肉用牛生産農家の皆様へ

平成 29 年 4 月

4．支払方法
肉用子牛の全国の平均売買価格と発動基準の差の 3/4 が支援交付金と
して、補給金と同じ時期（四半期毎）に指定協会を通じて支払われます。

5．事業期間
肉用牛繁殖経営支援事業の実施期間は平成 28 年度～平成 30 年度まで

肉用牛生産農家の皆様へ
肉用子牛生産者補給金制度・
肉用牛繁殖経営支援事業に加入して
経営の安定を図りましょう

です。

不正の手段により支援交付金の交付を受けたり、受けようとした
ときは、交付の取消しや返還命令が行われ、場合によっては事業参
加申込みに必要な生産者補給金交付契約の解除や刑事罰が科される
ことがあります。

詳しい内容は、お近くの指定協会か農協等へお問い合わせください。

独立行政法人 農 畜 産 業 振 興 機 構
一般社団法人

全国肉用牛振興基金協会

肉用子牛の価格が低落した場合に、生産者補給金・支
援交付金を交付し、肉用子牛生産の安定等を図ること
を目的としています。
独立行政法人 農畜産業振興機構／一般社団法人 全国肉用牛振興基金協会
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肉用子牛 対策の概要
肉用子牛生産者補給金制度と肉用牛 繁殖経営支援事業は一体的に実施されます
●肉用子牛生産の安定を図るため、子牛価格が保証基準価格を下回 った場合に生産者補給金を交付（肉用子牛生産者補給金制度）
●また補給金制度を補完するため、肉専用種の子牛価格が発動基準 を下回った場合に差額の 3 ／ 4 を交付（肉用牛繁殖経営支援事業）

46万円／頭（黒毛）

発動基準

発動基準（29年度）
①黒毛和種、②褐毛和種、③その他の肉専用種
【46万円】 【42万円】 【30万円】

家族労働費の
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支援交付金

差額の を補填

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに算定）が
発動基準を下回った場合に差額の3／4を交付

差額の を補填

肉用牛繁殖経営支援事業

¾

¾

支援交付金

支援交付金

※補給金制度の契約肉用子牛が対象
※発動基準は、出荷日齢を早める合理化の取組を促進することを旨として算定

33万9千円／頭（黒毛）

保証基準価格
肉用子牛平均売買価格

肉用子牛生産者補給金制度
肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに算定）が
保証基準価格を下回った場合に生産者補給金を交付
保証基準価格（29年度）
①黒毛和種、②褐毛和種、③その他の肉専用種
【339千円】【309千円】【221千円】
④乳用種、 ⑤交雑種
【136千円】【210千円】

経営費

発動基準

28万2千円／頭（黒毛）

子牛価格低下時

合理化目標価格

生産者補給金

生産者補給金

子牛価格低下時

（保証基準価格を下回る場合）
差額の
を補填
肉用子牛
平均売買価格

◆子牛価格低落時の交付例
例１．黒毛和種の平均売買価格が42万円の場合；｛460,000（発動基準）
－420,000
（平均売買価格）
｝
×3/4

＝30,000円（交付額）

生産者補給金

子牛価格低下時

（合理化目標価格を下回る場合）

例２．黒毛和種の平均売買価格が30万円の場合；｛460,000（発動基準）
－339,000
（保証基準価格）
｝
×3/4 ＋
｛339,000（保証基準価格）
－300,000（平均売買価格）｝
＝129,700円（交付額）
39,000（生産者補給金）
90,700（支援交付金）
例３．黒毛和種の平均売買価格が27万円の場合；
｛460,000（発動基準）
－339,000（保証基準価格）｝
×3/4＋
｛339,000（保証基準価格）
－282,000（合理化
90,700（支援交付金）

❷

57,000（生産者補給金）

目標価格）｝
＋
｛282,000（合理化目標価格）
－270,000（平均売買価格）｝
×0.9＝158,500円（交付額）
10,800（生産者補給金）

❸
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３．生産者積立金・負担金

肉用子牛生産者補給金制度

（１）生産者積立金は生産者に補給金を交付するための財源として積み立てるものです。

１．制度の仕組み

積立てに当たっては、生産者の負担金のほか、国（機構）及び県から助成されます。

四半期毎に農林水産大臣が告示する肉用子牛の平均売買価格（品種別）が保証基準
価格を下回った場合に、その期間中に肉用子牛を販売または自家保留していれば、生
産者補給金が交付されます。

なお、平均売買価格が合理化目標価格を上回っているときに出る補給金については、
全額国（機構）からの交付金でまかなわれ、生産者積立金は取り崩されません。
（２）現在の業務対象年間（27 ～ 31 年度の５年間）終了時に生産者積立金に残額が
ある場合は、次の業務対象年間で契約生産者の持分として負担金に充てるか、また

