経営経営体の数は増加傾向にあり、かつ、組織経営経営体
数が多い。やや数字が古いが、2015 年の全国の農業経営体に占め
る農業組織経営体は 2％、うち、畜産部門については 9％であり、
酪農は 5％、肉用牛 4％、養豚 36％、養鶏 32％となっている。全
国の畜産部門経営体数の割合からみても、全日畜の経営体の組織
経営経営体数は非常に多い。

問２．経営形態について

回答数：67

回答数：107

Q3 2.肉用牛(肥育牛)

順位

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67

回答数：92

Q3 3.養豚(繁殖雌豚)

順位

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

順位

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

回答数：26

Q3 4.肉鶏(羽数)

順位

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73

回答数：74

Q3 3.養豚(30kg以上肥育豚)

順位

1 4 7 10131619222528313437404346495255586164677073767982858891

7000000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0

500

1000

1

1500

6

2000

11
16

2500

21
26

3000

Q3 2.肉用牛(繁殖雌牛)

31

3500

36
41

4000

順位

46
51

0

56

500

61
66

1000

回答数:121

71
76

1500

81

2000

86
91

頭

Q3 1.酪農(育成牛)

96

2500

1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71
76
81
86
91
96
101
106
111
116
121

101
106

頭
頭
頭

頭
羽
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肉鶏（ブロイラー）
肉鶏(ブロイラー)経営は、ブロイラー飼養農家 26 経営体から回
答があり、平均飼養羽数は 1,001,235 羽であり、最大値は
6,500,000 羽、最小値は 16,000 羽、中央値は 232,050 羽であっ
た。令和 2 年度の全国平均飼養羽数は 61,400 羽であり、全国平均
より 16.3 倍の飼養規模である。商系飼料利用の肉鶏経営体は、極
めて規模が大きいと言える。

養豚肥育経営は、肥育豚（30kg 以上）飼養農家 74 経営体から回
答があり、平均飼養頭数は 6,321 頭で、最大値は 53,000 頭、最小
値は 200 頭、中央値は 3,000 頭であった。令和 2 年の全国の肥育
豚頭数の平均は 1,758 頭であり、全国平均より 3.6 倍の飼育規模
となっている。
商系飼料を利用する養豚経営は。繁殖・肥育ともに極めて飼養規
模が大きいと言える。

養豚
養豚繁殖経営は、繁殖雌豚飼養農家 92 経営体から回答があり、子
取用雌豚の平均飼養頭数は 796 頭であり、最大値は 8,000 頭、最
小値は 40 頭、中央値は 500 頭であった。令和 2 年の全国の子取用
雌豚頭数の平均は 247 頭であり、全国平均より 3.2 倍の飼育規模
となっている。

肥育牛経営は、肥育牛飼養農家 107 経営体から回答があり、飼養
頭数の平均値は 940 頭、最大値は 12,000 頭、中央値は 240 頭であ
った。平成 30 年の全国平均の戸当たり頭数が 144 頭であり、6.5
倍の規模であり、商系飼料の利用経営体の経営規模は極めて大き
いと言える。(統計の取り方に変更があり、平成 30 年のデータ使
用)

肉用牛
肉用牛経営は、繁殖雌牛飼育農家 67 経営体から回答があり、繁殖
成雌牛の飼養頭数の平均は 287 頭、最大値は 3,500 頭、最小値は
0 頭、中央値は 65 頭であった。1 経営体が 3,500 頭の飼養規模で
あり、これが平均値を押し上げる結果となった。
令和 2 年の全国平均の戸当たり繁殖成雌牛頭数が 14 頭であり、
商系飼料の利用経営体の経営規模の平均値は 20.5 倍、中央値で
も 4.6 倍の規模であり、極めて大きいと言える。
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1.(
2.(
3.(
4.(
5.(
6.(

)
)
)
)
)
)

農畜産生産物の出荷/販売
農産加工･販売事業
ﾚｽﾄﾗﾝ
観光農園･交流事業など
農作業受託
非農業部門(具体的に内容を記述)

問４．経営部門について､該当するものに○印を記入してくださ
い｡(複数回答可)

457
329
128
233.8
6,716
8
80

(成牛)

0

2.3
0.9
0.7

5.農作業受託
6.非農業
4.観光農園

3

3.レストラン

2.農産加工販売

20

Q4

40

%

60

80

100

回答数：437
複数回答

99.5

2.肉用牛
3.養豚
4.肉鶏
(繁殖雌
(繁殖雌 (30kg以上
(肥育牛)
(羽数)
牛)
豚)
肥育豚)
457
457
457
457
457
390
350
365
383
431
67
107
92
74
26
286.8
939.5
795.9
6,321.1
1,001,234.6
3,500
12,000
8,000
53,000
6,500,000
0
4
40
200
16,000
65
240
500
3,000
232,050

10.3

457
336
121
132.1
2,300
0
45

(育成牛)

順位

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93

回答数：93

Q3 5.採卵鶏(成鶏羽数)

Q3 規模
1.酪農

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

1.生産物出荷販売

回収数
空欄
回答数
平均値
最大値
最小値
中央値

羽

120

5.採卵鶏
(成鶏羽
数)
457
364
93
273,731.2
2,000,000
3,000
150,000

回答数 437 経営体(複数回答)のうち、99.5％が「生産物出荷販売」
である。最近の生産物の付加価値を高める 6 次化の振興に伴い、
「農産物加工販売」を手掛ける経営体が 10％、また、多角経営の
振興で「レストラン経営」まで手を広げる経営体も 3％ある。さ
らに、農畜連携で水田耕作、畑地への堆肥投入など耕種農家の「農
作業受託業務」を手掛ける経営体も 2％ある。経営の多角化を伺
わせる結果である。

問４．経営部門について

採卵鶏
採卵鶏経営は、採卵鶏飼養農家 93 経営体から回答があり、平均飼
養羽数は 273,731 羽であり、最大値は 2,000,000 羽、最小値は
3,000 羽、中央値は 150,000 羽であった。令和 2 年の全国の成鶏
雌の戸当たり平均飼養羽数は 66,900 羽となっており、回答が得
られた経営体の平均値 273,731 羽は全国平均と比べると 4.1 倍の
飼養規模である。商系飼料利用の採卵鶏経営体は、極めて規模が
大きいと言える。
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1.( )被災した ⇒ ｢問 6 以降にお答えください｡｣
2.( )被災しなかった ⇒ ｢問 19 以降にお答えください｡｣

問５．過去 10 年間に発生した自然災害においてあなたの経営は被
災しましたか｡該当するものに○印を記入してください｡

[２－０．被災の有無について]

２．現在までの自然災害(地震、豪雨、台風など)
の状況について

設問

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
北海道

76.2

23.8

東北

82.7

17.3

被災あり

被災なし

74.8%

関東

88

12

被災あり

中部

66

34

中国

60

40

被災なし

近畿

48

52

Q5 (農場所在地別)

25.2%

Q5

回答集計結果

四国

63.2

36.8

71.4

28.6

九州沖縄 無回答

72.6

27.4

回答数457

回答数 457 経営体のうち、
「被災あり」が 75％、
「被災なし」が 25％
であった。回答者の多くの経営体が被災している。
回答者の農場所在別にみると、北海道、東北、関東、九州・沖縄
の回答者の 70％以上が被災している。関東、東北の回答者の 8 割
以上が「被災あり」としているが、これは、2011 年の東日本大震
災、2019 年の東日本に大きな被害を出した台風 19 号・20 号・21
号と相次ぐ台風襲来による被災があったからである。北海道も多
い。これは、北海道胆振東部地震による全道の「ブラックアウト」
による被災と考えられる。
近畿は「被災あり」が 48％と 5 割を切っており、近年大型台風の
襲来、豪雨災害及び地震災害が他地域と比べると少なかったこと
から、回答者の中では被災していない経営体が最も多かった。
近年の自然災害は、気象災害では地球規模の温暖化により、限定
した地域でなく、全国どこでも想定を超える豪雨、暴風雨災害が
発生している。また、地震災害では、東日本大震災のように想定
を超える規模の大地震が広範囲に被害をもたらした。特に、福島
県の地震による東京電力第一原子力発電所の事故は、災害扱いに
なっていないが、非常に広範囲に畜産経営者に被害をもたらし、
未だに完全復興に至っていない。また、北海道胆振東部地震のよ
うに、発電所が被災して全道が「ブラックアウト」で電力喪失と
いう事例も想定を超えた災害であった。
このように、これからは、日本全国どこでも想定を超える災害が
発生し、しかも広域に被害をもたらするとの前提で対策を考えて
いかなければならない時代に入ったと言える。

問５．被災の有無について

コメント
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100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
26.7

73.3

肉用牛

26.1

73.9

酪農
被災あり

被災なし

養豚

71.9

28.1

Q5 (畜種別)

ブロイラー

85.7

14.3

採卵鶏

79.4

20.6

被災の有無を畜種別にみると、
「ブロイラー経営」の 86％が被災
しており、被災した経営体が最も多い。ブロイラー経営は、ウィ
ンドレス鶏舎による飼養が多く、台風の襲来、地震による停電か
らくる電力喪失による被災が多いと考えられる。
「ブロイラー経営」に続き、
「採卵鶏経営」が 79％、
「酪農経営」
が 74％、
「肉用牛経営」が 73％の順位で被災している。近年の畜
産経営の大規模化に伴う、電力装備の大型化による停電被害の拡
大、畜舎等施設の耐震、耐暴風雨に対する脆弱性によるところが、
被害拡大を招いていると考えられる。
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1.気象災害
①( )雨害
②( )風害
③( )雪害
④( )雷害
2.地震
①( )津波
②( )火災
③( )液状化
④( )建物等畜産施設の損壊･倒壊
⑤( )水道､ｶﾞｽ､電気等ﾗｲﾌﾗｲﾝの損壊
3.( )その他(具体的な内容を記述)

問７．過去 10 年間に地震､台風､豪雨などが発生し､自然災害発生
により｢被災した経営者｣に伺います｡どのような自然災害が発生
しましたか｡該当するものに○印を記入して下さい｡(複数回答可)

1.気象災害(問 7 の 1 の災害)
( )回
2.地震(問 7 の 2 の災害)
( )回

問６．問５において､自然災害発生により｢被災した経営者｣に伺い
ます｡自然災害に被災した回数は何回ですか｡気象災害及び地震の
被災回数を記入して下さい｡

[２－１．被災した経営者への質問]

２．現在までの自然災害(地震、豪雨、台風な
ど)の状況について

設問

0

0.6

2.地震③ 液状化
2.地震④ 畜産施設損壊倒壊
2.地震⑤ ライフライン損壊
3.その他

1.8
0.6

2.地震① 津波
2.地震② 火災

1.気象② 風害
1.気象③ 雪害
1.気象④ 雷害

1.気象① 雨害

回収数
空欄
回答数
平均値
最大値
最小値
中央値

10

6.8
20

%

30

25.7

21.6
16.9

Q7

40

39.6
50

回答数：338
複数回答

Q6 被災回数
1.気象災
2.地震
害
457
457
164
279
293
178
3.141638 1.053371
20
2.5
1
0
2
1

回答集計結果

60

55

70

66.6

気象災害については、回答数 338 経営体（複数回答）のうち、
「風
害」が 67％、
「雨害」が 55％、
「雪害」が 22％、
「雷害」が 17％で
あった。台風による風害、雨害、梅雨前線の活動活発による集中
豪雨による雨害が多い。
地震災害については、回答数 338 経営体（複数回答）のうち、
「水
道・ガス・電気等ライフライン損壊」が 40％、建物等畜産施設の
損壊・倒壊」が 26％と多い。地震による津波は東北、関東の沿岸
部に押し寄せたが、沿岸部に立地する畜産経営体が少なかったこ
ともあり、
「地震津波」の被害は 2％と比較的少ない。
また、
「その他」とした回答が 7％あるが、内容が「ブラックアウ
ト」または「地震による停電」としたものが 8 あり、全体の 2％
を占めている。

問７．災害の内容（気象災害と地震に区分）について

自然災害を気象災害と地震災害に分け、
被災回数を聞いたところ、
回答数 332 経営体（複数回答）のうち、88％が「気象災害」
、53％
が「地震災害」と回答している。
被災回数については、
「気象災害」についてみると、回答数 293 経
営体のうち、平均 3.4 回、最大値 20 回、最小値 1 回、中央値が 2
回となった。年間に何度も台風の襲来、梅雨前線の集中豪雨で被
災した地域もあり、気象災害の被災回数が多いことが判明した。
また、
「地震災害」についてみると、回答数 178 経営体のうち、平
均 1.1 回、最大値 2.5 回、最小値 0 回、中央値が 1 回となった。
気象災害 293、地震 178、両方被害 136 回答数 332

