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第３号議案 令和３年度会費の賦課及び徴収方法について 
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第１号議案 

令和２年度事業報告及び収支決算の承認について 

 

【事業概要】 

『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、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。 

なお、コロナ禍による緊急事態宣言の発令等により各種イベント等が中止となり、事業

計画の中止・見直し・変更を余儀なくされている。 

 

１ 会員加入推進に関する事業（令和３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（５０企業・団体） 

 

２ 総務に関する事業 

（１）通常総会（書面開催） 

期日：令和２年７月３日（金） 

場所：［千葉市］公益社団法人千葉県畜産協会（事務局が書面決議を開票） 

① 令和元年度事業報告及び収支決算の承認について 

② 令和２年度事業計画及び収支予算の承認について 

③ 令和２年度会費の賦課及び徴収方法について 

④ 役員の改正について 

上記４議案を上程、いずれも原案どおり可決承認された。（結果は郵送で通知。） 

（２）理事会・専門部会 

① 令和２年度第１回理事会・専門部会 

期日：令和２年６月３日（水） 

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）令和２年度通常総会及び研修会について 

イ）令和２年度枝肉品評会の開催日程等について 

ウ）東京食肉市場まつり２０２０の開催について 

② 令和２年度第２回理事会・専門部会 

期日：令和２年８月６日（水） 

場所：［千葉市］千葉県家畜商協同組合 会議室 

ア）令和２年度通常総会の開催結果について 

イ）令和２年度枝肉品評会の開催日程等について 

ウ）東京食肉市場まつり２０２０の中止について 

エ）消費拡大イベント及び広告宣伝活動等について 
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３ 知名度向上対策に関する事業 

 （１）販売促進活動 

① 千葉県産牛肉応援キャンペーン【主催】 

    期日：令和２年７月２３日（木・祝）～９月２７日（日） 

    場所：［県内各所］飲食店等 

     コロナ禍の影響を受けた肉牛農家及び日頃から千葉県産牛肉を使ったメニュー等

の商品を提供いただいている飲食店等を応援するため、県内各地の協力店（３４店

舗）において抽選で県産牛肉１万円分相当が当たるキャンペーンを展開した。 

     また、協力店においては広告宣伝費として支援金を補助（畜産協会補助事業：ち

ばの畜産物緊急販売強化事業（コロナ影響対策）を活用）、各々のホームページや

ＳＮＳ等での紹介や、のぼりやチラシ等の掲示による県産牛肉のＰＲに注力いただ

いた。（応募総数：２，９６６通、当選者４０名。） 

     なお、千葉テレビの「ウィークリー千葉県」（８/１放送分）ちばコンシェルジュ

のコーナーにて、チバザビーフと当該キャンペーンが取り上げられた。 

   ② オータムフェア【協賛・協力】 

    期日：令和２年９月２２日（火・祝） 

    場所：［印西市］千葉県立北総花の丘公園 

     コロナ禍により流通に大きな打撃を受けた農畜産物のＰＲ活動の一環として、畜

産に係わる団体（千葉県農業協会、千葉県牛乳普及協会、千葉県畜産物消費拡大推

進協議会、チバザポーク販売推進協議会、チバザビーフ協議会、千葉県馬事畜産振

興協議会）が結集し、アンケートに協力いただいた１００名に豪華畜産品等を配布

し、今後の千葉県の畜産を盛り上げてほしい旨、お願いした。 

   ③ 第２８回ゆめの収穫祭～Oh！イモホリディ～【協賛・出店】 

期日：令和２年１０月３日（土）・４日（日） 

場所：［成田市］成田ゆめ牧場 

千葉県産の農畜産物を販売・ＰＲするため特設広場「まきばのマルシェ」内に千

葉県農業協会と共同で出店し、チバザビーフＰＲ大使を務める「コズミック☆倶楽

部」と妹分の椎名ゆり（ゆぴぴ）さんを一日ＰＲ大使に迎え、販売ブースの他、ス

テージイベントでもＰＲを行った。 

なお、ステージではチバザビーフのオリジナル曲を初披露、今後のＰＲにも起用

する。 

   ④ 毎日おいしい千葉県の畜産プレゼントキャンペーン【協賛（畜産フェア代替）】 

期日：令和２年１０月２１日（水）～３０（金） 

 例年、秋に船橋競馬場で開催されていた「千葉県畜産フェア」がコロナ禍により、

ＷＥＢキャンペーンにて実施され、千葉の畜産に関するアンケートに回答した方の

中から豪華畜産品が１５０名に贈られた。（うち、チバザビーフは２０名。） 

   ⑤ ユニオンアウトドアフェスティバル【協力・出店】 

    期日：令和２年１１月７日（土）・８日（日） 

    場所：［印西市］ユニオンベース・ＭＥＴユニオン（サバイバルゲームフィールド） 
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     ユニオンアウトドアフェスティバルは「見て」「触って」「体験する」をコンセ

プトとした体験型アウトドアイベントで、アウトドア用品・防災グッズ等と多種多

様なものを展示・販売し、実際の使用感・魅力を「体験」して知ることができる催

し（初開催）。チバザビーフのカルビ重やケバブ丼を提供する小六茶屋（キッチン

カー）が出店した。 

   ⑥ いい歯のイベント２０２０・千葉県口腔保健大会【協賛】 

    期日：令和２年１１月１４日（土） 

    場所：［千葉市］千葉市民会館 

     １１月８日が『いい歯の日』であることにちなみ、歯と口の健康向上のための「い

い歯のイベント２０２０」が催され、千葉県歯科医師会が掲げる「８０２９（ハチ

マル肉）運動」とともに県産食肉等の普及・ＰＲを行った。 

     進行役には、チバザビーフＰＲ大使も務めるコズミック☆倶楽部の二人が抜擢、

ミニライブも行われ「８０２９ＳＯＮＧ」が初披露された。 

     また、ゆめ牧場でのイベントに引き続き、コズミック☆倶楽部の妹分、椎名ゆり

（ゆぴぴ）さんが一日ＰＲ大使として出演した。 

   ⑦ ８０２９プレゼントキャンペーン【協賛】 

    期日：令和２年１１月１４日（土）～令和３年１月１３日（水） 

    場所：［千葉県内］イオンリテール・マックスバリュ 

     千葉県歯科医師会の「８０２９（ハチマル肉）運動」の啓蒙活動の一環で、千葉

県内のイオンリテール・マックスバリュ限定企画としてキャンペーンを実施、抽選

で１５０名に豪華賞品が贈られた。（うち、５０名にチバザビーフまたはチバザビ

ーフのレトルトカレーが贈られた。） 

⑧ 各種応募キャンペーン等の賞品に下記のとおり活用された。 

ア）かしわ記念はネットで楽しめ！ＧＷスペシャルキャンペーン（船橋ケイバ× 

netkeiba.com） 

     期日：令和２年４月３０日（木）～５月５日（火・祝） 

      キャンペーンサイトから応募。アンケートに回答した方の中から、抽選で千葉

県産の「安心で安全なお肉」（１万円相当）が合計１００名に贈られた。（うち、

チバザビーフは１０名。） 

    イ）あなたのラブちば教えてキャンペーンＳｅａｓｏｎ９（ちばプロモーション協

議会（千葉県商工労働部観光誘致促進課）） 

     期日：令和２年６月１２日（金）～令和３年３月３１日（水） 

      キャンペーンサイトやインスタグラムから応募。千葉県内のお気に入りの風景

や観光スポットグルメなどの写真を投稿した方の中から、毎月チーバくんグッズ

や千葉県特産品が贈られた。（期間中の当選者の総計は４８８名、うちチバザビ

ーフは１６０名。） 

    ウ）いちばん米！ちば米！新米キャンペーン（千葉県農林水産部流通販売課） 

     期日：令和２年８月（新米出荷時期）～１０月３１日（土） 

      キャンペーン応募シールの貼ってあるお米を購入し、はがき又はＷＥＢで応募。
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計２５０名にチーバくんグッズ等が贈られた。（うち、チバザビーフは３０名。） 

