
２．事業実施状況 

Ⅰ  公益目的事業１（公１） 

１ 肉用子牛の価格差補てんに関する事業 67,508,442円 

（事業の目的） 

肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、子牛価格が保証基準価格を下回

った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付することにより、肉用子牛生

産の安定を図る。 

 

(1) 肉用子牛生産者補給金制度 49,829,322円 

（事業内容） 

 (独)農畜産業振興機構、県からの補助金及び生産者の拠出金により基金を

造成し、子牛価格が再生産可能な基準を下回ったとき、基金から生産者に生

産者補給金を交付し、肉用牛繁殖農家の経営安定を図った。 

＜事業実施期間＞   令和2年度～令和6年度 

（令和2年度実績） 

① 契約戸数：421戸 

② 基金造成 12,376,400円 

生産者補給金の交付財源となる生産者積立金の造成を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



個体登録頭数(令和 2年 1月～令和 2年 12月)      （単位：頭、円） 

※県分については準備金からの繰入のため正味財産増減なし 

 

③ 補給金交付 0円 

本県における対象品種については平均売買価格が保証基準価格を下回らな

かったため補給金の交付はなかった。 

 

④ 業務対象年間終了に伴う返還（無事戻し） 37,452,922円 

（単位：円） 

 黒毛和種 
その他

肉専 

乳用

種 
交雑種 合計 返還額 

積立金残 48,693,270 12,400 2 1,231,557 49,937,229  

機構 

（1/2） 
24,346,635 6,200 1 615,778 24,968,614 

37,452,922 
生産者 

（1/4） 
12,173,318 3,100 ※1 307,890 12,484,309 

県 

（1/4）※ 
12,173,317 3,100 0 307,889 12,484,306※  

※県分については準備金として協会にて管理中 

※乳用種生産者分（１円）については返還対象なしのため準備金として協

会にて管理中 

品  種 区分 
契約 

頭数 

積立 

単価 
積立所要額 

負     担     区     分 

農畜産業 
振興機構 佐賀県 

契約 
生産者 

黒毛和

種 

1-3月 2,023 1,200 2,427,600 1,213,800 606,900 606,900 

4-12月 6,099 1,600 9,758,400 4,879,200 2,439,600 2,439,600 

褐毛和

種 

1-3月 
0 

4,600 
0 0 0 0 

4-12月 6,000 

その他

の肉専 

1-3月 
0 

12,400 
0 0 0 0 

4-12月 18,800 

乳用種 
1-3月 

0 
6,400 

0 0 0 0 
4-12月 6,800 

交雑種 
1-3月 18 2,400 43,200 21,600 10,800 10,800 

4-12月 46 3,200 147,200 73,600 36,800 36,800 

計 ― 8,186 ― 12,376,400 6,188,200 3,094,100 3,094,100 



(2) 肉用子牛生産者補給金制度運営体制整備強化事業 15,324,160円 

（事業内容） 

  (独)農畜産業振興機構から補助を受け、制度の対象となる子牛の登録・

確認、事務委託団体の指導、検討会開催、子牛の取引状況調査などを行

い、肉用子牛生産者補給金制度の適正な運営を図った。 

なお、1頭当たり410円の事務手数料を徴収した。 

（令和2年度実績） 

① 事業説明会の開催：1回 

② 現地調査：契約生産者と事務委託先へ調査指導（10回） 

③ 子牛取引状況調査：県内１指定家畜市場 

（業務委託） 

制度内容の周知・連絡、事業申込み、負担金徴収、各種報告などの一部

事務について、利用農家が属する４団体に委託した。 

（ＪＡさが ＪＡからつ ＪＡ伊万里 県配合飼料価格安定基金協会） 

（財源）(独)農畜産業振興機構補助金、手数料 

 

(3)優良肉用子牛生産推進緊急対策事業  2,354,960円 

（事業内容） 

 全国の家畜市場における肉用子牛の取引価格の平均価格が、発動基準価

格を下回った場合に、肉用子牛の飼養頭数を維持することを目的として経

営改善を図る肉用子牛生産者に対して、奨励金を交付する。 

（令和2年度実績） 

 ① 奨励金交付 0円 

本県における対象品種については平均価格が発動基準価格を下回らな

かったため奨励金の交付はなかった。 

  ② 経営改善計画とりまとめ及び事業の推進等 2,354,960円 

 

 

 

 