問６．自然災害に被災した回数

コメント
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1.( ) 家畜の斃死
2.( )畜舎の倒壊･損壊
3.( )その他畜産施設の倒壊･損壊(農機具庫､倉庫､飼料貯蔵施設
など)
4.( )畜産加工施設の倒壊･損壊
5.( )農機具の流出･破損
6.( )草地の流出
7.( )飼料作物の流出
8.( )停電
9.( )断水
10.( )有線の通信回線の不通(電話､LAN ｹｰﾌﾞﾙ等)
11.( )無線の通信回線の不通(携帯電話､ﾃﾞｰﾀ送信機等)
12.( )飼料の供給停止
13.( )道路の寸断
14.( )飼料工場の製造停止
15.( )燃料の枯渇
16.( )搾乳の不能(乳房炎の発症)
17.( )生産畜産物出荷の不能
18.( )ふん尿･汚水の流出
19.( )その他(具体的な内容を記述)

問８．自然災害発生により｢被災した経営者｣にお聞きします｡災害
の内容について､該当するものに○印を記入して下さい｡(複数回
答可)
8.停電
2.畜舎倒壊損壊
3.畜産施設倒壊・損壊
9.断水
1.家畜斃死
10.or11.回線不通
13.道路寸断
17.出荷不能
12.飼料供給停止
16.搾乳不能
14.飼料工場停止
15.燃料枯渇
7.飼料作物流出
6.草地流出
19.その他
5.農機具流出破損
18.ふん尿汚水流出
4.畜産加工施設倒壊損壊
0

10

7.6
6.2
5.6
5.3
5.3
4.4
20

17.9
17.6
16.2
12.9
12.9

%

30

40

35.3
29.7
24.4

Q8

52.4

50

60

70

回答数：340
複数回答

42.9

80

72.1

90

81.2

回答数 340 経営体（複数回答）の災害内容をみると、
「停電」が
81％、
「畜舎倒壊・損壊」が 72％、
「畜産施設倒壊・損壊」が 52％、
「断水」が 43％、
「家畜の斃死」が 35％、
「有線・無線の通信回線
不通」が 30％、
「道路寸断」が 24％と多い。
災害内容では、気象災害、地震災害による「停電」被害が多い回
答となった。酪農、養豚、養鶏経営における畜産施設は、機械化
が進み契約電気容量は大きくなっている。酪農における搾乳、給
餌、ふん尿処理など、そして、中小家畜の給餌、給水及び畜舎の
環境制御などの電源喪失は極めて大きな被害につながる。
「畜舎倒壊・損壊」
、
「畜産施設倒壊・損壊」も被害内容では大き
な割合となっている。これは、台風における暴風で、開放式畜舎
などは倒壊・損壊の危険があること、また、建築基準法に適合し
た畜舎建築は投資も大きくなることから、助成を得ないで建設さ
れた畜舎には建築基準法に適合しないものもあり、地震、暴風で
倒壊・損壊した事例も多くなったことが考えられる。

問８．自然災害の内容について
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畜種 :乳牛 ;肉牛 ;豚 ;採卵鶏 ;ﾌﾞﾛｲﾗｰ

割合 :10％未満 ;10～30％未満 ;30～50％未満 ;50～70％未
満 ;70～100％

問１０．自然災害発生により被災した経営者に過去 10 年の災害に
係る｢家畜への被害｣の状況についてお聞きします｡災害により斃
死･廃用にした家畜･家禽は総飼養頭羽数に対してどの程度ありま
したか｡該当する割合に○印をつけて下さい｡

1.( )被害状況の確認 (写真等で確認することも含む)
2.( )従業員の安否の確認
3.( )飼料の手配
4.( )自家発電機の手配
5.( )給水源の確保
6.( )農場への進入路の確保
7.( )通信回線の確認
8.( )周辺地域の被災状況の確認
9.( )燃料の確保
10.( )ふん尿や汚水の処理
11.( )家畜の避難場所の確保
12.( )被災情報の収集
13.( )行政機関への連絡
14.( )支援要請(要請先を記述)
15.( )罹災届の申請
16.( )保険会社に連絡
17.( )その他(具体的な内容を記述)

問９．自然災害発生により｢被災した経営者｣にお聞きします｡被災
を受けた後の対応はどのようにしましたか｡該当する事項に〇印
をつけてください｡(複数回答可)

4.7
0
0
0

③ 30-50%未満
④ 50-70%未満
⑤ 70-100%

40

0

1.9

0

7.5

90.6

2.肉牛

%

1.7

0

1.7

11.9

84.7

3.豚

70

1.5

1.5

3

28.4

65.7

4.採卵鶏

60

④ 50-70%未満

50

0

0

4.2

20.8

75

5.ブロイ
ラー

80

① 10%未満

② 10-30%未満

③ 30-50%未満

90

84.6

⑤ 70-100%

回答数:338
複数回答

51.5

58.3

回答数：1.乳牛86;2.肉用牛53;3.養豚59;4.採卵鶏67;5.ブロイラー24

95.3

② 10-30%未満

%

30

37.9
36.1
35.5
31.4
30.8
30.5
27.8
26.6
24.9
22.2

Q9

Q10 (畜種別)

20

11.8
8.3

10

5

1.乳牛

0

0.3

① 10%未満

120
100
80
60
40
20
0

1.被害状況確認
4.発電機手配
2.従業員安否確認
16.保険会社連絡
3.飼料手配
12.被災情報の収集
5.給水確保
9.燃料確保
8.周辺被災状況確認
7.通信回線確認
13.行政機関への連絡
6.進入路確保
15.罹災届申請
10.ふん尿汚水処理
14.支援要請
11.家畜避難場所確保
17.その他

%

「10％未満」でみると、乳牛が 95％、肉牛が 91％、豚が 85％、採
卵鶏が 66％、ブロイラーが 75％と、大家畜の被害は 10％未満に
留まっている結果となった。
「10～30％未満」でみると、採卵鶏が
28％、ブロイラーが 21％、豚が 12％と中小家畜の被害が多くなっ
ている。
「30％以上」でみると、肉用牛が 2％あるものの、豚が 3％、
採卵鶏が 6％、ブロイラーが 4％と高い数字になっている。中小家
畜の被害が拡大するのは、ハード、ソフトの諸施設の電源喪失に
よる畜舎環境制御不能及び畜舎の倒壊によるものと推測される。

問１０．家畜の被害状況について

回答数 338 経営体（複数回答）の被災後の対応をみると、
「被害状
況の確認」が 85％、
「発電機の手配」が 58％、
「従業員の安否確認」
が 52％と上位の対応となっている。その他、
「保険会社連絡」
、
「飼
料手配」
、
「被災情報の収集」
、
「給水確保」
、
「燃料確保」及び「周
辺被災状況確認」が 30％以上となっており、被災者が取り組む上
位の対応策となっている。
「被害状況の確認」
、
「従業員の安否確認」は上位の対応となるこ
とは当然のことである。
注視したい点は、災害内容の最上位にきていた「停電」に対応す
る「発電機の手配」が 2 番目にきていることである。これは、昨
今の畜産経営におけるハード、ソフトの諸施設の電源喪失は、家
畜への致命的な被害に結び付くので、経営者は真っ先に取り組ま
なければ対策であることを裏付ける結果と言える。

問９．被災後の対応について
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区分
1.停電
2.断水
3.通信不通
4.道路不通

日 数 :1 日 ;2～3 日 ;4 日～7 日 ;8～1 ｶ月未満 ;1 ｶ月以上

問１２．自然災害発生により｢被災した経営者｣に過去 10 年の災害
に係る災害による停電､断水､通信不通及び道路不通の発生した状
況についてお聞きします｡それぞれ復旧に要した期間は何日でし
たか｡該当する事項に○印をつけて下さい｡

1.家畜の斃死
2.畜舎の倒壊･損壊
3.その他畜産施設の倒壊･損壊
4.畜産加工施設の倒壊･損壊
5.草地の流出
6.飼料作物の流出
7.停電
8.断水
9.通信回線の不通
10.道路の寸断
11.燃料の枯渇
12.生乳の廃棄
13.ふん尿･汚水の流出

金額区分 :百万円未満 ;百万～1 千万円未満 ;1 千万～3 千万円未
満 ;3 千万～50 千万円未満 ;5 千万～1 億円未満 ;1 億円以上

問１１．自然災害発生により｢被災した経営者｣に伺います｡過去
10 年の災害に係る被災の被害額について､該当する項目につい
て､金額に○印をつけて下さい｡

%

③ 4-7日

1.7

⑤ 1カ月以上

② 2-3日

1.3

5.3

④ 8日-1カ月未満

① 1日

2

18.5

③ 4-7日

%

1.7

3.6

7

18.2

11.3

2.3

2.6

5

10.6

11.6

4.道路不通

⑤ 1カ月以上

3.通信不通

回答数:302
複数回答

④ 8日-1カ月未満

8.9

17.9

45.7

② 2-3日

18.9

2.断水

25.2

1.停電

① 1日

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Q12

302 経営体（複数回答）から回答があり、
「停電」については、2～
3 日が 46％と最も多く、次いで、1 日が 25％、4～7 日が 19％とな
った。ただ、8～1 カ月未満、1 カ月以上を加えると 7％になり、
経営再開に大きな支障をきたしたことが想像される。
「断水」
、
「通信不通」及び「道路不通」の復旧状況をみると、1 週
間以内の復旧を挙げる経営体が多い。
ただ、8 日～1 カ月未満と 1 カ月以上を加えた割合みると、
「停電」
が 7％、
「断水」が 3％、
「通信不通」が 5％、及び「道路不通」が
5％あり、ライフラインの損壊は、一日、二日の復旧でないと畜産
経営に大きなダメージを与えるので、注視しなければならない。

問１２．復旧に要した期間について

回答数 324 経営体（複数回答）の被害額の大きい項目をみると、
「畜舎」や「その他畜産施設」の倒壊・損壊が多い。
「畜舎倒壊」
では、1 千万～1 億円未満が 25％、百万～1 千万円未満が 22％、1
億円以上も 4％となっている。
「その他畜産施設」では、百万～1
千万円未満が 18％、1 千万～1 億円未満が 12％となっている。畜
産経営の規模拡大に伴い、
畜舎などへの投資が大きくなっており、
被害額も大きい実態が明らかになった。
注視しなければならないのは、
「家畜へい死」
による損害額である。
百万円未満が13％と最も多く、
次いで百万～1千万円未満が12％、
1 千万～1 億円未満が 9％となっている。1 億円以上も割合として
は少ないが 0.3％ある。規模拡大に飼養頭羽数の増加で被害額が
大きいことが判明した。
また、
「停電」
、
「断水」による被害件数は多い。
「停電」は被害額
としては百万円未満が 36％と最も多く、
「断水」はやはり被害額
としては百万円未満が 20％と最も多く、被害額としては比較的少
ない。
酪農経営における「生乳廃棄」による損害は、1 千万円未満を 14％
の経営体が挙げているが、大きな被害額である。
ふん尿の流出による損害が出ていないことは幸いである。

問１１．被災による被害額について
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)堅固でない地盤(盛土､軟弱地盤)に施設が配置されていた｡
)津波の規模が想定以上に大きかった｡
)地震の規模が想定以上大きかった｡
)停電､通信回線が不通で津波の情報が入らなかった｡
)自家発電機が未整備だった｡
)自家発電機は設置していたが容量不足であった｡
)地震に対する避難訓練をしていなかった｡
)緊急時に備えた飼料の備蓄をしていなかった｡
)その他(具体的な内容を記述)

)総降水量が想定以上に多かった｡
)風速が想定以上に強かった｡
)施設が洪水危険水位より高い位置になかった｡
)自家発電機が未整備だった｡
)自家発電機のﾘｰｽが出来なかった｡
)台風･豪雨に対する避難訓練をしていなかった｡
)豪雨による洪水に備えた飼料の備蓄をしていなかった｡
)農場への進入路を複数確保していなかった｡
)その他(具体的な内容を記述)

1.(
2.(
3.(
4.(

)保険会社の損害保険に加入していた｡
)共済組合の共済保険に加入していた｡
)保険会社の損害保険には加入していなかった｡
)共済組合の共済保険には加入していなかった｡

問１５．自然災害発生により｢被災した経営者｣に畜産施設､機械､
加工施設及び家畜に関する損害保険や共済保険への加入の有無に
ついてお聞きします｡該当する事項に○印をつけて下さい｡(複数
回答可)

1.(
2.(
3.(
4.(
5.(
6.(
7.(
8.(
9.(

問１４．｢気象災害により被災した経営者｣にお聞きします｡被害を
未然に防げなかった原因について､該当する事項に○印をつけて
下さい｡(複数回答可)