肉用子牛生産者補給金制度の仕組み

は現在の業務対象年間終了時の契約生産者に返還することができます。
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（３）生産者が納付した負担金は、税制上、損金に算入することが可能です。
（４）（２）のいずれの場合も、負担金を損金処理しているときは課税対象となるので

肉用子牛の平均売買価格

注意が必要です。
（単位：円 / 頭）
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国 （（ 独 ） 農畜産業振興機構）から
交 付さ れ る 生産者補給交付金を財源
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４．生産者補給金の交付

●肉用子牛の保証基準価格及び合理化目標価格
区

分

（単位：円 / 頭）

黒毛和種

褐毛和種

その他の肉専用種

乳用種

交雑種

保証基準価格

339,000

309,000

221,000

136,000

210,000

合理化目標価格

282,000

259,000

150,000

93,000

152,000

２．制度への加入
（１）加入の手続
加入手続はいつでもできますので、都道府県の指定協会と農協等を通じて「肉用子
牛生産者補給金交付契約」を結んでください。
法人であっても一定の条件を満たせば加入できます。
（２）個体登録の手続
所有する肉用子牛が満２月齢に達する日まで（２月齢－１日）に農協等に肉用子牛
個体登録の申込みを行い、指定協会の定める日までに生産者負担金を納めてください。
❹

分

補給金の交付対象となるのは、所有する肉用子牛を満６月齢に達した日から満 12 月
齢に達する日までの間に販売した場合または満 12 月齢に達した日以後も自家保留した
場合です。
（発動要件は「１．制度の仕組み」参照）
販売や自家保留したときは手続が必要ですので、農協等に申し出てください。
※１：販売・保留の申し出がないと交付されない場合もありますので、ご注意ください。
※２：販売または保留する前に死亡した場合などは、補給金の交付対象となりません
ので注意してください。
なお、誤って交付された場合は、補給金を返還していただくことになります。
不正の手段により生産者補給金の交付を受けたり、受けようとしたときは、交
付の取消しや返還命令が行われ、場合によっては生産者補給金交付契約の解除や
刑事罰が科されることがあります。

❺
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５．トレサ法に基づく子牛の出生届、異動届

肉用牛繁殖経営支援事業

★補給金制度においては、牛トレーサビリティ制度に基づき報告された「生年月日」
等の情報を活用し、個体識別番号により個体登録の手続を行っていますので、確実な

肉用牛繁殖経営支援事業は、子牛出荷までの生産期間が長い肉用

届出をお願いします。
（１）出生届、異動届は忘れずに
◇トレサ法に基づき、出生の届出、耳標の装着、異動の届出などは、牛を飼ってい
る人の義務です。
◇子牛が生まれたら、すぐに独立行政法人家畜改良センター（農協等を経由する場

牛の繁殖経営の所得を確保して繁殖経営基盤の安定を図るもので、
肉用子牛の四半期毎の平均売買価格が発動基準を下回った場合に支
援交付金が交付されます。
発動基準等については以下のとおりです。

合も含む。以下に同じ。）に出生の届出をしてください。
◇また、子牛を導入または販売、死亡したときなども、すぐに家畜改良センターに
届出（転入・転出、死亡など）をしてください。親牛の場合も異動の届出は必要です。
（２）耳標を付けましょう
◇10 桁の個体識別番号が記入された耳標を必ず両耳に装着してください。
◇子牛を買ったときには、必ず耳標の確認をしてください。

1．対象品種・発動基準
補給金制度の個体登録が行われている次の品種の肉用子牛で、販売また
は自家保留されたものが対象です。

◇耳標が一つでも脱落したら、すぐに同じ番号の新しい耳標を請求して装着してく
ださい。

トレサ法については、
地方農政局または地方農政事務所へお問い合わせください。
※トレサ法：「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」
（平成15年12月施行）
本法に基づく牛トレーサビリティ制度により、牛の出生から牛肉として消費者
に供給されるまでの生産流通履歴情報の把握が可能となりました。

★お願い
この制度は互助が基本となっていますので、できるだけ大勢の生
産者の方々に加入していただくことにより、制度の健全化が図られ、
皆さんの経営の安定化が可能となります。是非とも、本制度への加
入と全頭登録をお願いします。

❻

対象品種

黒毛和種

褐毛和種

その他の肉専用種

発動基準

46万円

42万円

30万円

2．事業への参加
支援交付金を受けるためには、補給金制度に加入するほか、合理化促
進に向けた努力方針を記載したこの事業への参加申込書の提出が必要で
す。

3．合理化促進に向けた努力方針
コストをより削減し、収益を上げるために①肉用子牛の出荷日齢の早
期化、②繁殖雌牛初産月齢の早期化、③分娩間隔の短縮、④放牧の実施
等による飼料の低コスト化などの努力目標を作り、取り組むことです。

❼

