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別紙３（第４条(3)関係） 

 

独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベース利用請求書 

 

令和  年  月  日 

※同意書と同日又は同意書より遅い日付 

 

   独立行政法人家畜改良センター理事長 殿 

 

 

                      利用者 

                      氏名又は名称  ☆☆農業協同組合 

代表理事組合長      印 

 

                      住所又は所在地 ☆☆県◇◇市▽▽５６７８ 

 

 

 

 「独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベース利用規程」第４条(3)の規定により、

別添のとおり当該管理者の同意書を添え、下記について請求します。 

 

 

記 

 

 

１ 利用目的 

  国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業に係る経産牛飼養頭数の確認のため 

 

 

２ 利用する情報の範囲 

  同意管理者の令和４年４月１日時点及び令和４年 10月１日時点で飼養する牛のうち、乳用種の経

産牛で 26か月以上に該当する頭数 

 

 

３ 利用者（担当者）の氏名及び連絡先 

  ・利用者の（所属部課名、）氏名 

  ・利用者の電話番号、ＦＡＸ番号、Ｅメールアドレス等 

  ☆☆農業協同組合営農課 酪農一郎  Tel:00-0000-0000  FAX:00-0000-0000 

E-mail:XXXX.co.jp 

 

４ 情報提供の方法（印刷物、フロッピーディスク、ＣＤ－Ｒ、電子メール、イントラネット、イン

ターネット等の別） 

  電子メールによる送信 別添の Excel 様式 送信先：XXXX.co.jp 

 

５ その他 

  見積書及び請求書は、事業実施主体（中央酪農会議）宛て 
  にお送りください。 

事業の迅速な執行のため、電子メールに

よる送信のみ。必ずメールアドレスを記

載。 

 取組主体が農協・農協連等の場合は、 
中央酪農会議が一括して支払い。 

提供データにパスワードを設定するが、パスワード

は電話もしくは FAX による伝達のため、必ず記載す

ること。 



（個別記入の場合） 
別添 

 

同  意  書 

 

  年  月  日 

 

 

   独立行政法人家畜改良センター理事長 殿 

 

 

                        注１） 

  同意管理者 

                    氏名又は名称    酪農 太郎         印 

 

                    住所又は所在地  ○○県××市△△１２３４ 

 

                    管理者等コード番号 1234567890 

 

 

 私は、「独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベース利用規程」第４条(3)の規定に

より、下記１の利用者が、下記２の利用目的のため、家畜改良センターより、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施行規則（平成１５年農林水産省令第７２号）第６条に係る

私の情報を取得することに同意します。 

 

 

記 

 

 

１ 利用者 

・氏名又は名称 ☆☆農業協同組合 営農課 酪農一郎  

・住所又は所在地 ☆☆県◇◇市▽▽５６７８ 

 

 

２ 利用目的  注２） 

   国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業に係る経産牛（乳用種）飼養頭数の確認のため 

 

 

 

  

 

 

 

注１）同意管理者が複数の場合は、「別記のとおり」と記入し、別記に同意管理者を記入すること。 

注２）別紙３の利用目的と一致すること。 

 



（連名記入の場合） 
別添 

 

同  意  書 

 

  年  月  日 

 

 

   独立行政法人家畜改良センター理事長 殿 

 

 

                        注１） 

  同意管理者 

                    氏名又は名称   別記のとおり         印 

 

                    住所又は所在地 

 

                    管理者等コード番号 

 

 

 私は、「独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベース利用規程」第４条(3)の規定に

より、下記１の利用者が、下記２の利用目的のため、家畜改良センターより、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施行規則（平成１５年農林水産省令第７２号）第６条に係る

私の情報を取得することに同意します。 

 

 

記 

 

 

１ 利用者 

・氏名又は名称 ☆☆農業協同組合 営農課 酪農一郎 

・住所又は所在地 ☆☆県◇◇市▽▽５６７８ 

  

 

 

２ 利用目的  注２） 

   国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策事業に係る経産牛飼養頭数の確認のため 

 

 

 

 

 

 

 

注１）同意管理者が複数の場合は、「別記のとおり」と記入し、別記に同意管理者を記入すること。 

注２）別紙３の利用目的と一致すること。 

  



別記 

同意管理者 

 

管理者等 

コード番号 
氏名又は名称 住所又は所在地 印 備考 

1234567890 酪農 太郎 ○○県××市□□１２３４ ㊞  

1112223334 酪農 次郎 ○○県▽▽市＊＊４３２１ ㊞  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



〇家畜改良センターから提供されるデータのイメージ（エクセル形式）

農家コード 農家名称 都道府県名（飼養施設所在地） 飼養施設所在地 R4.4.1時点_乳用種26か月齢以上（経産牛） R4.10.1時点_乳用種26か月齢以上（経産牛）

1112223334 酪農太郎 47:沖縄県 沖縄県市町村字番地 50 60

2223344445 乳牛次郎 1;北海道 北海道市町村字番地 123 119



機２情報                     説明会参加者限り 

〇牛個体識別データ取得に関する留意事項 

 

