
 

 

令和元年度 

通 常 総 会 資 料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年７月３日 

於：マロウドインターナショナルホテル成田 

 

 

 

チバザビーフ協議会 
 

 

 



令和元年度 チバザビーフ協議会 通常総会 次第 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 来賓挨拶 

 

４ 議長選出 

 

５ 議事録署名人の委嘱及び書記の任命 

 

６ 議事 

第１号議案 平成３０年度事業報告及び収支決算の承認について 

第２号議案 令和元年度事業計画及び収支予算の承認について 

第３号議案 令和元年度会費の賦課及び徴収方法について 

 

７ 閉会 

 

 

 

 

総会に対する理事の提出書 

 

  規約第７条により、第１号議案から第３号議案の各案について、

別紙のとおり承認を求めます。以上提出いたします。 

令和元年７月３日   

チバザビーフ協議会 

 

会 長   宮澤 武志 

副会長   岩渕 義徳     副会長   大川 修一 

理 事   岩渕 一晃     理 事   椎名 寿行 

理 事   関口 次敏     理 事   塙 正一 

理 事   宇井 正之     理 事   江口 幸太郎 

理 事   飯笹 雄次     理 事   向後 眞 

 

 



 

第１号議案 

平成３０年度事業報告及び収支決算の承認について 

 

【事業概要】 

千葉県産牛肉の総称として『うまい牛肉 チバザビーフ』をキャッチコピーに県産牛肉

のブランド力向上のため、県の行う支援施策等に積極的に取り組み、県産牛肉の出荷頭数

の拡大と高品質化、及び各銘柄牛肉を含めた千葉県産牛肉全体の知名度向上を図り、市場

における県産牛肉の評価向上の推進に努めた。 

 

１ 会員加入推進に関する事業（平成３１年３月末現在） 

（１）生産者会員       肉用牛肥育経営者、和牛繁殖経営者等（８８名） 

（２）賛助会員・協力団体   関係団体・企業等（５５企業・団体） 

 

２ 総務に関する事業 

（１）通常総会及び研修会 

期日：平成３０年７月２３日（月） 

場所：［成田市］マロウドインターナショナルホテル成田 

［通常総会］ 

① 平成２９年度事業報告及び収支決算の承認について 

② 平成３０年度事業計画及び収支予算の承認について 

③ 平成３０年度会費の賦課及び徴収方法について 

④ 役員の改選について 

上記４議案を上程、いずれも原案どおり可決承認された。 

［研修会］ 

《講演》 

ＧＡＰをめぐる情勢とＧＡＰ取得取得チャレンジシステムの概要について、ＮＰＯ

法人いきいき畜産ちばサポートセンター 薫田 耕平 様にご講演いただいた。 

《情報提供》 

飼養技術向上対策に係る枝肉成績分析及び血液検査の実施について、千葉県農林水

産部 畜産課 主査 有路 優子 様よりご説明いただいた。 

（２）理事会・専門部会 

① 平成３０年度第１回理事会・専門部会 

期日：平成３０年５月２１日（月） 

場所：［旭市］ちばみどり農業協協同組合 海上中央支店 会議室 

ア）平成２９年度事業報告について 

イ）平成３０年度事業計画について 

ウ）平成３０年度会費の賦課及び徴収方法について 

エ）役員等の改選について 

オ）東京食肉市場まつり２０２０に向けて 
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② 平成３０年度第２回理事会・専門部会 

期日：平成３０年１０月１５日（月） 

場所：［旭市］ちばみどり農業協協同組合 海上中央支店 会議室 

ア）会長の選任及び理事の補充等について 

イ）枝肉研究会・共励会等について 

ウ）各種消費拡大イベント等の報告及び協議について 

③ 平成３０年度第３回理事会・専門部会 

期日：平成３１年１月３１日（木） 

場所：［旭市］ちばみどり農業協協同組合 本店 会議室 

ア）第９回チバザビーフ枝肉共励会及び前夜祭の開催について 

イ）理事等の役割分担について 

ウ）各種消費拡大イベント等の報告及び協議について（平成３０年度） 

エ）２０１９年以降に係る総会・枝肉品評会・各種イベントについて 

 

３ 販路の確保対策に関する事業 

（１）枝肉共励会前夜祭の開催 

第９回チバザビーフ枝肉共励会前夜祭 

期日：平成３１年３月２６日（火） 

場所：［東京都品川区］第一ホテル東京シーフォート 

東京食肉市場関係者及びチバザビーフの取扱業者をはじめ、千葉県、協賛・協力団

体、生産者等より約１００名の出席をいただき、開催した。 

来場者には、ホテルのシェフに特別に調理をお願いした「かずさ和牛」の鉄板焼き、

「北総牛」のローストビーフ、また２つの銘柄牛が食べ比べできる冷しゃぶを召し上

がっていただいた。 

また、生産者から各銘柄牛の紹介、チバザビーフＰＲ大使「コズミック☆倶楽部」

による応援ステージなど、翌日の共励会の成功に向けたＰＲを行った。 

（２）消費拡大イベント等への参加・協力 

   各種イベント等へ参加・協力し、県産牛肉のＰＲに務めた。 

   また、初めての試みとしてチバザビーフを取扱う飲食店等に協力いただき、県産牛

肉が当たる応募キャンペーンを実施した。 

① ＡＩＲＰＯＲＴ ＭＡＲＫＥＴ「空市」 

期日：平成３０年４月２１日（土）・２２日（日） 

場所：［成田市］成田空港第2旅客ターミナルビル前中央広場 

成田空港開港４０周年として、初めて２日間にかけて開催された。 

チバザビーフは２日目に参加。販売ブースの出店（ひとくちステーキの販売）に

加え、ステージイベントにＰＲ大使の「コズミック☆倶楽部」が出演し、県産牛肉

のＰＲに務めた。 
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② ちばアクアラインマラソンＰＲイベント 

期日：平成３０年４月２９日（日） 

場所：［東京丸の内］ＪＰタワー「ＫＩＴＴＥ（キッテ）」 

ちばアクアラインマラソン２０１８のＰＲイベントが開催され、県特産品を使っ

た“おもてなし給食”の無料配布や、無料出走権・千葉県産特産品が当たる大抽選

会などが行われた。 

チバザビーフでは抽選会賞品に千葉県産黒毛和牛を提供した。 

メインステージでは、ちばアクアラインマラソンのＰＲ大使を務める芸能人のオ

リエンタルラジオ藤森慎吾さん、チバザビーフＰＲ大使も務め１０月のマラソンの

出走も決まっているコズミック☆倶楽部の３人が登場し、大会の魅力ＰＲや大抽選

会が行われた。 

③ かしわ記念 

期日：平成３０年５月２日（水） 

場所：［船橋市］船橋競馬場 

重賞レースである第３０回農林水産大臣賞典『かしわ記念』（ＪｐｎⅠ）が開催

され、優勝馬主への副賞としてチバザビーフが贈られた。なお、牛肉は『馬事畜産

振興協議会』が買い上げ。 

   ④ どきどきフリーマーケット「ぎゅうぎゅう祭り」 

    期日：平成３０年５月３日（木・祝）～５日（土・祝） 

    場所：［千葉市］幕張メッセ 

     毎年ゴールデンウィークに開催されている日本最大級のフリーマーケットイベン

ト。その中で、牛に特化した飲食コーナー「ぎゅうぎゅう祭り」が初開催され、牛

肉の名店が勢ぞろいした。また、特設のバーベキューコーナーを設置され、チバザ

ビーフ「若潮牛」をメイン食材に“名店”日本橋大木屋匠が考案した特別なメニュ

ーが提供された。 

   ⑤ かしわ駅前ウエルカムデー「リアル宝探し」 

    期日：平成３０年５月５日（土・祝） 

    場所：［柏市］柏駅東口ダブルデッキ及び柏駅周辺 

     ゴールデンウィークのお楽しみ企画として開催、オープニングセレモニーをチバ

ザビーフＰＲ大使も務める「コズミック☆倶楽部」が彩った。 

様々なイベントが行われる中で、リアル宝探しイベントがあり、宝箱を見つけ、

キーワードを集めるとチバザビーフなどが当たる抽選会が催された。 

   ⑥ ミルクフェスティバル２０１８ 

    期日：平成３０年６月２日（土）・３日（日） 

    場所：［印西市］千葉県立北総花の丘公園 

     模擬店の出店（八千代牛・千葉北部酪農農業協同組合が出店）、県産牛肉のＰＲ

を行った。 
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⑦ いちばん米！ちば米！新米キャンペーン 

    期日：平成３０年８月（新米出荷時期）～１０月３１日（水） 

    場所：［各所］ 

     新米の応募キャンペーンへ協力した。５０名に県産牛肉が贈られた。（他、のり

など）なお、牛肉は『千葉県産米需要拡大推進協議会』が買い上げ。 

⑧ 牛肉サミット２０１８ ザ☆ファイナル 

期日：平成３０年８月２５日（土）・２６日（日） 

場所：［滋賀県大津市］大津港 

「牛肉サミット」は有名ブランド牛「近江牛」を生み出す滋賀県にて、牛肉を素

材にした全国の様々な料理を食べ比べることができるイベント。 

「肉の匠 将泰庵（船橋市焼肉店）」がチバザビーフ「みやざわ和牛」の『飲め

るハンバーグ』を出店。県産牛肉のＰＲを行った。 

⑨ ちば新豆キャンペーン 

期日：平成３０年９月（新豆出荷時期）～１２月３１日（月） 

場所：［各所］ 

落花生の新豆応募キャンペーンへ協力した。２０名に県産牛肉が贈られた。（他、

ちーばくんぬいぐるみなど）なお、牛肉は『千葉県農林水産部流通販売課』が買い

上げ。 

⑩ 成田ゆめ牧場「ゆめの収穫祭」 

期日：平成３０年９月２９日（土）・３０日（日） 

場所：［成田市］成田ゆめ牧場 

成田ゆめ牧場にて開催された収穫祭に協賛し、特設ＢＢＱコーナーでの県産牛肉

の提供、抽選会商品の提供及びＰＲ大使等の派遣を行った。 

大型台風が日本列島を縦断し、収穫祭の開催自体が危ぶまれたが、野外で開催予

定であったイベントは中止、もしくは場所や時間を移しての対応で、無事、開催。 

客数は非常に少なく、『祭り』と呼ぶには寂しいものであったが、その分、来場い

ただいた方とは、じっくりとお話しできる時間があり、パンフレット等の配布とと

もに一人一人丁寧にＰＲすることが出来た。 

なお、提供した牛肉は翌週３連休（１０月６日（土）・７日（日）・８日（月・

祝）にも、「焼肉丼」として提供された。 

⑪ ちばの大地と海の恵み商談会 

期日：平成３０年１０月５日 

場所：［千葉市］オークラ千葉ホテル 

千葉県が主催する商談会に出展した。出展社数は全５８社、うち畜産物は１４社

（牛肉関係１社（チバザビーフ）、酪農関係２社、豚肉関係９社、卵関係２社）で

あった。開会式には、森田健作千葉県知事も登場。 

試食については、テイスティングブッフェの形式がとられ、出展各社から食材等

をホテルに提供、加工・調理をホテルが行い試食として来場者に提供された。 
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⑫ 畜産フードフェア２０１８ 