２ 肉用牛肥育経営の所得補てんに関する事業 3,311,264,235円 

（事業の目的） 

畜産経営の安定に関する法律に基づき、標準的販売価格が標準的生産費を

下回った場合に、生産者に対し肥育安定交付金を交付することにより、肉用

牛肥育経営の安定を図る。 

 

(1) 肉用牛肥育経営安定交付金制度 3,046,578,750円 

（事業内容） 

肥育農家の標準的販売価格が標準的生産費を下回ったとき、(独)農畜産

業振興機構からの交付金と県からの補助金及び生産者の拠出金により造成

する基金から、その差額の９割の補てん金を生産者に交付し、肉用牛肥育

農家の経営安定を図った。 

＜事業実施期間＞   平成30年度（平成30年12月30日）～令和3年度 

（令和2年度実績） 

① 契約戸数：207戸 

② 基金造成 462,111,718円 

 交付金の交付財源の一部となる積立金の造成を行った。 

(単位：円) 

品種 
負担区分 

合計 
佐賀県 契約生産者 

肉専用種 7,948,500 
446,866,577 

(104,500) 

454,815,077 

(8,053,000) 

乳用種 5,400 
28,831 

(0) 

34,231 

(5,400) 

交雑種 98,900 
7,163,510 

(0) 

7,262,410 

(98,900) 

合 計 8,052,800 
454,058,918 

(104,500) 

462,111,718 

(8,157,300) 

造成頭数 

令和 2年 1月～ 
12月分 

肉専 5,299頭 
乳用 6頭 
交雑 86頭 

令和 2年 4月～ 
令和 3年 3月 

肉専 10,234頭 
乳用 3頭 

交雑 268頭 

 

※下段()書きは生産者負担金納付猶予のため実際納付された額 



③ 交付金交付 2,584,467,032円 

 標準的販売価格が標準的生産費を下回った月において、その差額の９割を

(独)農畜産業振興機構からの交付金及び積立金より契約生産者に交付した。 

(単位：円) 

品種 

区分 

合計 

交付対象頭数 
(令和 2年 2月

～ 
令和 3年 1月) 

機構より 

交付される額 

（3/4） 

積立金より 

支払う額 

（1/4） 

肉専用種 1,899,220,332 
633,074,174 

(186,312,097) 

2,532,294,506 

(2,085,532,429) 

16,613頭 

 

乳用種 739,535 
246,518 

(217,687) 

986,053 

(957,222) 

463頭 

 

交雑種 38,389,827 
12,796,646 

(5,633,136) 

51,186,473 

(44,022,963) 

21頭 

 

合 計 1,938,349,694 
646,117,338 

(192,162,920) 

2,584,467,032 

(2,130,512,614) 

17,097頭 

※下段()書きは負担金納付猶予のため実際支払われた額。 

（財源）(独)農畜産業振興機構交付金、農家拠出金、県補助金 

 

(2) 肉用牛肥育経営安定交付金制度に係る業務委託事業 21,919,485円 

（事業内容） 

(独)農畜産業振興機構から委託を受け、対象となる肥育牛の登録・販売

確認、事務委託団体の指導、推進会議の開催などを行い、肉用牛肥育経営

安定交付金制度の適正な運営を図った。 

なお、1頭当たり 500円の事務手数料を徴収した。 

（令和2年度実績） 

① 推進会議の開催：3回 

② 現地調査：契約生産者と事務委託先へ調査指導（12回） 

（事務委託） 

制度内容の周知・連絡、事業申込み、農家拠出金徴収、各種報告など一部事

務について、利用農家が属する５団体に委託した。（ＪＡ さが  ＪＡ からつ 

ＪＡ 伊万里  県開拓畜産事業協同組合 県配合飼料価格安定基金協会） 

（財源） (独)農畜産業振興機構委託費、手数料 



(3) 佐賀牛等肥育素牛導入緊急対策事業 242,766,000円 

（事業内容） 

新型コロナウイルス感染拡大により枝肉価格が急激に下落し、肉用牛肥

育農家の経営が大変厳しい状況にある中、「佐賀牛」をはじめとする県産

牛の生産を維持するため、肥育素牛の導入に係る奨励金を交付すること

で、肉用牛肥育農家の営農意欲の維持や経営の安定を図った。 

（令和2年度実績） 

 ① 肥育素牛導入奨励金交付              (単位：円) 

品種 
交付対象頭数 

(令和 2年 3-9月 
販売牛) 

