
肉用牛肥育経営者の皆様へ肉用牛肥育経営者の皆様へ

平成１９年度から
肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン）
の対象者が変わります。

牛の肥育を行う者（当該肉用牛に係る損益が帰属する者）

平成１８年度までの対象者

牛の肥育を行う者（当該肉用牛に係る損益が帰属する者）

平成１９年度からの対象者

認認 定定 農農 業業 者者
都道府県知事が都道府県知事が
特に認める者特に認める者＋



市町村へ申請

認 定

農業経営のスペシャリストを
目指して経営改善を実施

認定農業者になるには

○ 認定農業者制度は、経営改善に取り組む意欲のある農業者が、「農
業経営のスペシャリスト」を目指すための“農業経営改善計画”を作成
し、市町村が認定するものです。

○ 性別、専業・兼業の別等を問わず、どなたでも認定を受けることができ
ます。

○ 集落営農についても、法人化すれば認定農業者になることができます。

経営改善を図ろうとする方

国、都道府県、市町村等

から支援が受けられます！

○ スーパーＬ資金など低利の資金
○ 農業委員会による農地利用集

積の支援
○ 機械、施設の減価償却費の割

増計上
○担い手協議会による経営診断、

研修
など

次の事項について、５年後の目標とその達成の
ための取組内容を記載します。
① 経営規模の拡大（もっと経営規模を大きくしたい）

② 生産方式の合理化（農業生産のムダを省きたい）

③ 経営管理の合理化（コスト管理をしっかりしたい）

④ 農業従事の態様の改善（労働時間を少なくしたい）

農業経営改善計画の作成

農業経営改善計画の書き方、経

営内容の分析など、市町村、農協、

普及センター、担い手協議会等が

サポートします！

今すぐお住まいの市町村、都道府県の
担い手協議会等にご相談下さい

市町村基本構想に適しているか

農用地の効率的・総合的な利用
に配慮しているか
（生産調整に取り組むことが必要で
す。）

達成できる計画か

認定基準



都道府県知事が特に認める者の基準（例）

「経営向上計画」のイメージ
(現状と５年後の目標)

