
(別表1)

都道府県 団体（名称は、Ｈ２７．４．１現在）

北海道 (公社）北海道畜産物価格安定基金協会

青森県 (一社）青森県畜産協会

岩手県 (公社）岩手県農畜産物価格安定基金協会

宮城県 (一社）宮城県畜産協会

秋田県 (公社）秋田県農業公社

山形県 (公社）山形県畜産協会

福島県 (公社）福島県畜産振興協会

茨城県 (公社）茨城県畜産協会

栃木県 (公社）栃木県畜産協会

群馬県 (公社）群馬県畜産協会

埼玉県 (一社）埼玉県畜産会

千葉県 (公社）千葉県畜産協会

東京都 (公財)東京都農林水産振興財団

神奈川県 (一社）神奈川県畜産会

新潟県 (公社）新潟県畜産協会

富山県 (公社）富山県畜産振興協会

石川県 (公社）石川県畜産協会

福井県 (一社）福井県畜産経営安定基金協会

山梨県 (公社）山梨県畜産協会

長野県 (公社）長野県畜産物価格安定基金協会

岐阜県 (一社）岐阜県畜産協会

静岡県 (公社）静岡県畜産協会

愛知県 (公社）愛知県畜産協会

三重県 (一社）三重県畜産協会

滋賀県 (一社）滋賀県畜産振興協会

京都府 (公社）京都府畜産振興協会

大阪府 (一社）大阪府畜産会

兵庫県 (公社）兵庫県畜産協会

奈良県 (一社）奈良県畜産会

和歌山県 (公社）畜産協会わかやま

鳥取県 (公社）鳥取県畜産推進機構

島根県 (公社）島根県畜産振興協会

岡山県 (一社）岡山県畜産協会

広島県 (一社）広島県畜産協会

山口県 (公社）山口県畜産振興協会

徳島県 (公社）徳島県畜産協会

香川県 (公社）香川県畜産協会

愛媛県 (公社）愛媛県畜産協会

高知県 (一社）高知県肉用子牛価格安定基金協会

福岡県 (公社）福岡県畜産協会

佐賀県 (公社）佐賀県畜産協会

長崎県 (一社）長崎県畜産物価格安定基金協会

熊本県 (公社）熊本県畜産協会

大分県 (公社）大分県畜産協会

宮崎県 (公社）宮崎県畜産協会

鹿児島県 (公社）鹿児島県畜産協会

沖縄県 (公財）沖縄県畜産振興公社



(別表2)

都道府県名 団体（名称は、Ｈ２７．４．１現在）

北海道 (社)北海道酪農畜産協会

青森県 (社)青森県畜産協会

岩手県 (社)岩手県畜産協会

宮城県 (社)宮城県畜産協会

秋田県 (社)秋田県農業公社

山形県 (社)山形県畜産協会

福島県 (社)福島県畜産振興協会

茨城県 (社)茨城県畜産協会

栃木県 (社)栃木県畜産協会

群馬県 (社)群馬県畜産協会

埼玉県 (社)埼玉県畜産会

千葉県 (社)千葉県畜産協会

東京都 公益財団法人東京都農林水産振興財団

神奈川県 (社)神奈川県畜産会

新潟県 (社)山梨県畜産協会

富山県 (社)長野県畜産会

石川県 (社)静岡県畜産協会

福井県 (社)新潟県畜産協会

山梨県 (社)富山県畜産振興協会

長野県 (社)石川県畜産協会

岐阜県 (社)福井県畜産協会

静岡県 (社)岐阜県畜産協会

愛知県 (社)愛知県畜産協会

三重県 (社)三重県畜産協会

滋賀県 (社)滋賀県畜産振興協会

京都府 (社)京都府畜産振興協会

大阪府 (社)大阪府畜産会

兵庫県 (社)兵庫県畜産協会

奈良県 (社)奈良県畜産会

和歌山県 (社)畜産協会わかやま

鳥取県 (社)鳥取県畜産推進機構

島根県 (社)島根県畜産振興協会

岡山県 (社)岡山県畜産協会

広島県 (社)広島県畜産協会

山口県 (社)山口県畜産振興協会

徳島県 (社)徳島県畜産協会

香川県 (社)香川県畜産協会

愛媛県 (社)愛媛県畜産協会

高知県 (社)高知県肉用子牛価格安定基金協会

福岡県 (社)福岡県畜産協会

佐賀県 (社)佐賀県畜産協会

長崎県 (社)長崎県畜産協会

熊本県 (社)熊本県畜産協会

大分県 (社)大分県畜産協会

宮崎県 (社)宮崎県畜産協会

鹿児島県 (社)鹿児島県畜産協会

沖縄県 (社)沖縄県畜産会



(別表3)

