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公開シンポジウム 産業動物と食の観点からの One health



本日の内容

１．農場の概要

２．認証取得の背景

３．具体的な取り組み

４．課題
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宮崎大学附属牧場
教育・研究・社会貢献活動に供する家畜の維持・管理。
特に全国的な産業動物教育拠点としての場を提供すること。

黒毛和種繁殖母牛

子牛
肥育牛

乳牛（ホルスタイン・ジャージー）

豚
敷地面積

55 頭

60 頭
45 頭

30 頭

50 頭

50 ha

国内最大級の大学附属牧場。年間利用者は約5千人。
全ての利用者はしかるべき防疫手順に応じて入場。
文部科学省「九州畜産地域における産業動物教育拠点」。
畜産関係で全国初の Global G.A.P. 認証取得。
全国で希少な養豚教育施設（地元畜産業界の要望により宮崎県と協同で設置）。
その他、「酪農教育ファーム」、（株）Meiji 「良質乳生産牧場」など。

飼養頭数



他大学学生や社会人などの実習を受け入れ。
農工連携研究や企業との共同研究多数。



生 産 物



認証取得の背景





GLOBALG.A.P. JGAP 農場HACCP

基準作成
Food Plus

（GLOBALG.A.P. 事務局）
一般財団法人
日本GAP協会

農林水産省
消費・安全局

認証品目
肉用牛成牛、仔牛、乳牛、

豚、羊、鶏、七面鳥
肉用牛、乳用牛、豚、

採卵鶏、肉用鶏
肉用牛、乳用牛、豚、

採卵鶏、肉用鶏

開始時期 2009 2017 2011

普及状況 4,149
（2016）

認証26・チャレンジ26
(2018年3月)

認証150・推進251
(2018年1月)

審査・認証 （株）Control Union Japan
（社）中央畜産会

（株）エス・エム・シー
（社）中央畜産会

（株）エス・エム・シー

有効期間 1年 2年 3年

畜産農場認証

その他、SQFやISOなどを検討





認証への歩み

管理点表紙

上位基準：100％
下位基準：95％以上
推奨基準：不問

認証合格基準

基準書の管理点：約250項目



毎週1～2回の勉強会

勉 強 会



具体的な取り組み
・作業手順書

・リスク評価

・ルールブック



教職員総出の大掃除

大 掃 除



倉 庫

GAP導入前 GAP導入後

転倒防止として、チェーンで固定



乾草庫

GAP導入前 GAP導入後

鳥の侵入を防ぐためのネットを設置。
ネズミトラップも設置している

床を片付け、乾草をしっかり積めるようにした。
→スペースの有効利用。作業の安全性向上。



使用頻度の少ない物品は
置かない！

手洗いルールの掲示

搾乳室前室

GAP導入前 GAP導入後



衛生室（医薬品）

GAP導入前 GAP導入後

使用期限厳守。不要薬品の廃棄。



講 習 会

応急手当講習会 熱中症対策講習会



畜舎および施設ごとの管理手順書や機械の使用手順書
など多くの手順書を技術職員たちが作成している

手 順 書



手順書の作成

乳牛舎手順書
仔牛舎手順書
試験畜舎手順書
繁殖牛舎手順書
肥育舎手順書
搾乳室手順書
バケットミルカー手順書
 リールムーバー手順書

手順書作成により、作業の標準化が可能に

車輌庫危険箇所手順書
糞尿処理手順書
人工授精手順書
体重測定手順書
電気、ガス、水道緊急停止方法
飼料運搬用機械洗浄手順
出荷手順



～作業について～
 乳牛舎リスク評価表

→牛に乗られる（人の作業安全）
→水飲み場の栓が抜けて、水が飲めない
（牛の健康）

 仔牛舎リスク評価表
→タイトを落とす際にタイトと一緒に
２階から落ちる（人の作業安全）

 試験畜舎リスク評価表
 繁殖牛舎リスク評価表
 肥育舎リスク評価表
 搾乳室リスク評価表

→手に付着している細菌による乳房炎
（牛の健康）

→マーキング忘れによる抗生剤混入
（食の安全）

 獣医療行為リスク評価表
・動物用医薬品
・針や鋭利な刃物
・除角
・体重測定
・削蹄
・手術、検査
 サイロ詰めリスク評価表
 タイト上げ作業リスク評価表

学生実習を想定したリスク検討も実施。
職員から学生に周知することにより、双方の理解が深まる。

リ ス ク 検 討



労働安全について
～粗飼料生産～

作業手順書
・トラクタへの作業機の取り付け、取り外し
・トラクタのプラウ作業
・トラクタのロータリ作業
・トラクタのパワーハロー作業
・トラクタの鎮圧作業
・トラクタの播種、施肥（散布）作業
・トラクタの液体吸引・排出作業
・トラクタの牧草ロール裁断作業
・トラクタのディスクモアによる刈り取り作業
・トラクタの牧草反転作業
・トラクタの牧草集草作業
・トラクタの牧草梱包作業
・トラクタのフォーレージハーベスタによる
トウモロコシ刈り取り、裁断作業
・ボブキャットによる牧場内作業 など