期日：平成３０年１０月６日（土）・７日（日） 

場所：［神奈川県川崎市］日本食肉流通センター 

「ちくさんフードフェア」の一押し食肉の無料試食ＢＢＱコーナーにてチバザビ

ーフ「かずさ和牛」が提供された。（食肉提供：㈱石井大一商店） 

真夏のように暑い日差しが照りつける中、試食配布の３０分ぐらい前から行列が

でき、およそ３５０食が配布され、とてもおいしいと好評であった。（ＢＢＱイン

ストラクターがお肉を焼き上げ。） 

⑬ 第１２回千葉県畜産フェア 

期日：平成３０年１０月１３日（土） 

場所：［船橋市］船橋競馬場 

チバザビーフからも多数の銘柄が出店。美味しい牛肉が格安で食べられることも

あって、大変好評であった。 

また、同時開催された「ダートランニングフェスタ」にはチバザビーフＰＲ大使

「コズミック☆倶楽部」と妹分の「イチトキ！」が出演し、畜産フェアのＰＲ、応

援ステージ、表彰式（畜産フェア賞）とダートを走る方にも、ちばの畜産をしっか

りとＰＲした。 

⑭ ちばアクアラインマラソン２０１８ 

期日：平成３０年１０月２１日（日） 

場所：［木更津市］牛込漁港 

「ちばアクアラインマラソン」のハーフマラソンのゴール地点である牛込漁港に

て、千葉県産牛肉のＰＲのため模擬店を出店、県産牛肉の「ひとくちステーキ」を

販売した。 

併せて千葉テレビのアクアラインマラソン生中継の番組に協賛し、字幕ＣＭと視

聴者プレゼントの提供を行った。 

⑮ チバテレ４時間リレーマラソン 

期日：平成３０年１１月１０日（土） 

場所：［千葉市］ＺＯＺＯマリンスタジアム 

千葉テレビが主催するリレーイベントが開催。 

このイベントは１チーム４～１０人でたすきをつなぎ、スタジアム特設コース

（１周１．５㎞）を４時間でどれだけ周回できるかを競うもの。一般の部及び職場

対抗の部の２位のチームの賞品として県産牛肉を提供した。 

⑯ ちばＩ・ＣＨＩ・ＢＡ 

期日：平成３０年１１月１７日（土）～１２月１５日（火） 

場所：［東京丸の内］ＫＩＴＴＥ地下１階東京シティアイパフォーマンスゾーン      

期間限定のアンテナショップとなるちばI・CHI・BAが開設され、期間中、ポスタ

ーとパンフレットを掲示し、ＰＲした。 
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⑰ プレゼントキャンペーンの実施 

期日：平成３１年２月１日（金）～２８日（金） 

場所：［千葉県内各所］取扱飲食店 

日頃からチバザビーフの取扱いのある飲食店に協力を仰ぎ、キャンペーンを実施

した。応募総数は３０３通、１０名に県産牛肉が贈られた。 

≪協力店≫（１０社） 

・かずさ和牛工房 牛匠しらいし（君津市） 

・肉の匠 将泰庵 船橋はなれ店（船橋市） 

・焼肉レストラン 新羅（千葉市） 

・かずさ炭焼きステーキ 照葉樹（木更津市） 

・チェルカトローヴァ（鴨川市） 

・小六茶屋（千葉市） 道の駅いちかわへも期間限定出店（キッチンカー） 

・茶寮 たわら屋（市原市） 

・Cosmic Parasol Cafe（ｺｽﾞﾐｯｸ ﾊﾟﾗｿﾙ ｶﾌｪ）（柏市） 

・カフェ ランプ（鴨川市） 

・ガブ飲みビストロ酒場 ねぎらいや（千葉市） 

また、応募に際しチバザビーフの知名度等を問うアンケートを実施。多くの方に

感想・要望欄にまでコメントをいただいた。 

ポジティブなものでは、当該キャンペーン実施に賛同する意見や、千葉の色々な

銘柄を食べ比べしたいなどの意見があがり、さらには有名ブランド牛に負けていな

いとの声もあった。 

 ネガティブなものでは、知名度の低さが決定的で「知らない」「食べたことがな

い」との意見が圧倒的に多く、食べたら美味しいのにもっとＰＲしてほしいとの声

が多数であった。 

⑱ 成田ゆめ牧場「第１９回全国穴掘り大会」 

期日：平成３１年２月３日（日） 

場所：［成田市］成田ゆめ牧場 

成田ゆめ牧場が主催する穴掘り大会に協賛し、参加チームへ県産牛肉が当たるラ

ッキーチーム賞（２チーム）と、チバザビーフ特別チーム（ＰＲ大使の柏市ご当地

アイドル『イチトキ!』が参加）の記録を当てる企画の２本立てで県産牛肉を提供・

ＰＲした。 

（３）販路資材の購入 

ポスター（既存デザイン）の作成。（Ａ１サイズ、２００枚） 

 （４）地域活動への支援 

各銘柄によるチバザビーフＰＲ活動に対し経費の一部を補助した。 

① かずさ和牛（千葉県肉牛肥育研究会） 

② みやざわ和牛（農事組合法人 宮澤農産） 

③ しあわせ牛（千葉産直ビーフ研究会） 
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④ 若潮牛（そうさ若潮牛振興協議会） 

⑤ 八千代牛（千葉北部酪農農業協同組合） 

⑥ 卯の花牛（㈱宇井畜産） 

⑦ せんば牛（せんば牛グループ・一般社団法人千葉県農業協会） 

（５）広告宣伝活動の推進 

① メディアを活用したＰＲ 

ア）千葉テレビ「チバテレスペシャルウィーク」 

放送日：平成３０年６月１１日（月）～１７日（日） 

視聴者プレゼントキャンペーンに協賛し、県産牛肉を提供した。 

様々な賞品がある中、チバザビーフは１番人気で、応募総数３，０６０通のう

ち、約４分の１にあたる８１８通もの応募があった。（当選者５名） 

イ）千葉テレビ「ちばアクアラインマラソン２０１８生中継」 

放送日：平成３０年１０月２１日 

生中継の番組に協賛し、字幕ＣＭと視聴者プレゼントの提供を行った。 

また、生中継の中で、ハーフマラソン会場からのリポートでチバザビーフを紹

介いただいた。 

② 広報紙掲載によるＰＲ 

ネットワークちば（千葉県畜産協会広報紙）に活動状況等を掲載し、関係機関、

市町村、生産者等へ配布を行った。（各号１，７００部、第４２～４４号に掲載。） 

③ チバザビーフＰＲ大使等を活用したＰＲ 

ＰＲ大使「コズミック☆倶楽部」、妹分「イチトキ！」、両者も所属するＣＣＣ 

（Chiba Cawaii Club）から、各種イベントに出演。併せて自身のＳＮＳ等でイベ

ントの告知なども行う。（出演回数：計５回、延べ日数６日、総出動人員１９名） 

 

４ 飼養技術向上対策に関する事業 

（１）枝肉品評会の開催 

① 第９回チバザビーフ枝肉研究会 

期日：平成３０年７月１１日 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品頭数：６０頭（黒毛和種２５頭、交雑種３５頭） 

② 第１０回チバザビーフ枝肉研究会 

期日：平成３０年１１月１４日 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品頭数：６１頭（黒毛和種２２頭、交雑種３９頭） 

③ 第９回チバザビーフ枝肉共励会 

期日：平成３１年３月２６日 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品頭数：８０頭（黒毛和種３９頭、交雑種４１頭） 
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（２）枝肉成績分析及び血液検査の実施 

肥育技術のより一層の向上を目指し、枝肉成績分析及び血液検査（代謝プロファイ

ルテスト）を実施した。 

① 枝肉成績分析 

６０戸、６，４９３頭を分析した。 

② 血液検査 

  １４戸、２５５頭を分析した。なお、血液検査は従来年１回の実施であったもの

を、希望者には年２回実施できるものとし、同じ牛で比較できるようにした。 

   

５ 情報発信の強化に関する事業 

チバザビーフ協議会のホームページを活用し、取扱店情報・イベント情報等を掲載、

情報発信の強化を図った。 ＵＲＬ http://chibathebeef.jp/ 

 