奨励金交付単価 交付額 

肉専用種 11,879頭 20,000 237,580,000 

交雑種 255頭 10,000 2,550,000 

乳用種 18頭 5,000 90,000 

合 計 12,152頭 ― 240,220,000 

 

 ② 奨励金交付業務等に係る推進事務費 2,546,000円 

（財源）県補助金 

 

３ 養豚経営の所得補てんに関する事業 388,816円 

（事業の目的） 

畜産経営の安定に関する法律に基づき、標準的販売価格が標準的生産費

を下回った場合に、生産者に対し肉豚経営安定交付金を交付することによ

り、養豚経営の安定を図る。 

 

(1) 肉豚経営安定交付金制度に係る連絡調整等委託業務 388,816円 

（事業内容） 

(独)農畜産業振興機構から委託を受け、養豚農家や関係者を対象に、事

業説明資料を送付し、肉豚経営安定交付金制度の普及推進を行い、養豚農

家の経営安定を図った。 

 



（令和2年度実績） 

① 事業説明会議の開催：新型コロナウイルス感染拡大防止のため資料 

送付により対応  

（財源）（独）農畜産業振興機構委託費 

 

  



Ⅱ  公益目的事業２（公２） 

 

１ 畜産の経営指導に関する事業 15,455,482円 

（事業の目的） 

畜産農家に対して、関係機関・団体と支援チーム等を構成し、経営診断に

よる助言・指導及び畜産特別資金借入農家の経営指導などを行い、畜産経営

の育成と安定向上を図る。 

 

（1）畜産経営技術高度化推進事業 3,750,000円 

（事業内容） 

畜産農家に対して、畜産の各分野の専門家からなる支援チームを構成

し、畜産農家に対して経営診断・事後指導による助言指導、経営改善研修

会の開催、技術情報提供及び相談活動などを行い、生産性、収益性の高い

畜産経営体の育成を図った。 

（令和2年度実績） 

①支援チーム検討会：1回 

②経営診断：30戸、事後指導：12戸 

団 体 名 
診断 

件数 

内 訳 

酪農 

繁殖 

（一貫を

含む） 

肥育 

（一貫を

含む） 

佐賀県農協 8 0 4 4 

唐津農協 13 3 3 7 

伊万里市農協 9 0 0 9 

合 計 30 3 7 20 

 ③経営改善研修会：3集団 

開催日 集団名 出席者数 

令和 2年 12月 16日 ＪＡ伊万里肥育牛農家等 10名 

令和 3年 1月 22日 ＪＡからつ肥育牛・繁殖牛農家等 21名 

令和 3年 3月 24日 ＪＡさが肥育牛農家等 12名 

（財源）県委託費 

 



（2）畜産特別資金等推進指導事業 5,726,381円 

（事業内容） 

畜産特別資金借受者及びその融資機関に対して、経営改善計画の作成指

導や達成指導を行い、同資金借受者の経営改善を図った。 

（令和2年度実績） 

①支援協議会の開催：1回 

②融資機関への助言指導：3融資機関 

③経営改善計画の作成、見直し、達成指導 

（見直し指導：2戸、濃密指導：6戸、改善計画達成指導：7戸） 

④畜特資金借入者の実績点検調査：2回、経営改善状況調査：1回 

（財源）（公社）中央畜産会補助金 

 

（3）畜産経営指導体制支援事業 5,979,101円 

（事業内容） 

畜産振興を目的として、畜産協会が実施する畜産経営技術高度化推進事

業を推進するとともに関係機関・団体と連携し、地域畜産の活性化、収益

性の高い畜産経営実現並びに安全かつ安定的な食の供給のための事業の推

進を図った。 

（令和2年度実績） 

①畜産経営の支援体制強化を図るための事業の推進 

②地域畜産の活性化、安全かつ安定的食の供給のための事業の推進 

（財源）地方競馬全国協会補助金 

 

２ 畜産の経営支援に関する事業 362,032,187円 

（事業の目的） 

生産者に能力の高い繁殖雌牛の増頭・導入や被災時の補修・改善の支援

に取り組む生産者集団並びに収益性の向上や労働力軽減を図るための機械

導入に取り組む生産者に畜産クラスター協議会や楽酪応援会議を通じて支

援を行い、畜産経営の生産基盤の強化、安定向上及び地域の畜産振興を図

る。 

 