    エ）食べて巡って千葉を応援！ちばの直売所フェア２０２０（千葉県農林水産部流

通販売課） 

     期日：令和２年１１月７日（土）～１２月１３日（日） 

      キャンペーンサイトから応募。千葉県内の直売所８１店舗、観光施設３５か所、

お取り寄せ店舗で買い物や観光をされた方を対象にプレゼントキャンペーンが実

施され、応募者の中から抽選で合計１８０名に豪華賞品が贈られた。（うち、チ

バザビーフは４名。） 

    オ）ちば野菜バズレシピコンテスト（ＪＡグループ千葉） 

     期日：令和２年１１月２０日（金）～令和３年１月３１日（日） 

      インスタグラムまたはツイッターにハッシュタグ「#ちば野菜レシピ」を付け、

キャンペーン公式アカウントをフォローして千葉の野菜レシピを投稿することで

応募。コンテスト上位５０名には、千葉県特産品が贈られた。（うち、チバザビ

ーフは１０名。） 

    カ）がんばれ！日本の畜産生産者応援キャンペーン（馬事畜産振興協議会） 

     期日：令和３年２月１５日（月）～３月１２日（金） 

      キャンペーンサイトから応募。クイズ正解者の中から抽選で３，０００名に全

国４７都道府県の銘柄和牛（８，０００円相当）と地方競馬オリジナルグッズが

贈られた。（うち、チバザビーフは１００名。） 

 （２）宣伝活動 

   ① メディアを活用したＰＲ 

    ア）ＮＨＫ「首都圏ネットワーク」 

     期日：令和２年５月８日（金）放送 

      ＮＨＫ「首都圏ネットワーク」にて、『出荷できない！食材生産者に打撃』と

して、当協議会の岩渕副会長に取材があり、放映された。 

    イ）ＢＡＹＦМ「声で伝える。想いが伝わる。」 

 期日：令和２年５月２２日（金）投稿 

      ＢＡＹＦМのホームページに新たにボイスメッセージが投稿できる機能が追加

され、当協議会から宮澤会長のメッセージを投稿した。 

      また、６月２日（火）に放送された「ＰＯＷＥＲ ＢＡＹ ＭＯＲＮＩＮＧ」で

も取り上げられた。 

    ウ）千葉テレビ「ウィークリー千葉県」 

     期日：令和２年８月１日（土）放送 

      千葉テレビ「ウィークリー千葉県」ちばコンシェルジュのコーナーにて、チバ

ザビーフと千葉県産牛肉応援キャンペーンについて取り上げられた。 

      また、生産者（齋藤牧場：佐倉市）と飲食店（成田市）が連携した知名度向上

の取組の模様が放映された。 

    エ）千葉テレビ「ウィークリー千葉県」 

     期日：令和２年１２月１９日（土）放送 
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      『チバザビーフ～うまい牛肉食べて応援～』をテーマに特集が組まれ、特色あ

る農場として２農場が紹介された。 

     ・宮澤農産（東庄町） 

       子牛の種付けから肉牛の育成までの一貫経営。 

       手塩にかけて牛を育てる様子が放送された。 

     ・椎名牧場（旭市） 

       地元で育った美味しい牛肉を食べてもらいたいと開いた牧場直営の農産物直

売所「あんしん村」、焼肉店の「焼肉しいな牧場」が紹介された。 

    オ）フジテレビ『ＶＳ魂』初回３時間生放送スペシャル 

     期日：令和３年１月３日（日）放送 

      番組初回スペシャルのゲーム優勝者賞品としてチバザビーフ（詰合せ１０万円

分）が紹介・提供された。メインＭＣを務める相葉雅紀さんの地元・千葉県のお

いしい牛肉ということで取り上げられた。 

    カ）ケーブルネット２９６「デリバリースタジオ☆２９６」 

     期日：令和３年１月１６日（土）～３１日（土） 

令和３年２月１５日（月）～２８日（日）放送 

      佐倉市を中心に展開するケーブルネット２９６の番組に、２０２１年『丑年』

にちなみチバザビーフが特集された。千葉県産牛肉を食べ比べということで、３

つのお店が紹介された。 

     ・［成田市］炭火焼肉 成田 牛武 

       『みやざわ和牛』を提供。厚切りにしたサーロインが人気。 

     ・［茂原市］鉄板酒場もんぱち 

       『八千代ビーフ』を提供。日替わりでミスジやシンタマなど、霜降りから赤

身まで希少部位１０種類以上を提供。 

     ・［佐倉市］チャイニーズレストラン シャングリ・ラ 

       『かずさ和牛』を提供。中国薬膳の２０種類以上の香辛料を使ったソースと

絡めた中華風ステーキが女性や年配層にも好まれている。 

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。（第４８号～５０号・各１，５００部） 

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」、ＣＣＣ（Chiba Cawaii Club 千葉県のご当地

モデル・タレント、コズミック☆倶楽部も所属）から、各種イベント等に出演、併

せて自身のＳＮＳ等でイベントの告知など実施し、千葉県産牛肉のＰＲを行った。 

     ・出演回数：計２回（延べ日数３日） 

     ・総出動人員：７名 

 （３）販促資材購入 

     新たに作成・購入した販促資材は無し。 

 （４）地域活動 
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各銘柄による県産牛肉ＰＲ活動に対し経費の一部を助成した。 

① かずさ和牛（千葉県肉牛肥育研究会） 

 ・千葉県産牛肉応援キャンペーン（賞品提供） 

 ・毎日おいしい千葉県の畜産プレゼントキャンペーン（賞品提供） 

② しあわせ牛（千葉産直ビーフ研究会） 

 ・毎日おいしい千葉県の畜産プレゼントキャンペーン（賞品提供） 

③ 若潮牛（そうさ若潮牛振興協議会） 

 ・毎日おいしい千葉県の畜産プレゼントキャンペーン（賞品提供） 

   ④ 八千代牛（千葉北部酪農農業協同組合） 

・毎日おいしい千葉県の畜産プレゼントキャンペーン（賞品提供） 

   ⑤ せんば牛（せんば牛グループ） 

 ・千葉県産牛肉応援キャンペーン（賞品提供） 

 ・毎日おいしい千葉県の畜産プレゼントキャンペーン（賞品提供） 

 

４ 飼養技術向上対策に関する事業 

 （１）枝肉品評会の開催 

   研究会２回、共励会１回開催した。 

なお、いずれも枝肉審査及び枝肉セリ販売のみとし、審査講評及び褒章授与式は中

止とした。 

① 第１４回チバザビーフ枝肉研究会 

期日：令和２年６月２５日（木） 

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３１頭、交雑種２９頭） 

② 第１１回チバザビーフ枝肉共励会 

期日：令和２年１０月１日（木） 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品頭数：１００頭（黒毛和種５２頭、交雑種４８頭） 

③ 第１５回チバザビーフ枝肉研究会 

期日：令和３年２月２５日（木） 

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３２頭、交雑種２８頭） 

 （２）講習会（研修会）の開催 

     未実施。 

（３）枝肉成績分析及び血液検査分析の実施 

     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分析（代謝プロ

ファイルテスト）を実施した。 

① 枝肉成績分析 

 ［分析期間］令和２年１月～１２月 

 ［分析戸数］６０戸 
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［分析頭数］黒毛和種・去勢 １，５５０頭  黒毛和種・雌    ４１０頭 

       交雑種・去勢  ２，６６１頭  交雑種・雌   １，８５６頭 

        合計     ６，４７７頭 

② 血液検査分析 

 ［分析戸数］１９戸（延べ戸数）【希望者には年２回実施】 

 ［分析頭数］黒毛和種・去勢    ６４頭  黒毛和種・雌     １５頭 

       交雑種・去勢     ６３頭  交雑種・雌      ３０頭 

        合計       １４２頭 

 

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、情報発信の強化を図った。 

・新規取扱店情報掲載数  ２回 

・イベント情報掲載数   ９回 

・その他の情報掲載数   ４回      ［ＵＲＬ http://chibathebeef.jp/］ 

 

６ 東京食肉市場まつり２０２０参加に関する事業 

一般社団法人東京食肉市場協会主催の「東京食肉市場まつり２０２０」に協賛県として

参加し、県産牛肉の販売プロモーションによる知名度の向上を図るとともに、千葉県の観

光や特産品などを総合的にＰＲすることで県の魅力を大きく発信するべく、準備を進めて

きたが、新型コロナウイルス感染症の収束が見通せないことなどから、東京食肉市場まつ

りの開催は中止となった。 

これを受け、市場まつりの千葉県実行委員会（令和元年９月に設置、関係団体及び行政

機関を構成員とする）についても、市場まつり中止の連絡とともに、書面をもって解散す

る旨、案内した。 

なお、令和元年度から募集していた市場まつり開催に係る協賛金については、返金対応

とした。（１口３万円：全１５口４５万円） 

 