1.(
2.(
3.(
4.(
5.(
6.(
7.(
8.(
9.(

問１３．｢地震発生で被災した経営者｣に伺います｡被害を未然に防
げなかった原因について､該当する事項に○印をつけて下さい｡
(複数回答可)
3.想定外地震

0

4.共済保険未加入

3.損害保険未加入

2.共済保険加入

1.損害保険加入

0

1.7

6.訓練未実施

10

10

3.8
3.1

9.その他
3.低位置

6.9
6.2

8.進入路確保不足

7.飼料備蓄なし

6.9

5.発電機リース不可能

4.発電機未整備

1.想定外雨量

2.想定外風速

10

3.5
2.9

4.情報なし
7.訓練未実施
0

4.7
3.5

9.その他

7

2.想定外津波

1.堅固でない地盤

8.飼料備蓄なし

6.発電機容量不足

5.発電機未整備
14

15

20

20

30

30

20

17.3

Q15

20.3

Q14

19.3

Q13

%

30

%

40

%

50

40.3

60

40

回答数：313
複数回答

50

70

60

50

57.7

回答数:291
複数回答

40

回答数：171
複数回答

38.6

80

70

60

56.5

70.4

62.6

回答数 313 経営体（複数回答）のうち、
「損害保険への加入」は 5
７％、
「共済保険への加入」は 40％と、比較的多くの経営者が保険
に加入している実態が明らかになった。これは、近年の自然災害
の多発に備えた、畜産経営体の危機意識が高まっている結果と言
える。しかし、
「損害保険未加入」が 17％、
「共済保険未加入」が
15％ほどあり、保険加入への普及・啓発が必要である。

問１５．損害保険や共済保険への加入状況について

回答数 291 経営体（複数回答）のうち、
「想定外の風速」が 70％、
「想定外の雨量」が 58％、
「発電機の未整備」が 20％、
「進入道路
確保」及び「発電機リース不足」が 7％の順位となった。
千葉県における複数回の台風被害などは、過去に被災した台風の
最大風速を超える風が吹いた。大きな被害を出したのは想定した
風速を超えていたことに起因している。
近年の地球の温暖化により、想定した風速を超える大型台風が襲
来したり、想定した時間降雨量、総降雨量を超す集中豪雨による
災害が多発しており、アンケートの回答結果もそれらを裏付ける
ものとなっている。
また、
「その他」とした回答が 6％あるが、内容が「想定外の大雪」
としたものが 11 あり、全体の 4％を占めている。

問１４．気象災害の被害を未然に防げなかった原因について

回答数 171 経営体（複数回答）のうち、
「想定外の地震」が 63％、
「発電機の未整備」が 39％、
「発電機の容量不足」が 19％、
「飼料
備蓄無し」が 14％の順位となった。
東日本大震災、熊本地震などは、想定した震度を超えていたこと
に起因している。北海道胆振東部地震は、発電所が被災し、全道
の停電、
「ブラックアウト」が発生したことは想定外の地震であっ
たと言える。

問１３．地震発生の被害を未然に防げなかった原因について
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)火災共済
)地震共済
)家畜共済
)その他(具体的な内容を記述)

1.( )経営再建のための十分な補償が得られた｡
2.( )経営再建には十分な補償が得られなかった｡
3.( )わからない｡

問１８．問１５において､損害保険や共済保険に加入していたと回
答した経営者にお聞きします｡損害保険や共済保険により､自然災
害で被った損害の補償状況について､該当する事項に○印をつけ
て下さい｡(複数回答可)

1.(
2.(
3.(
4.(

問１７．問１５において､共済組合の共済保険に加入していたと回
答した経営者にお聞きします｡共済保険の種類はどのようなもの
ですか｡該当する事項に○印をつけて下さい｡(複数回答可)

1.( )火災保険
2.( )地震保険
3.( )その他(具体的な内容を記述)

問１６．問１５において､保険会社の損害保険に加入していたと回
答した経営者にお聞きします｡損害保険の種類はどのようなもの
ですか｡該当する事項に○印をつけて下さい｡(複数回答可)

0

0

3.わからない

2.得られなかった

1.得られた

4.その他

2.地震共済

3.家畜共済

1.火災共済

3.その他

2.地震保険

1.火災保険

0

10

5.9

5

7.2

10

20

20

15

Q18

30

20

%

40

%

%

34.6

Q17

40

28.2

Q16

25

50

30

27.2

60

70

39.1

35

40

45

80

75

100

回答数：243
複数回答

34.6

62.5

80

回答数：136
複数回答

60

回答数：195
複数回答

93.3

回答数 243 経営体（複数回答）のうち、
「十分な補償が得られた」
が 39％、
「十分な補償が得られなかった」が 35％となった。また、
「分からない」と回答した経営体が 27％あり、災害発生後の経営
再建に向けて、必ずしも損害保険や共済保険で十分な補償が得ら
れたわけではない実態が明らかになった。

問１８．自然災害で被った損害の補償状況について

回答数 136 経営体（複数回答）のうち、
「火災共済」が 75％、
「家
畜共済」が 63％、
「地震共済」が 35％となっている。共済加入は、
畜産経営における家畜への被害は致命的であり、家畜共済は多く
の経営体が加入している。共済保険は民間保険より掛け金が低い
こともあり、地震共済への加入も比較的多い。
また、
「その他」6％の内容として、
「建物更正共済」をあげる回答
が 5 あり、全体の 4％を占める。

問１７．共済保険の種類について

回答数 195 経営体（複数回答）のうち、
「火災保険」が 93％、
「地
震保険」が 28％となっている。地震保険は、掛け金が高額なこと
もあり、加入者が少ない結果となった。
また、
「その他」7％の内容として、
「家畜動産保険」
、
「建物更正共
済」
、
「企業総合保険」などの回答があった。

問１６．損害保険の種類について
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1.( )作成している
2.( )作成していない

問２０．あなたの経営では自然災害に対する対応ﾏﾆｭｱﾙを作成して
いますか｡該当するものに○印を記入して下さい｡

1.気象災害
①( )雨害
②( )風害
③( )雪害
④( )雷害
2.地震
①( )津波
②( )火災
③( )液状化
④( )建物等畜産施設の損壊･倒壊
⑤( )水道､ｶﾞｽ､電気等ﾗｲﾌﾗｲﾝの損壊
3.( )その他(具体的な内容を記述)
4.( )自然災害は起きていない｡

問１９．あなたが経営をしている都道府県で､過去 10 年間に自然
災害が発生しましたか｡該当する項目に○印を記入して下さい｡ご
自身の経営体も含めて回答して下さい｡(複数回答可)

[２－２．全員への質問]

設問
２．現在までの自然災害(地震、豪雨、台風な
ど)の状況について

1.気象① 雨害
1.気象② 風害
1.気象③ 雪害
1.気象④ 雷害
2.地震① 津波
2.地震② 火災
2.地震③ 液状化
2.地震④ 畜産施設損壊倒壊
2.地震⑤ ライフライン損壊
3.その他
4.自然災害は起きていない

81.7%

0

Q20

20

12.3

1.あり

7.8

10

2.5
4

6

2.なし

30

21.2

Q19

%

40

38.4

18.3%

31

31.7

回答集計結果

50

70

回答数：449

60

回答数：448
複数回答

68.1

80

74.3

回答数 449 経営体のうち、
「作成している」は 18％、
「作成してい
ない」が 82％であった。
災害対応マニュアルは、まだ畜産経営体ごとに作成している事例
は少ないことが分かった。しかし、アンケート回答者の 68％近く
が法人経営であり、2 割近くの経営体でのマニュアルづくり事例
が進められている。
災害の対応マニュアルの作成は、平成 27 年に内閣府が「市町村に
おける災害対応「虎の巻」
」などを作成し、市町村に対し、住民の
避難などの勧告・指示の判断・伝達マニュアルを作成するように
指導しているところであり、まだまだ不十分ではあるが、少しず
つ畜産経営体にも浸透してきていると言える。

問２０．自然災害の対応マニュアルの作成について

気象災害についてみると、回答数 448 経営体（複数回答）のうち、
「雨害」が最も多く 74％、
「風害」が 68％となっている。また、
「雪害」が 32％、
「雷害」が 21％となっており、地域的気象災害
の発生も頻発している。
地震災害についてみると、
「ライフラインの損壊」が 38％、
「畜産
施設の損壊・倒壊」が 31％を占める。地震災害の電気、ガス、水
道などのライフラインの損壊が多い。
「災害の発生はない」はわずか 4％の回答であり、近年の自然災
害発生状況を裏づける数字であり、いかに多くの畜産経営体が被
災しているかの実態を示すこととなった。

問１９．過去 10 年間の自然災害の発生状況（全員への質問）

コメント
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1.( )停電､通信回線不通で災害発生状況の情報が入らなかった｡
2.( )停電､断水の復旧に関する情報が電力会社､水道事業者から
入らなかった｡
3.( )行政機関からの災害対応の情報提供がなかった｡
4.( )道路の不通(陸の孤島状態)で情報が手に入らなかった｡
5.( )特に問題なかった｡
6.( )地域で自然災害が発生していない｡
7.( )その他(具体的な内容を記述)

問２２．自然災害発生では情報の入手が重要ですが､過去 10 年間
において､都道府県での自然災害情報の入手状況について､該当す
る事項があれば○印をつけて下さい｡(複数回答可)

1.( )台風などの自然災害発生が予想される場合は､事前に農場に
宿泊する｡
2.( )災害発生予想時には従業員間(家族間)の連絡体制を確認す
る｡
3.( )想定される災害(台風､地震､豪雨等)に備えて発電機等機械
及び水､飼料などを確保する｡
4.( )想定される災害(台風､地震､豪雨等)に備えて畜舎､倉庫など
施設を点検して､壊れやすい箇所を補修する｡
5.( )被害を想定される畜舎に収容している家畜は移動しておく｡
6.( )特に考えていない｡
7.( )その他 ( 具体的な内容を記述)

問２１．都道府県の自然災害の発生予報に対して､事前の対応策は
どのようにしていますか｡該当するものに○印を記入して下さい｡
(複数回答可)

0

0

1.3

7.その他

6.災害なし

4.道路不通

3.行政機関情報なし

1.停電､通信回線不通

2.電力水道情報なし

5.問題なし

2

4

5

10

5.4

6.考えなし
7.その他

6.3

5.家畜移動

1.農場宿泊

2.連絡体制確認

3.機械､水､飼料確保

4.施設点検､補修

5.2

10

20

15

Q22

30

Q21

19.6

%

20

%

40

31.6

60

25

30

35

34

70

回答数：403
複数回答

50

63.5

回答数：446
複数回答

46.4

40

36.5

80

35.5

67.3

回答数 403 経営体（複数回答）のうち、
「問題なし」が 37％、
「電
力・水道の情報なし」が 36％、
「停電・通信回線の不通で情報な
し」が 34％と、ほぼ 3 割台の回答となった。また、
「行政機関の
情報なし」も 20％と多くの経営体が挙げている。
「問題なし」が最
も多かったが、電気・水など社会インフラに関する情報不足、通
信回線の不通により情報不足、そして、行政機関からの情報不足
などは経営者を不安にさせるので、災害対応にあたって重要視し
なければならない。また、
「行政機関情報無し」を挙げる経営体が
比較的多く、中央政府、地方政府の現場との意思疎通の改善を図
る必要がある。

問２２．自然災害情報の入手状況について

回答数 446 経営体（複数回答）のうち、
「施設点検・補修」が 67％、
「発電機等機械、水、飼料の確保」が 64％、
「連絡体制確保」が
46％、
「農場宿泊」が 32％の順となった。
経営者は、畜産インフラの点検・整備、発電機など主要機材、飼
料・水などの確保に力を入れている。
また、経営体内の連絡体制、地域の連絡体制など災害発生に備え
た連絡体制の確認などにも力を入れている。畜産経営は家畜飼育
であり、災害に備えてすぐ出動できるように「農場宿泊」を挙げ
る経営体も多かった。近年の災害多発に備えた畜産経営体の事前
対策が進んでいる。

問２１．災害発生予報に対する事前対応策について
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1.(
2.(
3.(
4.(
5.(
6.(
7.(
8.(
9.(
10.(
11.(
12.(
13.(
14.(
15.(

)耐震･耐暴風構造の畜舎や畜産施設を建設
)家畜の避難ｶ所の確保
)畜産機器がﾌﾙ稼働できる自家発電機の設置
)発電機をﾘｰｽできる体制整備
)野外通信ｼｽﾃﾑ等各種無線機の整備
)被災地域外での飼料の備蓄
)別途貯水槽や給水源の確保
)燃料の備蓄
)複数の飼料確保ﾙｰﾄの確保
)土砂災害防止の植林など防災対策の実施
)高台など洪水対策を考えた施設用地の確保
)ふん尿や汚水の事前処理
)経営用地へｱｸｾｽ道路の複数確保
)集落または同業者間での防災機器の融通
)その他(具体的な内容を記述)

問２４．被害が出た都道府県において有効な防災対策を行った経
営者にお聞きします｡その具体的対策について､該当するものに○
印を記入して下さい｡(複数回答可)

1.( )ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ･ﾊﾟｿｺﾝ等による web ｻｲﾄ情報 (一方向)
2.( )Facebook､Twitter､LINE 等の SNS (双方向)
3.( )新聞
4.( )ﾃﾚﾋﾞ
5.( )ﾗｼﾞｵ
6.( )無線による通信
7.( )行政機関の緊急放送や一斉ﾒｰﾙ
8.( )近隣の住民､同業者との対面､電話､ﾒｰﾙなどによる連絡
9.( )地域で災害発生が起きていない｡
10.その他(具体的に記述)