６ 東京食肉市場まつり２０２０参加に関する事業 

２０２０年のオリンピックイヤーに開催される「東京食肉市場まつり」に、再び参加し、

前回、２０１６年の参加に引続き、県産牛肉の販売プロモーションを行い知名度の向上を

図る。 

また、２０２０年の参加に向けた新たな試みとして、ＧＡＰ取得チャレンジシステム等

の第三者認証取得について、組織的に取り組み、「安心・安全」の見える牛肉の生産を目

指している。 
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チバザビーフ協議会 会員等名簿 

【生産者会員】 

 氏名 地域  氏名 地域 

1 麻生 義一 
夷隅郡 
大多喜町 

26 吾孫子 泰明 匝瑳市 

2 磯野 正（政樹） 勝浦市 27 石毛 康裕（正） 銚子市 

3 遠藤 芳宏 香取市 28 石橋 重信 香取市 

4 落合 完 鴨川市 29 伊藤 茂雄 旭市 

5 加曽利 益弘 
夷隅郡 
大多喜町 

30 糸賀 貴志（光男） 旭市 

6 小柴 均（絢也） 南房総市 31 岩渕 一晃 銚子市 

7 小林 利重 香取市 32 岩本 充範（正） 香取市 

8 実川 治徳 旭市 33 岡野 勇 銚子市 

9 菅谷 敏勝 
香取郡 
東庄町 

34 小林 将男 山武市 

10 高木 美知夫 
香取郡 
東庄町 

35 高木 英明 
香取郡 
東庄町 

11 高宮 信和 山武市 36 ㈱ハヤシファーム 林 孝次 
山武郡 
横芝光町 

12 高山 和視 旭市 37 平野 明男 銚子市 

13 田中 正雄 市原市 38 ㈱熱田牧場 熱田 寛司 匝瑳市 

14 田谷 富俊 
香取郡 
東庄町 

39 ㈱岩渕畜産 岩渕 馨 旭市 

15 渡嘉敷 進 市原市 40 
㈱モーレツファーム 
岩渕 竜也 

旭市 

16 戸村 佳資 成田市 41 ㈲越川ファーム 越川 清貴 香取市 

17 長崎 善右 成田市 42 (農法)椎名牧場 椎名 寿行 旭市 

18 福知 弘近 成田市 43 
合同会社諸川牧場 
諸川 利夫 

旭市 

19 ㈱牛玖牧場 牛玖 裕一 佐倉市 44 木下 正巳（輝雄） 匝瑳市 

20 ㈱大川畜産 大川 修一 佐倉市 45 郡司 和昭 
山武郡 
横芝光町 

21 ㈱島田哺育牧場 島田 昭 富津市 46 小池 幸廣 銚子市 

22 ㈱高梨牧場 高梨 栄一 鴨川市 47 ㈱越川農場 越川 竹晴 匝瑳市 

23 ㈱中村牧場 中村 昭和 
山武郡 
九十九里町 

48 斉藤 良雄 
山武郡 
横芝光町 

24 ㈲伊とう輝 伊藤 輝義 香取市 49 椎名 好一 匝瑳市 

25 
農事組合法人 宮澤農産 
宮澤 武志 

旭市 50 嶋田 良雄 旭市 
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【生産者会員】 

 氏名 備考  氏名 備考 

51 鈴木 敏夫 
山武郡 
九十九里町 

76 ㈱しあわせ牛 岩渕 行雄 旭市 

52 増田 俊一 匝瑳市 77 ㈱TAK 岩渕 拓也 旭市 

53 
㈲しおさいファーム 
伊藤 敬一 

山武郡 
横芝光町 

78 
㈱マルニトータルサービス 
岩渕 義徳 

旭市 

54 ㈲関口牧場 関口 次敏 
山武郡 
横芝光町 

79 ㈱御子神畜産 御子神 正義 南房総市 

55 ㈲最上畜産 最上 晃浩 
山武郡 
横芝光町 

80 ㈲コウゴ牧場 向後 眞 旭市 

56 ㈲山崎牧場 匝瑳市 81 秋葉 武志 袖ヶ浦市 

57 塙 正一 銚子市 82 石上 信幸 銚子市 

58 ㈱宇井畜産 宇井 正之 匝瑳市 83 土屋 孝亮 山武市 

59 宇井 敏一 旭市 84 山本 元宣 佐倉市 

60 ㈱ナイスビーフ 土佐 英樹 銚子市 85 渡辺 邦充 旭市 

61 井村 幸雄 成田市 86 渡貫 修央（茂） 佐倉市 

62 江口 幸太郎 富里市 87 ㈲伊東牧場 伊東 勇太 袖ヶ浦市 

63 斎藤 茂樹 佐倉市 88 ㈲泰東牧場 見渡 泰夫 木更津市 

64 清宮 彦久 四街道市    

65 那須 幸一 佐倉市    

66 ㈲緑興ヤマヨ総業 池田 実 富里市    

67 石橋 福兆 旭市    

68 岩渕 行雄 旭市    

69 岩渕 義徳 旭市    

70 越川 和行 
香取郡 
東庄町 

   

71 篠本 正治 旭市    

72 ㈱ISB ファーム 磯部 浩久 旭市    

73 
㈱ＩＩＺＡＳＡ牧場 
飯笹 雄次 

成田市    

74 ㈱イワイ牧場 岩井 康至 旭市    

75 
IWABUCHI FARM㈱ 
岩渕 真 

香取郡 
多古町 
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【賛助会員・協力団体】                              （順不同） 

 企業・団体名等  企業・団体名等 

1 全国畜産農業協同組合連合会 29 雪印種苗株式会社 

2 全国農業協同組合連合会千葉県本部 30 明治飼糧株式会社 

3 千葉県家畜商協同組合 31 中部飼料株式会社 

4 千葉県肉牛生産農業協同組合 32 昭和産業株式会社 

5 千葉県と畜場協会 33 清水港飼料株式会社 

6 株式会社千葉県食肉公社 34 ティーエム株式会社 

7 公益社団法人千葉県獣医師会 35 森久保薬品株式会社 

8 千葉県食肉事業協同組合連合会 36 株式会社アスコ 

9 千葉県農業共済組合連合会 37 アクティ株式会社 

10 千葉県農業協同組合中央会 38 株式会社エイ・エム・アイ 

11 千葉県酪農農業協同組合連合会 39 日本全薬工業株式会社 

12 公益社団法人千葉県畜産協会 40 株式会社科学飼料研究所 

13 千葉県畜産物消費拡大推進業議会 41 株式会社大正堂 

14 一般社団法人千葉県農業協会 42 近江度量衡株式会社 

15 協同組合 日本飼料工業会 43 花木工業株式会社 

16 一般社団法人全日本畜産経営者協会 44 千葉県肉牛肥育研究会 

17 一般社団法全日本畜産配合飼料価格安定基金 45 千葉産直ビーフ研究会 

18 一般社団法人千葉県配合飼料価格安定基金協会 46 そうさ若潮牛振興協議会 

19 千葉県全日本畜産経営者協会 47 千葉北部酪農農業協同組合 

20 ちばみどり農業協同組合 48 ナイスビーフ肉牛研究会 

21 千葉県動物薬品器材協会 49 北総肉牛生産組合 

22 （株）日本政策金融公庫千葉支店 50 せんば牛グループ 

23 JA 東日本くみあい飼料株式会社 51 ホシザキ関東株式会社 

24 三和産業株式会社 52 （株）ビィズデザイン 

25 フィード・ワン株式会社 53 コズミック☆倶楽部（チバザビーフＰＲ大使） 

26 日清丸紅飼料株式会社 54 イチトキ！（チバザビーフＰＲ） 

27 兼松アグリテック株式会社 55 Chiba Cawaii Club（チバザビーフＰＲ） 

28 伊藤忠飼料株式会社   
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【参加銘柄】 

     

かずさ和牛 みやざわ和牛 しあわせ満天牛 しあわせ絆牛 しあわせ牛 

     

     

若潮牛 ナイスビーフ 八千代黒牛 八千代牛 卯の花牛 

     

     

北総和牛 北総花牛 せんば和牛 せんば牛 コウゴ牧場牛 
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【枝肉共励会前夜祭】 

   

チバザビーフ協議会 
宮澤会長 あいさつ 

千葉県畜産協会 
森会長 あいさつ 

千葉県議会自民党畜産振興議員連盟 
石毛会長 ビデオメッセージ 

 
  

東京食肉市場卸商協同組合 
小川副理事長 乾杯の発声 

特別料理 
『かずさ和牛』鉄板焼き 

特別料理 
『北総牛』ローストビーフ 

   

特別料理（食べ比べ） 

『かずさ和牛』『北総牛』冷しゃぶ 

銘柄ＰＲ 
『みやざわ和牛』 

銘柄ＰＲ 
『しあわせ牛』 

   

銘柄ＰＲ 
『若潮牛』 

銘柄ＰＲ 
『八千代牛』 

銘柄ＰＲ 
『北総牛』 

   

銘柄ＰＲ 
『せんば牛』 

銘柄ＰＲ 
『かずさ和牛』 

応援ステージ 
ＰＲ大使 コズミック☆倶楽部 
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【消費拡大イベント・広報宣伝活動等】 

   

成田空港「空市」 
ご当地キャラ大集合 

成田空港「空市」 
ひとくちステーキの販売 

成田空港「空市」 
ＰＲステージ 

   

「ちばアクアラインマラソンＰＲ」 
 

「ちばアクアラインマラソンＰＲ」 
抽選会 

船橋競馬場「かしわ記念」 
 

   

幕張メッセ「ぎゅうぎゅう祭り」 
特別メニュー提供 

幕張メッセ「ぎゅうぎゅう祭り」 
スタッフへの指導 

幕張メッセ「ぎゅうぎゅう祭り」 
寺門ジモンさん ご来店 

   

かしわ駅前「ＧＷウエルカムデー」 
開会式 

かしわ駅前「ＧＷウエルカムデー」 
 

かしわ駅前「ＧＷウエルカムデー」 
リアル宝さがし 

   

滋賀県大津市「牛肉サミット」 
 

成田ゆめ牧場「収穫祭」 
ＰＲタイム（生産者の声） 

成田ゆめ牧場「収穫祭」 
抽選会 
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成田ゆめ牧場「収穫祭」 
ＢＢＱコーナーでの提供 

「ちばの大地と海の恵み商談会」 
 

「ちばの大地と海の恵み商談会」 
テイスティングブッフェ 

   

川崎市「畜産フードフェア 2018」 
パンフレットの配布 

川崎市「畜産フードフェア 2018」 
試食配布（ＢＢＱインストラクター） 

船橋競馬場「畜産フェア」 
 

   

