
（単位：円／頭）

肉専用種 交雑種 乳用種 交付月日

145,200 48,100 22,900 平成30年10月26日

133,400 67,600 22,600 平成30年9月25日

113,000 75,000 21,900 平成30年8月28日

106,300 54,300 23,500 平成30年7月26日

59,900 60,800 38,000 平成30年6月26日

121,200 84,600 28,500 平成30年5月28日

103,100 72,300 31,700 平成30年4月25日

76,100 50,100 29,000 平成30年3月27日

- 30,000 21,200 平成30年2月26日

32,100 60,000 23,500 平成30年1月26日

40,100 72,700 35,300 平成29年12月25日

63,300 73,500 39,200 平成29年11月27日

19,600 81,000 45,900 平成29年10月26日

12,300 64,400 39,900 平成29年9月26日

- 39,400 56,600 平成29年8月28日

- 48,300 39,900 平成29年7月26日

- 10,800 55,200 平成29年6月28日

- 39,000 70,700 平成29年5月29日

- 30,700 75,200 平成29年4月25日

通常 - - 72,100

免除 - - 54,000

- - 61,100 平成29年2月24日

- 6,200 51,500 平成29年1月27日

通常 - - 45,300

免除 - - 33,900

- - 47,000 平成28年11月25日

- - 26,800 平成28年10月27日

- - 17,800 平成28年9月27日

- - - -

- - - -

- - - -

- - 17,500 平成28年5月25日

- - 10,500 平成28年4月25日

- - 1,100 平成28年5月25日

- - - -

- - - -

- - - -

- 2,300 - 平成27年11月25日

- - - -

- 18,500 - 平成27年9月25日

- 10,600 12,900 平成27年8月25日

- - 24,700 平成27年7月27日

- - 28,800 平成27年6月26日

- - 57,100 平成26年5月27日

- 3,200 63,600 平成26年4月27日

- 25,700 61,900 平成26年3月25日

- 29,600 54,800 平成26年2月25日

- 22,200 48,500 平成26年1月27日

- 33,400 64,200 平成26年12月22日

- 62,000 65,400 平成26年11月25日

平成30年8月（概算払）

平成30年6月

平成28年1月

平成30年5月

平成29年12月

平成29年11月

平成29年4月

平成29年5月

平成29年6月

平成29年7月

平成30年4月

平成30年3月

平成29年9月

平成29年8月

平成30年2月

平成30年1月

平成27年8月

平成27年9月

平成27年10月

平成27年11月

平成27年12月

平成29年1月

平成27年1月

平成27年2月

平成27年3月

平成28年7月

平成28年10月 平成28年12月16日

平成29年3月24日

平成27年7月

平成26年9月

平成26年10月

平成26年11月

平成26年12月

平成27年4月

平成27年5月

平成27年6月

平成30年7月（概算払）

補塡金交付状況

平成28年8月

平成28年9月

平成28年11月

平成28年12月

平成29年2月

平成29年3月

平成28年2月

平成28年3月

平成28年4月

平成28年5月

平成28年6月

平成29年10月

補塡金交付対象月



（単位：円／頭）

肉専用種 交雑種 乳用種 交付月日

補塡金交付状況

補塡金交付対象月

24,200 67,200 58,800 平成26年10月24日平成26年8月



（単位：円／頭）

肉専用種 交雑種 乳用種 交付月日

補塡金交付状況

補塡金交付対象月

5,900 72,500 54,300 平成26年9月24日

2,900 63,500 48,900 平成26年8月25日

- 39400 45700 平成26年7月24日

通常 - 36,700 44,300

免除 - 24,500 30,200

通常 - 60,000 61,300

免除 - 45,000 45,900

通常 - 47,400 51,900

免除 - 35,500 38,900

- 40,700 42,600 平成26年3月24日

- 6,900 45,300 平成26年2月24日

- 14,200 41,400 平成26年1月24日

- 40,000 41,700 平成25年12月24日

- 53,500 45,500 平成25年11月25日

- 62,800 48,600 平成25年10月24日

- 65,400 43,200 平成25年9月25日

- 35,200 45,700 平成25年8月26日

- 33,900 56,000 平成25年7月26日

- 38,700 63,900 平成25年6月28日

- 45,800 65,600 平成25年5月23日

- 78,300 69,200 平成25年4月23日

29,600 87,600 63,500 平成25年3月25日

- 52,100 68,000 平成25年2月25日

8,400 91,200 70,900 平成25年1月23日

50,100 113,000 77,800 平成24年12月25日

46,300 111,000 82,200 平成24年11月26日

82,400 122,000 79,600 平成24年10月23日

25,400 115,500 75,000 平成24年9月24日

30,900 114,100 76,400 平成24年8月23日

25,000 89,500 84,700 平成24年7月23日

7,600 91,900 104,700 平成24年6月27日

39,900 152,300 71,800 平成24年5月25日

67,000 150,800 113,700 平成24年4月27日

69,500 151,300 120,200 平成24年3月27日

51,300 153,700 106,800 平成24年2月22日

62,300 170,600 97,700 平成24年1月23日

84,800 153,600 91,000 平成23年12月21日

73,300 108,100 73,900 平成23年11月22日

83,800 89,000 57,500 平成23年10月21日

74,200 99,400 59,300 平成23年9月16日

33,220 51,300 49,600 平成23年8月12日

- 35,600 55,300 平成23年5月31日

- 31,700 57,000 平成23年2月28日

36,400 69,200 69,800 平成22年11月29日

45,400 37,000 55,900 平成22年8月31日

平成24年5月

平成24年1月

平成23年12月

平成24年11月

平成25年10月

平成25年9月

平成25年8月

平成25年7月

平成25年6月

平成25年5月

平成25年2月

平成25年1月

平成24年12月

平成23年10月

平成23年9月

平成23年8月

平成23年7月

平成24年4月

平成24年3月

平成24年2月

平成25年4月

平成25年3月

平成25年11月

平成26年2月

平成26年3月

平成22年度　第3四半期（10月～12月）

平成22年度　第2四半期（7月～9月）

平成22年度　第1四半期（4月～6月）

平成23年度　第１四半期（4月～6月）

平成22年度　第4四半期（1月～3月）

平成26年4月

平成26年1月

平成25年12月

平成23年11月

平成24年10月

平成24年9月

平成24年8月

平成24年7月

平成24年6月

平成26年6月25日

平成26年5月23日

平成26年5月

平成26年6月

平成26年7月

平成26年4月25日