問２３．災害発生時に情報の入手はどのようにして行いましたか｡
該当する事項に○印をつけて下さい｡(複数回答可)

0

6.9
5.1
4
4
3.6
3.3
2.9
1.8

0

20

20

14.5
11.6
10.9

30

21.6

%

40

55.6

50

60

60

70

80

80

74
69.8

65.9

回答数：450
複数回答

回答数：276
複数回答

40.6

%

40

30.4
28.7

30.4
25.4

Q24

10

3.3
1.8
1.3

16

※:3.部分稼働の自家発電機を含む。

3.発電機
8.燃料備蓄
1.耐震､耐暴風雪構造
4.発電機リース体制
7.給水確保
9.飼料確保ルート
12.ふん尿汚水事前処理
13.複数アクセス道路
14.防災機器融通
2.家畜避難カ所
6.飼料備蓄
5.各種無線機
15.その他
11.施設用地確保
10.防災対策

6.無線通信
9.災害なし
10.その他

1.webサイト
4.テレビ
5.ラジオ
8.住民･同業者対面､電話､メール
3.新聞
7.行政機関緊急放送､一斉メール
2.SNS

Q23

回答数 276 経営体（複数回答）のうち、
「発電機の設置」が 66％、
「燃料備蓄」が 41％、耐震・耐暴風構造の畜産施設」が 30％、
「発
電機のリース」が 25％の順であった。
畜産経営における防災対策は、
電源喪失に備えた
「発電機の設置」
、
「発電機のリース」など停電時の電源確保が決め手と言える。

問２４．有効な防災対策を行った経営者の具体策について

回答数 450 経営体（複数回答）のうち、
「Web サイト情報」が 74％、
「テレビ」が 70％、
「ラジオ」が 56％となった。近年のスマート
フォンやパソコンの普及によりインターネット利用が多い。

問２３．災害発生時の情報入手手段について
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1.耐震･耐暴風構造の畜舎や畜産施設を建設
2.家畜の避難ｶ所の確保
3.自家発電機の設置
4.発電機をﾘｰｽ(切り替え版の整備など)
5.野外通信ｼｽﾃﾑ等各種無線機の整備
6.被災地域外での飼料の備蓄
7.別途貯水槽や給水源の確保
8.燃料の備蓄
9.複数の飼料確保ﾙｰﾄの確保
10.土砂災害防止の植林など防災対策の実施
11.高台など洪水対策を考えた施設用地の確保
12.ふん尿や汚水の事前処理
13.経営用地へｱｸｾｽ道路の複数確保
14.集落または同業者間での防災機器の融通

費用区分 :百万円未満 ;百万～5 百万円未満 ;5 百万～1 千万円
未満 ;1 千万～5 千万円未満 ;5 千万円以上

問２５．問２４で有効な防災対策を行った経営者に伺います｡その
具体的対策にどの程度の費用を投入しましたか｡該当する数字に
○印を記入して下さい｡(複数回答可)

8. 9.
燃 飼
料 料
備 ル
蓄 ート

0
0

②百-5百万円
⑤5千万円以上

0

%

3.1
0

0

0.4 0.8

0

13. 14.
12.
アク 防
ふ
セス 災
ん
道 機
尿
路 器

0

0.4

0

0

0.4

0.8 1.2 0.4

0

0.8 0.8 0.4

③5百万-1千万円

0

0

1.2 1.6 1.2

④1千万-5千万円

0.4

0

0

①百万円未満

0

⑤5千万円以上

1.2

④1千万-5千万円 5.8 0.4 10.9 0.8
12.1 0

0

③5百万-1千万円 3.5 0.8 15.2 2.7

11.
施
設
用
地

0

0

0

0

0.4 0.4 4.7 3.1 1.2

10.
土
砂
災
害

回答数：257
複数回答

0 29.2 3.9 0.8 0.4 3.5 3.5 0.8 0.4

5.1

7.
給
水
源
確
保

3.5 0.8 11.3 13.6 1.9 1.9 5.1 26.5 7

6.
飼
料
備
蓄

②百-5百万円

3. 4.
5.
1.
2. 自 発
野
施
避 家 電
外
設
難カ 発 機
通
建
所 電 リー
信
設
機 ス

①百万円未満

0

5

10

15

20

25

30

35

Q25

防災に有効な対策として、
「発電機の設置」
、
「発電機のリース」を
挙げる経営体が多かった。
「発電機の設置」では、
「100～500 万円
未満」が 29％と最も多く、次いで、
「500～1000 万未満」が 15％、
「1000～5000 万円」及び「100 万円未満」が 11％の順となった。
飼養規模の拡大に伴い施設の重装備で電気容量が大きくなってい
ることに起因する。
「発電機リース」は「100 万円未満」が 14％と
最も多く、次いで「100～500 万円未満」が 4％となっている。投
入費用は比較的少なく、リース対応が経費節減に結びついている
と言える。
「畜舎や畜産施設の耐震化」は、
「5000 万円以上」が 12％と最も
多く、次いで「1000～5000 万円」が６％の順となっている。
「燃料備蓄」
、
「飼料備蓄」
、
「複数の飼料ルートの確保」
、
「ふん尿
処」などへの投入はいずれも 100 万円未満が最も多い。

問２５．有効な防災対策への投入について
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1.( )耐震･耐暴風･耐積雪構造の畜舎や畜産施設の建設
2.( )家畜の避難ｶ所の確保
3.( )自家発電機の設置
4.( )自家発電機をﾘｰｽできる体制整備
5.( )通信ｼｽﾃﾑ等各種無線機の整備
6.( )被災地域外での飼料の備蓄
7.( )別途貯水槽や給水源の確保
8.( )燃料の備蓄(自家発電用､暖房用､湯沸かし用等)
9.( )複数の飼料確保ﾙｰﾄの確保
10.( )土砂災害防止の植林など防災対策の実施
11.( )高台など洪水対策を考えた施設用地の確保
12.( )ふん尿や汚水の事前処理
13.( )経営用地へｱｸｾｽ道路の複数確保
14.( )地域または同業者間での防災機器の融通
15.( )地域または経営体における防災訓練の実施
16.( )その他(具体的な提案を記述)

問２６．あなたの畜産経営における防災対策について､優先度の高
い上位 5 つに○印をつけて下さい｡被災しなかった経営者も記入
して下さい｡

３．今後の具体的な防災対応について

設問

3.発電機設置
1.畜舎施設
8.燃料備蓄
7.給水確保
9.飼料確保ルート
4.発電機リース
5.各種無線機
12.ふん尿汚水事前処理
6.飼料確保
14.防災機器融通
13.アクセス道路複数確保
2.家畜避難カ所
10.防災対策実施
15.防災訓練実施
11.施設用地
16.その他
0

10

10
8.6
6.1
5.2
1.6
20

30

23
20.9
18.4
16.6
15.5

40

31.1
27.5

Q26

%

回答集計結果

50

62.3

60

70

回答数：440
複数回答

52.5

80

79.3
73.9

90

回答数 440 経営体（複数回答）のうち、
「発電機設置」が 79％、
「畜産施設の耐震・耐暴風・耐積雪構造」が 74％、
「燃料備蓄」が
62％、
「給水確保」が 53％、
「複数の飼料ルートの確保」が 31％、
「発電機リース」が 28％の順になった。
問 24 において、防災対策として有効であったと回答した対策とほ
ぼ順位は同じであり、
「発電機の設置」
、
「畜産施設の耐震・耐暴風・
耐積雪構造」
、
「燃料備蓄」及び「給水確保」などは、畜産経営に
おける防災対策の再優先事項であると言える。

問２６．優先度の高い防災対策について

コメント
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1.( )防災ｺﾐｭﾆﾃｨの強化(水路､農道､ため池などのｲﾝﾌﾗの共同管
理)
2.( )防災情報伝達体制の整備(農地防災予測などの情報連絡ｼｽﾃ
ﾑ)
3.( )ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成
4.( )避難場所の確保
5.( )通信ｼｽﾃﾑ等各種無線機の整備
6.( )通信事業者との防災時協定
7.( )緊急時の輸送力の強化
8.( )飼料の確保における広域連携ｼｽﾃﾑの構築
9.( )災害時の行動計画に基づく広域防災訓練の実施
10.( )広域支援体制の充実･強化
11.( )緊急対策用資機材の備蓄
12.( )災害対策用機械の整備･充実
13.( )経営体の定期的な防災訓練への指導
14.( )その他(具体的な提案を記述)

問２７．行政機関に期待する畜産災害防止対策について､優先度の
高い上位 5 つに○印をつけて下さい｡被災しなかった経営者も記
入して下さい｡

13.防災訓練指導
14.その他

4.避難場所確保
6.防災時協定
9.広域防災訓練実施

5.各種無線機整備
10.広域支援体制充実･強化
3.ハザードマップ作成

12.機械整備･充実
1.防災コミュニティ強化
2.伝達体制整備

0

3.9
3.9
10

17.7

27.2
23.8

36.5
35.6

43.3

1.4
20

%

30

40

50

回答数：441
複数回答

34.5

60

55.6
54.9
52.8
52.8

7.輸送力強化
11.資機材備蓄
8.広域連携システム構築

Q27
回答数 441 経営体（複数回答）のうち、
「輸送力強化」
、
「資機材備
蓄」
、
「広域連携システム構築」及び「機械整備・充実」が 50％台
と多い。これは、畜産経営の生命線である飼料、燃料など資機材
の確保、並びに、畜産物の販路確保を図るための諸施策を望む経
営体が多いことを示している。
次いで、
「防災コミュニティ強化」
、
「伝達体制整備」
、
「各種無線機
整備」及び「広域支援体制充実・強化」が 30％台となっている。
これらの対策は、経営体単独での対策は難しく、地域防災インフ
ラの強化、災害時の情報入手の強化及び広域での支援体制構築を
行政に期待していることを示すものである。
「ハザードマップ整備」
、及び「避難場所確保」などは 20％台、
「広域防災訓練実施」及び「防災訓練指導」などは下位の位置づ
けとなった。これらの対策は、市民生活における市町村、集落の
取り組みとしては大切であるが、畜産経営体として、畜産災害防
止対策の位置づけとしては下位にくるかもしれない。

問２７．行政機関に期待する畜産災害防止対策について
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1.( )行政機関(総務省､経済産業省､国土交通省､農林水産省､自衛
隊など)が連携した迅速な対応
2.( )正確な災害情報の迅速な提供体制の確立
3.( )地域､同業者の連携･共助できる体制の確立
4.( )災害に備えた｢ﾀｲﾑﾗｲﾝ防災｣注)などの行動計画の策定
5.( )国などへの助成申請手続きの簡略化
6.( )被災者への迅速な経営資金の融資､助成
7.( )畜舎や畜産関連施設における建築確認申請が未実施でも国
などからの助成が得られるようにするべき
8.( )特に課題はない｡
9.( )その他(具体的な内容を記述)

問２９．災害発生後の対応での課題についてお聞きします｡被災し
た経営者､被災しなかった経営者共に記入し得下さい｡該当する事
項に○印をつけて下さい｡(複数回答可)

1.( )防災に対する､行政機関(総務省､経済産業省､国土交通省､農
林水産省､自衛隊など)の連携がぜい弱
2.( )地域での日頃の災害防止訓練の不足
3.( )同業者間での日頃の情報交換の不足
4.( )災害に備えた発生時の対応ﾏﾆｭｱﾙの未作成
5.( )地域で作成されているﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの未確認
6.( )特に課題はない｡
7.( )その他(具体的な内容を記述)

問２８．防災対応での課題についてお聞きします｡被災した経営
者､被災しなかった経営者共に記入して下さい｡該当する事項に○
印をつけて下さい｡(複数回答可)

４．防災及び災害発生後の対応における課題

設問

0

10

9.その他

8.課題なし

4.防災行動計画

3.共助体制

2.情報提供体制

0

2.2
10

13.5

20.6

0.9
20

30

%

40

40

57.2

50

60

回答数：446
複数回答

46

48.7

7.建築確認申請

30

46.9
37.2

%

回答数：436
複数回答

35.1

6.資金融資､助成

1.行政機関連携

5.手続き簡略化

Q29

20

14.9
2.3

6.課題なし
7.その他

14.9

17.2

17.4

5.ハザードマップ未確認

2.訓練不足

3.情報交換不足

4.マニュアル未作成

1.連携ぜい弱

Q28

回答集計結果

70

50

44.5

回答数 446 経営体（複数回答）のうち、
「手続きの簡略化」が 57％
と最も多い。被災後の復旧の迅速化を経営体は希求している。被
災支援に対する手続きの簡略化は待ったなしの課題といえよう。
次いで、
「行政機関連携」
、
「資金融通」
、
「建築確認申請」などを挙
げる経営体が 45％以上と比較的多い。防災対策と重なるところで
あるが、被災後の各省庁連携による対応を経営体の多くが望んで
いる。現状、建築確認申請の無い畜舎への助成が無いことから、
確認申請がなくても助成が得られる仕組み作りを経営体の多くが
望んでいる。
また、台風災害時に行政機関からの情報提供がなかったことは、
千葉県などの畜産経営体の多くから耳にする話で、災害情報の提
供体制の再整備が望まれる。