船橋競馬場「畜産フェア」 
県産牛肉の販売 

船橋競馬場「畜産フェア」 
畜産フェア賞提供 

「ちばアクアラインマラソン 2018」 
ひとくちステーキの販売 

   

「ちばアクアラインマラソン 2018」 
生中継のＣＭ協賛 

「ちばアクアラインマラソン 2018」 
視聴者プレゼントの提供 

「プレゼントキャンペーンの実施」 
 

   

「プレゼントキャンペーンの実施」 
1万円相当の牛肉が当たる 

成田ゆめ牧場「全国穴掘り大会」 
協賛 

成田ゆめ牧場「全国穴掘り大会」 
出場チーム等への特別賞（副賞） 

 

15



 

チバザビーフ枝肉品評会受賞者一覧 

【黒毛和種の部】 

第９回枝肉研究会（H30.7.11）                          （単位：円） 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 磯野 政樹 2,605 1,341,575 アンデス食品㈱ 千葉県知事賞 

優秀賞 髙山 和視 2,609 1,502,784 ㈱スガワラ 千葉県畜産協会長賞 

優良賞 ㈲最上畜産 2,778 1,469,562 ㈱富作商店 全国畜産農業協同組合連合会長賞 

 

第１０回枝肉研究会（H30.11.14）                         （単位：円） 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 ㈱大川畜産 2,890 1,817,810 ㈱コシヅカ 千葉県知事賞 

優秀賞 ㈲最上畜産 2,970 1,615,680 ㈱富作商店 千葉県畜産協会長賞 

優良賞 ㈱髙梨牧場 2,709 1,625,400 原田畜産食品㈱ 全国畜産農業協同組合連合会長賞 

 

第９回枝肉共励会（H31.3.26）                            （単位：円） 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 ㈱髙梨牧場 3,133 1,876,667 宮畜産㈱ 
農林水産大臣賞 
千葉県知事賞 
公益社団法人千葉県畜産協会長賞 

優秀賞 1 席 ㈱髙梨牧場 2,902 1,709,278 ㈱日山畜産 
東京都中央卸売市場 市場長賞 
東京食肉市場株式会社 社長賞 

優秀賞 2 席 ㈱大川畜産 2,797 1,641,839 ㈱日山畜産 公益社団法人日本食肉格付協会長賞 

優良賞 1 席 IWABUCHI FARM㈱ 2,945 1,443,050 ㈱コシヅカ 千葉県家畜商協同組合 理事長賞 

優良賞 2 席 井村 幸雄 2,712 1,613,640 ㈱富作商店 千葉県肉牛生産農業協同組合長賞 

 

【交雑種の部】 

第９回枝肉研究会（H30.7.11）                               （単位：円） 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 糸賀 光男 2,205 1,459,710 アンデス食品㈱ 千葉県知事賞 

優秀賞 渡貫 茂 1,702 944,610 ㈱ツジモト 東京食肉市場株式会社 社長賞 

優良賞 岩渕 竜也 1,754 908,572 マルイミート㈱ 全農千葉県本部長賞 

 

第１０回枝肉研究会（H30.11.14）                            （単位：円） 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 増田 俊一 2,003 1,165,746 ㈲ウスネフード 千葉県知事賞 

優秀賞 ㈱TAK 1,902 1,242,006 ㈱ミートナイトウ 東京食肉市場株式会社 社長賞 

優良賞 嶋田 春美 1,755 998,595 小川畜産興業㈱ 全農千葉県本部長賞 

 

第９回枝肉共励会（H31.3.26）                               （単位：円） 

受賞 生産者名称 枝肉単価 枝肉金額 買受人 褒賞 

最優秀賞 越川 和行 2,019 1,239,666 ㈱ミートナイトウ 
関東農政局長賞 
千葉県知事賞 
公益社団法人千葉県畜産協会長賞 

優秀賞１席 増田 俊一 1,785 1,212,015 宮畜産㈱ 
東京都中央卸売市場 食肉市場長賞 
東京食肉市場株式会社 社長賞 

優秀賞２席 糸賀 光男 1,702 1,022,902 マルイミート㈱ 全国畜産農業協同組合連合会長賞 

優良賞１席 ㈱御子神畜産 1,637 995,296 マルイミート㈱ 全農千葉県本部長賞 

優良賞２席 ㈱宇井畜産 1,770 1,001,820 ㈱オーエムアイ 千葉県と畜場協会 会長賞 
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－肥育技術向上対策の結果について－ 

 

【平成30年度 血液検査結果】 

 

１ 分析数 

   戸数 １４戸   

頭数 ２５５頭 （黒毛和種 １２２頭、交雑種 １３３頭） 

 

２ 結果（ビタミンA） 

 

３ 分析項目の解説 

ビタミンA 脂肪細胞の分化を抑えるため、血中のビタミンAが減少すると脂肪細胞が増えると考

えられています。ビタミンA欠乏症（飼料摂取量の低下、夜盲症、筋肉水腫等）を防

ぐためには、少なくとも30 IU/dl以上必要です。 

AST（GOT） 肝臓の障害に鋭敏に反応します。100 IU/L以上は異常値になります。 

GGT（γ-GTP） 長期的な肝臓の障害を反映します。30IU/L以上は異常値になります。 

総コレステロール エネルギー摂取量を反映します。肉質の良い牛では多くが130㎎/dl以上を維持しま

す。 

BUN 蛋白質の不足や飼料摂取量の低下で低くなり、蛋白質の過剰摂取や腎炎、尿石症、高

度の脱水症で高い値となります。 

アルブミン 飼料摂取不足や長期間の肝臓機能の低下で減少し、脱水で増加します。3.0g/dl以下

では筋肉水腫が疑われます。 

総たんぱく質 6.5～7.7g/dlの範囲が適正で、高いと脱水症状、低いと飼料摂取不足が疑われます。 

ビタミンE 肉の日持ちや肉色の改善に効果があります。150㎍/dlあることが望ましいです。 

β-カロテン 植物性飼料から吸収され、体内でビタミンAに転換されます。14か月齢以降は10

～50㎍/dlで問題ないと考えられていますが、ビタミンAの値と総合的に判断して

ください。 
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【平成2９年、平成３０年 枝肉格付成績分析結果】 

 

１ 分析数 

 

 

 

 

 

 

なお、下記の牛のデータは除いて分析をしています。 

  （１）２３か月齢以前に出荷された黒毛和種  （H29： ８頭、H30：２２頭） 

  （２）２１か月齢以前に出荷された交雑種   （H29：２７頭、H30：２２頭） 

  （３）３６か月齢以降に出荷された雌牛    （H29：９６頭、H30：１５３頭） 

  （４）格付がＣ１であった牛         （H29： ８頭、H30： ４頭） 

 

２ 結果概要（全体平均） 

 
枝肉重量

(㎏) 
ＢＭＳ 

No. 

ロース芯面積

(㎠) 
ばらの厚さ

(㎝) 

和：A4以上

交：Ｂ3以上 

(％) 

単価(税抜) 
(円/㎏) 

黒
毛
和
種 

去
勢 

H29 511.2 6.8 64.1 8.2 74.4 2,296 

H30 508.9 6.8 64.2 8.1 73.3 2,307 

雌 
H29 456.3 6.7 62.9 8.0 69.3 2,296 

H30 453.3 6.7 62.4 7.8 66.9 2,283 

交
雑
種 

去
勢 

H29 538.8 3.7 54.3 7.5 49.9 1,333 

H30 542.9 3.7 55.3 7.5 53.6 1,383 

雌 
H29 484.3 3.7 54.0 7.4 51.4 1,331 

H30 478.3 3.9 54.9 7.3 55.9 1,401 

 

≪参考≫平成30年 全国平均 

 
枝肉重量

(㎏) 

ＢＭＳ 

No. 

ロース芯面

積(㎠) 

ばらの厚さ

(㎝) 

和：A4以上
交：Ｂ3以上 

(％) 

単価(税抜) 

(円/㎏) 

黒毛和種去勢牛 504.0 7.3 63.4 8.1 80.6 2,503 

交雑種去勢牛 529.7 3.8 53.6 7.5 58.5 1,431 

出典：公益社団法人日本食肉格付協会 

 

－新たに分析へ参加を希望される方は、チバザビーフ協議会事務局までご連絡ください－ 

 平成29年 平成30年 

黒毛和種・去勢 １，６６７頭 １，６５２頭 

黒毛和種・雌 ４３６頭 ３５３頭 

交雑種・去勢 ２，３１６頭 ２，８５２頭 

交雑種・雌 １，６６７頭 １，６３６頭 

合計 ６，０８６頭 ６，４９３頭 
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結果の見方 
 

 

氏名　 様 去勢

【格付成績】

頭数 A4以上 枝肉重量ロース面積 ばら厚 BMS№ 単価 価格 月齢

60 83.1% 526.8 63.9 8.5 7.5 2,474 1,303,303 29.4

1,652 73.3% 508.9 64.2 8.1 6.8 2,307 1,178,447 29.5

7 16 8 18 5 12 6 5

平成29年 53 81.1% 526.6 63.6 8.5 7.4 2,478 1,306,207 30.1

42 戸）

A5 42.1 ％ 2,624 円 32.7 ％ 2,559 円

A4 41.0 ％ 2,429 円 40.6 ％ 2,289 円

B5 - ％ - 円 0.3 ％ 2,183 円

B4 6.9 ％ 2,212 円 1.2 ％ 2,076 円

上記以外 10.0 ％ 2,239 円 25.2 ％ 2,023 円

【血液分析】

平成３０年　枝肉格付成績　分析結果 【例】

 ビタミンAは理想に近い形で推移しています
が、ややばらつきが見られます。
事故防止と高品質な枝肉生産のため、今後
も継続して検査を実施してください。

黒毛和種千葉座 牛朗

千葉座 牛朗 　　　　　　　　全体（

割合 平均価格 割合 平均価格

 すべての項目で全体平均を上回りました。
A4以上の割合は83.1％と高い成績です。

平成30年

千葉座 牛朗

全体平均

あなたの順位

千葉座 牛朗

30

40

50

60

枝肉重量

ロース面積

ばら厚

皮下脂肪厚

歩留

脂肪交雑

全体平均

千葉座牛朗

成績を偏差値で表示

60以上：非常に良い

60：良い

50：普通

40：悪い

30：非常に悪い

千葉座牛朗

(交)Ｂ３以上、(黒)Ｂ４以上に格付け

された割合とその平均価格 

あなたと全体の成績を比較して表示 

赤線：あなたの成績 

青線：全体の成績の平均値 
 

あなたの成績が全体平均より 

良いと赤線が青線より大きく、 

悪いと小さくなる 

＊皮下脂肪厚は薄い（数字が小さい）ほど 

成績が良く、赤線が大きくなる 

・あなたの成績 

・全体の成績の平均値 

・全体戸数の中のあなたの順位 

  （少頭数の出荷者の成績を含んだ順位） 

・前年のあなたの成績 を表示 

ビタミンＡ（脂肪交雑と関連する） 

理想の線に近い推移でコントロール 

 できると良い 

「全体」とは、この分析に参加している同じ品種・性別
の牛を出荷している戸数、頭数、成績の平均を表します 
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専門店 