（1）肉用牛経営安定対策補完事業 

（地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業） 21,923,828円 

（事業内容） 

生産者集団等に対して、能力の高い繁殖雌牛の増頭・導入等に対し奨励

金を交付し、地域の繁殖基盤の強化と活性化を図った。 

（令和2年度実績） 

①増頭奨励金、導入奨励金（多様性、優良）の交付 

項 目 戸数（戸） 頭数（頭） 金額（円） 

中核的担い手育成増頭推進 

（増頭奨励金） 
22 89 8,340,000 

遺伝的多様性に配慮した 

改良基盤確保（導入奨励金） 
22 41 3,000,000 

優良繁殖雌牛導入支援 

（導入奨励金） 
48 153 7,180,000 

合 計 延べ 92 283 18,520,000 

 

②肉用牛振興推進指導 3,403,828円 

（財源）（独）農畜産業振興機構補助金 

 

（2）生産基盤拡大加速化事業 1,637,000円 

（事業内容） 

輸出拡大に向けて和牛の増産を推進するため、畜産クラスター計画に基

づいた優良な繁殖雌牛の増頭に対し奨励金を交付するために、推進業務を

実施した。 

（令和2年度実績） 

①県内における事業の推進業務 

②県内における事業要望書及び増頭計画書の取りまとめ業務 

③補助金交付申請等業務の執行等に係る書類の確認及び送付業務 

④取組主体との協議に係る窓口業務 

⑤県内における事業の執行に係る連絡・調整、データ整理及び調査業務 

⑥その他全国協会会長が必要と認める業務 

 



（増頭奨励金実績額等） ≪参考≫ 

区分 戸数（戸） 頭数（頭） 奨励金額（円） 

増頭奨励金 14 140 27,269,000 

（財源）（一社）全国肉用牛振興基金協会委託費 

 

（3）畜産経営災害総合対策緊急支援事業 0円 

（事業内容） 

 豪雨、台風、地震等災害により畜舎等が被災した畜産農家の安定的な経営継

続を目的に、畜舎、飼養管理の附帯施設・機械の補修・改修や非常用電源等の

事業概要等の周知を図った。 

（令和2年度実績） 

   集団等から要望が無かった。 

（財源）（独）農畜産業振興機構補助金 

 

（4）畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）2,155,000円 

（事業内容） 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業のうち機械導入事業につい

て、その円滑な実施を図るため、事業の推進業務、事業参加要望書及び事

業参加申請書の取りまとめ業務などの推進業務を実施した。 

（令和2年度実績） 

①県内における事業の推進業務 

②県内における事業参加要望書及び事業参加申請書の取りまとめ業務 

③県との協議に係る窓口業務 

④県内における事業の執行に係る連絡・調整、データ整理及び調査業務 

【令和 2年度要望】 

協議会数 取組主体数 機械数 要望額（補助金ﾍﾞｰｽ） 

6協議会 21件 52基 74,939,380円 

（財源）（公社）中央畜産会委託費 

 

 

 



（5）畜産経営体生産性向上対策事業 394,000円 

（事業内容） 

酪農家や肉用牛農家の労働負担軽減・生産性向上のために、協議会等が

取り組む搾乳ロボット・ＡＩ・ＩｏＴ等の先端技術の機械導入事業（リー

ス）の県窓口団体として、事業の円滑な推進を図った。 

（令和2年度実績） 

①普及推進業務 

ア 県内における事業推進会議の開催、現地関係機関への普及説明等の実施 

イ 県、関係機関・協議会等との連絡調整の実施 

ウ 要望調査票及び実施計画書のとりまとめの実施 

エ 過年度事業対象者の現地指導確認の実施 

（財源）（公社）中央畜産会委託費 

 

（6）酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業 451,000円 

（事業内容） 

酪農家の労働負担軽減のために、楽酪応援会議等が取り組む機械導入事

業（リース）並びに一体的な施設の整備事業の県窓口団体として、事業の

円滑な推進を図った。 

（令和2年度実績） 

①普及推進業務 

ア 県内における事業推進会議の開催、現地関係機関への普及説明等の実施 

イ 県、関係機関・協議会等との連絡調整の実施 

ウ 要望調査票及び実施計画書のとりまとめの実施 

（財源）（公社）中央畜産会委託費 

 

