平成25年3月29日
平成25年度畜産業振興事業等に係る事業実施主体候補者の公募結果について
このことについて、平成25年度畜産業振興事業等に係る事業実施主体審査委員会での審査を経て、下記の応募者を事業実施主体候補者
として決定しましたのでお知らせします。
記
応募対象事業(メニュー）名
応募対象事業名

肉用牛肥育経営安定特別対策事業

メニュー名

応募者名

社団法人 北海道酪農畜産協会
社団法人 青森県畜産協会
社団法人 岩手県畜産協会
社団法人 宮城県畜産協会
社団法人 秋田県農業公社
社団法人 山形県畜産協会
社団法人 福島県畜産振興協会
公益社団法人 茨城県畜産協会
社団法人 栃木県畜産協会
公益社団法人 群馬県畜産協会
一般社団法人 埼玉県畜産会
社団法人 千葉県畜産協会
公益財団法人 東京都農林水産振興財団
社団法人 神奈川県畜産会
公益社団法人 山梨県畜産協会
社団法人 長野県畜産会
公益社団法人 静岡県畜産協会
公益社団法人 新潟県畜産協会
社団法人 富山県畜産振興協会
社団法人 石川県畜産協会
社団法人 福井県畜産協会
社団法人 岐阜県畜産協会
社団法人 愛知県畜産協会
社団法人 三重県畜産協会
社団法人 滋賀県畜産振興協会
社団法人 京都府畜産振興協会
社団法人 大阪府畜産会
公益社団法人 兵庫県畜産協会
社団法人 奈良県畜産会
社団法人 畜産協会わかやま
社団法人 鳥取県畜産推進機構
公益社団法人島根県畜産振興協会
一般社団法人 岡山県畜産協会
社団法人 広島県畜産協会
社団法人 山口県畜産振興協会
社団法人 徳島県畜産協会
社団法人 香川県畜産協会
公益社団法人 愛媛県畜産協会
社団法人 高知県肉用子牛価格安定基金協会
社団法人 福岡県畜産協会
社団法人 佐賀県畜産協会

社団法人 長崎県畜産協会
公益社団法人 熊本県畜産協会
公益社団法人 大分県畜産協会
公益社団法人 宮崎県畜産協会
社団法人 鹿児島県畜産協会
財団法人 沖縄県畜産振興公社
酪農経営安定対策補完事業

酪農経営安定化支援ヘルパー事業

社団法人 酪農ヘルパー全国協会
北海道農業協同組合中央会
全国農業協同組合連合会岩手県本部
酪農とちぎ農業協同組合
千葉県酪農農業協同組合連合会
公益社団法人 静岡県畜産協会
社団法人 京都府畜産振興協会
奈良県酪農農業協同組合
全国農業協同組合連合会島根県本部
一般社団法人 岡山県畜産協会
全国農業協同組合連合会高知県本部
ふくおか県酪農業協同組合
長崎県酪農業協同組合連合会
熊本県酪農業協同組合連合会
宮崎県経済農業協同組合連合会
鹿児島県酪農業協同組合

酪農経営安定対策補完事業

牛群検定システム高度化支援事業

社団法人 家畜改良事業団
社団法人 北海道酪農検定検査協会
社団法人 岩手県畜産協会
全国農業協同組合連合会 秋田県本部
社団法人 山形県ホルスタイン協会
福島県酪農業協同組合
酪農とちぎ農業協同組合
群馬県牛乳販売農業協同組合連合会
千葉県酪農農業協同組合連合会
神奈川県酪農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会長野県本部
社団法人 富山県畜産振興協会
愛知県酪農農業協同組合
三重県酪農業協同組合連合会
社団法人 滋賀県畜産振興協会
社団法人 京都府畜産振興協会
兵庫県酪農農業協同組合連合会
大山乳業農業協同組合
おかやま酪農業協同組合
広島県酪農業協同組合
山口県酪農農業協同組合
徳島県酪農業協同組合
愛媛県酪農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会高知県本部
ふくおか県酪農業協同組合
佐賀県農業協同組合
長崎県酪農業協同組合連合会