 

☆タカギフーズ ペリエ千葉エキナカ店 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 エキナカ 3Ｆ 

TEL．043-223-5929 

 

☆シェフミートチグサ 

千葉市花見川区千種町 210-5 

TEL．043-259-2205 

 
 

☆タカシマヤミート 

柏市末広町3-16 柏高島屋本館 地下１階 

TEL．04-7144-1111 

 

☆旭食肉協同組合直売所 

旭市ニ5944 

TEL．0479-63-1521 

 
 

☆農産物直売所 あんしん村【生産者直営店】 

 旭市井戸野 3642（焼肉店併設） 

 TEL.0479-60-1338 

 

☆かずさ和牛工房 

君津市外箕輪1-10-18 

TEL．0439-52-0122 

 
 

☆全農のお肉工房 

君津市貞元133-1 ＪＡ君津味楽囲さだもと店内 

TEL．0439-52-8311 

 

 

 

 

道の駅 

 

☆里のＭＵＪＩ みんなみの里 

鴨川市宮山1696 

TEL．0479-63-1521 

 

 

 

 

量販店 

 

☆SC ミート直営 肉の専門店ラ・ブシェリー（カスミフードスクエア内） 

成田赤坂店 成田市赤坂 3-4-1 

TEL．0476-29-6695 

 

南小川店 銚子市南小川 724 

TEL．047-924-2955 

 南柏店 柏市南柏中央 3-2 

TEL．04-7175-4129 

 

柏中新宿店 柏市中新宿 3-11-1 

TEL．04-7173-1010 

 木更津朝日店 木更津市朝日 3-10-19 

TEL．043-825-2929 

 

東習志野店 習志野市東習志野 7-1-1 

TEL．047-470-1129 

 多古台店 香取郡多古町多古 2000-138 

TEL．047-976-2941 

 

本八幡店 市川市八幡 3-3-3 

TEL．047-324-1129 
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☆コープみらい 

コープ花見川店 千葉市花見川区作新台 6₋9₋1 

TEL．043-257-9660 

 

コープ東寺山店 千葉市若葉区東寺山町 422₋1 

TEL．043-284-0011 

 コープ市川店 市川市鬼高 3₋28₋16 ショップス内 

TEL．047-314₋6511 

 

コープ薬円台店 船橋市薬円台 5₋19₋1 

TEL．047-496-2440 

 コープ新松戸店 松戸市新松戸 4₋124 

TEL．047-375-8852 

 

コープ南流山店 流山市南流山 1₋10₋7 

TEL．04-7178-6195 

 コープ八千代店 八千代市大和田新田 410₋1 

TEL．047₋450-5411 

 

コープ鎌ヶ谷店 鎌ヶ谷市道野辺本町 1₋5₋1 

TEL．047-443-9953 

 コープ東深井店 流山市東深井 228₋1 

TEL．04-7140-5000 

 

 

 

☆せんどう 

国分寺店 市原市国分寺台中央 6-10-1 

TEL．0436-20-7771 

 

ちはら台店 市原市ちはら台南 6-1-11 

TEL．0436₋52-1177 

 一宮店 長生郡一宮町宮原 60-1 

TEL．0475-42-1715 

 

東金プラザ 東金市家徳 277-1 

TEL．0475-54-7511 

 木更津店 木更津市潮見 5-3-1 

TEL．0438-30-6111 

 

千葉みなと店 千葉市中央区中央港 2-4-2 

TEL．043-242-7311 

 上記以外の店舗でも、不定期で販売あり 

 

☆フードショップいちはら 

山武郡横芝光町木戸1337-2 

TEL．0479-84-0302 
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焼肉 

 

☆大将軍 

 千葉都町本店 千葉市中央区都町 2-33-1 

TEL.043-232-6299 

 

千葉富士見店 千葉市中央区富士見 2-5-5 

TEL.043-222-2941 

 稲毛園生店 千葉市稲毛区園生町 170-1 

TEL.043-309-1129 

 

市原店 市原市八幡 121-1 

TEL.0436-42-2211 

 船橋店 船橋市飯山満町 1-599-2 

TEL.047-426-2911 

 

八千代緑が丘店 八千代市緑が丘 2-1-1 

TEL.047-455-8129 

 ペリエ千葉店（焼肉弁当の取扱い）  

千葉市中央区新千葉 1-1-1  ペリエ千葉 B1F ペリチカ食品街 

TEL.043-301-2929 

 
 

☆新羅（ｼﾗ） 

千葉市中央区中央 3-8-13 

TEL．043-226-8078 

 

☆超力 

千葉市中央区富士見 2-17-6 

TEL．043-224-8929 

 
 

☆李香苑（ﾘｺｳｴﾝ） 

佐倉市表町 1-7-1 

TEL．043-310-6523 

 

☆かずさ和牛工房 牛匠しらいし 

 君津市外箕輪 1-10-18 

TEL．0439-52-0122 

 
 

☆肉の匠 将泰庵（ｼｮｳﾀｲｱﾝ） 

本店 船橋市本町 3-5-1 石田ビル 1 階 

TEL．047-423-8929 

 

はなれ 船橋市本町 4-3-5大西園ビル 2 階 

TEL．047-409-6677 

 新日本橋店 

東京都千代田区鍛治町 1₋9₋19 GEMS神田 8階 

TEL．03-3527-1629 

 

肉バル SHOUTAIAN 渋谷店 

東京都渋谷区桜丘町24₋8 新南平台マンション1階 

TEL．03₋3464-0803 

 
将泰庵 DINER 

 船橋市本町 7-1-1 シャポー船橋南館 3 階 

TEL．047-455-3535 

 

飲めるハンバーグ 高田馬場店 

 東京都新宿区高田馬場 2 丁目 9-1 

TEL．03-6457-3435 

 
飲めるハンバーグ 自由が丘店 

東京都目黒区自由が丘 2 丁目 12-13 J Glass ビル 1F 

TEL．03-6421-2239 

 
 

☆明洞館（ﾐｮﾝﾄﾞﾝｶﾝ） 

銚子市新生町 2-2-10 

TEL．0479-25-2929 

 

☆焼肉しいな牧場【生産者直営店】 

旭市井戸野 3642（直売所併設） 

TEL．0479-62-3334） 

 
 

☆コウゴ牧場直営 焼肉大黒や【生産者直営店】 

旭市横根 3259-1 

TEL．0479-57-1029 

 

 

☆一力（ｲﾁﾘｷ） 

旭市鎌数 9381-2 

TEL．0479-62-2551 
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洋食 

 

☆ＥＳＴ！ＰＲＯＳＳＩＭＯ（ｴｽﾄ ﾌﾟﾛｯｼﾓ） 

千葉市中央区新町 22-3 

TEL．043-248-7010 

 

☆リストランテ さくら 

千葉市中央区本町 2-5-5 プライムスクウェア 1階 

TEL．043-306-5587 

 
 

☆コンフィ 

習志野市大久保 1-24-17 

TEL．047-454-0011 

 

☆di formaggio KURA6330（ﾃﾞｨﾌｫﾙﾏｯｼﾞｵ） 

八千代市ゆりのき台 4-1-15 

TEL．047-409-3966 

 
 

☆蔵六三三〇 

船橋市高根町 1781-1 

TEL．047-406-6330 

 

☆イタリアンバル 伊酒リア 

船橋市習志野台 3-2-105 

TEL．047-468-1398 

 
 

☆イル ジリオ 

柏市千代田 1-1-12-101 

TEL．04-7166-5012 

 

☆プレゼンテ スギ 

 佐倉市白銀 2-3-6 

TEL．043-371-1069 

 
 

☆Trattiria Noce（ﾄﾗｯﾄﾘｱ ﾉｰﾁｪ） 

佐倉市栄町 7-8 三陽ビル 1 階 

TEL．043-312-7633 

 

☆レストラン Zucca（ｽﾞｯｶ） 

 佐倉市城 343-3 

TEL．043-485-5200 

 
 

☆シェ・ムラ 

佐倉市表町 3-1-5 

TEL．043-484-1640 

 

☆タヴェルナ パッキア 

佐倉市中志津 6-16-1 

TEL．043-463-8889 

 
 

☆きゃにおん 

 匝瑳市八日市場ホ 3217-12 

TEL．0479-72-0563 

 

☆チェルカトローヴァ 

 鴨川市貝渚 125 

TEL．04-7099-2012 

 
 

☆かずさ炭焼ステーキ 照葉樹 

 木更津市富士見 3-1-15 

TEL．0438-97-7900 

 

☆boeuf rouge（ﾌﾞｯﾌﾙｰｼﾞｭ） 

木更津市大和 1-8-3 原ビル 1 階 

TEL．0438-53-7171 

 
 

☆ベルーガ 

東京都渋谷区神宮前 4-26-18 原宿ピアザビルＭ2Ｆ 

TEL．0120-404-001 
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和食・定食 

 

☆小六茶屋 

千葉市中央区川崎町 57-5（ベイフロント蘇我） 

TEL．043-308-8021 

 