（7）肥育牛経営等緊急支援特別対策事業（肥育生産支援事業）335,471,359円 

（事業内容） 

新型コロナウイルス感染症により、肉用牛肥育経営体の経営悪化が危惧

されているため、優良な肥育牛生産など経営体質の強化へ取り組む肥育経

営体に対し、奨励金を交付した。 

 



（令和2年度実績） 

①奨励金の交付業務 

区分 

肉用牛 

販売頭数 

（頭） 

奨励金単価 

（円/頭） 

奨励金額 

（円） 

牛マルキン登録牛 

（令和 2年 4～12月販売牛） 
16,226 20,000 324,520,000 

牛マルキン以外 

（令和 2年 4～9月販売牛） 
351 20,000 7,020,000 

合 計 16,577 20,000 331,540,000 

 

②都道府県段階事業推進業務 3,931,359円 

ア 事業推進指導等に係る業務 

イ 奨励金交付等に係る業務 

（再事務委託） 

事業内容の周知、参加申込み、販売牛報告などの一部事務について、参

加農家が所属する5団体に委託した。 

（ＪＡ さが、ＪＡ からつ、ＪＡ 伊万里、開拓畜産事協、配飼協） 

（財源）（公社）中央畜産会補助金、委託費 

 

 

３ 畜産に関する調査研究及び情報提供に関する事業 4,169,834円 

（事業の目的） 

畜産協会が有する畜産経営調査に必要な知識とこれまでの経験を生か

し、畜産の経営事例や生産技術などに関する調査を行うとともに、畜産農

家や畜産関係者への指導助言や情報提供を行い、畜産経営の技術向上を図

る。 

 

（1）畜産クラスター全国推進事業に係る実態調査事業 1,040,000円 

（事業内容） 

中央畜産会が取りまとめる畜産経営の実態調査のために、経営内容や生

産技術が優秀な畜産農家を対象とした経営状況調査を行った。 



（令和2年度実績） 

①経営状況調査：13戸 

（財源）（公社）中央畜産会請負費 

 

（2）家畜生産性向上対策事業 1,773,324円 

（事業内容） 

家畜の生産性向上を図るために肉用牛農家の生産性に係るデータの収

集・分析を行うとともに、それに基づく技術指導を実施した。 

（令和2年度実績） 

① 実施戸数：20戸 

（財源）（公社）中央畜産会委託費、請負費 

 

（3）地域畜産関係情報提供事業 1,065,510円 

（事業内容） 

本県の畜産物の生産状況、協会の事業概況やイベント等を協会のホーム

ぺージや関係機関の情報誌等に情報提供を行い、本県畜産の理解を醸成す

るとともに県産畜産物の消費拡大に努めた。 

（令和2年度実績） 

①ホームページアクセス数：77,984回 

②家畜セリ市名簿への情報提供：12回 

③畜産物消費拡大チラシ作成（1回） 

④関係機関発行の情報誌への掲載（4回） 

（財源）地方競馬全国協会補助金 

 

（4）貸付事業指導等事業 291,000円 

（事業内容） 

 （公財）畜産近代化リース協会から県内畜産農家に貸付けられた施設・

機械の確認及び管理状況調査を実施し、貸付施設等の効率的な活用を助言

するとともに、新規貸付者の掘り起こしを行い、生産者の経営改善を図っ

た。 

 



（令和2年度実績） 

調査場所 
貸付基数

（基） 

うち調査基数

（基） 

調査日数 

（日） 

佐賀県農協 31 9 2 

唐津農協 4 0 0 

開拓畜産事協 5 2 2 

合 計 40 11 4 

（財源）（公財）畜産近代化リース協会委託費 

 

（5）課題解決サポート事業 0円 

（事業内容） 

日本政策金融公庫資金借入農家の経営改善を目的として、借入農家の経

営内容を調査し、経営計画達成に向けて支援した。 

（令和2年度実績） 

   （公社）中央畜産会と委託契約を締結したものの、日本政策金融公庫から

の調査依頼が無かった。 

（財源）（公社）中央畜産会委託費 

 

 

４ 生産者並びに団体への活動支援に関する事業 944,995円 

（事業の目的） 

研修会の開催、情報収集並びに活動強化費の助成を行い、担い手育成や

畜産の活性化のために活動を行っている団体等の組織強化を図る。 

 

(1) 畜産女性経営者育成強化事業 944,995円 

（事業内容） 

畜産経営の中核的役割への女性参画の拡大と女性の地位向上を図るた

め、女性自身の経営能力の向上とともに女性経営者の育成及び女性の能力

発揮に向けた関係者の意識改革とサポート体制の強化等を図った。 

 

