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資料：農林水産省「畜産物流通統計」

Ⅳ 肉用牛

■と畜頭数（全国＆東海地域）

１ 生産動向
（１）と畜頭数

○ 東海地域の成牛のと畜頭数は、近年減少傾向で推移し、平成26年から30年の５年間で13.0％減少し、
４万７千頭となっている。

■と畜頭数（東海地域県別）

愛知県：19.3千頭
前年比： ＋6.0％
26年比:   ▲6.8%

三重県：11.3千頭
前年比： ▲3.7％
26年比: ▲16.3%

岐阜県：16.8千頭
前年比： ＋2.4％
26年比: ▲13.4%

■平成30年出荷頭数（東海地域県別）

三重県：12.7千頭
前年比：+2.3％
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千頭千頭

1,157
千頭 1,107 1,052 1,045

49千ｔ
全国割合

4.7％

全国

東海
54千頭

47千ｔ 46千ｔ

東 海： 47千頭
前年比： +2.2％
26年比:▲13.0％
全国割合： 4.5％

全国：1,056千頭
前年比： +1.1％
26年比:  ▲8.7％

20.7千頭
18.4 17.9 18.2

19.4千頭 17.9
16.4 16.4

13.5千頭 12.7 12.5 11.8



資料：厚生労働省、農林水産省食肉鶏卵課調べ

（２）と畜場、食肉市場及び子牛市場
〇 管内には肉牛を処理・流通させるため、と畜場が９場、食肉市場が５市場、また、肉用子牛などの

家畜市場が６市場設置されている。
〇 中でも名古屋市中央卸売市場南部市場は、食肉のより安定的・衛生的な供給を図るため、名古屋市内

の老朽化した２か所の食肉市場（高畑、熱田）を再編統合して平成19年２月に開場。と畜処理能力は
牛100頭/日、豚1,000頭/日で、牛・豚処理ﾗｲﾝの完全分離、HACCPｼｽﾃﾑの導入などが図られている。

〇 また、飛騨食肉センターは、「飛騨牛」の輸出拡大を目指して、平成14年４月に開場。と畜処理能力
は牛76頭/日で、ISO9001認証取得（16年８月）、岐阜県HACCP認証取得（28年４月）等最新の衛生
管理システムによる効率的な処理を行っている。

〇 一方、あいち家畜市場は、新城家畜市場と豊橋家畜市場の老朽化等のため、30年度強い農業づくり
総合支援交付金を活用し、令和２年３月に開場した。

名称 所在地 名称 所在地 名称 所在地

 高山市  岐阜県中央家畜市場  岐阜市

 岐阜市  関家畜流通センター  関市

 養老町立食肉事業センター  養老町  飛騨家畜流通センター  高山市

 関市食肉センター  関市

 名古屋市  あいち家畜市場  豊橋市

 豊橋市  ※新城家畜市場  新城市

 半田食肉センター  半田市  ※豊橋家畜市場  豊橋市

 四日市市  全農三重県本部松阪家畜市場  松阪市

 松阪食肉流通センター  松阪市  伊賀家畜市場  伊賀市

愛

知

県

名古屋市場南部と畜場（名古屋市中央卸売市場南部市場）

東三河食肉流通センター（地方卸売市場東三河食肉流通センター）

 

三

重

県

四日市市食肉センター（四日市市食肉地方卸売市場）

と畜場 食肉市場 子牛市場

岐

阜

県

飛騨食肉センター（飛騨ミート地方卸売市場）

岐阜市食肉地方卸売市場（岐阜市食肉地方卸売市場）
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※ 令和２年５月廃場

（９場） （５市場） （６市場）



資料：農林水産省「畜産統計」

岐阜県

三重県

愛知県

全 国
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２ 飼養動向
○ 肉用牛の飼養戸数は、高齢化等の影響により減少傾向で推移。飼養頭数は、ここ数年、各県とも微減で