７ その他の事業 

（１）第１２回全国和牛能力共進会への参加・協力 

① 日時：令和４年１０月６日（木）～１０日（祝・月）※令和４年度開催 

② 場所：［鹿児島県霧島市］牧園地区 

【内容】 

    全国和牛能力共進会は、全国和牛登録協会（京都市）が主催して、５年に１度、

全国持ち回りで開催される全国規模の和牛（黒毛和種）の品評会。（通称「全共」

（ぜんきょう）、別名「和牛のオリンピック」。） 

    牛の改良の成果を競う「種牛の部」と、牛肉の肉質を競う「肉牛の部」、（特別

区として「高校及び農業大学校の部」もある）からなり、全国から約５００頭の牛

が集結する。 

  前回の第１１回大会（平成２９年：宮城県）は多くのメディアで取り上げられた。 
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【千葉県の取組】 

    千葉県では、「肉牛の部」（千葉県枠２頭）と「高校及び農業大学校の部」（南

房総市：安房拓心高校）に参加予定。（県をあげての参加は初。） 

    参加する都道府県には、希望すればＰＲブースの出展や、試食配布の時間が割り

当てられる。（ＰＲブース等の運営・管理をチバザビーフ協議会で実施予定。） 

    令和２年度は、全共参加に係る検討会及び実行委員会の立ち上げに協議会として

参加・協力した。 

 

（２）第三者認証取得の試み 

  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、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

ながら推進を図っている。 

第三者認証区分 農場名 経過状況等 

ＪＧＡＰ認証 
株式会社しあわせ牛（佐藤牛舎、大成牛舎） 令和２年認証 

有限会社最上畜産 構築中 

農場ＨＡＣＣＰ認証 

株式会社ＩＩＺＡＳＡ牧場 

令和元年認証 株式会社御子神畜産 

岩渕義徳牧場（左京農場） 

有限会社最上畜産（船越農場、井戸山農場） 

令和２年認証 

篠本牧場（篠本正治） 

株式会社ＴＡＫ 

株式会社ＩＳＢファーム 

株式会社えびすファーム 

株式会社マルコファーム（肥育農場） 

株式会社イワイ牧場 

糸賀牧場（糸賀貴志） 令和３年認証 

株式会社岩渕畜産 

構築中 

高木牧場（高木英明） 

株式会社モーレツファーム 

株式会社熱田牧場 

農事組合法人椎名牧場 

株式会社岩本牧場 

有限会社コウゴ牧場 

江口幸太郎 

齋藤茂樹 

清宮彦久 

那須幸一 

有限会社緑興ヤマヨ総業 

井村幸雄 

髙山和視 
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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 農事組合法人 宮澤農産 旭市 

2 磯野 正（政樹） 勝浦市 27 吾孫子 泰明 匝瑳市 

3 遠藤 芳宏 香取市 28 石毛 康裕 銚子市 

4 落合 完 鴨川市 29 石橋 重信 香取市 

5 加曽利 益弘 
夷隅郡 
大多喜町 

30 伊藤 茂雄 旭市 

6 小柴 絢也 南房総市 31 岩渕 一晃 銚子市 

7 小柴 均 南房総市 32 岡野 勇 銚子市 

8 小林 利重 香取市 33 高木 英明 山武市 

9 実川 治徳 旭市 34 平野 明男 
香取郡 
東庄町 

10 菅谷 敏勝 
香取郡 
東庄町 

35 農事組合法人椎名牧場 銚子市 

11 高木 美知夫 
香取郡 
東庄町 

36 渡辺 邦充 旭市 

12 高宮 信和 山武市 37 ㈱熱田牧場 旭市 

13 髙山 和視 旭市 38 ㈱糸賀牧場 旭市 

14 田中 正雄 市原市 39 ㈱岩渕畜産 旭市 

15 田谷 富俊 
香取郡 
東庄町 

40 ㈱岩本牧場 香取市 

16 渡嘉敷 進 市原市 41 ㈱ハヤシファーム 
山武郡 
横芝光町 

17 戸村 佳資 成田市 42 ㈱福幸 小林 将男 山武市 

18 長崎 善右 成田市 43 ㈱モーレツファーム 旭市 

19 福知 弘近 成田市 44 合同会社諸川牧場 旭市 

20 ㈱牛玖牧場 佐倉市 45 ㈲越川ファーム 香取市 

21 ㈱高梨牧場 鴨川市 46 木下 輝雄 匝瑳市 

22 ㈱大川畜産 佐倉市 47 郡司 和昭 
山武郡 
横芝光町 

23 ㈱中村牧場 
山武郡 
九十九里町 

48 小池 幸廣 銚子市 

24 ㈱島田哺育牧場 富津市 49 斉藤 良雄 
山武郡 
横芝光町 

25 ㈲伊とう輝 香取市 50 椎名 好一 匝瑳市 
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【生産者会員】 

 氏名 備考  氏名 備考 

51 嶋田 良雄 旭市 76 ㈱イワイ牧場 旭市 

52 鈴木 敏夫 
山武郡 
九十九里町 

77 ㈱しあわせ牛 旭市 

53 増田 俊一 匝瑳市 78 ㈱マルコファーム 
香取郡 
東庄町 

54 ㈱越川農場 匝瑳市 79 ㈱マルニトータルサービス 旭市 

55 ㈲しおさいファーム 
山武郡 
横芝光町 

80 ㈱御子神畜産 南房総市 

56 ㈲山崎牧場 匝瑳市 81 ㈲コウゴ牧場 旭市 

57 ㈲関口牧場 
山武郡 
横芝光町 

82 石上 信幸 銚子市 

58 ㈲最上畜産 
山武郡 
横芝光町 

83 土屋 孝亮 山武市 

59 ㈱はなわ牧場 銚子市 84 山本 元宣 佐倉市 

60 ㈱宇井畜産 匝瑳市 85 渡貫 修央 佐倉市 

61 土佐 英樹 銚子市 86 ㈱秋葉牧場 袖ヶ浦市 

62 井村 幸雄 成田市 87 ㈲伊東牧場 袖ヶ浦市 

63 江口 幸太郎 富里市 88 ㈲泰東牧場 木更津市 

64 斎藤 茂樹 佐倉市    

65 清宮 彦久 四街道市    

66 那須 幸一 佐倉市    

67 ㈲緑興ヤマヨ総業 富里市    

68 石橋 福兆 旭市    

69 岩渕 行雄 旭市    

70 岩渕 義徳 旭市    

71 篠本 正治 旭市    

72 IWABUCHI FARM㈱ 
香取郡 
多古町 

   

73 ㈱ＩＩＺＡＳＡ牧場 成田市    

74 ㈱ISB ファーム 旭市    

75 ㈱TAK 旭市    
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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 26 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 27 明治飼糧株式会社 

3 千葉県家畜商協同組合 28 中部飼料株式会社 

4 千葉県肉牛生産農業協同組合 29 昭和産業株式会社 

5 千葉県と畜場協会 30 清水港飼料株式会社 

6 株式会社千葉県食肉公社 31 豊橋飼料株式会社 

7 公益社団法人千葉県獣医師会 32 株式会社アスコ 

8 千葉県食肉事業協同組合連合会 33 アクティ株式会社 

9 千葉県農業共済組合連合会 34 株式会社エイ・エム・アイ 

10 千葉県農業協同組合中央会 35 日本全薬工業株式会社 

11 千葉県酪農農業協同組合連合会 36 株式会社科学飼料研究所 

12 公益社団法人千葉県畜産協会 37 株式会社大正堂 

13 千葉県畜産物消費拡大推進業議会 38 近江度量衡株式会社 

14 一般社団法人千葉県農業協会 39 かずさ和牛肥育研究会 

15 協同組合 日本飼料工業会 40 千葉産直ビーフ研究会 

16 一般社団法人全日本畜産経営者協会 41 そうさ若潮牛振興協議会 

17 一般社団法全日本畜産配合飼料価格安定基金 42 千葉北部酪農農業協同組合 

18 一般社団法人千葉県配合飼料価格安定基金協会 43 ナイスビーフ肉牛研究会 

19 千葉県全日本畜産経営者協会 44 北総肉牛生産組合 

20 ちばみどり農業協同組合 45 せんば牛グループ 

21 千葉県動物薬品器材協会 46 一般社団法人千葉県歯科医師会（8029 運動） 

22 三和産業株式会社 47 成田ゆめ牧場（収穫祭） 

23 フィード・ワン株式会社 48 ㈱ビィズデザイン（ﾁﾊﾞｻﾞﾋﾞｰﾌＰＲ） 

24 日清丸紅飼料株式会社 49 コズミック☆倶楽部（ﾁﾊﾞｻﾞﾋﾞｰﾌＰＲ） 

25 伊藤忠飼料株式会社 50 Chiba Cawaii Club（ﾁﾊﾞｻﾞﾋﾞｰﾌＰＲ） 
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【参加銘柄】１０出荷団体１５銘柄 