問２９．災害発生後の対応の課題について

回答数 436 経営体（複数回答）のうち、
「連携脆弱」が 45％、
「マ
ニュアル未作成」が 35％と課題の上位に来ている。自然災害は、
広域で、被災が多岐にわたるので、対応する多数が省庁が関係す
ることから、内閣府に内閣総理大臣を会長とし、国務大臣等を委
員とする中央防災会議が設置され、一元的に対応する体制をとっ
ているが、その機動性の発揮に課題があることが分かった。
畜産経営体は、災害に備えた発生時の有効な対応マニュアルがな
いことも多くの経営体が課題に挙げた。
「課題なし」は 15％に過ぎず、多くの経営体が課題があると認識
している。

問２８．防災対応での課題について

コメント
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問３０．今後期待される防災､感染症対策について､ご意見を記入し
てください｡

５．今後について

設問

２．災害時
・正確な天気予報をして欲しい
・ライフラインの早期復旧と正確な情報提供
・助成、緊急対策の手続き簡略化、案内の徹底
・生乳の安定した出荷体制
・停電時、電気の復旧が一日でも早くできる仕組みを作って欲し
い。千葉の台風で被災し、痛感した。
・災害時の復旧、迅速な支援。ライフラインの情報提供
・集乳できない場合の生乳廃棄を農家の判断で自分の土地に廃棄
できるようになればと思います。
・電力が不通になったことで携帯がつながらなくなった地域があ

１．災害発生前
・既存の防災対策を確認するセミナー。災害レベルを 3 程度に分け
て、各災害時の行動マニュアルを生産者に作成してもらうなど
・畜産農場は民家等から隔離場所にある。災害が起こった場合地域
家畜保健衛生所だけではなく、国の行政機関に対応を直接求める
場合にはどのようにすればよいのかの具体的なマニュアル提示
をお願いしたい。
・
「正確な災害情報の迅速な提供体制の確立」及び「災害に備えた
「タイムライン防災」などの行動計画の策定」の対策の強化
・国・県の日頃からの防災訓練を畜産関係者も交えて実施し、シミ
ュレーション、ケース事例を重ねながらリスク管理をすべき
・災害マニュアルの作成等
・最も大きな防災対策は、高圧電線の地下埋設です。
・①電線付近の木の伐採、②電線の埋設。倒木による電気、電話、
道路不通の被害が多いため
・防災機材の助成
・防災に関して、平時の時期から防災物資の配給があると良いと思
います。
・物流がマヒした際の飼料輸送の整備(離島なので)
・自家発電機設置に対する助成金
・河川の浚渫
・川の氾濫を防ぐのに川を広くする。
・公共のインフラの整備
・発電機の設置

回答集計結果

３．災害後
・災害に強い施設、水と飼料の供給体制整備
・耐震、耐暴風構造の施設建設時の補助強化
・自家発電機の設置への助成を手厚く
・電線、通信線の強化
・防災に対する国など行政の助成の強化
・災害に備えた保険制度への助成
・想定を超える災害に備え、被害想定の引き上げ
・災害後の国等への各種助成申請の手続き簡略化
・災害発生後の補助金の強化
・畜産業は停電から復旧までの時間を優先度の高い産業の位置づ
けに

２．災害時
・正確な天気予報の提供
・ライフラインの早期復旧と正確な情報提供
・生乳の安定した出荷体制の確立
・自己敷地への生乳廃棄の弾力的運用
・停電の早期復旧の仕組み作り
・災害時の復旧助成金の迅速支給
・助成・緊急対策の手続きの簡略化
・被災地への迅速な復旧のための物資の提供
・災害時の復旧予算の見積もりへの時間的余裕の確保

１．災害発生前
・災害に備えた行動マニュアル、情報提供マニュアルなどの作成
・タイムライン防災計画の作成
・防災訓練の実施
・停電に備えた通電設備の管理強化
・自家発電機など防災機材の設置、設置への助成
・災害に備えた公共インフラの整備

多くの経営体からの率直な意見が多数寄せられている。提案・意見
等を①災害発生前、②災害時及び③災害後に分けて整理した。主な
意見を整理すると次のとおり。

コメント
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３．災害発生後
・北海道の東側に発電所建設
・災害に強い施設、飼料と水の確保
・養鶏場のみならず、流通に関わる GP センター(グレーディング・
アンド・パッキングセンター)等への対策の拡充
・発電機の助成をもっと手厚くして欲しい。
・耐震、耐暴風構造の施設建設時の補助
・被災した農家への人材派遣システム
・農場進入路の舗装と道路わきの樹木(倒木)の撤去。大規模経営に
も防災対策への助成強化
・電線への倒木対策、通信システムの精度の向上
・国の手厚い補償体制の確立
・防災に対する助成金の拡充
・想定を越える被害と最近よく言われるが、想定の引き上げが何事
にも必要と思う。
・いくら防災対策をしても限界があり、しかも災害が広域的にあり
家畜を避難などできないと思います。最悪を想定し、その後の再
建できるよう保険助成をお願いする。
・近年大雨による災害の発生が増えているので、その対策を進めて
欲しい。
・畜産は停電から復旧までの時間を優先度の高い産業として位置
づけて欲しい。(医療施設の次くらい)
・旧牛舎の改築費用の助成。対策を施策している業態への助成。

った。これにより情報不足も発生したことから改善を求めたい。
・災害時、対策補助金の迅速支給。
・水源がやられてしまうと、えさどころではないので、家畜への水
の確保については発電機があってもダメである。
・安定した電力供給が望まれる。
・国(行政機関)は助成に対して速やかに対応してもらいたい。
・助成金の額、速さを向上して欲しい。
・被災時の迅速な物資の供給体制
・速やかな補助金交付体制の整備
・令和元年 9 月の台風 15 号で大被害。行政が 9 割補助を打ち出し
たが、畜産に関しては日がたつにつれトーンダウンし、最後は何
もない。期待だけさせておいて・・・行政は信用しない。独力で
やれることをやるだけ。支援策を打ち出すのなら、慌てずしっか
り作ってからにすべき。
・事業予算の策定は理解するが、見積りや書類などすぐそろうもの
ではない。期限が短い。
畜産経営者から、被災に直面し、色々な体験をした生の声が記述さ
れている。貴重な提言であり、多くが今後の防災対策に生かせる内
容ばかりである。

・畜産は山間部に立地しており、災害発生の頻度が高いことを念頭
にした防災対策の実施
・生産現場と行政機関の連携強化
・ブロイラー経営の助成強化
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・台風 15・21 号によりブロイラー鶏舎 2 棟倒壊、停電により発電
機が作動したが故障により 5 万羽が酸欠・熱死。3600 万円の被
害を受けたがブロイラーに対しては、災害支援の対象外になって
いるのは納得できない。
・現場と行政の連携強化。現状強い温度差を感じるので、すぐ現地
を回るなどやって欲しい。柔軟な対応も(建築基準等の問題)
・もっと畜産農家に寄り添う政策を
・対応を早めに
・助成申請をもっと簡略化してほしい。
・災害が発生した時の補助金の強化を期待します。
・災害に対しては経営者としてしっかり取り組むのは自己責任と
思うが、台風 19 号のように想定外の事態にあったときは、農業
用施設用地(法面、場内道路災害)にもしっかり対応、補助金を使
えるようにして欲しい。どうしても畜産は山へ山へと追い出さ
れ、こういった災害に遭うことが多くなる。農業生産額第 1 位の
畜産を守る意味でも法改正をお願いした。
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)大きな影響があった
)ある程度影響があった
)全く影響が無かった
)今後ﾏｲﾅｽの影響が生じる可能性を懸念する
)わからない｡

1.( )特に影響はない
2.( )家族及び雇用労働者の感染による人手不足
3.( )外国人技能実習生の受け入れ不能､または帰国による労働力
不足
4.( )和牛など高級牛肉の需要不足による畜産物価格の低下によ
る売り上げの減少
5.( )繁殖素畜､肥育素畜の下落による売り上げの減少
6.( )移動制限や屠畜場の操業停止による物流の停滞
7.( )学校給食の停止による生乳､食肉販路縮小による生産物廃棄
8.( )需要喚起対策では解消できない過剰在庫
9.( )豚原皮や乳廃原皮の価格下落
10.( )わからない
11.( )その他(具体的な内容を記述)

問３２．新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染症の拡大があなたの畜産経営に及ぼし
た具体的影響についてお聞きします｡該当する事項に○印をつけ
て下さい｡(複数回答可)

1.(
2.(
3.(
4.(
5.(

問３１．新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大の影響についてお聞きします｡新
型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大であなたの畜産経営への影響はいかがでし
たか｡該当する事項に○印をつけて下さい｡

[新型コロナウイルス感染症に関わる畜産経営への
影響と対策などについて]

６．その他

設問

0

2
5

10

15

12.2

14.1

4．価格低下

6.物流停滞
5

3.8
3.1

10.わからない
0

4.3

2.家族･雇用者人手不足

11.その他

7.生産物廃棄

8.過剰在庫

9.原皮価格下落

5.素畜下落

1.影響なし

3.(外)実習生労働力不足

10

8.7

15

10.3

11.2

12.1

17.4

%

20

16.3

20

Q32

※：複数回答の場合は、按分して集計

5.わからない

4.可能性懸念

3.影響なし

1.影響大

2.ある程度影響

Q31

%

25

21.9

25

30

35

回答数：447
複数回答

30

35

32.9

回答数：455

回答集計結果

40

38.3

40

38.9

45

45

回答数 447 経営体（複数回答）のうち、
「畜産物価格低下」が 38％
と最も多く、次いで、
「外国人技能実習生の労働力不足」が 22％と
なった。インバウンド消費の減、学校給食やレストランの需要減
による畜産物価格の低下が畜産経営に影響を与えている。また、
商系飼料の利用者の多くが、労働力不足を補う手段として、外国
人技能実習生を雇用しており、コロナ禍で入国や出国が制限され、
影響が出ている。

問３２、新型コロナウイルスの感染症の畜産経営に及ぼす影響に
ついて

回答数 455 経営体（複数回答）のうち、
「影響大」及び「ある程度
影響」を加えると 72％となり、影響が出ていることが明らかにな
った。
「今後影響が生じる可能性の懸念」も 12％あり、多くの経営
体が新型コロナの畜産経営に及ぼす影響を心配している。

問３１．新型コロナウイルスの畜産経営への影響について

コメント
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養豚･養鶏経営
1.( )生産組織の清浄化･感染拡大防止のための消毒等に係る経費
の補てん
2.( )経営継続に対する資金支援(返済猶予､減免措置､納税猶予､
農業保険などの保険料の支払い猶予)
3.( )売り上げが落ち込んだ生産者への経営持続化給付金
4.( )新型ｺﾛﾅ感染症の発生農場への代替要員の派遣支援

肉用牛経営
1.( )経営体質の強化(出荷頭数に応じた奨励金の交付)
2.( )肥育牛の計画出荷の支援(計画的に出荷する場合の掛かり増
し経費への助成)
3.( )肉用子牛の計画出荷の支援(子牛を計画的に出荷する場合の
掛かり増し経費への助成)
4.( )資金繰りの支援(牛ﾏﾙｷﾝの生産者負担猶予､畜産特別資金の
緊急貸付)
5.( )新型ｺﾛﾅ感染症の発生農場への代替要員の派遣支援
6.( )新型ｺﾛﾅ感染症の発生農場の家畜を公共牧場等に緊急避難さ
せるための経費の支援
7.( )生産組織の清浄化･感染拡大防止のための消毒等に係る経費
の補てん
8.( )経営継続に対する資金支援(返済猶予､減免措置､納税猶予､
農業保険などの保険料の支払い猶予)

酪農経営
1.( )乳業工場の処理能力の低下により出荷できなくなった生乳
に対する支援
2.( )新型ｺﾛﾅ感染症の発生生産者への家畜を公共牧場等に緊急避
難させるための経費の支援
3.( )感染拡大防止のための消毒等に係る経費の補てん
4.( )経営継続に対する資金支援(返済猶予､減免措置､納税猶予､
農業保険などの保険料の支払い猶予)
5.( )低下する乳価に対する価格補てん
6.( )新型ｺﾛﾅ感染症の発生農場への代替要員の派遣支援

問３３．あなたが政府に求める緊急経済対策などについてお聞き
します｡次の対策で優先順位の高い項目に最大 3 つ○印を付して
ください｡

0

0

4.代替要員

1.消毒経費

2経営継続資金

3.経営持続化給付金

6.家畜避難経費

7.消毒経費

5.代替要員

3.子牛計画出荷

2.肥育牛計画出荷

4.資金繰り

8.資金支援

1.体質強化

2.家畜避難経費

3.消毒経費

6.代替要員

1.乳業工場起因

4.経営継続資金

5.乳価補てん

0

30

30.2

%

40

30

22.7

%

40

20

30

%

40

35.7

Q33 (養豚・養鶏)