熊本県酪農業協同組合連合会
大分県酪農業協同組合
宮崎県経済農業協同組合連合会
鹿児島県酪農業協同組合
沖縄県酪農農業協同組合
酪農生産基盤回復緊急支援事業

社団法人 中央酪農会議

肉用牛経営安定対策補完事業

肉用牛生産基盤強化対策事業

社団法人 全国肉用牛振興基金協会

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 公益財団法人 北海道農業公社

社団法人 北海道酪農畜産協会
社団法人 青森県畜産協会
社団法人 岩手県畜産協会
社団法人 宮城県畜産協会
社団法人 秋田県農業公社
社団法人 山形県畜産協会
社団法人 福島県畜産振興協会
公益社団法人 茨城県畜産協会
社団法人 栃木県畜産協会
公益社団法人 群馬県畜産協会
社団法人 千葉県畜産協会
社団法人 長野県畜産会
公益社団法人 静岡県畜産協会
公益社団法人 新潟県畜産協会
社団法人 富山県畜産振興協会
社団法人 石川県畜産協会
社団法人 岐阜県畜産協会
社団法人 愛知県畜産協会
社団法人 滋賀県畜産振興協会
社団法人 京都府畜産振興協会
公益社団法人 兵庫県畜産協会
奈良県肉用牛農業協同組合
社団法人 畜産協会わかやま
公益社団法人 島根県畜産振興協会
一般社団法人 岡山県畜産協会
社団法人 広島県畜産協会
社団法人 山口県畜産振興協会
社団法人 徳島県畜産協会
社団法人 香川県畜産協会
公益社団法人 愛媛県畜産協会
社団法人 高知県畜産会
社団法人 福岡県畜産協会
社団法人 佐賀県畜産協会
社団法人 長崎県畜産協会
公益社団法人 熊本県畜産協会
公益社団法人 大分県畜産協会
公益社団法人 宮崎県畜産協会
社団法人 鹿児島県畜産協会
財団法人 沖縄県畜産振興公社

肉用牛経営安定対策補完事業

肉用牛流通促進対策事業

全国肉牛事業協同組合
上川家畜商業協同組合
北見地方畜産商業協同組合
十勝家畜商業協同組合
岩手県家畜商業協同組合
秋田県家畜商業協同組合
山形県家畜商業協同組合
千葉県家畜商協同組合
神奈川県家畜商業協同組合
長野県家畜商業協同組合
新潟県家畜商協同組合
滋賀県家畜商業協同組合
京都府家畜商業協同組合連合会
兵庫県家畜商業協同組合
島根県家畜商業協同組合
鹿児島県家畜商業協同組合

肉用牛経営安定対策補完事業

肉用牛導入保証支援事業

社団法人 日本家畜商協会

食肉流通改善合理化支援事業

国産食肉給食利用促進事業

財団法人 日本食肉消費総合センター

食肉流通改善合理化支援事業

消費者団体等産地開拓事業

生活クラブ生活協同組合大阪
生活協同組合 エスコープ大阪
生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合
生活協同組合連合会コープ九州事業連合

食肉流通改善合理化支援事業

国産牛肉新需要創出対策事業

社団法人 全国肉用牛振興基金協会
財団法人 日本食肉消費総合センター
全国輸入食肉事業協同組合連合会
全国開拓農業協同組合連合会
首都圏食肉卸売業者協同組合
十勝清水町農業協同組合
ホクレン農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会 高知県本部

国産畜産物安心確保等支援事業

家畜個体識別システム定着化事業

社団法人 家畜改良事業団

国産畜産物安心確保等支援事業

緊急時食肉安全性等情報提供事業

財団法人 日本食肉消費総合センター

国産畜産物安心確保等支援事業

緊急時鶏肉処理体制整備等対策事業

一般社団法人 日本食鳥協会

国産畜産物安心確保等支援事業

家畜排せつ物利活用推進事業

社団法人 中央畜産会

畜産副産物適正処分等推進事業

肉骨粉適正処分対策事業

社団法人 日本畜産副産物協会

畜産副産物適正処分等推進事業

牛肉骨粉利用促進事業

社団法人 日本畜産副産物協会

畜産副産物適正処分等推進事業

牛せき柱適正管理等推進事業

社団法人 日本畜産副産物協会

畜産副産物適正処分等推進事業

畜産副産物需給安定推進事業

社団法人 日本畜産副産物協会

学校給食用牛乳供給事業

社団法人 北海道乳業協会
青森県牛乳普及協会
岩手県牛乳普及協会
宮城県牛乳協会
秋田県牛乳事業協同組合
山形県乳業協同組合
社団法人 福島県牛乳協会
茨城県牛乳協同組合
栃木県牛乳普及協会

一般社団法人 群馬県学校牛乳協会
埼玉県学校給食牛乳協議会
千葉県学校給食用牛乳供給事業連絡協議会
東京学乳協議会
社団法人 神奈川県乳業協会
山梨県牛乳普及協会
長野県牛乳普及協会
静岡県牛乳協会
新潟県学校給食用牛乳供給事業推進協議会
富山県牛乳普及協会
石川県学校給食牛乳協議会
福井県学校給食牛乳供給事業者協会
岐阜県学校給食用牛乳協議会
愛知県学校給食牛乳協会
三重県学校給食牛乳協会
全国農業協同組合連合会滋賀県本部
京都府牛乳協会
社団法人 大阪府牛乳協会
兵庫県牛乳協会
奈良県牛乳協会
和歌山県牛乳協会
鳥取県牛乳普及協会
島根県牛乳普及協会
公益財団法人

岡山県学校給食会

広島県牛乳普及協会
山口県酪農乳業協会
徳島県酪農業協同組合
社団法人 香川県畜産協会
愛媛県酪農業協同組合連合会
高知県学校給食用牛乳供給事業推進協議会
社団法人 福岡県牛乳協会
佐賀県牛乳普及協会
長崎県乳業協会
熊本県牛乳普及協会
大分県学校給食用牛乳供給事業推進協議会
宮崎県牛乳普及協会
鹿児島県酪農業協同組合
沖縄県学乳供給者協議会

【問い合せ先】
畜産振興部 管理課（瀬島、三田、井上、友石）
電話：03-3583-4332、4334、4340、4376
FAX：03-3583-8714

