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１．（独）家畜改良センター個体識別部の業務について 

２．牛の個体識別情報検索サービス検索画面の見方について 

３．牛トレサ制度上の用語説明 

４．種別（品種）の区分について 

５．各種様式及び関連規程 



 独立行政法人家畜改良センターでは、「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する

特別措置法」（平成１５年法律第７２号）に基づき、農林水産大臣から委任を受け、牛の管理者（農

家）等から届出された出生・異動情報を受理し、牛個体識別台帳（全国データベース）に記録・保

存し、これら情報をインターネットで公開しております。 

 また、農林水産省（地方農政局、地域拠点）とはネットワークを通じて情報を共有し、牛の管理者

からの不適切な届出に対する監視体制を構築し、牛トレーサビリティ制度の信頼確保に寄与して

おります。 

 このほか、牛個体識別台帳（全国データベース）に蓄積された記録を、牛の管理者だけでなく行

政機関や畜産関係団体等に提供するとともに、独自に集計した情報（全国の飼養頭数、と畜頭数

、出生頭数）をホームページで公表しております。 
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１．（独）家畜改良センター個体識別部の業務について 



個体識別番号 出生年月日 雌雄の別 母牛の個体識別番号 種別 

********** 

  異動内容 異動年月日 
飼養施設所在地 

氏名または名称 
都道府県 市区町村 

1 出生 2011.10.12 福島県 

2 転出 2013.04.04 福島県 

3 転入 2013.04.04 福島県 西郷村 家畜一郎 

4 転出 2015.08.26 福島県 西郷村 家畜一郎 

5 搬入 2015.08.26 福島県 西郷村 西郷食肉公社 

6 と畜 2015.09.28 福島県 西郷村 西郷食肉公社 

個体識別番号 出生年月日 雌雄の別 母牛の個体識別番号 種別 

********** 20××. ××. ×× 去勢（雄） 
 

********** 
 

黒毛和種 
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２．牛の個体識別情報検索サービス検索結果画面の見方について 

牛の個体識別情報検索サービスの検索結果は、以下の①又は②により、表示されています。 

① 公表されている 【個体情報】及び【異動情報】について 

・この赤字は、耳標の個体  識別番号
10桁のうち、拡大数字4桁を表します。 

・受精卵移植などの場合は、本牛が黒毛和種であっても母牛が黒毛
和種以外の品種の場合がありますので注意してください。 

出生年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、種別が空欄になります。 

【個体情報】 

【異動情報】 

・牛トレサ法上は、雄か雌かのどちらかで届出することになってますが、
雄は去勢されている場合が多いことを配慮して、と畜後に「去勢（雄）」と
表示されるようにしています。 

 注）「種別」又は「氏名又は名称」欄にリンクがある場合は、外部サイトのコンテンツ（「血統情報」、「登記・登録情
報」、「飼養管理情報」）にリンクします。  

② 情報が非公表の場合（譲渡し等（転出）の届出後、長期間、譲受け等（転
入）など） 

【個体情報】 

【異動情報】 

この牛は譲渡し等（転出）の届出後、長期間、譲受け等（転入）などの届出が行われていない
ため、牛の個体情報、異動情報を表示しておりません。 

・個人情報なので公開することに
同意を得て公開しています（同意
が無い場合は、空白（非公開）と
なります。 
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３．牛トレサ制度上の用語説明 

A～Z 用語 説明 関連ページ 

C CTI 
電話音声応答システム。プッシュフォンの音声ガイダンスに従い届出
ができるシステムです。 

14 

F FAX 
報告カードに必要事項を記入し、FAXを使用して届出を行うことがで
きます。FAX報告様式には、出生（一括）報告カード、異動（一括）報
告カードがあります。 

20 

I ID連携 

バーコードリーダー(携帯端末機）を用いて、耳標のバーコードから個
体識別番号を読み取り、パソコンからイントラネット（閉鎖的回線網）
を介して届出できるシステムです（主に家畜市場・と畜場で利用され
ます。） 