20

15.1

35.3

Q33 (肉用牛)

20

10.9

10

10

6.7

10

18.6

21.7

Q33 (酪農)

60

52.9

61.8

60

70

80

80

80

73.9

69.3

回答数：199
複数回答

48.7

60

70

70

回答数:119
複数回答

49.6

50

50

50

回答数：129
複数回答

55

65.9

72.1

（養豚・養鶏経営）
回答数 119 経営体（複数回答）のうち、
「経営持続過給付金」が
69％、
「経営継続資金」が 62％と上位対策となっている。
中小家畜の畜産経営体は、売り上げ減少への経営持続化給付金、
経営継続資金の支援を望んでいる。中小家畜の生産物の価格の下
落、需要の落ち込みは大家畜と比べると小さかったが、雇用労働
力確保、特に外国人労働力の確保などで資金繰りが悪化したため、
資金支援を望んでいる。
また、
「消毒経費補填」が 49％、
「代替要員の派遣」が 36％とコロ
ナ対策への支援要望は多くの経営体が望んでいる。

（肉用牛経営）
回答数 119 経営体（複数回答）のうち、
「体質強化」が 74％、
「資
金支援」が 53％、
「資金繰り支援」が 50％の順になった。
肉用牛経営者は、インバウンド消費の減、レストラン・ホテル需
要の減で大きく肉消費が落ち込み、肥育牛販売価格の下落、これ
と連動した肥育素牛価格の下落を招き、資金繰りが悪化した。こ
のため、経営体質強化のため、財政支援を希望する経営体が多い
ことが明らかになった。

（酪農経営）
回答数 129 経営体（複数回答）のうち、
「乳価補填」が 72％、
「経
営継続資金援助」が 66％となり、政府に求める上位対策になった。
学校の休校で生乳の販路が狭まり需要が落ち込み、乳価の下落に
結び付いており、価格補てんを求められている。

問３３．緊急経済対策で政府に求める優先順位の高い対策につい
て
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1.(
2.(
3.(
4.(

)肥育牛経営等緊急支援特別事業
)肉用子牛流通円滑化緊急対策事業
)生乳需給改善促進事業
)新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の発生畜産農場等における経営継続対策

問３５．政府の新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症に伴う農林水産業の畜産分野へ
の経済対策の概要に次のような事業があります｡あなたは､このよ
うな事業を活用しましたか｡また､活用する予定ですか｡該当する
事項に○印をつけて下さい｡(複数回答可)

1.( )新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の発生した組織に対し､生産組織の事業
継続のための代替要員の派遣支援
2.( )新規就農者やｼﾆｱ世代の就農のための実践研修等の支援
3.( )雇用調整助成金の拡充
4.( )小学校休業等対応に係る助成金支給(休校に伴う職員の有給
取得を図った経営者への助成)
5.( )新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの感染拡大で他業種において失業した労働者の
農業就業支援
6.( )就農者の感染による労働力不足を補完する労働者派遣､ﾍﾙﾊﾟ
ｰ制度の創設
7.( )外国人技能実習生の滞在期間の延長措置
8.( )休業などで職を失った外国人技能実習生の農畜産分野での
雇用促進
9.( )外国人技能実習制度や特定技能実習制度の見直しによる雇
用の拡大
10.( )外国人材の不足を補う代替人材の募集への支援
11.( )外国人に代わる国内の農業高校､農業大学校卒業者の就農
者への支援

問３４．あなたが政府に求める雇用対策についてお聞きします｡次
の対策で優先順位の高い項目に最大 3 つ○印を付してください｡
1.代替要員

0

5

6.8
15

16.8

2.(肉用牛)対策事業

3.(生乳)促進事業

4.経営継続対策

1.(肥育牛)特別事業

0

10

12.6
20

Q35

10

10.代替人材募集
4.小学校休業対応助成金

9.9
9.7

8.(外)実習生雇用促進

2.就農研修

%

22.6

20

%

30

25

39.5

35

40

45

50

46.3

39.5

40

34.9

回答数：190
複数回答

30

回答数：352
複数回答

22.7

6.ヘルパー制度
9.(外)実習制度見直し

24.1
23.9

11.新卒者就農支援

27
24.7

7.(外)実習生滞在期間延長

5.他業種農業就業支援

3.雇用調整助成金

Q34

回答数 190 経営体（複数回答）のうち、
「肥育牛特別事業」が 46％
と最も多く、次いで「経営継続資金」が 40％、
「生乳促進事業」が
23％の順となっている。影響の大きかった肉用牛肥育経営に対す
る助成事業を多くの経営体が活用している。

問３５．政府の経済対策の活用について

回答数 352 経営体（複数回答）のうち、
「代替要員の確保」が 40％、
次いで「雇用調整助成金」が 35％と優先順位の高い雇用対策にな
っている。
コロナ感染症の罹患を心配して、労働力確保問題は畜産経営者に
とっても最大の関心事である。

問３４．政府に求める雇用対策について

付属書２
事例 No１
事例 No２
事例 No３
事例 No４
事例 No５
事例 No６
事例 No７
事例 No８
事例 No９
事例 No10

事例調査報告書
有限会社 高秀牧場 （千葉県）
有限会社 北見畜産 （千葉県）
有限会社 サンファーム （千葉県）
株式会社 肥後ポートリー （熊本県）
有限会社 レクスト （宮崎県）
岩泉町畜産経営と岩泉乳業 （岩手県）
橋谷牧場 （北海道）
農法人 萩原ハイランドファーム （広島県）
岡崎牧場 （広島県）
有限会社 千代田ファーム （広島県）
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事例
NO

ス
ナ
ッ
プ
等

事例 令和元年度房総半島台風（15号）、東日本 経営体
の名称
テーマ 台風（19号）等からの教訓

1

千葉市

有限会社 高秀牧場
代表取締役
高橋 憲二

成田空港

位置図等を添付ください
木更津
いすみ

・ 千葉県いすみ市
・ 酪農経営
・ 牛群検定に裏づけされた髙い飼養技術
・ 耕種農家との連携による飼料自給率の向上
・ 循環型酪農経営を実践
・ チーズ製造へのチャレンジ（６次産業）
（４）経営従事者数
・ １１名（経営主、妻、長男、長女、従業員 7名）
（５）飼養畜種
・ 乳用牛（ホルスタイン）
（６）飼養規模
・ 150頭（経産牛 ９６頭、育成牛 ５４頭）
（７）飼料生産基盤
・ 飼料畑（自己有地） １５ｈａ 、 耕畜連携により飼料用稲 100ha
（８）年間生産量
・ 850t
（年間搾乳牛1頭当たり 9,600㎏）
① 経験した被災名 ： 令和元年度房総半島台風（15号）
② 被災の状況等
・停電（5日間） ・自宅の屋根、壁、が損壊 ・牛舎の堆肥舎、倉庫、屋根、壁が損壊
・水道断水（5日間） ・生乳一日分廃棄 ・乗用車ガラス破損
・台風通過後の気温上昇で死ぬ牛が出た。
・千葉県内の牛乳処理工場が被災し、生乳を廃棄。県外に出すことにしたが、４～５日を要した。
・携帯電話、ラインが5日間つながらなくなった。通信インフラの切断で外部との連絡が途絶えた。
③ 被災から学んだ教訓
・自家発電機は150Kvaの容量のものを装備しており、施設全体では40Kvaで足りるので、余裕をもって搾乳
など機械を稼働させることができた。 自家発電機の装備は必須
（１）所在地
（２）経営形態
（３）経営の特徴

経
営
の
概
況

事
例
紹
介
の
ポ
イ
ン
ト
等

・発電機は、近隣酪農家になかったので貸してあげ、給水、搾乳ができた。しかし、牛舎の電気配線が自家
発電切替用になっていないので、2日を要した。配線も切り替えできるようにしておくべき
・被害額は莫大であったが、積立基金による補償があった。災害に備えた共済などの保険に加入は必須
・災害時は、酪農家同士の助け合いが重要。非常時の備えと危機管理の徹底が重要
・自家発電機は東日本大震災の教訓で装備していた。
④ 復旧の状況等
・自宅、牛舎、堆肥舎、倉庫全て修繕完了
・牧場の被害額は大きかったが、積立金の補償支払いで復旧できた。
・生乳処理工場は、組合への補償がなく、1億円の売り上げがなくなり、1千万円の赤字を出した。
⑤ 国・県等の支援の状況等
・「強い農業担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型）」にて要望
調査票、見積書等を添付し
申請
・業者への支払いは完了しているが、現地調査、交付金の入金は今後の予定
⑥ 要望等
・提出書類が多く、交付金申請までにかなりの時間を要した。書類の簡素化と迅速な対応が必要
・災害件数がかなり多く、市役所職員も大変だったと思うが、交付金入金までの期間を短縮してもらいたい。
・発電機は必需品であり、購入又はリースで整備するための国等からの支援が必要
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事例
NO

事例 令和元年度房総半島台風（15号）、東日本
テーマ 台風（19号）等からの教訓

2

経営体
の名称

北見畜産 有限会社
代表取締役
北見 則弘

ッ

ス
ナ

プ
等
北見畜

経
営
の
概
況

事
例
紹
介
の
ポ
イ
ン
ト
等

（１）所在地
（２）経営形態
（３）経営の特徴

・
・
・
・
・

〒290-0534 市原市
養豚経営 （繁殖・肥育一貫経営）
神奈川県から千葉県の石神畜産団地に移転し養豚場を開設。
神奈川県舞岡で直売店を開設。
飼料米を活用したリキッドフィードにより飼料コストを低減と,コメブタの名称で肉豚生
産。
10人（家族労働2人＋従業員7人）
養豚 （LW、WL Ⅼ、W、Ð）
繁殖豚 ５００頭 肥育豚 22,000頭
肥育豚 （9,400頭／年）
令和元年度房総半島台風（15号）

（４）経営従事者数
・
（５）飼養畜種
・
（６）飼養規模
・
（７）年間生産量
・
① 経験した被災名 ：
② 被災の状況等
・ 豚舎の屋根が飛ばされた。
・ 母豚は24頭死亡。分娩舎では11頭の母豚が死亡したが子豚は助かった。
・ 停電は2日間。作業で自分の体調を崩した。
・ 倒木で農場まで行く道が寸断し3～4日続いた。普段の道とは別のルートを使いエサは供給された。
③被災から学んだ教訓
・災害時は、豚舎は修復可能であるが、家畜を死なせて元も子もない。災害時は、家畜の救済を第一に考える
べき。
・農場への進入路は複数を用意しておく必要がある。
・緊急時のための宿泊施設を農場に装備しておく必要がある。
・停電で扇風機が稼働せず高温で豚が死亡。自家発電機の装備が必要
・災害に強い畜産とは、災害に備えることで、全てに対応しようとせず、壊れても直せばよいという気構えで、最
も重要なものを守るために対応すべき
・養豚団地に６経営体入っており、協力して復旧に対処する事の重要性を学んだ。
④ 復旧の状況等
・豚舎の屋根の修復は一棟はそのままにしているが、他は終わった。スレート葺きの屋根は修復しづらい。
・発電機は、14Kvaを導入した。配線は自分でやった。
⑤ 国・県等の支援の状況等
⑥ 要望等々
・給水・給餌に発電機が必要。発電機はそれなりの大きさのものを数があったほうが良い。自家発電機の装備
への補助金支給
・経営規模は様々で、お金のない人は保険に入れない。中小の皆さんの災害対策を考えるべき。中小の皆さ
んがいてこそ、地域の活性化につながる。
・日本を守るためには、小さい集落単位で動くしかない。小さい単位で動ける体制、協力体制、これができない
とダメと思う。
・マニュアルについては、何か文書にしようとすると、農家は構えてやらない。分かっている状態が重要であ
る。紙に書いて植え付けようとしても無理
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事例 令和元年度房総半島台風（15号）、東日
テーマ 本台風（19号）等からの教訓

経営体
の名称

有限会社 サンファーム
代表取締役
林 共和

位置図等を添付ください
サンファーム

プ
等

経
営
の
概
況

（１）所在地
（２）経営形態
（３）経営の特徴

・ 千葉県匝瑳市
・ 採卵鶏経営
・ 耕畜一体の循環型農業を通じて安心・安全にこだわった卵の生産。
・ 地域ぐるみで飼料米や休耕地を活用した畜産クラスター体制
・ 環境と調和した鶏にも人にも優しい最新システムシステムを整備
・ 吟味された原料を配合した自家配合飼料供与による卵生産
（４）経営従事者数
・ １５ 名 （常勤役員等 ３ 名、雇用１２名、うち外国人５名）
（５）飼養畜種
・ 採卵鶏
（６）飼養規模
・ 成鶏 ２８８千羽
① 経験した被災名 ： 令和元年度房総半島台風（15号）
② 被災の状況等
・6日齢の育雛舎では、自家発電機の稼働に失敗し、雛が300羽死亡
・成鶏舎では、旧式発電機の連続運転による停止で酸欠状態となり、1棟36,000羽中12,000羽が死亡、
3棟で計36,000羽が死亡
・堆肥舎の屋根が飛ばされた。
・直売所は2週間の停電が続き、冷蔵していた商品が全て廃棄処分となった。
・産卵が低下し、6割がひび卵、破卵などで、４割しかとれなかった。注文にも応えられず、キューピーはB卵ですら受
けてくれなかった。
・堆肥舎の発酵装置が停電でダウンして使用不能となり、鶏糞を腐敗させる状態となった。

