
（別紙６） （ＨＰ掲載日：25年8月9日）

粗飼料（牧草等の種類） 敷料 濃厚飼料

 ①稲わら　②乾草　③ラップＳ
 ④稲ＷＣＳ　⑤ストロー類　⑥その他

 ①稲わら　②乾草
 ③ストロー類　④その他

 ①成牛用　②育成用　③子牛用
 ④人工乳　⑤その他

平成24年5月11日 青森県 ２－１ 青森市 ②
　平成　年5月中旬～
　平成　年10月上旬まで

平成24年5月11日 青森県 ２－２ 七戸町 ①、②
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年10月25日 宮城県 ４－１ 仙台市 ④
　平成　24年11月～
　平成　25年 6月まで

平成24年3月6日 群馬県 １０－３ 高崎市 ②：イタリアンライグラス
　平成　24年　 6月～
　平成　26年　 6月まで

平成24年3月6日 群馬県 １０－４ 高崎市 ① ③
　平成　24年　 6月～
　平成　26年6、10月まで

平成24年1月31日 千葉県 １２－１ 館山市 ①
　平成　24年　 2月～
　平成　   年　   月まで

平成24年2月8日 千葉県 １２－５ 匝瑳市
①
②：チモシー、スーダン

④：オガクズ ①、②
　平成　24年　 2月～
　平成　26年　 1月まで

平成24年2月6日 新潟県 １５－１ 村上市 ①、④
　平成　 　年　9月～
　平成 　　年　10月まで

平成24年2月6日 新潟県 １５－２ 新潟市 ①
　平成　 　年　9月～
　平成 　　年　10月まで

平成24年2月2日 岐阜県 ２１－1 中津川市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成　   年　   月まで

平成24年10月15日 岐阜県 ２１－２ 高山市 ①
　平成　24年　12月～
　平成　   年　   月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－４６ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－４７ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－４８ 新城市 ③
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－４９ 新城市 ③
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－５０ 新城市 ③
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－５１ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－５２ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－５３ 新城市 ③
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－５４ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで
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平成24年2月6日 愛知県 ２３－５５ 新城市 ③
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－５６ 新城市 ③
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－５７ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－５８ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－５９ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－６０ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－６１ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－６２ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－６３ 新城市 ③
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－６４ 新城市 ③
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月6日 愛知県 ２３－６５ 新城市 ④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成23年12月19日 三重県 ２４－１ 松阪市 ①、③：イタリアンライグラス、ヒエ他、⑥：麦わら
　平成　　 年　　 月～
　平成年月まで（要相談）

平成24年5月18日 奈良県 ２９－１ 御杖村 ②、③、⑤ ④：オガコ ①、②、③、④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年5月18日 奈良県 ２９－３ 生駒市 ①
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成25年5月27日 和歌山県 ３０－１ すさみ町 ③トールフェスク、　イタリアンライグラス
　平成25年10月～
　平成25年12月まで

平成24年2月20日 島根県 ３２－１ 雲南市 ②：オーチャードグラス
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月2日 福岡県 ４０－４ 飯塚市 ① ④バーク
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで

平成24年2月22日 大分県 ４４－１ 玖珠町 ① ④：オガコ
　平成　24年　 4月～
　平成　25年　 3月まで

平成24年2月22日 大分県 ４４－２ 中津市 ①、③：イタリアン、ミレット、④ ④：オガコ等
　平成　24年　 4月～
　平成　25年　 3月まで

平成24年2月22日 大分県 ４４－３ 宇佐市 ①、③：イタリアン、トウモロコシ、④
　平成　 　年　　 月～
　平成 　　年　　 月まで
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平成24年2月22日 大分県 ４４－４ 豊後高田市 ①、③：稲わら
　平成　24年　10月～
　平成　25年　 3月まで

注１：供給期限及び供給有効期間等の未記入のものについては、別紙２により詳細報告があった後に記載する。

注２：緑色部分は、前回掲載（5月10日）より更新になった情報。