 
 

 

 

かずさ和牛 みやざわ和牛 若潮牛 ナイスビーフ 

    

しあわせ満天牛 しあわせ絆牛 しあわせ牛 卯の花牛 

    

八千代黒牛 八千代牛 北総和牛 北総花牛 

  
 

 

せんば和牛 せんば牛 コウゴ牧場牛  

 

【チバザビーフＰＲ】 

 

  

ＰＲ大使「コズミック☆倶楽部」 

Chiba Cawaii Club（CCC）モデル 
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「千葉県産牛肉応援キャンペーン」（R2.7.23～9.27実施） 

協力店一覧 

【焼肉店】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

大将軍 千葉都町店 千葉市中央区都町 2-33-1 043-232-6299 かずさ和牛 

肉の匠 将泰庵（船橋総本店） 
船橋市本町 3-5-31 

将泰庵ビル 1F 
047-409-9889 みやざわ和牛 

成田牛武 成田市三里塚光ケ丘 1-740 0476-33-3529 みやざわ和牛 

焼肉しいな牧場【生産者直営】 旭市井戸野 3642 0479-62-3334 しあわせ絆牛 

コウゴ牧場直営 焼肉大黒や 

【生産者直営】 
旭市横根 3259-1 0479-57-1029 コウゴ牧場牛 

 

【ステーキ店】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

鉄板焼き 韋駄天 市川市南八幡 4-16-3 047-321-4747 かずさ和牛 

薪と炭焼きＳＴＥＡＫ今はな 成田市上町 521-4 0476-33-4829 北総花牛 

ステーキレストランきゃにおん 匝瑳市八日市場ホ 3217-12 0479-72-0563 若潮牛 

かずさ炭焼きステーキ照葉樹 木更津市富士見 3-1-15 0438-97-7900 かずさ和牛 

 

【洋食店】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

IL PINOLO Levita 

（イルピノーロレヴィータ） 

千葉市中央区新町 1000 

そごう千葉県 10F 
043-247-0531 かずさ和牛 

フランス料理 シェ・ムラ 佐倉市表町 3-1-5 043-484-1640 
北総花牛 

みやざわ和牛 

Trattoria Noce 

（トラットリアノーチェ） 
佐倉市栄町 7-8 三陽ビル 1F 043-312-7633 八千代黒牛 

フレンチレストラン夢時庵 

（ムージャン） 
香取市佐原イ 3403-2 0478-52-2466 せんば牛 

チェルカトローヴァ 鴨川市貝渚 125 Sビル 2F 04-7099-2012 かずさ和牛 

洋食とワイン BOEUF ROUGE 

（ブッフルージュ） 

木更津市大和 1-8-3 

原ビル１F 
0438-53-7171 

八千代黒牛 

かずさ和牛 

 

【和食店】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

小六茶屋／麺屋小六 

千葉市中央区川崎町 51-1 

フェスティバルウォーク 

蘇我 2階 

※キッチンカーでも各地に

て出店 

043-310-6345 かずさ和牛 

茶寮 たわら屋 市原市千種 4-7-11 0436-63-2670 かずさ和牛 

なか川 東風庵 市川市八幡 3-7-18 047-322-3130 かずさ和牛 

ごくりっ 木更津市大和 2-2-16 0438-40-5182 八千代黒牛 
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【和洋食店】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

香蕎庵（かきょうあん） 香取市佐原イ 3844-2 0478-79-6101 かずさ和牛 

 

【中華料理店】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

シャングリ・ラ 佐倉市井野 1547-1 043-312-4165 かずさ和牛 

 

【カフェ・軽食】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

COSMIC PARASOL CAFÉ 

（コズミックパラソルカフェ） 
柏市常盤台 2-1 04-7128-6446 

北総花牛 

かずさ和牛 

ヤチクロバーガー 佐倉市栄町 19-7 043-497-6767 八千代黒牛 

入母屋珈琲 佐倉市上座 1238-1 043-308-4803 かずさ和牛 

 

【宿泊施設】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

休暇村 館山 館山市見物 725 0479-29-0211 かずさ和牛 

吉夢 鴨川市小湊 182 047-095-2111 かずさ和牛 

鴨川館 鴨川市西町 1179 047-093-4111 かずさ和牛 

是空 鴨川市太海浜 24-1 047-092-1143 かずさ和牛 

 

【キャンプ・グランピング】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

THEファーム 香取市西田部 1309-29 0478-79-0666 かずさ和牛 

 

【専門店】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

シェフミートチグサ 千葉市花見川区千草町 210-5 043-259-2205 せんば牛 

農産物直売所あんしん村 

【生産者直営】 
旭市井戸野 3642 0479-60-1338 しあわせ絆牛 

全農のお肉工房 

君津市貞元 133-1 

ＪＡきみつ味楽囲さだもと

店内 

0439-52-8311 
若潮牛 

みやざわ和牛 

 

【量販店】 

店名 住所 電話 提供銘柄牛 

ひとみストアー旭店 旭市新町 1014-3 0479-63-8008 
せんば牛 

しあわせ牛 

フードショップいちはら 山武郡横芝光町木戸 1327-6 0479-85-6151 若潮牛 
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販売促進活動 

   

千葉県産牛肉応援キャンペーン 

PR大使 コズミック☆倶楽部 

（ツイッター） 

千葉県産牛肉応援キャンペーン 

ヤチクロバーガー 佐倉市 

（インスタグラム） 

千葉県産牛肉応援キャンペーン 

成田牛武 成田市 

（インスタグラム） 

   

ウィークリー千葉県（8/1放送分） 

ちばコンシェルジュのコーナー 

齋藤牧場 佐倉市 

ウィークリー千葉県（8/1放送分） 

ちばコンシェルジュのコーナー 

今はな 成田市 

オータムフェア 

北総花の丘公園 印西市 

畜産品等配布 

   

ゆめの収穫祭 

成田ゆめ牧場 成田市 

県産農畜産物の販売・ＰＲ 

ゆめの収穫祭 

成田ゆめ牧場 成田市 

販売ブース 

ゆめの収穫祭 

成田ゆめ牧場 成田市 

ステージ後、先着でカレーを配布 

   

千葉県の畜産プレゼントキャンペーン 

船橋競馬（WEB畜産フェア） 

当選者の声（ツイッター） 

千葉県の畜産プレゼントキャンペーン 

船橋競馬（WEB畜産フェア） 

当選した牛肉（ツイッター） 

ユニオンアウトドアフェスティバル 

ユニオンベース 印西市 

小六茶屋（キッチンカー）出店 
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いい歯のイベント２０２０ 

千葉市民会館 千葉市 

県産食肉等の普及・ＰＲ 

いい歯のイベント２０２０ 

千葉市民会館 千葉市 

畜産品等を配布 

いい歯のイベント２０２０ 

千葉市民会館 千葉市 

ミニライブ（8029SONG披露） 

   

８０２９プレゼントキャンペーン 

イオンリテール・マックスバリュ 

千葉県内限定（チラシ抜粋） 

８０２９プレゼントキャンペーン 

当選者の声 チバザビーフコース 

（インスタグラム） 

８０２９プレゼントキャンペーン 

当選者の声 レトルトカレーコース 

（ブログ） 

   

かしわ記念はネットで楽しめ！ 

ＧＷスペシャルキャンペーン 

 

あなたのラブちば教えて 

キャンペーン Season9 

 

いちばん米！ちば米！ 

新米キャンペーン 

 

   

食べて巡って千葉を応援！ 

千葉の直売所フェア２０２０ 

 

ちば野菜バズレシピコンテスト 

 

 

がんばれ！日本の畜産生産者 

応援キャンペーン 

 

 

 

17



 

宣伝活動 

   

ＮＨＫ 首都圏ネットワーク 

（5/8放送） 

岩渕義徳 副会長が対応 

ＮＨＫ 首都圏ネットワーク 

（5/8放送） 

 

ＢＡＹＦМ 

声で伝える。想いが伝わる。 

ボイスメッセージ（5/22投稿） 

   

ＢＡＹＦМ 

声で伝える。想いが伝わる。 

宮澤武志 会長が対応 

千葉テレビ ウィークリー千葉県 

（12/19放送） 

特集 うまい牛肉食べて応援 

千葉テレビ ウィークリー千葉県 

（12/19放送） 

宮澤農産（みやざわ和牛） 

   

千葉テレビ ウィークリー千葉県 

（12/19放送） 

椎名牧場（しあわせ絆牛） 

フジテレビ ＶＳ魂 

初回３時間スペシャル 

（1/3放送） 

ケーブルネット２９６ 

デリバリースタジオ☆２９６ 

成田牛武 成田市 

 
 