18 

L LIAJ 一般社団法人 家畜改良事業団の略称 － 

L LOシステム 
インターネットの電子メール送受信機能を利用して、多頭数を一括し
て届出できるシステムです。(主に農協や大規模農場で利用されてい
ます。） 

16 

N NLBC 独立行政法人家畜改良センターの略称 － 

五十音順 用語 説明 関連ページ 

イ インターネット代行報告 

農協等の代行報告者が、届出Webシステムやパソコン報告システム
等から農家に代わって牛の届出を行える仕組みです。代行報告者自
身も農家コードを取得する必要があり、センター宛てに利用請求を出
す必要があります。 

21 

ウ 牛トレサ法(制度） 
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
（平成15年6月11日 法律第72号）の略称。牛肉トレーサビリティー法
とも表記している場合もあります。 

牛トレサの手引き 

P31 

ウ 牛個体識別台帳 

牛の「個体識別番号」、「出生又は輸入の年月日」、「雌雄の別」、「母
牛の個体識別番号」等、法に基づき記録されているデータベースです。
(平成15年12月から運用が開始され、別名「全国データベース」とも呼
ばれています。） 

－ 

ウ 牛の管理者 

法では、以下に示すように実際に牛を飼養している方を「牛の管理者
としています。 

 

(1) 牛の飼養者 

(2) 共同哺育・育成センター・繁殖センター・肥育センターの管理者 

(3) 牛の飼養を行う公共牧場の管理者 

(4) 試験研究機関 

(5) 牛の飼養を行う教育機関 

(6) 荷受業者 

 

なお、牛の管理者に該当しない場合でも、牛の取引に関わる農協、
家畜商、家畜市場等においても、牛個体識別台帳に記録される牛の
個体識別情報の正確性を確保するため、家畜改良センターに届出
（報告）をいただくよう協力をお願いしています。（「牛の個体識別のた
めの情報の管理及び伝達に関する特別措置法の運用について」（15

生畜第2072号 農林水産省消費・安全局長、生産局長通知 第1の
2） 
 

また、輸送期間を含めおおむね1週間以上預かる場合は、牛の管理
者としての届出の義務が生じます。（「牛の個体識別のための情報の
管理及び伝達に関する特別措置法の運用について」（15生畜第2072

号 農林水産省消費・安全局長、生産局長通知 第5の1） 
 

牛トレサの手引き 

P4 

ウ 牛の個体識別情報検索サービス 
家畜改良センター個体識別部が提供するホームページで、牛個体識
別台帳(全国データベース）をインターネットを介して検索できる仕組
みです。 

－ 

カ 家畜商 
家畜の売買、もしくは交換、斡旋の事業を営む者。営業を行うために
は、家畜商の免許を取得する必要がある。ただし、農協職員はこの
限りではありません。 

－ 
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関連ページの「牛トレサの手引き」とは、平成15年9月に農林水産省と（独）家畜改良センターの
連名で発出した「牛トレーサビリティ制度の実施の手引き」（生産・と畜段階）をいいます。 

詳細は、https://www.id.nlbc.go.jp/data/manual.html をご覧ください。 

五十音順 用語 説明 関連ページ 

カ 管理者コード 
「農家コード」のことです。本制度の基礎となる牛の管理者番号です。
(飼養地、所在地毎に1つの番号が付されます。） 

牛トレサの手引き 

P44 

キ 既存牛 法施行（平成15年12月1日）時点で生存していた牛 
牛トレサの手引き 

P18 

コ 個体識別番号 
牛の個体を識別するために、農林水産大臣が牛毎に管理者に通知す
る10桁の番号をいいます。全国で飼養される全ての牛が対象とされ、
重複のない生涯唯一の固有番号です 

牛トレサの手引き 

P4 

コ 個体識別番号決定通知 

法第9条第1項に基づき、農林水産大臣は出生・輸入の届出を受理し
たときは個体識別番号を決定し、遅滞なく、当該届出をした牛の管理
者又は輸入者に通知することとされています。家畜改良センターでは、
届出手段に応じて、決定通知を返信しております。 