計 24 種類 注意事項とトラブルシューティングも
含まれている



～粗飼料生産～
トラクタのディスクモアによる刈り取り作業

作業の手順 要点・急所 注意事項
圃場への侵入 トラクタを圃場に慎重に進

入させる
側溝、くぼみ、傾斜を確認し、転倒しな
いように注意する

刈取作業準備 ロックを外し、油圧でディ
スクモアを広げる

人や障害物がないか確認するロックを外
す時は、作業機の下に入らないように注
意する

刈取作業 刈取作業を行う 適正な回転数で作業する
ディスクモアを上げ、旋
回・後退して回行する

人や障害物がないか確認する急旋回・急
発進しないように注意する

草が詰まった時
の処置

ディスクモアが詰まった場
合は、エンジンを切ってか
ら点検する

ディスクモアの点検時はナイフの回転が
止まっていることを確認する

圃場外への退出 トラクタを圃場外へ慎重に
退出させる

作業機を折りたたみ、必ずロックする
側溝、くぼみ、傾斜を確認し、転倒しな
いように注意する



食の安全について
～乳牛～

リボンで識別

乳房炎や投薬治療中の生乳を混入させない工夫

耳標確認 色分け搾乳一覧

牛の番号



～乳牛～

搾乳前後のバルククーラーの温度
洗浄の有無、確認事項、連絡事項 など

バルククーラー

バルククーラーで適切に保存
・温度管理ミス 温度確認
・作業手順ミス 複数人で確認する



家畜の安全について

病気
●個体により、仔牛は下痢をしやすい。
様子を観察し、異常時には即連絡する。

危険個所の改善

●牛房内の溝に落ちて、ケガをする。
ケガの度合いによっては、死につながるので、
溝にすき間が出来ていないか確認する。

●敷き床を全て出した時に牛が滑って、転倒する。
新しい敷料を多めに投入し、リスクを低減させている。



～家畜排せつ物～

家畜排せつ物に関する記録

不浸透性材料で築造した堆肥舎および貯留槽

糞尿やスラリーは、処理後、圃場へ散布

環境保全について
家畜排せつ物法（家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律）

飼料畑への施肥は完熟堆肥を



飼養管理全般において、
牛が受けるストレスを最小限に抑える。

●GLOBALG.A.P. の管理点にある項目については、それに準ずる。
たとえば、十分なエサと飲み水に自由に接近できるようにしている。

●GLOBALG.A.P. の管理点にない項目については、以下に準ずる。
「アニマルウェルフェアの考え方に対応した肉用牛の飼養管理指針」

平成23年3月 社団法人畜産技術協会
たとえば、肥育牛一頭あたりの必要な面積を満たす。

肉用牛放牧風景 乳用牛放牧風景

動物福祉について



⑤

④

③

②

①

①苦情・異常内容

②事故発生理由

③どのように対応したか

④再発防止策

⑤再発防止策検討1ヶ月後の状況

牧場の改善に有効

改善活動について
～苦情異常報告書～



訪問者に対する案内

掲 示 物



防疫管理体制

ランク 場所（行った後）や人 対処法及び検疫期間

自宅

家畜のいない施設や場所

工事関係者

電気保安協会

その他の業者

JA職員

他の農家（人）

家畜保健所職員

2014年3月5日　作成

帰国後１～７日間牧場に入場しない。
立入禁止日数の判断は、牧場長が行う。

靴は、海外で使用したものと違うものを履くこと。

5 海外に行った人

3

4

服：防護服
靴：牧場専用の長靴

可能な限り家畜への接触は避ける。触る場合には、エミスタを通る。

必要のない車の乗り入れはさせない。必要な場合は牧場長に許可を得る。
管理区域に入場する車両は、消毒を行うこと。

所定の服装に着替えることによって、以下の状態が発生する場合には、
牧場長の許可を得、適切な処置の後に入場する。
・事故などの危険性が増える
・作業が困難になる

畜舎に入る場合は、ランク4と同じ対処方法
入らない場合は、ビルコン液を靴に吹きかける

学生

衛生管理区域内への立ち入り制限（外部用）

1 牧場用の作業着に着替える

2

服：住吉牧場以外で使用していない作業着
　　 または、洗濯後一度も着ていない作業着
靴：牧場専用の長靴

家畜に触る場合には、エミスタを通る

リスク評価による
衛生管理区域への立入
対処方法

と場などに行った人の再入場手順



畜舎および施設に入る
前の長靴洗浄手順

電気･ガス･水道
の緊急停止手順



準備した記録や書類

審査当日



審査の様子



2014年7月 「牛」と「ミルク」についてGLOBALG.A.P. 認証を取得



GAPに取り組んで良かったこと

・整理整頓がはかどる（無駄の削減）

・職員間の意思疎通およびやる気の向上

・安全性と生産性の改善

・牧場のPR



認証継続の課題

・GLOBALG.A.P. で認められる配合飼料が
日本で販売されていない

・基準書がすべて英語（審査申込書も・・・）

・審査費用が高額



宮崎大学農学部附属フィールド科学教育研究センター
住吉フィールド（牧場）
E-mail: sfield@cc.miyazaki-u.ac.jp
Tel:0985-39-1034
http://www.miyazaki-u.ac.jp/sfield/

～お問い合わせはこちらまで～

みやだいもうくん

ご清聴
ありがとうございました。
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