
令和２年度事業計画書          
１ 運営方針

我が国の経済は、これまでの米国と中国の貿易戦争の余波や、米国を加えないＴＰＰ

11、日本欧州連合の経済連携協定（ＥＰＡ）に加えて、新たに日米貿易協定が最終合意

に至り、農業とりわけ畜産にかかる影響が懸念されてきたところです。

また、昨年末からの中国における新型コロナウィルスが国際的にまん延の兆しがみら

れ、国内でも拡散中で経済への悪影響が一層高まってきています。

飼料穀物の需給見通しについては、米国産トウモロコシや大豆の収穫面積は下方修正

されたが、単収の引き上げがあったために増産となり、飼料需要は上方修正されたが、

輸出が引き下げ予測のために期末在庫は予想ほど減少しなかった。飼料原料価格は当面

先行きの安定が保たれています。

畜産経営に重大な影響を及ぼす衛生問題では、今冬も暖冬の影響もあって国内での鳥

インフルエンザの発生がなかったが、一昨年岐阜県で発生した豚コレラは全国８県（１

６万頭殺処分）に拡散しており、予断を許さない状況が続いています。

本県の景気は、穏やかな回復傾向が続いていましたが、新型コロナウィルスの拡散に

伴い景気の落ち込みが懸念され、畜産物価格への影響が憂慮されます。

基金協会の運営にあたっては、配合飼料価格差補てん事業を主業務として、国、県の畜

産振興の諸施策を一層活用して、関係機関と連携しながら、諸事業の取り組みを進め、畜

産経営者の経営安定と発展に寄与することを目指します。

２ 事業計画

（１）配合飼料価格差補てん事業                      ［（公社）配合飼料供給安定機構］

ア 配合飼料価格差補てん契約

  平成２９年度からの契約対象期間（４年間）の最終年度目となる令和２年度契約は、

１２７経営体で、昨年度に比して３経営(対前年比９７．７％)減少となりますが、数量

では対前年比１００．８％の増量となります。

R2.4.1 現在

区分 R2 年度当初年間数量 R1 年度当初年間数量 前年度対比 備考

契約数量 ９５,９２５ｔ ９５,１７７ｔ １００.8%

契約件数   １２７件     １３０件 ９７.7％
畜種別内訳

畜種 年度当初

年間数量ｔ・件数戸

前年度当初

年間数量ｔ・件数戸

前年度対比

数量・件数(%)
備考

乳用牛 3,136 15 2,956 16 106.1 93.8
肉用牛 16,031 91 15,864 93 101.1 97.8
豚 15,338 5 15,206 5 100.9 100.0
採卵鶏 41,040 11 42,851 11 95.8 100.0
肉用鶏 20,380 5 18,300 5 111.4 100.0
計 95,925 127 95,177 130 100.8 97.7 畜種重複 4 件



イ トン当たりの通常補てん積立金額

                      単位：円

区分 加入畜産経営者 契約組合員（飼料メーカー）

基本 積み増し 計

負担者別通常補て

ん積立金額

¥400／ｔ※ ¥400／ｔ※ ¥400／ｔ※ ¥800／ｔ

※R2 年度改訂

ウ  別途納付金の額 （全日基通達 R2.1.16 付け）      
① 基金に新規に加入する者              ・・・・トン当たり 1,420 円

② 前年度途中において基本契約を解約し、第２四半期以降の通常補てん積立金を

納付しなかった者が改めて基金に加入する者  ・・・・トン当たり 1,600 円

③ 同じく、第３四半期以降の通常補てん積立金を納付しなかった者が改めて基金に

加入する者                  ・・・・トン当たり 1,710 円

④ 同じく、第４四半期の通常補てん積立金を納付しなかった者が改めて基金に加入

する者                    ・・・・トン当たり 1,810 円

① ～④の額は、R1 年度第 4 四半期に通常補てん金が交付される場合は、変更にな

ります。

エ 配合飼料価格差補てん金の交付

  補てん金交付の決定時期は、当該四半期の経過した翌月となるため、迅速、かつ適正

な交付事務処理に務めます。

※通常補てんの基準価格の算定方式の見直し：農林水産省（平成 25 年 12 月）

（２）肉用牛肥育経営安定対策

   ア  肉用牛肥育経営安定交付金制度【牛マルキン制度】  H30.12.30～R4.3.31
                          ［国・（独）農畜産業振興機構］

       肉用牛肥育経営の安定に関する法律（昭和 36 年法律第 183 号）に基づく法律制度

であり、標準的販売価格（山口県平均）が標準的生産費（全国平均）を下回った場合に、

肉用牛の生産者に対し、その差額の 9 割を交付金として交付することにより、肉用牛の生

産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。交付金の額の１/４は生産

者の負担金としての積立金から支払われます(生産者１：国３)。

＊令和２年度肥育牛・生産者負担金／頭及び計画頭数       (円／頭、頭)

区分 肉専用種 交雑種 乳用種 備考

生産者負担金 7,000 17,000 19,000 参加 20 戸予定

旧単価（R1） 7,000 17,000 19,000 参加 20 戸

計画頭数 1,800 1,600 200 計 3,600 頭

肉専用種には、黒毛和種・褐毛和種・無角和種、その他を含む。

    別途、(公社)山口県畜産振興協会の事務負担金；肉専 1,300 円／頭、交・乳 1,000 円／頭が必要



（３）肉用牛子牛生産対策

   ア  肉用牛子牛生産者補給金制度（第 7期業務対象年間 R2～6）   

                                        ［国・（独）農畜産業振興機構］

   この制度は、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛生産の安定等を

図るため、国(1/2)・県(1/4)及び生産者(1/4)が積立を行い、肉用子牛を販売若しくは

保留した場合に、その平均売買価格が保証基準価格を下回った場合に、４半期毎に生

産者補給金が交付される。       ＜参加戸数 5 戸＞

＊令和２年度指定肉用子牛保証基準価格及び合理化目標価格     (千円／頭)