☆茶寮 たわら屋 

市原市千種 4-7-11 

TEL．0436-63-2670 

 
 

☆お食事処 候（ｿｳﾛｳ） 

 旭市ニ 5383-9 

TEL．0479-63-9233 

 

☆丸仙会館（ﾏﾙｾﾝｶｲｶﾝ） 

匝瑳市野手 17146-130 

TEL．0479-67-3273 

 
 

 

居酒屋 

 

☆房総ホルモン 柏店 

 流山市向小金 3-179 オーチャード 1 2Ｆ 

TEL．047-111-1434 

 

☆お魚とお肉のお店 まーすけ 

旭市三川 6134-37 

TEL．0479-85-6464 

 
 

☆古民家居酒屋 もんしち 

茂原市高師 825 

TEL．0475-22-3915 

 

☆洋もん酒場 HACHI（ﾊﾁ） 

茂原市高師 825 

TEL．0475-25-3508 

 
 

☆鉄板酒家 もんぱち 

茂原市高師 828-1 

TEL．0475-24-0293 

 

☆ガブ飲みビストロ酒場 ねぎやいや 

 千葉市中央区富士見 2-4-16 金子ビル 4F 

TEL．050-7869-8479 

 
 

 

カフェ・軽食 

 

☆COSMIC PARASOL CAFE（ｺｽﾞﾐｯｸﾊﾟﾗｿﾙｶﾌｪ） 

柏市常盤台 2-1 

TEL．04-7128-6446 

 

☆petite maison（ﾌﾟﾁﾒｿﾞﾝ） 

 成田市美郷台 1-7-10 

TEL．0476-37-6886 

 
 

☆カフェ ランプ 

 鴨川市横尾 542 

TEL．047-094-5949 
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ホテル・旅館 

 

☆東急ハーヴェスト勝浦 

 勝浦市中島 590-9 

TEL．0470-76-0109 

 

☆休暇村 館山 

館山市見物 725 

TEL．0479-29-0211 

 
 

☆吉夢 

鴨川市小湊 182 

TEL．047-095-2111 

 

☆鴨川館 

鴨川市西町 1179 

TEL．047-093-4111 

 
 

☆是空 

鴨川市太海浜 24-1 

TEL．047-092-1143 

 

☆亀山温泉ホテル 

 君津市豊田 65 

TEL．0439-39-2121 

 
 

☆燦美の宿 旅館かわな 

君津市人見 915 

TEL．0439-52-1318 
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平成３０年度 収支決算書（一般会計） 

 

収入総額： 10,215,484 円 

支出総額： 10,180,746 円 

差引残高： 34,738 円 

 

【収入の部】                                         （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

負担金 

生産者会費 1,920,000 1,540,000 △380,000 ＠20,000 円×77 名 

賛助会費 500,000 470,000 △30,000 企業・団体より計 47 口（1口 1万円） 

研究会・共励会参加費 3,000,000 3,015,000 15,000 ＠15,000 円×201 頭 

前夜祭協賛金 700,000 600,000 △100,000 企業・団体より協賛金、お祝金 

地域活動負担金 1,000,000 905,938 △94,062 各銘柄牛地域活動負担金 

その他負担金 500,000 368,000 △132,000 総会、前夜祭等の会費・負担金 

その他 

収入 

県補助事業費 2,760,000 2,760,000 0 県産牛肉ブランド力向上対策事業 

雑収入 0 506,282 506,282 預金利息、イベント売上金、等 

繰越金 50,264 50,264 0  

合 計 10,430,264 10,215,484 △214,780  

 

【支出の部】                                           （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

会議費 
総会費 650,000 591,641 △58,359 会場借上費、等 

理事会・専門部会費 150,000 159,987 9,987 会場借上費、旅費、等 

事業費 

研究会・共励会開催費 2,000,000 1,782,281 △217,719 バス借上費、購買者謝礼、等 

前夜祭開催費 1,700,000 1,817,974 117,974 会場借上費、おもてなし肉代、等 

肥育技術向上対策費 200,000 0 △200,000  

販売促進活動費 3,300,000 3,623,900 323,900 消費拡大イベント開催費、地域活動費、等 

事務費 

旅費 200,000 262,825 62,825 事務局等旅費 

通信運搬費 250,000 286,724 36,724 はがき・切手の購入、振込手数料、等 

消耗品費 50,000 114,414 64,414 事務用品の購入、封筒印刷代、等 

その他 

支出 

積立金 1,480,000 1,390,000 △90,000 ＠5,000 円×201 頭、＠5,000 円×77 名 

負担金 100,000 120,000 20,000 畜産連絡会等の負担金、等 

予備費 350,264 31,000 △319,264 香典・花代等弔問費 

合 計 10,430,264 10,180,746 △249,518  
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平成３０年度 収支決算書（特別会計：積立金） 

 

収入総額： 4,952,999 円 

支出総額： 0 円 

差引残高： 4,952,999 円 

 

【収入の部】                                          （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

イベント活動積立金 2,480,000 2,517,544 37,544 積立金（品評会、会費）、食肉公社還元 

その他 

収入 

雑収入 0 12 12 預金利息 

繰越金 2,435,443 2,435,443 0  

合 計 4,915,443 4,952,999 37,556  

 

【支出の部】                                         （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

イベント活動費 0 0 0  

合 計 0 0 0  
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第２号議案 

令和元年度事業計画及び収支予算の承認について 

 

【事業計画】 

千葉県産牛肉の総称として『うまい牛肉 チバザビーフ』をキャッチコピーに県産牛肉

のブランド力向上のため、県の行う支援施策等を積極的に取り組み、県産牛肉の出荷頭数

の拡大と高品質化、及び各銘柄牛肉を含めた千葉県産牛肉全体の知名度向上を図り、市場

における県産牛肉の評価向上の推進に努める。 

 

１ 会員加入推進に関する事業 

会員加入へのメリットを模索・検討し、組織の強化を図る。 

 

２ 総務に関する事業 

各種事業が円滑に行われ、年間を通じて一貫した活動へと繋がるよう、以下のことにつ

いて、堅実で円滑な運営を実施し、会員の情報共有を図る。 

（１）総会・理事会・専門部会などの円滑な運営 

① 通常総会 

期日：令和元年７月３日(水) 

場所：［成田市］マロウドインターナショナルホテル成田 

研修会を同日開催 

② 理事会・専門部会 

ア）令和元年度第１回理事会・専門部会 

期日：令和元年６月１９日（水） 

場所：ちばみどり農業協同組合 海上中央支所 会議室 

総会提出議案等の検討。 

イ）令和元年度第２回理事会・専門部会 

期日：令和元年８月頃 

場所：未定（千葉県内） 

枝肉研究会の調整・確認等。 

ウ）令和元年度第３回理事会・専門部会 

期日：令和元年１２月頃 

場所：未定（千葉県内） 

共励会、前夜祭等の調整・確認等。 

エ）令和元年度第４回理事会・専門部会 

期日：令和２年３月頃 

場所：未定（千葉県内） 

次年度スケジュール等の調整・検討等。 

（２）事務局の堅実な運営 

（３）規定類・備品等の適正な管理 
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３ 販路の確保対策に関する事業  

チバザビーフに対する実需者の評価向上及び消費者の認知度向上のため、以下のことを

実施し、県産牛肉の消費拡大を図る。 

（１）チバザビーフ枝肉共励会前夜祭の開催 

期日：令和２年２月２５日（火） 

場所：第一ホテル東京シーフォート 

（２）消費拡大イベント等への参加・協力 

① かしわ記念 

期日：令和元年５月６日（月・祝） 

場所：［船橋市］船橋競馬場 

農林水産大臣賞典「かしわ記念」において、優勝馬主に副賞として県産牛肉が贈

られた。なお、牛肉は『馬事畜産振興協議会』が買い上げ。 

② ＡＩＲＰＯＲＴ ＭＡＲＫＥＴ「空市」 

期日：令和元年５月１２日（日） 

場所：［成田市］成田空港第２旅客ターミナルビル前中央広場 

模擬店の出店、県産牛肉ＰＲ、ＰＲ大使の派遣（ステージイベント）、抽選会へ

の賞品提供。 

③ あなたのラブちば教えてキャンペーン 

期日：令和元年６月１日（土）～令和２年３月３１日（火） 

場所：［県内各所］応募サイト、インスタグラムから応募 

応募キャンペーンへの協力。期間中、毎月５名（総計５０名）に県産牛肉が贈ら

れる。（他、非売品チーバくんグッズなど）なお、牛肉は『ちばプロモーション協

議会』が買い上げ。 

④ ミルクフェスティバル２０１９ 

期日：令和元年６月１日（土）・２日（日） 

場所：［印西市］千葉県立北総花の丘公園 

模擬店の出店（八千代牛・千葉北部酪農農業協同組合が出店）、県産牛肉ＰＲ等。 

⑤ ちばの大地と海の恵み産地視察会＆商談会 

期日：令和元年７月９日（火） 

場所：［千葉市］オークラ千葉ホテル  

千葉県主催。商談会へ出展する。（かずさ和牛・かずさ和牛肥育研究会、しあわ

せ牛・産直ビーフ研究会、千葉県食肉公社が出展予定）試食用牛肉の提供、県産牛

肉のＰＲ等。 

⑥ いちばん米！ちば米！新米キャンペーン 

期日：令和元年８月頃（新米出荷時期）～１０月３１日（木） 

場所：［各所］ 

応募キャンペーンへの協力。３０名に県産牛肉が贈られる予定。（他、チバザポ

ーク、のりなど）なお、牛肉は『千葉県産米需要拡大推進協議会』が買い上げ。 
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⑦ 千葉県歯科医師会「８０２９（ハチマルニク）運動」ＰＲ 