１．営農類型

３．機械、施設整備の状況

２．畜種・作目

４．農作業、経営管理等の目標

５．収支計画

①「担い手育成計画」
等を有する生産組
織に属していること

② 個別経営として
「経営向上計画」を
有すること

「都道府県知事が特に認める者」

③ 生産組織の「担い手
育成計画」が個別の「経
営向上計画」の積み上げ
になっており、両計画の
実践を通じ、着実に担い
手が育成・確保されると
見込まれること

生産組織のイメージ

１．規約等に基づき、実質的な
活動が行われていること

３．担い手育成計画等の実践を
通じ、着実に担い手が育成・確
保されると見込まれること

２．担い手育成計画を有すること

(１)目標の設定

(２)目標を達成するための
実践計画の策定

認定農業者の増加等
に係る目標

研修会、個別経営技術指導、
地域ブランドの普及活動等



問い合わせ先

名          称 郵便番号 住          所 電話番号

社団法人　北海道酪農畜産協会 060-0004 札幌市中央区北４条西１－１  （北農ビル１３階） 011-209-8550

社団法人　青森県畜産協会 030-0822 青森市中央２－１－１５　県畜連ビル２階 017-723-2775

社団法人　岩手県畜産協会 020-0173 岩手郡滝沢村滝沢字砂込３８９－７ 019-694-1300

社団法人　宮城県畜産協会 983-0832 仙台市宮城野区安養寺３－１１－２４ 022-298-8471

社団法人　秋田県農業公社 010-0001 秋田市中通６－７－９　秋田県畜産会館２階 018-884-5513

社団法人　山形県畜産協会 990-0042 山形市七日町３－１－１６　JA会館２階 023-634-8166

社団法人　福島県畜産振興協会 960-8061 福島市五月町１０－１７　酪農会館内 024-522-4222

社団法人　茨城県畜産協会 310-0022 水戸市梅香１－２－５６　畜産会館内 029-231-7501

社団法人　栃木県畜産協会 321-0905 宇都宮市平出工業団地６－７　畜産会館内 028-664-3434

社団法人　群馬県畜産協会 379-2147 前橋市亀里町１３１０　JAビル６階 027-220-2371

社団法人　埼玉県畜産会 360-0102
大里郡江南町大字須賀広７８４
 埼玉県農林総合研究センター畜産研究所内

048-536-5281

社団法人　千葉県畜産協会 260-0026 千葉市中央区千葉港４－３　畜産会館内 043-242-5417

財団法人　東京都農林水産振興財団 190-0013 立川市富士見町３－８－１ 042-528-0505

社団法人　神奈川県畜産会 235-0007 横浜市磯子区西町１４－３　畜産センター内 045-761-4191

社団法人　山梨県畜産協会 400-0822 甲府市里吉３－９－１　県庁里吉別館内 055-222-4004

社団法人　長野県畜産会 380-0936 長野市大字中御所字岡田３０－９　長野県獣医師会館内 026-228-8809

社団法人　静岡県畜産協会 420-0838 静岡市葵区相生町１４－２６－３  静岡県獣医畜産会館内 054-274-0210

社団法人　新潟県畜産協会 950-1101 新潟市山田字堤付２３１０－１５ 025-234-6781

社団法人　富山県畜産振興協会 930-0901 富山市手屋３-１０-１５　獣医畜産会館内 076-451-0117

社団法人　石川県畜産協会 920-3101 金沢市才田町戊部３２４-２　南部家畜保健衛生所内 076-258-2252

社団法人　福井県畜産協会 910-0005 福井市大手３-２-１８　県農業会館内 0776-27-8228

社団法人　岐阜県畜産協会 500-8385 岐阜市下奈良２-２-１　福祉農業会館内 058-273-1111

社団法人　愛知県畜産協会 460-0002 名古屋市中区丸の内３－４－１０　大津橋ビル内 052-951-7477

社団法人　三重県畜産協会 514-0003 津市桜橋２－１３４　桜橋会館３階 059-213-7512

社団法人　滋賀県畜産振興協会 523-0896
近江八幡市鷹飼町北４－１２－２
  ＪＡグリーン近江　八幡東支店内

0748-33-4345

社団法人　京都府畜産振興協会 601-8585 京都市南区東九条西山王町１　京都ＪＡ会館内 075-681-4280

社団法人　大阪府畜産会 540-0007 大阪市中央区馬場町３－３５　 農林会館内 06-6941-1351

社団法人　兵庫県畜産協会 650-0004 神戸市中央区中山手通７－２８－３３　県立産業会館内 078-361-8142

社団法人　奈良県畜産会 630-8301 奈良市高畑町１１１６－６　農業振興会館内 0742-23-4004

社団法人　畜産協会わかやま 640-8331 和歌山市美園町５－１－１　ＪＡビル別館５階 073-426-8133

社団法人　鳥取県畜産推進機構 680-0833 鳥取市末広温泉町７２３　JA会館内 0857-21-2774

社団法人　島根県畜産振興協会 690-0887 松江市殿町１９－１　島根ＪＡビル内 0852-31-3609

社団法人　岡山県畜産協会 700-0826 岡山市麿屋町９－１８　農業会館５階 086-221-0511

社団法人　広島県畜産協会 730-0051 広島市中区大手町４－７－３　ＪＡビル内 082-244-1783

社団法人　山口県畜産振興協会 754-0002 山口市小郡下郷２１３９　JAビル内 083-973-2725

社団法人　徳島県畜産協会 770-0011 徳島市北佐古一番町６１－１１　ＪＡ会館分室 088-634-2680

社団法人　香川県畜産協会 760-0023 高松市寿町１－３－６　香川県ＪＡビル内 087-825-0284

社団法人　愛媛県畜産協会 790-0003 松山市三番町５－８－１５　エヒメコープビル６階 089-948-5365

社団法人　高知県肉用子牛価格安定基金協会 781-2100 吾川郡いの町１８７９-９ 088-892-4830

社団法人　福岡県畜産協会 812-0044 福岡市博多区千代４－１－２７　福岡県自治会館４階 092-641-8723

社団法人　佐賀県畜産協会 840-0803 佐賀市栄町２－１　佐賀県ＪＡ会館内 0952-24-7121

社団法人　長崎県畜産協会 850-0047 長崎市銭座町３－３ 095-843-8825

社団法人　熊本県畜産協会 861-2101 熊本市桜木６－３－５４　畜産会館４階 096-365-8200

社団法人　大分県畜産協会 870-0844 大分市大字古国府１２２０　ＪＡ全農大分内 097-545-6593

社団法人　宮崎県畜産協会 880-0806 宮崎市広島１－１３－１０　畜産会館内 0985-41-9300

社団法人　鹿児島県畜産協会 890-0064 鹿児島市鴨池新町１５　ＪＡ鹿児島県会館内 099-258-5675

社団法人　沖縄県畜産会 900-0024 那覇市古波蔵１１２　畜産会館内 098-854-3480