 

ケーブルネット２９６ 

デリバリースタジオ☆２９６ 

鉄板酒場もんぱち 茂原市 

ケーブルネット２９６ 

デリバリースタジオ☆２９６ 

シャングリ・ラ 佐倉市 
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チバザビーフ枝肉品評会受賞者一覧 

 

第１４回チバザビーフ枝肉研究会（R2.6.25） 

■黒毛和種の部                                （単位：㎏・円） 
 

受賞 生産者名称 性別 枝肉重量 枝肉単価 枝肉金額 褒賞 

最優秀賞 (農)宮澤農産 去勢 551 2,776 1,529,576 千葉県知事賞 

優秀賞 ㈱島田哺育牧場 去勢 505 2,531 1,278,155 千葉県畜産協会 会長賞 

優良賞 井村 幸雄 去勢 566 2,455 1,389,530 東京食肉市場株式会社 社長賞 

 

■交雑種の部                                 （単位：㎏・円） 
 

受賞 生産者名称 性別 枝肉重量 枝肉単価 枝肉金額 褒賞 

最優秀賞 土佐 英樹 去勢 636 1,701 1,081,836 千葉県知事賞 

優秀賞 ㈲山崎牧場 去勢 622 1,605 998,310 千葉県畜産協会 会長賞 

優良賞 土佐 英樹 去勢 652 1,612 1,051,024 東京食肉市場株式会社 社長賞 

 

第１５回チバザビーフ枝肉研究会（R3.2.25） 

■黒毛和種の部                                （単位：㎏・円） 
 

受賞 生産者名称 性別 枝肉重量 枝肉単価 枝肉金額 褒賞 

最優秀賞 岡野 勇 去勢 580 2,901 1,682,580 千葉県知事賞 

優秀賞 ㈱高梨牧場 去勢 540 2,830 1,528,200 千葉県畜産協会 会長賞 

優良賞 井村 幸雄 去勢 555 2,501 1,388,055 東京食肉市場株式会社 社長賞 

 

■交雑種の部                                 （単位：㎏・円） 
 

受賞 生産者名称 性別 枝肉重量 枝肉単価 枝肉金額 褒賞 

最優秀賞 (農)椎名牧場 雌 459 1,905 874,395 千葉県知事賞 

優秀賞 岩渕 行雄 去勢 582 1,673 973,686 千葉県畜産協会 会長賞 

優良賞 岩渕 行雄 去勢 589 1,502 884,678 東京食肉市場株式会社 社長賞 
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第１１回チバザビーフ枝肉共励会（R2.10.1） 

■黒毛和種の部                                （単位：㎏・円） 
 

受賞 生産者名称 性別 枝肉重量 枝肉単価 枝肉金額 褒賞 

最優秀賞 髙山 和視 去勢 524 2,906 1,522,744 
農林水産大臣賞 
千葉県知事賞 
千葉県畜産協会長賞 

優秀賞 
１席 

㈱熱田牧場 去勢 596 2,783 1,658,668 
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 

㈱髙梨牧場 去勢 528 2,819 1,488,432 日本食肉格付協会長賞 

優良賞 
１席 

(農)宮澤農産 去勢 580 2,706 1,550,538 千葉県家畜商協同組合 理事長賞 

優良賞 
２席 

㈱越川農場 去勢 573 2,451 1,421,580 千葉県肉牛生産農業協同組合長賞 

 

■交雑種の部                                 （単位：㎏・円） 
 

受賞 生産者名称 性別 枝肉重量 枝肉単価 枝肉金額 褒賞 

最優秀賞 岩渕 行雄 去勢 624 1,595 995,280 
関東農政局長賞 
千葉県知事賞 
千葉県畜産協会長賞 

優秀賞 
１席 

㈱宇井畜産 雌 496 1,670 853,370 
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 

㈱宇井畜産 雌 511 1,678 832,288 全国畜産農業協同組合連合会長賞 

優良賞 
１席 

㈱ハヤシファーム 去勢 543 1,619 879,117 
全国農業協同組合連合会 
千葉県本部長賞 

優良賞 
２席 

㈲しおさいファーム 雌 475 1,652 784,700 千葉県と畜場協会 会長賞 
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令和２年 枝肉格付成績分析結果の概要 
 

１ 分析期間  令和２年 1 月～12 月 

 

２ 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 （１３頭） 

 （２）２１か月齢以前に出荷された交雑種  （２８頭） 

 （３）３６か月齢以降に出荷された産歴のある雌牛（黒毛和種８４頭、交雑種４７頭） 

 （４）上記以外で格付がＣ１であった牛、格付のない牛（６頭） 

 

３ 結果概要（全体平均） 

令和２年 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/㎏) 
月齢 

黒毛和種 
去勢 505.6 7.6 66.6 7.8 79.7 2,022 29.8 

雌 456.5 8.1 65.8 7.8 85.6 2,031 30.0 

(参考)黒毛去勢全国平均 512.4 7.8 65.7 8.2 85.4 2,202 - 

交雑種 
去勢 552.3 4.2 56.9 7.4 68.4 1,305 26.1 

雌 492.9 4.2 56.3 7.3 67.2 1,270 27.4 

(参考)交雑去勢全国平均 536.7 3.9 54.9 7.5 62.4 1,346 - 

（全国平均出典：公益社団法人日本食肉格付協会） 

（参考：令和元年の全体平均） 

令和元年 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/㎏) 
月齢 

黒毛和種 
去勢 506.9 7.5 65.7 7.9 82.5 2,283 29.6 

雌 458.4 7.4 64.1 7.8 79.5 2,252 29.2 

交雑種 
去勢 550.0 4.1 56.5 7.5 65.2 1,500 26.1 

雌 482.7 4.0 55.0 7.3 62.0 1,479 26.6 

 

黒毛和種・去勢 １，５５０頭 

黒毛和種・雌 ４１０頭 

交雑種・去勢 ２，６６１頭 

交雑種・雌 １，８５６頭 

合計 ６，４７７頭 
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令和２年　品種別・性別ごと　成績トップ５ ＊各品種・性別で年間出荷数が１０頭未満の生産者は除いています。

黒毛和種去勢 分析戸数 45 戸 ( 内、10頭以上出荷者 26 戸）

A4以上割合 (％) ＢＭＳ№ 枝肉重量 (㎏) ロース芯面積 (㎠) 頭数 (頭)
1 (農法)宮澤農産 100 (農法)宮澤農産 10.5 (株)髙梨牧場 547.2 (株)髙梨牧場 78.2 (株)大川畜産 313

2 長崎　善右 95.8 (株)髙梨牧場 9.3 髙山　和視 546.5 (農法)宮澤農産 77.7 (株)髙梨牧場 151

3 小林牧場 94.7 井村　幸雄 9.2 (農法)宮澤農産 536.8 長崎　善右 70.8 (株)島田哺育牧場 135

4 (株)髙梨牧場 94.7 (有)関口牧場 9.1 (有)最上畜産 535.9 小柴　均 69.5 (農法)宮澤農産 124

5 遠藤　芳宏 93.1 長崎　善右 8.6 (株)越川農場 521.4 (株)熱田牧場 68.6 那須　幸一 121

黒毛和種雌 分析戸数 28 戸 ( 内、10頭以上出荷者 13 戸）

A4以上割合 (％) ＢＭＳ№ 枝肉重量 (㎏) ロース芯面積 (㎠) 頭数 (頭)
1 (有)関口牧場 100.0 (農法)宮澤農産 9.9 (農法)宮澤農産 486.3 (農法)宮澤農産 75.2 (農法)宮澤農産 98

2 小林牧場 100.0 (株)宇井畜産 9.2 (株)しあわせ牛 474.3 (株)熱田牧場 65.8 (株)越川農場 58

3 (農法)宮澤農産 96.9 (有)関口牧場 8.7 (合同)小池牧場 470.8 (株)宇井畜産 65.6 (株)島田哺育牧場 33

4 (株)越川農場 94.8 (株)越川農場 8.7 (株)越川農場 470.4 (有)関口牧場 65.5 (株)熱田牧場 26

5 (株)島田哺育牧場 93.9 小林牧場 8.5 岩渕　義徳 465.9 (株)越川農場 65.2 (株)宇井畜産 25

交雑種去勢 分析戸数 28 戸 ( 内、10頭以上出荷者 22 戸）

B3以上割合 (％) ＢＭＳ№ 枝肉重量 (㎏) ロース芯面積 (㎠) 頭数 (頭)
1 (合同)小池牧場 91.2 千葉県畜産総合研究センター 5.2 齋藤　茂樹 600.5 千葉県畜産総合研究センター 61.5 (株)熱田牧場 1084