事
例
紹
介
の
ポ
イ
ン
ト
等

③被災から学んだ教訓
・発電機は予備を装備しておく必要がある。出力の６割程度で運転可能な大きな容量の発電機を装備しておく必要
がある。
・発電機の燃料の貯留が必要である。
・養鶏部下のグループラインには助けられた。仲間同士の協力がなければ被災に立ち向かえない。
④ 復旧の状況等
・建物共済や支援を得て修繕は終わった。但し、電気関係は次々壊れ、手動で動かすこともあった。塩害もあり、漏
電に注意している。
・自家発電機は5台納品された。自動装置の接続工事はまだ完了していない。
・510日齢の鶏が卵を産んでくれている。鶏舎内の羽数が減って、環境が良くなったせいか産卵成績がよい。
⑤ 国・県等の支援の状況等
・台風被害の状況説明に千葉県と国に出向き、支援をお願いした。
・災害支援では、3回支援が行われ、当場は2回の支援を要請した。5台の発電機が導入された。
⑥ 要望等々
・台風通過の後、10日後に市長がスーツ姿で被災見舞いに来たが、余りにも遅すぎた。
・農業協会の養鶏部会や全鶏会議、日鶏連など、皆さん情報がなかった。生産者から全鶏会議、日鶏連などへ情報
を預けて、そこから関係機関へ連絡してもらえる体制づくりが必要
・農林水産省に出向いたとき、現場をみていないないことが分かりショックだった。現場の状況を把握しないで行政は
できない。先ず、自分の目で現場を確かめて欲しい。
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事例
熊本地震からの教訓
テーマ

経営体
の名称

株式会社 肥後ポートリー
代表取締役 馬場 昭人

ス
ナ
ッ
プ
等

（１）所在地
（２）経営形態
（３）経営の特徴

経
営
の
概
況

事
例
紹
介
の
ポ
イ
ン
ト
等

・ 福岡県八女市
・ 農場：八女農場、幾久富農場、美里農場、旭志育成農場の4ヵ所。
・ 法人経営であり、採卵養鶏、畜産用飼料（養鶏、養豚）の販売および畜産技術指導、鶏
卵の販売、豚肉の販売と多角経営
・ 飼料販売、鶏卵、]豚肉の生産、販売、加工まで手掛ける。
・ 畜産用飼料の販売からスタート。昭和63年菊池に採卵鶏6万羽を創設、平成12年に28
万羽規模養鶏場を買収し、肥後ポートリーを設立

・ 日本卵業協会鶏卵ＧＰセンターＨＡＣＣＰ認証取得（八女エッグセンター、幾久富エッグ
センター）
平成３０年３月末現在
馬場飼料株式会社１２８名（正社員： ９９名 パート：２９名）
（４）経営従事者数
・ トップ卵株式会社３３名（正社員： １２名 パート：２１名）
株式会社肥後ポートリー８５名（正社員： ６７名 パート：１８名）
グループ計２４６名（正社員：１７８名 パート：６８名）
（５）飼養畜種
・ 採卵鶏
（６）飼養規模
・ 成鶏飼養羽数は７５万羽
① 経験した被災名 熊本地震及び落雷
・2016年4月の熊本地震により幾久富農場が被災
・2016年6月の落雷被害
② 被災の状況等
・10棟の成鶏舎のうち4棟が全壊。鶏舎は建設後20年が経過しており、建て替えを検討中であった。
・4棟合せて、95,000羽の成鶏が死亡
・新鶏舎は、かろうじて倒壊は免れたが、80mの鶏舎はうねりが生じて改修が必要な状況
・新鶏舎は、ライフラインは生き残り、給餌、給水、電気供給はできた。
・落雷被害では、制御基板に落雷、倒木で九電の電力供給が受けれない状況で、停電が5時間に及んだ。
・停電により、30,000羽の成鶏が死亡
③ 復旧の状況等
・倒壊した成鶏舎から40人体制2週間にわたり、死鶏取り出し作業をした。
・農場に2週間寝泊まりし、普及作業をした。
・本震から１ヶ月後に災害申請し、国県市からの助成を得て普及作業開始。新鶏舎は、耐震性に優れ、人命
第一で設計
・落雷被害に対しては、バックアップ自家発電機の導入をした。
・被災後、災害緊急対策室を立ち上げ、情報が一元化出来るようにした。
・被災後、支援を得るために写真をたくさん撮り、震災後1.5ヵ月で市に罹災申請をすることが出来た。
・タイムライン防災の仕組みはないが、連絡網の整備などはした。
・近隣の養鶏会社に対し、社長の指示で職員10名が出向き、給水など支援した。
④被災から学んだこと
・被災時は、人的、物的資源の投入も含め地域連携による復旧が大切
・タイムライン防災の確立と災害時の緊急連絡体制づくりが必要
⑤ 国・県等の支援の状況等
・国5割、県・市4割の補助金を得て、鶏舎など普及作業を開始
⑥ 要望等
・災害復旧はスピード感が大事なので、復旧に向けた制度を熟知した人の配置が必要
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事例
経営体
有限会社 レクスト
2度にわたる台風による被災から学んだこと の名称 代表取締役 長友 浩人
テーマ

ス
ナ
ッ
プ
等

（１）所在地
（２）経営形態

経
営
の
概
況

事
例
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の
ポ
イ
ン
ト
等

（３）経営の特徴

・ 〒889-4312 宮崎県えびの市
・ 養豚経営 （繁殖・肥育一貫経営）
・ 平成6年に養豚一貫生産農場をえびの市の標高730mの高原に建設し、平成10年に
SPF認定農場となった。
・ 平成29年度宮崎日日新聞農業技術賞受賞
・ 飼料米を飼料の25%入れている。焼酎粕を活用した飼料化への取り組みもしてい
る。
・ 29名（平成28年7月現在）
・ 養豚 （LW、WL Ⅼ、W、Ð）
・ 現在ここで母豚1,270頭、肉豚16,000頭を飼育、 肥育豚 22,000頭
・ 年間32,000頭の肉豚を出荷

（４）経営従事者数
（５）飼養畜種
（６）飼養規模
（７）年間生産量
① 経験した被災名
・2018年9月の台風24号による被災
・2020年9月の台風10号による被災
② 被災の状況等
・台風24号では、豚舎の屋根が飛ばされ、堆肥舎や浄化槽の屋根も飛ばされた。機械の浸水、漏電、停電
などで被害総額660万円であった。
・台風10号では、堆肥舎の屋根が全滅し、堆肥舎の攪拌機に落雷があり、2,100万円損害となった。
・また、台風10号では、浄化槽も被害を受け、ガスが溜まり、対応に2週間を要した。堆肥舎と浄化槽の被
害総額は、3,000万円になった。
③ 復旧の状況等
・台風10号による被害の復旧はまだ継続中である。倒木により、社員が農場に上がれなくなり、30人のうち
6人が農場に泊まり込みで復旧作業にあたった。
・停電に備え、自家発電機の導入をした。
・災害保険に加入していたので、保険金による災害復旧ができた。しかし、度重なる台風襲来で被害をだし
ており、保険料が上がった。
・建屋と車両には保険をかけている。雷保険があるので検討はしている。しかし、直接、雷の影響で豚が死
んだ場合でないと保険は出ないようだが、電気系統の基板に落雷して豚が死んだとき、事情を説明して保
険金を出してもらった。
④ 国・県等の支援の状況等
・国からの5割補助に加え、県からの1/2補助などがあった。
・災害保険がおり、復興に充てた。
⑤ 要望等々
・被災後、復興をスムーズにやるためのは、資金、資材の調達が重要。全て経営者がやるのではなく、一
緒にやってくれる支援者が必要
・国、県などから支援は頂いているが、災害保険料が上がっており、支援を保険にも拡大して欲しい。
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事例 平成28年8月30日台風10号による畜産施設
テーマ の洪水被害

経営体
の名称

岩泉町の畜産経営者と岩
泉乳業

ス
ナ
ッ
プ
等
復旧した岩泉乳業工場

岩泉町

岩
泉
町
の
畜
産
経
営

（１）所在地
（２）畜産の位置づけ

河川の氾濫による到達水位

・ 岩手県下閉伊郡岩泉町
・ 岩泉町は農業産出額で、耕種部門4億円(17%）、畜産部門19.5億円(83%）と、畜産が盛ん
な町である。
・ 山間地で、岩泉町の畜産は、酪農の岩泉ヨーグルト、肉用牛の短角種が有名。
・ 畜産部門において、肉用牛が9.1億円、乳牛が8.8億円、鶏が0.3億円となっている。
・ 大きい酪農家で60頭規模、小さい人は２～３頭規模である。
・ 町内には、岩泉乳業工場があり、生乳処理加工されている。

① 経験した被災名
平成28年８月台風10号による豪雨災害

事
例
紹
介
の
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ト
等

② 被災の状況等
・台風10号は町内全域が被災し、道路が寸断した。停電のため酪農家は搾乳できなくなり、道路不通のため
集乳もできなくなった。せっかく搾乳しても、廃棄せざるを得なかった。この状況は８月30日から９月10日頃ま
で続いた。
・岩泉乳業が被災したので、生乳を受け付けられなくなり、葛巻町や洋野町のコールドセンターで引き取っても
らうよう依頼した。酪農家32戸のうち、６戸は系統外だったが、すべての酪農家の生乳を葛巻町と洋野町へ振
り分けた。
・停電のため搾乳できない農家がいたが、雪による停電に慣れているので、発電機を保有する農家は多い。
また町が補助して、発電機の導入を推進した。発電機をもっていない農家に対して、地区ごとで発電機につな
げるミルカーを含めて発電機を融通し合い、搾乳を支援した。系統外の大きい農家は発電機によりすぐに搾乳
し、出荷しており、災害復興期間中に生乳の廃棄のないひともいた。中には、牛を救うためバキュームカーで
搾乳した人もいた。
・道路の寸断により配合飼料が入らなくなり、また搾乳しても廃棄することがあったので、エサを抑えて生乳量
を抑えた。
・溺死した家畜は、乳牛３頭、肉用牛５頭、馬２頭、ヤギ３頭であった。
・収穫前のデントコーンは全滅したが、国、県、町、農協の事業で代替飼料を供給した。
・岩泉乳業では第１、第３工場が被災し、復旧には29億円を要した。
③ 復旧の状況等
・完全に復旧するまで、災害の翌年の平成29年までかかった。コールドセンターの復旧はもう少し早かった。
・災害後、廃業した酪農家が２戸ある。直接やめたわけではなく、立ち直れずにやめた。
・明治飼糧（株）、(独)家畜改良センター岩手牧場、県の試験場などから、牧草ロール、チモシーの乾草が供給
され、町で振り分けて生産者に配布した。ロール数は、明治飼糧の1,600個（32kg/ロール）をはじめ数千個に
及んだので、公平に配分するのは大変だった。公平を期するため、被害届の内容を６項目に分け、あとから不
満が出ないよう被害状況と頭数に応じて畜産・酪農家、153戸に振り分けた。
④ 被災から学んだこと
・災害の備えは万全ではないが、発電機を用意し、エサがなければエサの場を提供し、体制を整備する必要
がある。
・情報の伝達が重要である。このためIP告知端末 （ぴーちゃんねっと ）を整備し、町で貸し出し、配布してい
る。気象庁などから警報が出ればすぐに流すシステムで、いつ避難するか、きっかけづくりとなる。
・住民は２～３日分の食料を備蓄する習慣があった。集落の結の機能がはたらき、備蓄した食料を持ち寄っ
て、急場をしのいだので、町から各集落へ届けた食料は少なかった。
・東日本大震災を契機に、ハザードマップを作成し、町内全世帯に配布している。今回の豪雨災害ではそれが
役立った。
・台風10号災害の時点ではなかったが、現在は台風災害について、タイムライン防災計画を作成済みである。
⑤ 国・県等の支援の状況等
・国等の支援で砂防堰堤、河川改修、道路整備、橋梁復旧工事等が進められている。
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事例
胆振東部地震の停電による生乳の廃棄
テーマ