 



（令和2年度実績） 

① 勉強会：4回 

② 研修会：2回 

③ 地域間交流:0回 

（財源）（公社）中央畜産会補助金 

 

  



Ⅲ  公益目的事業３（公３） 

 

１ 家畜伝染性疾病の予防接種及び予防措置に関する事業 102,304,822円 

（事業の目的） 

県の指導や獣医師の協力を得て、生産者に対して、予防接種の実施や適切

な死亡牛処理を推進し、家畜の伝染性疾病の予防、ひいては公衆衛生の向上

を図る。 

 

（1）家畜生産農場衛生対策事業 16,405,185円 

（事業内容） 

 畜産経営への影響が大きい家畜伝染病である牛のヨーネ病、牛ウイルス

性下痢（以下「ＢＶＤ－ＭＤ」）、牛伝染性リンパ腫（以下「ＥＢＬ」）

の清浄化対策を支援するとともに、吸血昆虫により媒介されるアカバネ病

等の予防接種支援を行い畜産経営の安定を図った。 

（令和2年度実績） 

① 疾病清浄化支援対策 1,378,715円 

ア ヨーネ病対策 

a 検討会の開催   1回 

b 検査費の助成   1戸  79頭  

イ  ＢＶＤ－ＭＤ対策 

a 検討会の開催   1回 

b 検査費の助成    6戸  64頭 

ウ ＥＢＬ対策 

a 検討会の開催   1回 

② 農場飼養衛生管理強化・疾病流行防止支援対策  1,333,800円  

ア 疾病流行防止支援対策 

a ワクチン策定会議開催  1回 

b アカバネ病ワクチン接種推進及び経費の一部助成 

予防接種実績                 (単位:頭、円) 

ワクチン 接種頭数   実績額 
実績額のうち 

国庫補助額 

牛異常産 3混 930 
13,692,670 

119,040 

牛異常産 4混 5,410 692,352 

    （財源）国庫補助金、生産者負担金 



 

（2）予防接種事業 24,483,245円  

（事業内容） 

 生産者の負担金を財源とし、家畜への予防接種を行い、畜産経営への影

響が大きい家畜伝染性疾病の発生予防を図った。 

事業は県内各地域の家畜自衛防疫団体と連携して実施し、予防接種は、

協会と契約した指定獣医師の協力を得て実施した。 

（令和2年度実績） 

予防接種頭羽数               (単位:頭、羽、円) 

 ワクチン名 接種頭羽数   実績額 

牛 

イバラキ病 1,874 1,480,460 

牛５混 7,413 13,714,050 

牛ヘモフィルス感染症 7,394 7,615,820 

牛５混不活化 27 49,815 

牛６混 120 250,800 

豚 
豚丹毒（生） 4,253 808,070 

日脳・豚パルボ 220 176,000 

鶏 
ＮＤ 250,000 118,270 

ＮＤＩＢ 254,000 269,960 

 合 計 － 24,483,245 

  （財源）生産者負担金 

 

（3）牛疾病検査円滑化推進対策事業 2,809,000円 

（事業内容） 

死亡牛のＢＳＥ検査の円滑な推進と死亡牛の適正処理を行うため、畜産

農家が負担する経費の一部を国からの補助を受け、ＢＳＥの発生予防と清

浄化確認を図った。 

（令和2年度実績） 

① 死亡牛適正処理推進協議会の開催  1回 

② 死亡牛の発生場所から化製場までの輸送経費の一部補助 

③ 死亡牛処理経費の一部補助 

   ただし、対象牛は下記のとおりとする。 



  ア 96か月齢以上の死亡牛 

  イ 48か月齢以上の起立不能を示す死亡牛 

  ウ 48か月齢以上の届出伝染病等と診断された死亡牛 

  エ 全月齢のＢＳＥを疑う症状のある死亡牛 

死亡牛検査処理安定化対策内訳      (単位:頭、円) 

区 分 実績頭数 単価 補助金額 

処理補助 214 7,500 1,605,000 

輸送補助 87 3,000 261,000 

合 計 1,866,000 

      （財源）国庫補助金 

 

（4）馬防疫強化地域推進対策事業 533,000円 

（事業内容） 

競走馬以外（乗用馬等）の馬インフルエンザの発生予防を目的に、馬イ

ンフルエンザワクチン接種を推進した。 

（令和2年度実績） 

① 馬ワクチン接種等地域推進対策検討会開催 1回 

② 馬インフルエンザワクチン予防接種 25頭 

  （財源）(公社)中央畜産会補助金 

 