2 増田　俊一 82.1 岩渕　行雄 5.0 千葉県畜産総合研究センター 600.3 齋藤　茂樹 61.4 (株)えびすファーム 199

3 岩渕　行雄 82.0 (有)関口牧場 4.9 岩渕　行雄 579.7 岩渕　行雄 59.4 (株)しあわせ牛 154

4 (有)関口牧場 78.3 齋藤　良雄 4.7 (株)えびすファーム 579.0 (株)ハヤシファーム 58.5 (株)TAK 145

5 (株)マルコファーム 78.2 (合同)小池牧場 4.7 (株)しあわせ牛 576.1 土屋　孝亮 58.3 伊藤　茂雄 137

交雑種雌 分析戸数 20 戸 ( 内、10頭以上出荷者 13 戸）

B3以上割合 (％) ＢＭＳ№ 枝肉重量 (㎏) ロース芯面積 (㎠) 頭数 (頭)
1 嶋田　良雄 100.0 嶋田　良雄 6.4 (株)しあわせ牛 538.0 (有)しおさいファーム 62.2 石上　信幸 664

2 (有)しおさいファーム 92.0 (有)しおさいファーム 5.8 (株)御子神畜産 525.8 (株)しあわせ牛 62.1 (農法)椎名牧場 353

3 (有)山崎牧場 91.7 (株)しあわせ牛 5.5 増田　俊一 525.4 嶋田　良雄 61.1 (株)イワイ牧場 281

4 (株)宇井畜産 86.0 (有)山崎牧場 4.8 (合同)小池牧場 516.7 (有)山崎牧場 60.7 (株)宇井畜産 171

5 土屋　孝亮 84.2 (株)宇井畜産 4.6 土屋　孝亮 509.5 増田　俊一 59.9 (株)しあわせ牛 150
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専門店 

 

☆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 

南柏駅前店  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 

本八幡店   市川市八幡 3-3-3 

TEL．047-324-1129 

稲毛海岸店  千葉市美浜区真砂 1-2 

TEL.043-270-1129 

千葉みなと店 千葉市美浜区幸町 1-12-6 

TEL.043-203-2911 
 

 

☆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 
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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 

 

☆ひとみストアー(旭店) 

旭市新町1014-3 

TEL．0479-63-8008 

☆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 

 

ＷＥＢ販売 

 

☆地方の恵み 

https://chihounomegumi.co.jp/ 
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焼肉店 

 

☆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 

京成船橋店 船橋市本町 4-45-1 

TEL.047-409-4029 

八千代緑が丘店 八千代市緑が丘 2-1-1 

TEL.047-455-8129 
 

お弁当販売専門 ペリエ千葉 ペリチカ店 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 

JR千葉駅東口 ペリエ千葉 B1F ペリチカ 

TEL.043-301-2929 

お弁当販売専門 ペリエ千葉 エキナカ店 

千葉市中央区新千葉 1-1-1 

JR千葉駅 ペリエ千葉３F エキナカ 

TEL.043-306-1429 

 

☆肉の匠 将泰庵（ｼｮｳﾀｲｱﾝ） 

船橋総本店 船橋市本町 3-5-31将泰庵ビル１階 

TEL．047-409-9889 

船橋本店 船橋市本町 3-5-1石田ビル 1階 

TEL．047-423-8929 

船橋はなれ店 船橋市本町 4-3-5大西園ビル 2階 

TEL．047-409-6677 

 

将泰庵 DINERシャポー船橋店 

  船橋市本町 7-1-1 シャポー船橋南館 3階 

TEL．047-455-3535 

 

☆新羅（ｼﾗ） 

千葉市中央区中央 3-8-13 

TEL．043-226-8078 

☆李香苑（ﾘｺｳｴﾝ） 

佐倉市表町 1-7-1 

TEL．043-310-6523 

 

☆成田 牛武 

 成田市三里塚光ヶ丘 1-740 

TEL．0476-33-3529 

☆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 

 

☆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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ステーキ店 

 

☆鉄板焼き 韋駄天 

市川市南八幡 4-16-3 

TEL．047-321-4747 

☆ステーキレストラン きゃにおん 

匝瑳市八日市場ホ 3217-12 

TEL．0479-72-0563 

 

☆薪と炭焼き いと半 

成田市公津の杜 4-12 プロシード CO-Z東館１F 

TEL．0476-36-4834 

☆かずさ炭焼きステーキ 照葉樹 

木更津市富士見 3-1-15 

TEL．0438-97-7900 

 

洋食店 

 

☆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 

 

☆ＩＬ ＰＩＮＯＬＯ ＬＥＶＩＴＡ（ｲﾙﾋﾟﾉｰﾛﾚｳﾞｨｰﾀ） 

千葉市中央区新町 1000 そごう千葉店 10F 

TEL．050-5570-0555 

☆オリエンタルキッチンイタリアーナ 

千葉市中央区問屋町 7 

TEL．043-484-1640 

 

☆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 

 

☆フランス料理 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 
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☆フレンチレストラン 夢時庵（ムージャン） 

香取市佐原イ 3403-2 

TEL.0478-52-2466 

☆肉バル ピッコロ 

 香取市佐原イ 88 

TEL．090-2319-1618 

 

☆チェルカトローヴァ 

 鴨川市貝渚 125 

TEL．04-7099-2012 

☆洋食とワイン 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 

 

和食店 

 

☆日本料理 和か葉 

千葉市若葉区大宮町 2192-1 

TEL．043-209-5570 

☆茶寮 たわら屋 

市原市千種 4-7-11 

TEL．0436-63-2670 

 

☆なか川 東風庵 

市川市八幡 3-7-18 

TEL．047-322-3120 

 

 

☆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 

☆麺屋小六   千葉市中央区川崎町 51-1 フェスティバルウォーク蘇我 2F 

TEL．043-310-6345 

※小六茶屋/麺屋小六はキッチンカーでも各地に出店中 

 

和洋食店 

 

☆香蕎庵 ※ランチは蕎麦・夜はフレンチ 

香取市佐原イ 3844-2 

TEL．0478-79-6101 

 

 

中華料理店 

 

☆チャイニーズレストラン シャングリ・ラ 

佐倉市井野 1547-1雅ビル 1F 

TEL．043-312-4165 
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居酒屋 

 

☆ガブ飲みビストロ酒場 ねぎらいや 

千葉市中央区富士見 2-4-16 金子ビル 4F 

TEL．050-7869-8479 

☆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 

☆HACHI（ﾊﾁ） 

茂原市高師 825 

TEL．0475-25-3508 

 

☆もんぱち 

茂原市高師 828-1 

TEL．0475-24-0293 

☆ごくりっ 

木更津市大和 2-2-16 

TEL．0438-40-5182 

 

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 

 

☆ヤチクロバーガー 

 佐倉市栄町 19-7 

TEL．043-497-6767 

☆入母屋珈琲 ユーカリが丘本店 

 佐倉市上座 1238-1 

 TEL.043-308-4803 

 

☆カフェ ランプ 

 鴨川市横尾 542 

TEL．047-094-5949 

 

 

ホテル・旅館 

 

☆京成ホテルミラマーレ 

 千葉市中央区本千葉 15-1 

TEL．043-222-2111 

☆佐原商家ホテルＮＩＰＰＯＮＩＡ(ﾆｯﾎﾟﾆｱ) 

 香取市佐原イ 1720 

TEL．0120-210-289 

 

☆東急ハーヴェストクラブ勝浦 

 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 
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☆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 

 

 

キャンプ・グランピング 

 

☆ＴＨＥファーム 

香取市西田部 1309-29 

TEL．0478-79-0666 
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令和２年度 収支決算書（一般会計） 

 

収入総額： 12,548,254 円 

支出総額： 12,347,332 円 

差引残高： 200,922 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 1,760,000 1,460,000 △300,000 ＠20,000円×73名分 

賛助会費 500,000 520,000 20,000 
企業・団体より計 52口（1口 1万円） 
一部、特別会計より繰入（返金との相殺） 

枝肉品評会参加費 3,300,000 3,300,000 0 ＠15,000円×220頭 

前夜祭協賛金 0 0 0  

地域活動負担金 0 0 0  

その他負担金 0 1,174,784 1,174,784 枝肉品評会の食肉公社手数料の一部還元（220頭） 

その他 

収入 

県補助事業費 2,843,000 2,585,672 △257,328 県産牛肉ブランド力向上対策事業 

畜産協会補助事業費 1,000,000 1,300,000 300,000 ちばの畜産物緊急販売強化事業（コロナ影響対策） 

繰入収入 9,106,171 1,550,000 △7,556,171 
特別会計より繰入（ちばの畜産物緊急販売強化事

業に係る事業費の一部、食肉市場まつり協賛金の
返金） 

雑収入 0 593,200 593,200 普通預金利息、食肉市場出荷奨励金、等 

繰越金 64,598 64,598 0 前年度繰越金 

合 計 18,573,769 12,548,254 △6,025,515  

 