－ 

サ 再発行耳標 
装着ミスや耳標の脱落等によって使用できなくなった通常耳標の代わ
りに、同じ個体識別番号で再発行された耳標のこと。耳標の上部に
「Ｒ」の文字が付されています。 

6 

シ 耳標 
牛を個体識別するため10桁の数字とバーコード、NLBCのロゴマーク
が印字された黄色の耳につける札。牛の両耳に生産農家等によって
装着されます。 

4 

シ 耳標の管理換え 

未装着耳標は、その所有を配付先の管理者毎に管理しているため、
配付された管理者と異なる管理者が出生等の報告を行うと報告が受
け付けられません。このため、必要に応じて耳標の所有者を変更する
手続きを行うことができます。この手続きを「耳標の管理換え」といい
ます。 

牛トレサの手引き 

P41 

シ 耳標の再発行 
耳標が脱落又は破損して装着できなくなった場合、同じ番号で再発行
された新たな耳標を装着する必要があります。「再発行」とは、管理者
が請求する手続きのことです。 

6 

シ 所属団体 
管理者への再発行耳標の配付や耳標の過不足のとりまとめをしてい
ただいている農協・役場などです。 

6,7 

タ 代行報告 
管理者の依頼を受けて農協等が届出の手続きを管理者に代わって行
うこと。 

21 

チ 地方農政局・地域拠点 
農林水産省地方農政局に所属する都道府県単位の事業所（最寄りの
事業所一覧） 

64 

ツ 通常耳標 
牛が生まれた際や輸入した際に装着する耳標で、再発行耳標と区別
して通常耳標と呼ばれています。 

6 

テ データベース ここでは、牛の個体識別台帳のことをいいます。 － 

ト と畜者 

法において、「と畜者」とは、「牛をとさつした者」と定義されている。牛
の個体識別台帳の最終履歴情報であるとさつ年月日等を届ける者で
あると同時に、その後の川下に向けて流通する牛肉について個体識
別番号を最初に伝達する重要な役割を果たしている。 

牛トレサの手引き 

P35 

ノ 農家（団体）コード 
本制度の基礎となる管理者のコード番号（飼養地、所在地毎に１つの
コード番号が付けられます。） 

－ 

ノ 農家マスタ 
本制度に登録されている管理者等の氏名（法人の場合はその名称）、
住所及び連絡先（電話番号）、飼養施設の所在地等の情報を総称。 

牛トレサの手引き 

P18 
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４．種別（品種）の区分について（父牛と母牛の種別区分の整理 
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５．各種様式及び関連規程 

目    次 

頁 

(1) 出生報告カード（FAX用） 34 

(2) 異動報告カード（譲受け等、譲渡し等又は死亡の届出：FAX用） 35 

(3) 出生一括報告カード（FAX用） 36 

(4) 異動一括報告カード（FAX用） 37 

(5) 家畜改良センター牛個体識別全国データベース修正、情報の公表に関する手続き 38 

  ・牛個体識別全国データベース修正請求書(別紙１：自らが届け出た事項の修正） 39 

  ・牛個体識別全国データベース修正請求書(別紙２：他者が届け出た事項の修正） 41 

  ・牛個体識別台帳の記録の確認及び届出書(別紙３） 43 

  ・牛個体識別台帳の記録の変更届出書(別紙４） 45 

(6) 家畜改良センター牛個体識別全国データベースの利用規程 46 

(7) 独立行政法人家畜改良センター家畜個体識別代行報告システム利用規程 62 

(8) 農林水産省地方農政局・県拠点等一覧 64 
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（１） 出生報告カード（FAX用） 

表面 

裏面 
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（２） 異動報告カード（FAX用） 

表面 

裏面 
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（３） 出生一括報告カード（FAX用） 

農協など、一度に複数頭の出生報告を行う場合に利用ください。 
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（４） 異動一括報告カード（FAX用） 