ア）８０２９ Ｆｅｓｔｉｖａｌ 

期日：令和元年８月１８日（日） 

場所：［千葉市］イオンモール幕張 

  千葉県歯科医師会が出展するＰＲイベントに協力。県産牛肉ＰＲ等。 

イ）いい歯の日イベント、８０２９式典など 

 期日：令和元年１１月１０日（日） 

場所：【千葉市】京成ホテルミラマーレ 

「いい歯の日（１１月８日）」にちなんだＰＲイベントに協力。試食用牛肉の

提供、県産牛肉のＰＲ等。 

⑧ 船橋競馬場ハートグルメシリーズ「ちばの肉フェス（仮）」 

期日：令和元年９月２３日（月・祝）～２７日（金） 

場所：［船橋市］船橋競馬場 

船橋競馬場の第７回開催期間中に、チバザビーフ・チバザポークを中心とした肉

フェスを開催予定。模擬店の出店、県産牛肉ＰＲ等。 

⑨ 成田ゆめ牧場「収穫祭」 

期日：令和元年９月２８日（土）・２９日（日） 

場所：［成田市］成田ゆめ牧場 

成田ゆめ牧場で開催される収穫祭に協賛。抽選会賞品の提供等を行う予定。県産

牛肉のＰＲ。 

⑩ 「肉の宝庫!!ちばのビーフ&ポークまつり」 

期日：令和元年１０月頃 

場所：【各所】チバザビーフ・チバザポーク取扱店など 

チバザビーフ・チバザポークの取扱店などに応募用紙を設置・配布し、応募者の

中からチバザビーフ・チバザポークが当たるキャンペーンを実施予定。 

⑪ 千葉県畜産フェア 

期日：令和元年１０月１２日（土） 

場所：［船橋市］船橋競馬場 

模擬店の出店、県産牛肉ＰＲ等。 

⑫ 全国穴掘り大会 

期日：令和２年２月頃 

場所：［成田市］成田ゆめ牧場 

成田ゆめ牧場にて開催される全国穴掘り大会に協賛。参加チームへの副賞の提供

等を行う予定。県産牛肉ＰＲ。 

⑬ その他、イベント等に可能な限り参加・協力し県産牛肉のＰＲを図る。 

（３）販促資材等の購入 

（４）地域活動への支援 
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（５）広告宣伝活動の推進 

① メディアを活用したＰＲ 

テレビ、ラジオ、新聞等を活用し、イベント告知・ＰＲ等を行う。 

② 広報紙掲載によるＰＲ 

ネットワークちば（千葉県畜産協会広報紙）に随時活動状況等を掲載し、関係機

関、市町村、生産者等へ配布を行う。（年３回発行予定） 

③ ＰＲ大使等を活用したＰＲ 

ＰＲ大使「コズミック☆倶楽部」、妹分「イチトキ！」、両者も所属するＣＣＣ

（Chiba Cawaii Club）と協力・連携し、各種イベント等にて県産牛肉のＰＲを図る。 

 

４ 飼養技術向上対策に関する事業 

チバザビーフの質及び量の安定的な出荷を目指すため、以下のことを実施し、肥育技術

の向上及び一元的な出荷体制の構築を図る。 

（１）枝肉品評会の開催 

① 第１１回チバザビーフ枝肉研究会 

期日：令和元年７月２５日（木） 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品予定頭数：４０頭（黒毛和種、交雑種） 

② 第１２回チバザビーフ枝肉研究会 

期日：令和元年１０月１０日（木） 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品予定頭数：４０頭（黒毛和種、交雑種） 

③ 第１３回チバザビーフ枝肉研究会 

期日：令和元年１１月２７日（水） 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品予定頭数：４０頭（黒毛和種、交雑種） 

④ 第１０回チバザビーフ枝肉共励会 

期日：令和２年２月２６日（水） 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品予定頭数：８０頭（黒毛和種、交雑種） 

（２）講習会（研修会）の開催 

期日：令和元年７月３日(水) 

場所：［成田市］マロウドインターナショナルホテル成田 

総会を同日開催 

（３）枝肉成績分析及び血液検査の実施 

 

５ 情報発信の強化に関する事業 

  ホームページを活用し、取扱店情報・イベント情報等を掲載し、情報発信の強化を図る。 
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６ 東京食肉市場まつり２０２０参加に関する事業 

２０２０年のオリンピックイヤーに開催される「東京食肉市場まつり」に、再び参加し、

県産牛肉の販売プロモーションを行い知名度の向上を図る。 

また、２０２０年の参加に向けた試みとして、ＧＡＰ取得チャレンジシステム等の第三

者認証取得について、組織的に取り組み、「安心・安全」の見える牛肉の生産を目指す。 

  県、千葉県畜産協会、ＮＰＯ法人いきいき畜産サポートセンターと連携をとりながら推

進を図る。 

  

33



《令和元年度の主な活動予定》 
 

期 日 場所等 活動内容 

令和元年 
5月6日 

［船橋市］船橋競馬場 かしわ記念 

5月12日 ［成田市］成田空港 ＡＩＲＰＯＲＴ ＭＡＲＫＥＴ空市 

6月1日～ ［各所］ あなたのラブちば教えてキャンペーン 

6月1日・2日 ［印西市］北総花の丘公園 ミルクフェスティバル2019 

6月19日 ［旭市］ちばみどり農協 理事会・専門部会 

7月3日 ［成田市］マロウドホテル成田 通常総会・研修会 

7月9日 ［千葉市］オークラ千葉ホテル ちばの大地と海の恵み産地視察会＆商談会 

7月25日 
［東京都品川］ 
東京都中央卸売市場食肉市場 

第11回チバザビーフ枝肉研究会 

8月17日 ［千葉市］イオンモール幕張 千葉県歯科医師会・8029 Festival 

8月頃 ［県内］ 理事会・専門部会 

8月～ ［各所］ いちばん米！ちば米！新米キャンペーン 

9月23日～27日 ［船橋市］船橋競馬場 ハートグルメシリーズ「ちばの肉フェス（仮）」 

9月28日・29日 ［成田市］成田ゆめ牧場 収穫祭 

10月頃 ［各所］ 肉の宝庫!!ちばのビーフ＆ポークまつり 

10月10日 
［東京都品川］ 
東京都中央卸売市場食肉市場 

第12回チバザビーフ枝肉研究会 

10月12日 ［船橋市］船橋競馬場 千葉県畜産フェア 

11月10日 ［千葉市］京成ホテルミラマーレ 千葉県歯科医師会・いい歯の日イベント、8029式典 

11月27日 
［東京都品川］ 
東京都中央卸売市場食肉市場 

第13回チバザビーフ枝肉研究会 

12月頃 ［県内］ 理事会・専門部会 

令和2年 
2月頃 

［成田市］成田ゆめ牧場 全国穴掘り大会 

 2月25日 
 
2月26日 
 

［東京都天王洲アイル］ 
第一ホテル東京シーフォート 
［東京都品川］ 
東京都中央卸売市場食肉市場 

第10回チバザビーフ枝肉共励会・前夜祭 

 3月頃 ［県内］ 理事会・専門部会 
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【消費拡大イベント・広報宣伝活動等】 

☆船橋競馬場「かしわ記念」（R1.5.6） 

  

 

優勝馬騎乗 C.ルメール騎手 馬主への副賞の贈呈(パネル)  

 

☆AIRPORT MARKET「空市」（R1.5.12） 

   

焼肉の販売 県産交雑牛の「もも」を使用 リーフレットの配布 

   

ご当地ゆるキャラ大集合 チバザビーフ PR ステージ チバザビーフ PR ステージ 

   

お楽しみ抽選会 チバザビーフ当選 お楽しみ抽選会 

 

☆ミルクフェスティバル 2019（R1.6.1・2） 

   

焼肉の販売   
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令和元年度 収支予算書（一般会計） 

 

収入総額： 10,107,738 円 

支出総額： 10,107,738 円 

差引残高： 0 円 

 

【収入の部】                                   （単位：円） 

科 目 予算額 前年予算額 比較増減 備 考 

負担金 

生産者会費 1,760,000 1,920,000 △160,000 ＠20,000円×88名 

賛助会費 500,000 500,000 0 ＠10,000円×50口 

研究会・共励会参加費 3,000,000 3,000,000 0 ＠15,000円×200頭 

前夜祭協賛金 600,000 700,000 △100,000 ＠10,000円×60口 

地域活動負担金 750,000 1,000,000 △250,000 各銘柄牛地域活動負担金 

その他負担金 400,000 500,000 △100,000 総会、前夜祭等の会費・負担金 

その他 

収入 

県補助事業費 3,063,000 2,760,000 303,000 県産牛肉ブランド力向上対策事業補助金 

雑収入 0 0 0 普通預金利息、等 

繰越金 34,738 50,264 △15,526 前年度繰越 

合 計 10,107,738 10,430,264 △322,526  

 

【支出の部】                                   （単位：円） 

科 目 予算額 前年予算額 比較増減 備 考 

会議費 
総会費 600,000 650,000 △50,000 年 1回開催 会場借上費、等 

理事会・専門部会費 150,000 150,000 0 年 4回程度開催 会場借上費、等 

事業費 

研究会・共励会開催費 1,800,000 2,000,000 △200,000 研究会 3回、共励会 1回 

前夜祭開催費 1,800,000 1,700,000 100,000 年 1回開催 会場借上費、等 

肥育技術向上対策費 200,000 200,000 0 研修会の開催、等 

販売促進活動費 3,300,000 3,300,000 0 イベント経費、地域活動費、等 

事務費 

旅費 200,000 200,000 0 事務局旅費 

通信運搬費 250,000 250,000 0 はがき・切手の購入、振込手数料、等 

消耗品費 50,000 50,000 0 事務用品の購入、封筒印刷代、等 

その他 

支出 

積立金 1,440,000 1,480,000 △40,000 共励会等負担金からの積立金 

負担金 100,000 100,000 0 関係団体総会の負担金等 

予備費 217,738 350,264 △132,526  

合 計 10,107,738 10,430,264 △322,526  

 

 

 

 

 

 

 

36



 

令和元年度 収支予算書（特別会計：積立金） 

 

収入総額： 7,392,999 円 

支出総額： 0 円 

差引残高： 7,392,999 円 

 