【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 100,000 0 △100,000 書面開催のため、特定支出なし 

理事会・専門部会費 200,000 99,921 △100,079 会場借上費、役員旅費、等 

その他の会議 150,000 50,840 △99,160 全国和牛能力共進会に係る打合せ、等 

事業費 

枝肉品評会開催費 1,800,000 1,685,034 △114,966 
研究会 2回・共励会 1回開催、賞状の筆耕代、輸
送費補助、等 

前夜祭開催費 2,300,000 0 △2,300,000 前夜祭も開催中止 

肥育技術向上対策費 200,000 0 △200,000 講習会等未実施 

販売促進活動費 11,600,000 7,990,775 △3,609,225 イベント経費、広告宣伝活動費、等 

事務費 

旅費 300,000 199,283 △100,717 事務局等旅費 

通信運搬費 300,000 302,121 2,121 はがき・切手の購入、等 

消耗品費 100,000 70,064 △29,936 事務用品の購入、封筒印刷代、等 

その他 

支出 

積立金 740,000 1,627,974 887,974 
枝肉品評会の食肉公社手数料の一部還元、食肉市

場出荷奨励金、等 

負担金 100,000 30,000 △70,000 畜産関連団体の負担金、等 

予備費 683,769 291,320 △392,449 
香典・花代等弔問費、食肉市場まつり協賛金の返

金 

合 計 18,573,769 12,347,332 △6,226,437  
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令和２年度 収支決算書（特別会計：積立金） 

 

収入総額： 9,614,181 円 

支出総額： 1,750,000 円 

差引残高： 7,864,181 円 

 

【収入の部】                                          （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

イベント活動等積立金 2,100,000 1,627,974 △472,026 
一般会計より繰入（枝肉品評会の食肉公社手数料

の一部還元、食肉市場出荷奨励金） 

その他 

収入 

雑収入 0 36 36 普通預金利息 

繰越金 7,986,171 7,986,171 0 前年度繰越金 

合 計 10,086,171 9,614,181 △471,990  

 

【支出の部】                                         （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

活動費 9,106,171 1,300,000 △7,806,171 
一般会計へ繰入（ちばの畜産物緊急販売強化事業
に係る事業費の一部として） 

予備費 980,000 450,000 △530,000 
一般会計へ繰入（食肉市場まつり協賛金の返金） 

一部、賛助会費へ（返金との相殺） 

合 計 10,086,171 1,750,000 △8,336,171  
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第２号議案 

令和３年度事業計画及び収支予算の承認について 

 

【事業計画】 

『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、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３年７月２１日(水) 

場所：［千葉市］公益社団法人千葉県畜産協会 

書面開催にて実施。 

② 理事会・専門部会 

ア）令和３年度第１回理事会・専門部会 

期日：令和３年６月３０日（水） 

場所：［千葉市］千葉県家畜商協同組合 会議室 

総会提出議案等の検討。 

イ）令和３年度第２回理事会・専門部会 

期日：令和３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３年度第３回理事会・専門部会 

期日：令和３年１２月頃 

場所：未定（千葉県内） 

枝肉共励会の調整・確認等。 

エ）令和３年度第４回理事会・専門部会 

期日：令和４年２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 知名度向上対策に関する事業  

チバザビーフに対する消費者の認知度向上のため、以下のことを実施する。 

（１）販売促進活動 

  ① 千葉県歯科医師会ＰＲＥＳＥＴＳ８０２９（ハチマルニク）ナイターへの協力 

   期日：令和３年６月１０日（木） 

   場所：［千葉市］ＺＯＺＯマリンスタジアム 

『千葉ロッテマリーンズＶＳ東京ヤクルトスワローズ』（セ・パ交流戦）におい

て、千葉県歯科医師会の掲げる「８０２９（ハチマル肉）運動」ともに県産食肉等

の普及・ＰＲを行った。 

会場では、ラッキーチャンスナンバーの入ったＰＲチラシを来場者に配布、豪華

畜産品（県産牛肉（精肉）又はレトルトカレーセット）や、ロッテ商品の詰め合わ

せ（お菓子・ガム等）が当たる抽選（ラッキーナンバーを抽出）を実施した。（コ

ロナ禍の制限により来場者は５，０００人まで） 

また、『せんば牛』によるＬＩＮＥ公式アカウント登録でのプレゼント（レトル

トカレー）の配布も行われた。（先着２００名） 

  ② 畜産フェア等への参加 

    畜産フェア等に参加し県産牛肉の知名度向上に努める。 

    なお、例年１０月に千葉県畜産協会が船橋競馬場で開催している「千葉県畜産フ

ェア」についての実施は未定。（令和２年度と同様、ＷＥＢでのキャンペーンとす

るか検討中とのこと。） 

  ③ 商談会等への参加 

    県等が開催する商談会等へ参加し県産牛肉の知名度向上に努める。 

  ④ 販売店・飲食店でのフェア開催 

    県産牛肉を日頃から取り扱う飲食店等にてフェアを実施し県産牛肉の知名度向上

に努める。 

（２）宣伝活動 

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 

畜産ネットワークちば（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） 

③ ＰＲ大使等を活用したＰＲ 

チバザビーフＰＲ大使「コズミック☆倶楽部」等と連携・協力し各種イベント等に 

て県産牛肉のＰＲを図る。 

（３）販促資材購入 

   販促グッズを作成又は購入し取扱店等に配布することで、県産牛肉のＰＲを図る。 

   ・チーバくんデザインのチバザビーフシールの作成 

千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」のデザインを使用したシール作

成の許諾（デザインの無償使用許諾）を千葉県より受け、新たに作成する。 
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食肉市場や卸業者等を通じ、直売所やスーパーなどの小売店を中心に配布す

る。パック詰め精肉に貼付する他、県産牛肉を使った商品（レトルトカレー等）

に貼付するなど想定している。 

     なお、チーバくんデザインの使用期間は、令和３年６月１日～令和４年５月３

１日までの１年間、引き続きデザイン等を使用するときは、改めて申込みを行い、

使用許諾を受ける。 

（４）地域活動 

   各銘柄での県産牛肉ＰＲ活動に対し支援する。 

   なお、協議会と銘柄事務局等で連携して販売促進活動等を行うことのほか、今年度

より枝肉品評会の出品実績（前年度実績）に基づき算出した支援費を配布し、地域活

動の推進とともに枝肉品評会の活性化を図る。 

 

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 

   年３回開催（研究会２回、共励会１回）。当面の間、枝肉審査及び枝肉セリ販売の

みとし、審査講評や褒章授与式は中止する。（コロナ禍から状況が回復すれば審査講

評や褒章授与式も実施。） 

   なお、出品牛に対する輸送費補助については今年度から行わないことし、その分出

品者負担金を減額することで出品者の負担が増加しないよう対応する。 

出品者負担金（1頭当たり）：１５，０００円→１０，０００円へと減額。 

① 第１６回チバザビーフ枝肉研究会 

期日：令和３年６月２３日（水） 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品予定頭数：６０頭（黒毛和種、交雑種） 

② 第１７回チバザビーフ枝肉研究会） 

期日：令和３年１０月２１日（木） 

場所：東京都中央卸売市場食肉市場 

出品予定頭数：６０頭（黒毛和種、交雑種） 

③ 第１２回チバザビーフ枝肉共励会 

期日：令和４年２月１６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 

（３）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分析（代謝プロフ

ァイルテスト）を実施する。 
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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。 

  また、ページ構成の変更や新たな機能（ＳＮＳ等の連携など）の追加など常時検討し、

必要のある箇所から順次改修を施す。 

 

６ 第１２回全国和牛能力共進会参加に関する事業 

  令和４年１０月に鹿児島県にて開催される第１２回全国和牛能力共進会（全共）に千葉

県として参加する。全共では、主に県産牛肉のＰＲに係わる事項について協議会として携

わる予定（現地でのＰＲブース等の運営・管理等）。 

ついては、検討会等に参加し全共参加に係る準備を行う。 

 