農協など、一度に複数頭の出生報告を行う場合に利用ください。 
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（５） 牛個体識別全国データベースの記録の修正等に関する手続 
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（５） 牛個体識別全国データベースの記録の修正等に関する  

【別紙１】自ら届け出た事項の修正請求書(郵送用） 



① 牛の出生・異動等の届出を行った方が、その届出（記録）の修正・取消を行う場合 
 

【別紙１】に記入例を参照の上、必要事項を記入し、（独）家畜改良センター個体識別部宛に郵送して
ください。 

     

記入例  
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（５） 牛個体識別全国データベースの記録の修正等に関する  

【別紙２】 他者が届け出た事項の修正請求書(郵送用） 



② 牛の管理者（農家）が、他の牛の管理者（農家）の届出（記録）の修正・取消を行う場合 

【別紙２】に記入例を参照の上、必要事項を記入し、修正等の請求内容を証明する書面を添付して、  
（独）家畜改良センター個体識別部宛に郵送してください。 

※ 修正等の請求内容を証する書面とは、子牛登記証明書・登録証明書・授精証明書・種付証明書・
受精卵移植証明書等をいいます。 

記入例  
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（５） 牛個体識別全国データベースの記録の修正等に関する  

【別紙３】 記録の確認依頼及び届出書(郵送用） 



記入例 
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（５） 牛個体識別全国データベースの記録の修正等に関する  

【別紙４】 個体識別台帳に記録されている事項※に変更があった場合(郵送用） 

※ 個体識別台帳に記録されている事項の変更とは、管理者の名称、住所、連絡
先等に変更が生じた場合に利用してください。 
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（６） 独立行政法人家畜改良センター牛個体識別全国データベース利用規程 
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（７） 独立行政法人家畜改良センター家畜個体識別代行報告システム利用規約 
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（８） 農林水産省地方農政局・県拠点等一覧 