都道府県 団体（名称は、Ｈ２７．４．１現在）

北海道 （独）農畜産業振興機構

青森県 （一社）青森県畜産協会

岩手県 （公社）岩手県農畜産物価格安定基金協会

宮城県 （一社）宮城県畜産協会

秋田県 全国農業協同組合連合会秋田県本部

山形県 （公社）山形県畜産協会

福島県 福島県養豚協会

茨城県 茨城県養豚協会

栃木県 （公社）栃木県畜産協会

群馬県 （公社）群馬県畜産協会

埼玉県 （一社）埼玉県畜産会

千葉県 ナイスポークチバ推進協議会

東京都 （一社）日本養豚協会

神奈川県 （一社）神奈川県養豚協会

新潟県 （公社）新潟県畜産協会

富山県 （公社）富山県畜産振興協会

石川県 （公社）石川県畜産協会

福井県 （一社）日本養豚協会

山梨県 （一社）日本養豚協会

長野県 （公社）長野県畜産物価格安定基金協会

岐阜県 （一社）岐阜県畜産協会

静岡県 静岡県養豚協会

愛知県 （一社）愛知県養豚協会

三重県 （一社）三重県畜産協会

滋賀県 （一社）滋賀県畜産振興協会

京都府 （公社）京都府畜産振興協会

大阪府 （一社）大阪府畜産会

兵庫県 （公社）兵庫県畜産協会

奈良県 奈良県養豚農業協同組合

和歌山県 （一社）日本養豚協会

鳥取県 （公社）鳥取県畜産推進機構

島根県 （公社）島根県畜産振興協会

岡山県 （一社）岡山県畜産協会

広島県 （一社）広島県畜産協会

山口県 （公社）山口県畜産振興協会

徳島県 （公社）徳島県畜産協会

香川県 （公社）香川県畜産協会

愛媛県 （公社）愛媛県畜産協会

高知県 （一社）高知県配合飼料価格安定基金協会

福岡県 （公社）福岡県畜産協会

佐賀県 （公社）佐賀県畜産協会

長崎県 （一社）長崎県畜産物価格安定基金協会

熊本県 （公社）熊本県畜産協会

大分県 （公社）大分県畜産協会

宮崎県 （公社）宮崎県畜産協会

鹿児島県 （公社）鹿児島県畜産協会

沖縄県 （公財）沖縄県畜産振興公社



(別表4)

都道府県 団体（名称は、Ｈ２７．４．１現在）

北海道 北海道家畜畜産物衛生指導協会

青森県 青森県畜産協会

岩手県 岩手県畜産協会

宮城県 宮城県畜産協会

秋田県 秋田県農業公社

山形県 山形県畜産協会

福島県 福島県畜産振興協会

茨城県 茨城県畜産協会

栃木県 栃木県畜産協会

群馬県 群馬県畜産協会

埼玉県 埼玉県畜産会

千葉県 千葉県畜産協会

東京都 東京都獣医師会

神奈川県 神奈川県畜産会

新潟県 新潟県畜産協会

富山県 富山県畜産振興協会

石川県 石川県畜産協会

福井県 福井県畜産協会

山梨県 山梨県畜産協会

長野県 長野県畜産会

岐阜県 岐阜県畜産協会

静岡県 静岡県畜産協会

愛知県 愛知県畜産協会

三重県 三重県畜産協会

滋賀県 滋賀県畜産振興協会

京都府 京都府家畜畜産物衛生指導協会

大阪府 大阪府畜産会

兵庫県 兵庫県畜産協会

奈良県 奈良県畜産会　※

和歌山県 畜産協会わかやま　※

鳥取県 鳥取県畜産推進機構

島根県 島根県畜産振興協会

岡山県 岡山県畜産協会

広島県 広島県家畜畜産物衛生指導協会

山口県 山口県畜産振興協会

徳島県 徳島県畜産協会

香川県 香川県畜産協会

愛媛県 愛媛県畜産協会

高知県 高知県肉用子牛価格安定基金協会

福岡県 福岡県畜産協会

佐賀県 佐賀県畜産協会

長崎県 長崎県畜産協会

熊本県 熊本県畜産協会

大分県 大分県畜産協会

宮崎県 宮崎県畜産協会

鹿児島県 鹿児島県家畜畜産物衛生指導協会

沖縄県 沖縄県畜産振興公社　※

※　家畜生産農場清浄化支援対策事業は実施していない

注）　平成27年度における家畜生産農場清浄化対策事業又
は家畜防疫互助基金支援事業の実施主体一覧（事業実施主
体については、毎年度公募により決定）。



(別表5)

都道府県 公募団体（名称は、Ｈ２７．４．１現在）

北海道 (社)北海道酪農畜産協会

青森県 (社)青森県畜産協会

岩手県 (社)岩手県畜産協会

宮城県 (社)宮城県畜産協会

秋田県 (社)秋田県農業公社

福島県 (社)福島県畜産振興協会

茨城県 (社)茨城県畜産協会

栃木県 (社)栃木県畜産協会

群馬県 (社)群馬県畜産協会

千葉県 (社)千葉県畜産協会

長野県 (社)長野県畜産会

静岡県 (社)静岡県畜産協会

新潟県 (公社)新潟県畜産協会

富山県 (社)富山県畜産振興協会

石川県 (社)石川県畜産協会

愛知県 (社)愛知県畜産協会

滋賀県 (社)滋賀県畜産振興協会

京都府 (社)京都府畜産振興協会

兵庫県 (公社)兵庫県畜産協会

和歌山県 (社)畜産協会わかやま

島根県 (社)島根県畜産振興協会

岡山県 (社)岡山県畜産協会

広島県 (社)広島県畜産協会

山口県 (社)山口県畜産振興協会

徳島県 (社)徳島県畜産協会

香川県 (社)香川県畜産協会

愛媛県 (社)愛媛県畜産協会

高知県 (社)高知県畜産会

福岡県 (社)福岡県畜産協会

佐賀県 (社)佐賀県畜産協会

長崎県 (社)長崎県畜産協会

熊本県 (社)熊本県畜産協会

大分県 (社)大分県畜産協会

宮崎県 (社)宮崎県畜産協会

鹿児島県 (社)鹿児島畜産協会

沖縄県 (財)沖縄県畜産振興公社
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