経営体
の名称

代表

橋谷牧場
橋谷 治男

ス
ナ
ッ
プ
等

経
営
の
概
況

事
例
紹
介
の
ポ
イ
ン
ト
等

（１）所在地
（２）経営形態
（３）経営の特徴

・
・
・
・
・
・
・
・
・

北海道岩見沢市
酪農経営
家族で、酪農、稲作を経営し、家畜糞尿を活用した循環型農業を実践している。
自給飼料基盤は30haと豊富で、稲作との複合でもあり、飼料自給率は高い。
家族経営 ４人
搾乳牛（ホルスタイン種）
経産牛27頭 未経産牛5頭 育成子牛10頭
牧草地 30ha、水田の稲わらは飼料、敷料として利用
生乳 230トン/年

（４）経営従事者数
（５）飼養畜種
（６）飼養規模
（７）飼料生産基盤
（８）年間生産量
① 経験した被災名
・台風21号及び胆振東部地震
② 被災の状況等
・９月５日の台風２１号により一度停電し、サイロの屋根が飛び、牧草が倒れた。
・台風による停電はその夜の3時半頃発生し、停電があったが、朝6時30分頃には通電されていて搾乳が可能と
なり、12時にはローリーが来て生乳が出荷できた。
・ 6日に発生した胆振東部地震では、朝に停電した。
・10年前から所有しているディーゼル発電機を稼働させようとしたが、管理が不十分だったので最初はエンジン
がかからず、バッテリーも上がるなどしたので、整備し直してようやく稼働させて6日は搾乳したが、生乳はすべて
廃棄した。
・7日も生乳を廃棄した。搾乳してバルククーラーで冷却はできても、生乳は受け入れ機関の乳業メーカーが未稼
働のため廃棄した。自家用には自家発電機から分配して通電していた。飼料も給与できた。自宅の通電まで48
時間かり、発電機で３日間過ごした。
・一方で、断水するというデマがあったが、地震から6時間経過しても当場は断水はなかった。
③ 復旧の状況等
・電力復旧までの対応として、概ね2日を要した。
・自家発電などの設備投資については9割以上が対応済み。しかし、給水対策は1割程度
④ 国・県等の支援の状況等
・ホクレンなどは、生乳廃棄は５％程度であったと言っていたが、地震後のブラックアウトの影響は牛の体調に長
期に影響を与えており、生産者の感覚と違う。直接損害だけでなく、そうした影響も考慮した支援が望まれる。
⑤ 要望等（思い）
・給水関係について、各地域で色々の補助を出しているようだが、例えば30万円まで2割補助で残りは個人負担
となる補助とか、中標津農協では、断水時用の４tのプラスチックタンクを配布して給水していた。
・断水しなかった農場でも備えが大切で、断水したとき、（行政は）まずは人が優先なので、家畜にどのように給
水するかは個々に考えておく必要がある。
・井戸を１本掘るのに300～400万円かかるが、井戸は掘っても良い水が出るとは限らないので、その危機感を全
日畜の広報（この事業）でも出していかなければならないのではないか。
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事例 牛舎等倒壊後、動産総合保険により早期 経営体
テーマ 復旧、規模拡大実現
の名称

(農）萩原ハイランドファーム
代表理事
瀧奥 拓二郎

ス
ナ
ッ
プ
等

（１）所在地
（２）経営形態
（３）経営の特徴

経
営
の
概
況

事
例
紹
介
の
ポ
イ
ン
ト
等

・
・
・
・
・

広島県山県郡北広島町

広島市に隣接 広島市内から車で約1時間

酪農経営
ロボット搾乳2基による大規模、省力、高生産性経営 搾乳牛１２０頭
平成17年～18年にかけて、ロボット搾乳対応の搾乳牛舎に建替え（完了）
最新のロボット搾乳牛舎建設により、経産牛１頭当たり年間乳量が大きく増加（27ｋｇ→
33ｋｇ）、規模拡大（７０頭→１２０頭）後も新たな雇用は2人増加にとどまる。

（４）経営従事者数
・ 代表理事(本人） 理事（配偶者） 日本人従事者 男・女 1名 外国人技能実習生 ３名搾
（５）飼養畜種
・ 乳牛（ホルスタイン種）
（６）飼養規模
・ 経産牛140頭 未経産牛３０頭 育成子牛４０頭
（７）飼料生産基盤
・ イタリアン８ha、ソルガム８ha、WCS８ｈａ
（８）年間生産量
・ 生乳１,4００トン/年
① 経験した被災名
・平成22年7月11日～14日梅雨末期の豪雨
・令和3年８月豪雨
② 被災の状況等
○平成22年7月豪雨 北広島町 時間雨量７５ミリ（恐怖を感じるような雨）
・7月14日早朝、11日からの豪雨により，地盤が緩み飼料畑の一部が崩壊した。
・飼料畑直下にある育成舎の半分が牛とともに下流まで押し流されたほか、畜環リース事業により
建設した堆肥乾燥舎、堆肥舎の一部が損壊した。
・損害額（復旧経費） 約 5,600 万円
・成牛 育成子牛含め１５頭廃用淘汰
○令和3年８月豪雨
・8月11日から降り続いた雷雨により、ロボット搾乳機の基盤に影響し故障 自宅事務所 ロボット制御の
ＰＣ2台破損
・この復旧に3日を要し、この間、搾乳に支障が生じた。
・損害額（復旧経費）約 150 万円
③ 復旧の状況等
○平成22年7月豪雨
・育成牛舎、リース堆肥舎ともに動産総合保険に加入していたため、被災施設の復旧は保険適用によって
円滑に行われた。
・復旧資金が確保できたため、その後の施設機械導入や規模拡大も計画的に遂行できた
○令和3年８月豪雨
・動産総合保険で復旧対応した。
・緊急事対応に経費の許す限り予備機を整備することが必要
④ 国・県等の支援の状況等
・平成２２年豪雨は、激甚災害指定であったが、弊社は対応されなかったが、単町事業で対応、崩落農地（法
面）の復旧
⑤ 要望等（思い）
・農業共済制度で自然災害（農地保全、敷地 水路等）何かしらの特別制度 民間保険厳しい状況
・災害時は、人とのつながり、声掛け、助け合いが重要
・カーボンニュートラル、SDG'sなんでもいいから、直ぐに実行すべき。 この頃の天気も温暖化が進み異常
・農地の必要な農業には災害時対応の農業経営再建に係る補助事業の創設
・農地の災害予防に対する支援の制度化
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事例 西日本豪雨により牛舎冠水から再建、規模 経営体
テーマ 拡大
の名称

岡崎牧場
代表 岡崎義博

ス
ナ
ッ
プ
等

（１）所在地
（２）経営形態
（３）経営の特徴

経
営
の
概
況

（４）経営従事者数
（５）飼養畜種
（６）飼養規模
（７）年間生産量

・ 広島県安芸津町 （畜舎）
・ 和牛繁殖経営
・ 経営継承議後、西日本豪雨で被災するが、徐々に規模拡大を行い、繁殖雌牛35頭規
模の経営を目指す。
・ 一人で牛の飼育・繁殖管理、粗飼料確保に取組む。労力不足の対応に苦慮してい
る。
・ クラスターリース事業を活用し、規模拡大（繁殖雌牛25頭→35頭）、労力不足（堆肥処
理機械導入により100時間削減）、繁殖管理技術向上（超音波画像診断装置による妊
娠確認）に取り組んでいる。
・ １人
・ 黒毛和牛
・ 現況 繁殖雌牛28頭、育成牛子牛１７頭、子牛生産20頭
・ Ｒ2年度子牛販売頭数８頭/年、堆肥生産２５０トン/年

① 経験した被災名
平成３０年７月豪雨（西日本豪雨）

事
例
紹
介
の
ポ
イ
ン
ト
等

② 被災の状況等
・牛舎の前を幅6メートル程度の河川が流れている。6月28日～7月8日にかけて発生した集中豪雨によ
り、7月６日に、この河川が氾濫した。
・濁流は、牛の肩の高さまで達し、飼料などの資材流出や飼養管理機械の冠水被害が生じた。
・牧場付近の道路が寸断されたため、被災後約１週間は、餌を搬入できず、必要量の半量しか給餌でき
なかった。
・牛が濁水を飲み、下痢等を発症し、体調不良状態が続いた。
③ 復旧の状況等
・広島県西部土木事務所、東広島市役所の尽力により約１週間で道路が復旧した。
・飼料販売会社及び運送会社の協力により飼料搬入を行い、必要量を確保した。
・牛舎の土砂搬出に家族総出で取組み、約１ケ月で生産可能状態まで回復
・家畜共済組合の支援により、繁殖牛、育成牛、子牛の体調回復が図られた。
・被災後2日目に子牛が無事出産し、明るい希望が生まれた。
④ 被災から学んだこと
・災害対応における近隣住民、飼料メーカー、共済組合獣医師などが一体となり、復旧支援に当たってく
れ、共助の大切さを学んだ。
・災害に備えた備蓄飼料の確保
⑤ 国・県等の支援の状況等
・広島県東部土木事務所、東広島市役所の素早い対応により、早期の道路復旧が出来た。
・被災農業者向け経営体育成支援事業による経営再建支援ができた。
⑥ 要望等
・東広島市役所の方々には大変お世話になり、問題なく手続きを終えることができた。
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事例
令和３年８月豪雨被災の迅速な対応
テーマ

経営体
の名称

有限会社千代田ファーム
代表取締役
中村 勲

ス
ナ
ッ
プ
等
（１）所在地
（２）経営形態
（３）経営の特徴

経
営
の
概
況

・
・
・
・
・

広島県山県郡北広島町
採卵養鶏
ウインドレス鶏舎による大規模経営 成鶏約６０万羽
令和元年～３年にかけて、全ての成鶏舎を最新のウインドレス鶏舎に建替え（完了）
最新のウインドレス鶏舎建設により、生産量の増大、生産効率の向上、防疫強化（鳥イン
フルエンザ侵入防止）、人件費抑制を図る。
・ 年間鶏卵生産量の約10％を香港等へ、堆肥生産量の約半量を東南アジアへ輸出する計
画

（４）経営従事者数
・ 49人（飼育管理部門 23人、ＧＰセンター 26人） R3.9.23日現在
（５）飼養畜種
・ 採卵鶏
（６）飼養規模
・ 成鶏６０万羽規模
（７）飼料生産基盤
（８）年間生産量
・ 鶏卵12,900トン/年(見込）、堆肥5,800トン/年(見込）
① 経験した被災名
令和3年8月豪雨
② 被災の状況等
広島は花崗岩が風化した真砂土が多く、養鶏場とその周辺も同様であり、降雨による土砂災害が発生しや
すく、令和3年8月11日以降西日本を中心に発生した豪雨により、8月13日に進入路等が被災した。
・養鶏場への進入路に関し、幅員5ｍの道路が50％程度が路盤崩壊し、飼料搬入、鶏卵出荷の停止の危機に
直面した。
・場内の法面2か所 高さ10ｍから土砂崩壊（負傷者なし。建物被害は壁面破損程度）
・進入路確保のため、西部建設事務所安芸大田支所に連絡、当日中の仮設復旧を要請。飼料の供給や鶏卵
出荷は半日程度の遅延が生じたものの事なきを得た。
・県道から当農場へ進入する町道に関し、いまだに道路上への越水が発生しており地盤は緩い状態である。
道路両側の山裾は土砂立木が崩れた箇所が数か所あり、再度同様の災害が発生する恐れもある。
③ 復旧の状況等
・8月13日8時に進入路崩壊を確認し、通行不能となったことを飼料会社、運送会社等へ連絡
・8月13日午前中に、北広島町役場建設課、広島県西部建設事務所安芸大田支所に連絡し、鶏卵出荷、飼料
搬入への影響を最小限に抑えるため、早期復旧を要請
・8月13日当日中に土木事務所が、県道69号（千代田～八千代線）からの三叉路の進入路崩壊ケ所に大型土
嚢を設置し、その上に、鉄板を敷設して、飼料搬送等が可能となった。その先、左折後の畑集落へ向かう県道
崩壊箇所についてはいまだ修繕なされず（R3.9.23現在）。
・現在は、仮設状態で完全復旧の見込みは不明（連絡もなし）
・農場前の町道は、災害以降は表面の舗装剥がれや陥没によって、車両の通行に支障をきたしているが、行
政による早期復旧が見込めないため、自前の作業によって目土などを行って何とか通行できるようにしてい
る。
④ 災害発生から学んだこと
・農場への進入路の確保は、飼料搬送に不可欠で、道路インフラが被災した場合のアクセス確保を考えておく
必要がある。
⑤ 国・県等の支援の状況等
・広島県西部建設事務所安芸大田支所による、早期の仮設道路復旧
⑥ 要望等
・県道69号（千代田～八千代線）の道路崩壊箇所の早期復旧を。当農場は60万羽の鶏を飼育しており、飼料
供給路の寸断は経営への影響ならびに従業員の生命にもかかわる。
・県道から当農場へ進入する町道について、舗装ならびに排水側溝の土木工事の予算化により、完全な新設
舗装を望む。これに関しては、この数年来、町役場に対し要望を続けてきたところである。
・場内2か所で発生した土砂崩れに関し、補助金交付などによる復旧の後押しをお願いしたい。
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