推移している。１戸当たりの飼養頭数は、平成31年は三重県が167頭、愛知県が130頭と、全国平均の倍
以上となっている。

○ 肉用牛の繁殖雌牛頭数は、31年は岐阜県が7,980頭で東海地域の約７割を占め、愛知県が2,540頭、
三重県が1,510頭で、近年は増加傾向となっている。



資料：農林水産省「畜産統計」

三重県 全 国

岐阜県 愛知県
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○ 肉用種の経営別飼養戸数割合は、岐阜県では子取り経営が全体の約６割を占める。一方、愛知県及び
三重県では、それぞれ肥育経営が約6割及び約8割と高くなっている。

○ 肉用種頭数は、31年は岐阜県が29,400頭と近年ほぼ横ばい、愛知県が11,600頭とやや増加傾向、
三重県が25,600頭と増加傾向で推移している。



■（参考）和牛統一マーク

３ その他（牛肉等の輸出）
○ 岐阜県とＪＡ全農岐阜などで構成する岐阜県農林水産物輸出促進協議会は、飛騨牛輸出に積極的に取り

組んでおり、飛騨食肉センターでは、令和２年１月現在、香港、シンガポール、フィリピン、アメリカ、
豪州、ＥＵ等（23カ国、地域）への牛肉輸出施設の認定を得ている。

〇 愛知県では、「あいちの農林水産物輸出拡大戦略事業」を実施し、交流会・商談会等を通じて県産農林
水産物のPRを行っており、三重県では、三重県農林水産物・食品輸出促進協議会を設立し、「三重の畜産
物海外輸出ルート構築支援事業」により、輸出先国・地域ごとのニーズにあった県産畜産物の輸出促進に
取り組んでいる。

「和牛」は、他の品種には見られない優れた肉質等を持
つ、日本固有の財産とも言えるものであるため、（社）
中央畜産会は、「和牛の肉」を海外に輸出するにあたっ
て、「日本産の本物の和牛の肉」であることをアピール
し、輸出や広報活動に広く活用するためのマークと
キャッチコピーを一般公募により募集・選考し、平成19
年12月19日に公表。

■飛騨食肉センター
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資料：農林水産省「畜産物流通統計」

Ⅴ 豚

■豚のと畜頭数（全国＆東海地域）

１ 生産動向
（１）と畜頭数

○ 東海地域の豚のと畜頭数は、近年横ばいで推移しているものの、平成26年から30年の５年間で２.3％
増加し、81万5千頭となっている。

■豚のと畜頭数（東海地域県別）

年
年

-1８-.

16,203
千頭 16,104 16,392 16,367

790千頭
全国割合

4.9％

全国

東海
797千頭

804千頭 801千頭

東 海：815千頭
前年比： +1.7％
26年比:  +2.3％
全国割合： 5.0％

全国:16,430千頭
前年比： +0.1％
26年比:  +1.4％

愛知県：532.3千頭
前年比： ＋2.2％
26年比： +4.8%

三重県：164.5千頭
前年比： +4.7％
26年比:    ▲1.3%

岐阜県：118.4千頭
前年比： ▲3.5％
26年比:     ▲3.0%

508.1千頭 510.7 518.3 520.9

166.7千頭 156.5 157.5 157.1

122.0千頭 122.8 125.2 122.6



資料：厚生労働省調べ、農林水産省食肉鶏卵課調べ

（２）と畜場、食肉市場

○ 管内には、豚を処理・流通させるためと畜場が９場、食肉市場が５市場設置されている。

名称 所在地 名称 所在地

 岐阜市

 養老町立食肉事業センター  養老町

 関市食肉センター  関市

 名古屋市

 豊橋市

 豊田市

 半田食肉センター  半田市

 四日市市

 松阪食肉流通センター  松阪市

愛

知

県

名古屋市場南部と畜場（名古屋市中央卸売市場南部市場）

豊田食肉センター（豊田食肉地方卸売市場）

三

重

県

四日市市食肉センター（四日市市食肉地方卸売市場）

東三河食肉流通センター（地方卸売市場東三河食肉流通センター）

と畜場 食肉市場

岐

阜

県

岐阜市食肉地方卸売市場
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