【収入の部】                                   （単位：円） 

科 目 予算額 前年予算額 比較増減 備 考 

イベント活動積立金 2,440,000 2,480,000  積立金（品評会、会費）、食肉公社還元、等 

その他 

収入 

雑収入 0 0  普通預金利息、等 

繰越金 4,952,999 2,435,443  前年度繰越 

合 計 7,392,999 4,915,443   

 

【支出の部】                                   （単位：円） 

科 目 予算額 前年予算額 比較増減 備 考 

イベント活動費 0 0 0  

合 計 0 0 0  
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第３号議案 

令和元年度会費の賦課及び徴収方法について 

 

 次のとおり決定いたしたい。 

 

１ 会費 

（１）生産者会員（年度会費）     ２０，０００円 

（２）賛助会員（年度会費）   一口 １０，０００円 

 

２ 徴収方法 

  会費の納入については原則、指定口座への振込みをお願いします。 

 

金融機関名： 千葉銀行 本店営業部 

預金の種類： 普通 

口 座 番 号： ３９５１０７６ 

口 座 名 義： チバザビーフ
ち ば ざ び ー ふ

協議会
きょうぎかい

 

 

３ 納入期限 

令和元年８月末まで 

 

４ その他 

「東京食肉市場まつり２０２０」開催に対する協賛について今年度より募る。 

協賛金については１口３０，０００円を想定。協賛いただいた企業・団体については記

念共励会や前夜祭等でご芳名を披露させていただく。また、記念共励会の前夜祭へは協賛

金１口につきお１人様をご招待させていただく予定。 

（１２） 
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《参考》 

東京食肉市場まつり 2020開催に係る積立金（計画） 

期間 積立金 備 考 

【実績】平成 30年度（2018年度） 4,952,999円 平成 31年 3月末残額 

【計画】令和元年度（2019年度） 2,440,000円 

・生産者会費からの積立金 

  ＠5,000円×88名＝440,000円 

・枝肉品評会出品手数料からの積立金 

  ＠5,000円×200頭＝1,000,000円 

・食肉公社手数料還元 

  ＠5,000円×200頭＝1,000,000円 

 ※枝肉品評会出品手数料負担分と同額想定 

【計画】令和 2年度（2020年度） 

※まつり開催まで 
3,240,000円 

・生産者会費からの積立金 

  ＠5,000円×88名＝440,000円 

・特別共励会（オリンピック開催前特別） 

＠15,000円×60頭＝900,000円 

・記念共励会（市場まつり記念） 

 ＠15,000円×80頭＝1,200,000円 

※特別・記念共励会の出品手数料は全て計上 

・食肉公社手数料還元 

  ＠5,000円×140頭＝700,000円 

※枝肉品評会出品手数料負担分と同額想定 

合 計 10,632,999円  

 

東京食肉市場まつり 2020開催に係る想定経費 

科 目 経費 備 考 

消費者ＰＲ 2,300,000円 

1,800,000円 

 

500,000円 

 

チバザビーフフェア 

・特別メニューの提供、セレモニー開催費、等 

その他消費者向けＰＲ 

 ・イベント等を活用したＰＲ 

実需者ＰＲ 5,800,000円 

600,000円 

 

2,200,000円 

 

3,000,000円 

 

 

産地交流会 

 ・特別メニューの提供、等 

記念共励会前夜祭※ 

 ・懇親会費、ＰＲ牛肉代、等 

まつり開催経費 

 ・セレモニー・開会式典経費、ステージイベント

（千葉県ＰＲ）、抽選会賞品提供、等 

品質向上対策 1,300,000円 

600,000円 

 

 

700,000円 

 

 

特別共励会開催経費 

 ・トロフィー等の作成費、出品牛輸送費（輸送費

補助）、バス借上費、等 

記念共励会開催経費 

 ・トロフィー等の作成費、出品牛輸送費（輸送費

補助）、バス借上費、等 

まつり負担金 3,000,000円 3,000,000円 協賛県負担金 

その他 2,600,000円 

2,400,000円 

 

 

200,000円 

 

販促資材 

 ・リーフレット作成費、帽子・はっぴ作成費、ポ

スター・のぼり作成、シール作成費、等 

事務費 

・会議費、事務諸費（振込手数料）、等 

合 計 15,000,000円  

 ※ 食肉市場まつり 2016開催時の実績等をもとに算出。 
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参考資料 

チバザビーフ協議会規約 
 

（目的） 

第１条 千葉県の肉牛生産者が結束し、技術力の向上や組織的な販売活動などの取組を通

じて、県産牛肉のブランド力の強化を図るために、チバザビーフ協議会（以下「協議

会」という。）を設置する。 

 

（事業） 

第２条 協議会は、前項の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）県産牛肉の消費拡大及び販売促進のための活動。 

（２）会員相互の知識や技術の向上に必要な研修会等の実施。 

（３）その他目的達成に必要な事項。 

 

（会員） 

第３条 本協議会の会員は、前条の目的に賛同した下記区分をもって構成する。  

（１）生産者会員・・・肉用牛肥育経営者、和牛繁殖経営者 

（２）賛助会員 ・・・団体・企業関係 

２ 前条の資格を有するものが、本協議会に加入しようとするときは本協議会の承認を

得るものとする。 

３ 会員は次の場合脱退させることができる。  

（１）会員の資格がなくなったとき。  

（２）会費の納入を怠ったとき。 

（３）規約に反する行為と認められた者は、理事会に諮って除名させることができる。 

 

（会費） 

第４条 会員は、毎年総会で決める会費を納入しなければならない。  

２ 会員は、すでに納入した会費の返還を請求することはできない。 

 

（役員） 

第５条 協議会に次の役員を置き、生産者会員の互選により定める。 

（１）会 長  １名 

（２）副会長  ２名 

（３）監 事  ２名 

（４）理 事 １１名以内 

２ 理事及び監事は、総会において承認する。 

３ 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。 

４ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

６ 監事は、業務の執行及び会計について監査する。 

７ 役員の任期は２年間とし、再選は妨げない。ただし、これら役員が欠けた場合にお

ける補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８ 本協議会に名誉会長及び顧問を置くことができる。 

 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局は、公益社団法人千葉県畜産協会内に置き、県は事務局を支援する。 
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（総会） 

第７条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

２ 通常総会は、年度終了後３カ月以内に開催し、前年度の事業報告、収支決算報告並

びに新年度事業計画、収支予算の承認決定を行うほか、協会運営に関し重要な事項を

決議する。 

３ 臨時総会は、専門部会で必要と認めたときに開催し、必要事項について審議する。 

４ 総会は、会長が招集し、総会及び臨時総会の議長は、出席した会員の中から選任する。 

 

（議決） 

第８条 総会の議決は、会議出席者の過半数をもって議決する。 

２ やむを得ない理由により出席できない場合は、書面又は代理人をもって表決を委任

することができる。 

 

（理事会） 

第９条 協議会の業務執行に関する重要事項を決定するため、会長はチバザビーフ協議会

理事会運営規則に基づき、理事会を開催する。 

 

（専門部会） 

第１０条 協議会の業務を円滑にするため、会長は必要に応じて専門部会を開催し、関係

者又は専門家に対し意見もしくは説明を聴くことができる。 

２ 専門部会の議長は、会長が務める。 

 

（会議） 

第１１条 協議会の会議は、総会、理事会及び専門部会とする。 

２ 会長が必要と認めたときは、関係者又は専門家に対し、出席を求めて意見もしくは

説明を聴くことができる。 

 

（規約の変更） 

第１２条 この規約は、総会において出席者の過半数以上の議決を得なければ変更するこ

とはできない。 

 

（経費） 

第１３条 協議会の経費は、会費、寄付金、事業に伴う収入、その他の収入をもって支弁する。 

 

（会計年度） 

第１４条 協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（その他） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

 

附則 

  この規約は、平成２６年７月３日から施行する。 
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参考資料 

チバザビーフ協議会理事会運営規則 
 

（目的） 

第１条 この規則は、チバザビーフ協議会規約第９条の定めに基づき、理事会に関する事

項を定め、もって理事会の適切かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 

 

（構成） 

第２条 理事会は、すべての理事をもって構成し、業務執行に関する重要事項を決定する

とともに、理事の職務の執行を監督する。 

２ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。 

 

（招集権者） 

第３条 理事会は、会長が招集する。 

２ 招集権者でない理事は、理事会の目的事項を記載した書面を持って、理事会の招集

を請求することができる。 

３ 前項の規定による請求があった日から２週間以内に、理事会の招集請求の回答が発

せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。 

４ 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、

又は法令若しくは規約に違反する事実、若しくは著しく不当な事実があると認め、

これを理事会に報告する必要があるときは、前２項に準じて、理事会の招集を請求し、

又は理事会を招集することができる。 

 

（議長） 

第４条 理事会の議長は、会長が務める。 

２ 理事会の会議の目的事項について議長である会長が特別の利害関係を有するときは、

その事項の審議について、議長に事故あるときに準じて、副会長または理事が議長に当たる。 

 

（議決） 

第５条 理事会の議決は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって議決する。 

 

（決議事項） 

第６条 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。 

（１）重要な規程の制定、並びにその改廃に係る事項 

（２）会員の入会の承認 

（３）事業計画の承認 

（４）重要な資産の処分 

（５）その他総会の権限に属せしめられた事項以外で理事会の議案にふさわしい事項 

２ 会長は、前項の決議事項であっても、緊急の処理を要するため、理事会に付議でき

ないときは、理事会の議決を経ないで、業務を執行することができる。 

ただし、この場合にあっては、会長は、次の理事会に付議し、承認を得なければならない。 

 

（報告） 

第７条 会長は、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項並びに法令に定めら

れた事項について、理事会に報告しなければならない。 
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２ 代表として企業及び団体と協議した理事は、遅滞なくその内容について重要な事項 

を理事会に報告しなければならない。 

 

（欠席） 

第８条 理事及び監事は、理事会を欠席する場合は、あらかじめ招集権者に対して、その  

旨を通知しなければならない。 

 

（欠席者に対する通知） 

第９条 会長は、理事会の議事の経過の概要及びその結果につき、欠席した理事及び監事

に対し通知しなければならない。 

 

 

附則 

この規則は、平成２６年７月３日から施行する。 
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