７ 第三者認証取得に関する事業 

  第三者認証（ＪＧＡＰ認証、農場ＨＡＣＣＰ認証等）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。 

 

８ その他 

  千葉県が２０２０年（令和２年）に協賛県として参加する予定であった『東京食肉市場

まつり』については、２０２１年（令和３年：協賛県・茨城県『常陸牛』）も中止が決定し

た。２０２２年以降については東京食肉市場（市場協会）からは開催する予定との話を伺

っているが、具体的な開催方法等の目途が立っていない状況では、当面の間、千葉県の協

賛県としての参加は見送ることとしたい。 

  なお、主に市場まつり参加に係る経費に充当するため準備してきた積立金については、

今後、コロナ禍から明けたのちに開催するＰＲイベント等の経費に充てるため現状を維持

しておくこととし、新たな積立等は一部経費を除いて行わない。 

  その他、食肉市場まつり参加に代わるＰＲ等について検討していく。 
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販売促進活動 

千葉県歯科医師会ＰＲＥＳＥＴＳ８０２９（ハチマルニク）ナイター(6/10 ZOZOマリンスタジアム) 

 

配布チラシ（表面） 
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配布チラシ（裏面） 
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・『せんば牛』による公式 LINE アカウント登録でのプレゼント配布。（レトルトカレーの配布：先着 200 名） 

・ソーシャルディスタンスの確保、及び検温等の実施によるコロナ対策を行ったうえで実施。 

  

   

・千葉県歯科医師会の冠協賛によるセ・パ交流戦。 

・ラッキーチャンスナンバーによる抽選で、豪華畜産品やロッテ商品の詰め合わせが当たる。 

・A 賞の賞品は精肉のため、当選者には後日送付。 

 

・千葉ロッテマリーンズが勝利し、レアード選手に MVP 賞（チバザビーフ「せんば牛」10 万円相当）が贈呈。 

  （インスタグラム） 
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あなたのラブちば教えてキャンペーン Season１０ 

 

 

※公式サイトより抜粋  https://love-love-chiba.jp/ 
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販促資材購入 

チーバくんデザインのチバザビーフシール作成 

１ 目的 

  「チーバくん」のデザインを使用したシールを作成し、千葉県産牛肉のＰＲを図る。 

 

２ 方法 

  協議会、若しくは千葉県産牛肉を購買する東京食肉市場や卸業者等を通じて、直売所

やスーパーなどの小売店を中心にシールを配布する。 

  シールは、パック詰め精肉に貼付する他、県産牛肉を使った商品（レトルトカレー等）

に貼付するなどを想定している。 

 

３ デザイン 

  

許諾番号：千葉県許諾 第 A2398-1号 

 

・ＱＲコードを読み込むとチバザビーフ協

議会のホームページに繋がる仕様。 

 ［URL http://chibathebeef.jp/］ 

 

 

・大きさは 35㎜角 

 ↓ 
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令和３年度 収支予算書（一般会計） 

 

収入総額： 8,910,922 円 

支出総額： 8,910,922 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 1,760,000 0 ＠20,000円×88名 

賛助会費 500,000 500,000 0 ＠10,000円×50口 

枝肉品評会参加費 2,000,000 3,300,000 △1,300,000 ＠10,000円×200頭（1頭当たりの参加費変更） 

その他負担金 1,000,000 0 1,000,000 
枝肉品評会の食肉公社手数料の一部還元（＠5,000

円×200頭） 

その他 

収入 

県補助事業費 1,800,000 2,843,000 △1,043,000 県産牛肉ブランド力向上対策事業補助金 

畜産協会補助事業費 0 1,000,000 △1,000,000 
ちばの畜産物緊急販売強化事業（コロナ影響対策）
については、令和 2年度のみの対応 

繰入収入 1,650,000 9,106,171 △7,456,171 特別会計より繰入（各銘柄の PR活動支援） 

雑収入 0 0 0 普通預金利息、食肉市場販売奨励金、等 

繰越金 200,922 64,598 136,324 前年度繰越金 

合 計 8,910,922 18,573,769 △9,662,847  

 

【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 0 100,000 △100,000 書面開催のため特定費用の支出なし 

理事会・専門部会費 200,000 200,000 0 年 4回程度開催 会場借上費、等 

その他の会議 50,000 150,000 △100,000 全共検討会、等 

事業費 

枝肉品評会開催費 800,000 1,800,000 △1,000,000 研究会 2回、共励会 1回 

前夜祭開催費 0 2,300,000 △2,300,000 開催の見込みなし 

肥育技術向上対策費 200,000 200,000 0 講習会の開催、等 

販売促進活動費 2,000,000 11,600,000 △5,850,000 イベント等における販促活動 

宣伝活動費 1,200,000   メディア等を活用した宣伝活動 

販促資材購入費 900,000   販促グッズ等の作成・購入 

地域活動費 1,650,000   各銘柄の PR活動支援 

事務費 

旅費 200,000 300,000 △100,000 事務局旅費 

通信運搬費 300,000 300,000 0 はがき・切手の購入、運送料、等 

消耗品費 100,000 100,000 0 事務用品の購入、封筒印刷代、等 

その他 

支出 

積立金 1,000,000 740,000 260,000 
特別会計へ繰入（枝肉品評会の食肉公社手数料の

一部還元（＠5,000円×200頭） 

負担金 100,000 100,000 0 畜産関係団体の負担金等 

予備費 210,922 683,769 △472,847  

合 計 8,910,922 18,573,769 △9,662,847  
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令和３年度 収支予算書（特別会計：積立金） 

 

収入総額： 8,864,181 円 

支出総額： 1,650,000 円 

差引残高： 7,214,181 円 

 

【収入の部】                                   （単位：円） 

科 目 予算額 前年予算額 比較増減 備 考 

イベント活動等積立金 1,000,000 2,100,000 △1,100,000 
一般会計より繰入（枝肉品評会の食肉公社手数料

の一部還元（＠5,000円×200頭）、食肉市場販売
奨励金）、等 

その他 

収入 

雑収入 0 0 0 普通預金利息、等 

繰越金 7,864,181 7,986,171 △121,990 前年度繰越金 

合 計 8,864,181 10,086,171 △1,221,990  

 

【支出の部】                                   （単位：円） 

科 目 予算額 前年予算額 比較増減 備 考 

活動費 1,650,000 9,106,171 △7,456,171 一般会計へ繰入（各銘柄の PR活動支援） 

予備費 0 980,000 △980,000  

合 計 1,650,000 10,086,171 △8,436,171  

 

［補足事項］ 

 ・科目整理 

  収支予算書（一般会計） 

【収入の部】 負担金 前夜祭協賛金・地域活動負担金の項目を削除 

【支出の部】 事業費 宣伝活動費・販促資材購入費・地域活動費を追加。（販売促進活動費より分離） 

 ・地域活動費（特別会計からの繰入支出） 

  前年度イベント活動積立金を基礎に各銘柄等における出品実績頭数に基づき、支援費として交付。 

  1頭当たりの支援費 7,500円/頭     R2積立金額 1,627,974円÷R2出品総数 220頭≒7,500円/頭 

  支援費の額  かずさ和牛        352,500円（＠7,500円/頭×47頭） 

         みやざわ和牛        67,500円（＠7,500円/頭× 9頭） 

         しあわせ牛（産直ビーフ） 315,000円（＠7,500円/頭×42頭） 

         若潮牛          210,000円（＠7,500円/頭×28頭） 

         八千代牛          7,500円（＠7,500円/頭× 1頭） 

         ナイスビーフ        22,500円（＠7,500円/頭× 3頭） 

         卯の花牛          45,000円（＠7,500円/頭× 6頭） 

         北総牛          157,500円（＠7,500円/頭×21頭） 

         せんば牛         405,000円（＠7,500円/頭×54頭） 

         コウゴ牧場牛          0円（＠7,500円/頭× 0頭） 

         その他           67,500円（＠7,500円/頭× 9頭）   計 1,650,000円 

   ※なお、今年度の積立金は来年度の地域活動費の基礎として計上し、継続可能な事業として定着させる。 
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第３号議案 

令和３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、下記の指定口座への振込みをお願いします。 

 

 

 

  

 

３ 納入期限 

令和３年８月末まで 

 

４ 補足事項 

生産者会費につきまして、各銘柄事務局にて取りまとめ納付いただきたくお願い申し上

げます。なお、複数銘柄に所属している生産者については主となる銘柄の事務局を通じて、

個人銘柄若しくは所属する銘柄を持たない生産者については指定口座へ直接お振込みくだ

さい。 

 

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

 

（１２） 
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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。 

 

45



 

 

（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、年度終了後おおむね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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