１．家畜改良センターでの集計作業が迅速に行えるよう、同意書並びにデ

ータベース利用請求書については、事前に電子メールにてお送りくださ

い。（本文は内部決裁終了後、速やかに郵送願います。） 

  送付先 e-mail: id_jouhouka@nlbc.go.jp   

 

２．家畜改良センターから提供されるデータについてはパスワードにより

保護されております。 

 パスワードはセンターの規程により、利用者の電話にて送りますの

で、必ず連絡が取れる番号の記載をお願いします。 

 

３．本事業では数多くの利用申請が見込まれております。データの提供に

ついては、本来、電子メールの他、印刷物による郵送、CD-R による郵

送がありますが、効率的な執行のため、電子メールによる送信のみと

します。（なお、申請にかかる利用料については、事業実施主体（中

酪農会議）が一括で家畜改良センターに支払います。） 

 

４．本事業の実施により、生産者が４月１日時点もしくは 10 月１日時点

の牛の異動の届出漏れによる修正申告が行われる可能性があります。      

本事業の飼養頭数は家畜改良センターの牛個体識別台帳データを持っ

て頭数とみなしますので、牛の異動があった場合は速やかに届け出

て、提供までに台帳に記録しておく必要があります。転出の届出漏れ

による過払い等は補助金返還の対象となりますので、きちんと確認

し、届出漏れがあった場合は速やかに異動の届出をするよう、ご指導

いただければと思います。 

mailto:id_jouhouka@nlbc.go.jp


生産者が複数の農場を管理している場合の計画書類等の提出先について（案）

【ケース１】
生産者が、取組主体A農協の管内で右表の
複数農場を管理している場合

A農協管内

第１農場

第２農場

第３農場

【すべてA農協経由で提出】
→すべての農場が同一取組主体に所在するため、
計画及び同意書はA農協に提出
※頭数は全農場の４月又は10月の合算値で判定
する。

【ケース２】
生産者が、取組主体A～C農協の管内でそれぞ
れ左表の農場を管理している場合

第１農場

A農協管内

第２農場

B農協管内

第３農場

C農協管内

【農場所在地ごとの農協経由で提出】
→農場ごとに取組主体が異なるため、計画及び同
意書は原則として、A～C農協それぞれに提出
※頭数は、各農場ごとに４月又は10月のいずれか
少ない方での判定となる。
※関係者で合意形成を図り、提出先の一本化や取
組主体の広域化などの対応を検討する場合は機構
までご相談ください。

農場 ４月 10月
第１ 23頭 22頭
第２ 25頭 20頭
第３ 12頭 13頭
計 60頭 55頭

第１農場（A農協）：22頭
第２農場（B農協）：20頭
第３農場（C農協）：12頭

計：54頭

補填対象頭数

第１～３農場（A農協）：55頭
計：55頭

補填対象頭数



＜お問い合わせ先＞

酪農家、肉用牛農家の皆様へ

出生 死亡

耳標
脱落

転出 転入

牛の出生や異動の届出は、速やか、かつ、正確に行いましょう。

・牛の管理者には、牛トレサ法に基づく耳標の装着及び各種届出が義
務づけられています。

・届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、牛トレサ法に基づく
罰則の対象となります。

・さらに、各種補助金の対象から除外されたり、返還を求められる場
合もあります。

令和４年９月

農林水産省消費・安全局畜水産安全管課・・・☎03-3502-8111（内線4548）
地方農政局消費・安全部畜水産安全管課
東北農政局 ☎022-263-1111(内線4628) 近畿農政局 ☎075-414-9000(直通)
関東農政局 ☎048-600-0600(内線3219) 中国四国農政局 ☎086-224-4511(内線2389)
北陸農政局 ☎076-263-2161(内線3722) 九州農政局 ☎096-211-9111(内線4252)
東海農政局 ☎052-201-7271(内線2829)

北海道農政事務所消費・安全部畜水産安全管理課 ☎011-330-8816(直通)
沖縄総合事務局農林水産部消費・安全課 ☎098-866-1672(直通)



 家畜の死体は、化製場で処理することが、法律で義務づけられています。
 耳標の装着の有無にかかわらず、死亡した家畜を自分の農場に埋めるこ
とは「化製場等に関する法律」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法
律」に違反します。

家畜の死体は必ず化製場で処理を！

届出Webシステムをご存知ですか

パソコン、スマートフォン、タブレットを
利用して牛の届出を行ってみませんか？

・スマートフォンやタブレット端末のご利用が可能

・けい養牛リストや在庫耳標の確認も可能

・過去90日以内の届出内容を画面上で確認することが
でき、ダウンロードすることも可能

・届出した内容の修正請求手続きも可能

－主な特長－

届出Webシステム
の操作手順はこの
リンクをクリック

届出Webシステムの
ご利用はこのボタンを

クリック

届出Webシステムのご利用は 牛の個体識別 検索

【お問い合わせ先】 独立行政法人 家畜改良センター個体識別部
TEL：0248-48-0596 E-Mail：id@nlbc.go.jp

https://www.id.nlbc.go.jp/
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