区分 黒毛和種 肉専用種 乳用種 交雑種

保証基準価格 541（531） 320（314） 164（151） 274（269）
合理化目標価格 429（421） 253（249） 110（108） 216（212）
                 （ ）内は R1

＊ 令和２年度肉用子牛生産者負担金／頭及び計画頭数       (円／頭、頭)   
区分 黒毛和種 肉専用種 乳用種 交雑種 備考

生産者負担金 400 4,700 1,700 800 5 戸

計画頭数 120 30 250 150 計 550
別途、事業割会費（当基金協会）200 円／頭を徴収。

     黒毛和種以外は、(公社)山口県畜産振興協会の事務手数料 500 円／頭も必要

      （ 肉専用種には、褐毛和種・無角和種、その他を含む）

イ 山口県肉用牛経営安定対策補完事業（令和２年度）

                         ［（独）農畜産業振興機構公募→(公社)山口県畜産振興協会］

   中核的担い手育成増頭推進（継続）

      地域の中核的担い手として計画的に繁殖雌牛を増頭した場合、増頭実績に応じ、

１頭当たり 100,000～80,000 円の奨励金を交付する事業である。

             ＜対象生産農家 10 戸 交付頭数 20 頭目標＞   

ウ 生産基盤拡大加速化事業（令和２年度～）

   繁殖雌牛をクラスター計画に基づき増頭した場合、実績に応じた奨励金を交付する

事業である。飼養規模 50 頭未満：24.6 万円／頭、50 頭以上：17.5 万円／頭

※クラスター協議会設置が必要 協議会事務局補助として支援

＜対象生産農家 1 戸 交付頭数 10 頭目標＞

エ 繁殖肥育一貫経営等育成支援事業（平成 30～ 年度）

            [（一社）全国肉用牛振興基金協会]
   繁殖肥育一貫経営において、繁殖牛の増頭計画に基づき、受精卵移植による繁殖雌

牛の増頭をするための、交雑種雌牛導入（\15,000/頭）および和牛受精卵移植（1/2

補助）に対する補助の事業である。

        ＜対象生産農家１戸、交雑種雌牛導入 0 頭、受精卵移植 6 頭＞

    

（４）養豚及び養鶏経営

    ａ  県養豚協会の賛助会員として実施する諸事業について、側面的に協力し振興に

努める。



ｂ 県養鶏協会の役員として参画し、会の運営及び各種事業等の推進、指導に

   協力支援を行う。

  

（５）畜産関連リース事業            

        (一財)畜産環境整備機構の畜産高度化支援リース事業（通常リース）は、引き

続いて対応を図る。

    既に貸付中の畜産高度化支援リースについては、貸付料徴収事務等の円滑な処理

   に務める。

また、（公社）中央畜産会が実施主体となる「R2 年度（R1 補正）：畜産・酪

農収益力強化整備等特別対策事業（機械導入事業）」については、県窓口である（公

社）山口県畜産振興協会の指示等のもと、「従たる窓口」の委託業務を引き受け、

メーカー系畜産生産者のための事業窓口業務を実施する。

（６）山口県全日本畜産経営者協会の事務局業務

全日本畜産経営者協会（全日畜）の下部団体として、山口県全日本畜産経営者協

会（山口県全日畜）の事務局業務を兼務し、各飼料荷受組合員である会員（畜産経

営者）への経営支援に務める。

「H28 年度（H27 補正）～R2 年度（R1 補正）：畜産・酪農収益力強化整備等特

別対策事業（機械導入事業）」に参加している「地域畜産クラスター協議会」の運

営等の協力、支援を当協会業務として行う。

（７）会議及び行事等

ア 理事会、飼料畜産担当者会議等は必要に応じて開催する。

      イ  山口・九州地区管内の基金協会運営の円滑化を図るための「山口・九州地区

基金協会連絡協議会」では情報交換を密にし、基金協会運営の充実に努める。

ウ (一財)畜産環境整備機構、（協）日本飼料工業会、県行政及び関係機関等の

会議・行事・情報交換会には積極的に参加し、本基金協会業務の運営の円滑化

を図るとともに、会員への情報提供に努める。

   エ 「やまぐち高度衛生管理農場推進協議会（畜産振興課：H27 設置）」の構成

員・委員として、認定審査等の協議に参加する。

   オ  「やまぐち和牛子牛表示販売協議会（山口県農協：H28 設置）」の構成員と

して、子牛育成マニュアルの普及、子牛表示販売等の運営にかかる協議に参加

する。

   カ 「山口県スマート畜産推進協議会（畜産振興課：R1 設置）」の構成員として

先端・先進技術の普及、分析等の協議に参加する。

キ 「山口県産和牛ブランド推進協議会（山口県農協及び畜産振興課：R2 設置）」

の委員として、ブランド和牛肉の規格管理、販売戦略にかかる協議に参加する。

  ※R2.3.25 設立協議会延期

ク JGAP(家畜・畜産物)の指導員（R2.1.21 更新）資格を活かして、会員である飼

料荷受組合傘下の畜産経営者の相談等に対応する。

３ 収支予算書

  別紙