（5）予防注射事故対策事業 138,000円  

（事業内容） 

   畜産協会が実施した予防注射において、予防注射事故が発生した場合に

見舞金を交付した。 

（令和2年度実績） 

① 予防注射事故が発生した場合に見舞金の交付 

牛5種混合生ワクチン接種 1頭死亡 

  （財源）畜産協会単独 

 

（6）家畜衛生防疫対策事業 1,788,133円 

（事業内容） 

畜産協会が実施する家畜衛生関連対策の推進を行い、畜産振興を図った。 

 



（令和2年度実績） 

① 家畜の伝染性疾病予防対策 

② 予防接種や衛生指導 

  （財源）地方競馬全国協会補助金 

 

（7）消費・安全対策交付金事業 13,401,927円 

（事業内容） 

養豚農場のバイオセキュリティを向上させるため、防鳥ネット、動力噴

霧器、簡易更衣室、死体保冷保管庫、燻蒸庫、パスボックス、飲水消毒装

置、看板等の導入に必要な経費を支援した。 

（令和2年度実績） 

① 物品を購入し、生産者へ貸し付けた。 

 （単位：円） 

 国 佐賀県 市町 生産者 合 計 

防鳥ネット 5,468,000 2,733,000 1,092,000 2,738,327 12,031,327 

防鳥金網 322,000 161,000 64,000 161,400 708,400 

動力噴霧器 168,000 － － 202,700 370,700 

飲水消毒装置 132,000 － － 159,500 291,500 

合 計 6,090,000 2,894,000 1,156,000 3,261,927 13,401,927 

（財源）国庫補助金、佐賀県補助金、市町補助金、生産者負担金 

 

２ 畜産物の安全や畜産経営の衛生指導及び調査に関する事業 4,648,398円 

（事業の目的） 

生産者や関係者を対象に、推進会議や検討会・講習会、調査等を行い、畜

産物の安全・安心や畜産経営における家畜衛生に関する技術や意識の向上を

図る。 

 

（1）家畜防疫・衛生指導対策事業 3,978,398円 

（事業内容） 

家畜伝染病の発生予防、まん延防止等を確実かつ効率的なものとするた

め、地域における自衛防疫活動を推進すること、並びに家畜畜産物の安全性

を確保するうえで重要な農場HACCP認証に必要な取組を推進した。 



（令和2年度実績） 

① 地域自衛防疫取組促進対策会議の開催 5回 

② 生産者段階の防疫演習 3か所 

③ 地域農場 HACCP認証構築指導農場 2農場 

④ HACCP普及推進協議会等の開催 1回 

  （財源）(公社)中央畜産会補助金 

 

（2）馬飼養衛生管理特別対策事業 670,000円 

（事業内容） 

馬飼養実態調査や馬飼養衛生管理技術講習会等を行い、馬飼養衛生管理の

向上を図った。 

（令和2年度実績） 

① 地域馬飼養管理体制整備委員会の開催 1回 

② 馬飼養衛生管理技術地方講習会の開催 1回 

③ 獣医療実態調査 16戸 

  （財源）(公社)中央畜産会補助金 

 

 

３ 家畜伝染病まん延防止及び経営支援に関する事業 1,088,529円 

（事業の目的） 

家畜伝染病発生時の家畜防疫の徹底と経営再建を目指す生産者を支援する。 

 

(1) 家畜防疫互助基金支援事業 1,088,529円  

（事業内容） 

  生産者への事業加入を推進し、加入頭数に応じた生産者積立金を徴収

し、基金管理団体（(公社)中央畜産会）へ納付した。 

＜事業実施期間＞ 平成30年度～令和2年度 

（令和2年度実績）  

① 推進会議の開催 1回 

（業務委託） 

事業内容の周知・連絡、事業申込み、生産者積立金、各種報告などの一部

事務について、生産者が属する2団体に委託した。（ＪＡさが・県開拓畜産

事業協同組合） 

 



（生産者積立金） 

家畜防疫互助事業加入状況      (単位:戸・頭、円) 

区 分  牛 豚 

契約戸数 419      34 

契約頭数 52,780 63,921 

生産者積立金 6,892,725 2,666,080 

生産者積立金合計 9,558,805円 

                     

豚生産者追加納付額 (単位:戸・頭、円) 

区 分  豚 

契約戸数      34 

契約頭数 62,334 

生産者積立金 7,828,770 

    （財源）(独)農畜産業振興機構補助金、生産者積立金 

 

４ 獣医師等の育成支援に関する事業 4,582,000円 

（事業の目的） 

安全安心な畜産物の安定供給のため、産業動物獣医師の確保・育成を図る。 

 

（1）獣医師養成確保修学資金貸与事業 4,582,000円  

（事業内容） 

佐賀県内の産業動物獣医師等への就業を志す獣医学を専攻する学生に対し 

修学資金の貸与を行い、産業動物獣医師等の育成・確保を図った。 

（令和2年度実績） 

① 獣医学を専攻する学生に修学資金の貸与 新規1名 継続1名 

  （財源）国庫補助金、佐賀県補助金 

  



Ⅳ  その他の事業（相互扶助等事業）１（他１） 1,637,256円 

（事業の目的） 

畜産振興を目的として、一般消費者及び畜産農家に対して、畜産や畜産物に

関する知識などの普及広報活動などにより、消費者の畜産に対する理解と畜産

団体と連携強化を図る。 

 

１ 馬事畜産振興推進事業 352,000円 

（事業内容） 

馬事畜産振興協議会からの委託等により、関係団体等と連携し、地方競馬（さ

がけいば）の支援、畜産や畜産物の普及・啓発を行った。 

（令和2年度実績） 

佐賀県馬事畜産振興協議会 負担金：0円 

※コロナの影響を受け令和2年度は負担金 0円 

①協議会の開催：1回 

②畜産フェアーの開催：1回(WEB開催) 

（財源）馬事畜産振興協議会 

 

２ 地方競馬支援対策事業 703,375円 

（事業内容） 

公営競馬の健全な運営並びに発展のため、佐賀競馬場の新規ファンの獲得を

目的に、ホームページや情報誌等に競馬情報の発信を行った。 

さらに、佐賀競馬場で開催した畜産フェアーにおいて、県産畜産物や九州各

地の畜産物のPRを他県の畜産協会と連携し行い、畜産物の消費拡大を図った。 

（令和2年度実績） 

①冠レースイベント：1回 

②地方競馬及び畜産物のＰＲ：1回（WEB畜産フェアー開催時） 

（財源）地方競馬全国協会補助金 

 

 

 

 



３ 県産畜産物ブランド確立対策事業 581,881円 

（事業内容） 

畜産団体等が開催する共励会等を支援し、家畜の改良や畜産経営技術の改善

の促進に努めた。さらに、本県の家畜の改良の度合いや方向性を確認するとと

もに一般消費者に対し本県畜産物の消費拡大や畜産への理解の醸成を図った。 

（令和2年度実績） 

①出荷成績検討会：9回 

②経営技術管理検討会：2回 

③家畜改良検討会：6回 

（財源）地方競馬全国協会補助金 

 

 

 

 

  



Ⅴ  その他の事業（相互扶助等事業）２（他２） 450,000円 

（事業の目的） 

 畜産振興を目的として、畜産関連事業を実施する団体を支援する。 

 

１ 任意組織事務受託事業 

(1) 養蜂組合 

県内 33 戸の養蜂を営む者が組織する佐賀県養蜂協同組合の事務全般を受

託し実施した。 

(2)養鶏協会 

県内養鶏関係団体及び養鶏農家が組織する佐賀県養鶏協会の事務全般を

受託し実施した。 

(3) 養豚協会 

県内養豚関係団体の 4会員が組織する佐賀県養豚協会の事務全般を受託し

実施した。 

 

 

  



Ⅵ  法人業務 

１ 法人管理に関する事業 1,600,000円 

 

(1)畜産関係団体調整機能強化事業 1,600,000円 

（事業内容） 

生産者等からの経営、技術、制度、資金等の各種相談に対応した。 

（財源）（公社)中央畜産会委託費 

 

(2)各種委託事業の実施 

中央団体、金融機関等からの調査依頼等の各種事業を実施した。 

 

(3)会員団体等の諸事業に対する協力 

①本協会会員、市町、ＪＡその他各種団体が実施する事業について、これら団

体の要請に応じ、直接または間接的に協力した。 

②畜産に関する資料・書籍等の斡旋のほか、講習・研修会等を行った。 

 

 