地方農政局名 担当課名 ＴＥＬ 
東北農政局消費・安全部 安全管理課 022-263-1111 

関東農政局消費・安全部  安全管理課 048-600-0600 

北陸農政局消費・安全部  安全管理課 076-232-4106 

東海農政局消費・安全部  安全管理課 052-223-4670 

近畿農政局消費・安全部  安全管理課 075-414-9000 

中国四国農政局消費・安全部  安全管理課 086-224-4511 

九州農政局消費・安全部  安全管理課 096-211-9111 

事務局名 担当課名 ＴＥＬ 

沖縄総合事務局農林水産部 消費･安全課 098-866-1672 

農政事務所名 担当課名 ＴＥＬ 

北海道農政事務所消費・安全部  安全管理課 011-330-8816 

県域拠点等名 ＴＥＬ 

北
海
道 

消費・安全部  消費・安全チーム(札幌地域担当) 011-350-5490 

函館地域拠点   0138-38-9029 

旭川地域拠点   0166-30-9302 

釧路地域拠点   0154-99-9044 

帯広地域拠点   0155-24-3154 

北見地域拠点   0157-23-7781 

東
北 

宮城 消費・安全部 消費・安全チーム（宮城県担当） 022-745-9385 

青森 
青森県拠点 017-775-2154 

八戸駐在所 0178-29-2115 

岩手 
岩手県拠点 019-624-1521 

奥州駐在所 0197-25-3908 

秋田 秋田県拠点 018-862-5614 

山形 
山形県拠点 023-622-7233 

酒田駐在所 0234-33-7248 

福島 
福島県拠点 024-534-4152 

いわき駐在所 0246-23-8518 

関
東 

埼玉 消費・安全部  消費・安全チーム（埼玉県担当） 048-740-5236 

茨城 
茨城県拠点 029-221-2185 

土浦駐在所 029-843-6892 

栃木 
栃木県拠点 028-633-3426 

大田原駐在所 0287-23-5611 

群馬 群馬県拠点 027-221-1184 

千葉 千葉県拠点 043-380-0778 

東京 東京都拠点 03-5144-5272 

神奈川 神奈川県拠点 045-211-1333 

山梨 山梨県拠点 055-254-6012 

長野 
長野県拠点 026-233-2995 

松本駐在所 0263-44-1311 

静岡 静岡県拠点 054-246-6125 

北
陸 

石川 消費・安全部  消費・安全チーム（石川県担当） 076-203-9155 

新潟 新潟県拠点 025-228-5213 

富山 富山県拠点 076-441-9311 

福井 福井県拠点 0776-30-1625 
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東
海 

愛知 消費・安全部  消費・安全チーム（愛知県担当） 052-763-4386 

岐阜 岐阜県拠点 058-271-4045 

三重 三重県拠点 059-228-3153 

近
畿 

京都 消費・安全部  消費・安全チーム（京都府担当） 075-414-9940 

滋賀 滋賀県拠点 077-522-4269 

大阪 大阪府拠点 06-6941-9021 

兵庫 
兵庫県拠点 078-331-9944 

豊岡駐在所 0796-22-6109 

奈良 奈良県拠点 0742-32-1874 

和歌山 和歌山県拠点 073-436-3857 

中
国
四
国 

岡山 消費・安全部  消費・安全チーム（岡山県担当） 086-223-3135 

鳥取 鳥取県拠点 0857-22-3184 

島根 島根県拠点 0852-24-7404 

広島 
広島県拠点 082-228-9630 

福山駐在所 084-955-8642 

山口 山口県拠点 083-922-5204 

徳島 徳島県拠点 088-622-6136 

香川 香川県拠点 087-831-0827 

愛媛 愛媛県拠点 089-932-1379 

高知 高知県拠点 088-875-2155 

九
州 

熊本 
消費・安全部  消費・安全チーム(熊本県担当) 096-211-9111 

八代駐在所 0965-62-8205 

福岡 
福岡県拠点 092-281-8261 

北九州駐在所 093-571-3623 

佐賀 佐賀県拠点 0952-23-3137 

長崎 長崎県拠点 095-845-7125 

大分 大分県拠点 097-532-6132 

宮崎 
宮崎県拠点 0985-22-3181 

延岡駐在所 0982-35-7311 

鹿児島 
鹿児島県拠点 099-222-0125 

鹿屋駐在所 0994-43-4136 

沖
縄 

那覇農林水産センター 098-866-1675 

名護農林水産センター 0980-52-3970 

宮古島農林水産センター 0980-72-4772 

石垣農林水産センター 0980-82-2324 



● 本マニュアルに掲載しております内容は、今後、変更される場合があります。最新の内容に

ついては、「牛の個体識別情報検索サービス」のホームページにてご確認いただくか、（独）家

畜改良センター個体識別部までお問い合せください。 

 

「牛の個体識別情報検索サービス」のホームページはこちら。 

→  https://www.id.nlbc.go.jp/ 

お問い合せ先： （独）家畜改良センター個体識別部 

TEL  (186) 0248-48-0596  

E-Mail：id@nlbc.go.jp 

 

 

耳標配付に関することは、補助事業の事業実施主体にお問い合せください。 

お問い合せ先： （一社）家畜改良事業団 情報分析センター 家畜個体識別センター 

TEL  (186) 0248-48-0592  

マニュアル名 URL 最新改訂時期 

届出Webシステム操作マニュアル https://www.id.nlbc.go.jp/pdf/wns_ma_all.pdf 2016年5月版 

パソコン報告システム操作マニュ
アル 

https://www.id.nlbc.go.jp/pdf/pc_ma.pdf 2014年6月版 

電話音声応答(CTI）ご利用ガイド https://www.id.nlbc.go.jp/pdf/PCManual.pdf - 

携帯電話報告システム操作マ
ニュアル 

https://www.id.nlbc.go.jp/pdf/mobile_report.pdf 2016年10月版 

LOシステム操作簡易マニュアル https://www.id.nlbc.go.jp/pdf/lo_ma.pdf 2013年12月版 

牛トレーサビリティ制度農家向け
マニュアル(本誌） 

https://www.id.nlbc.go.jp/data/manual.html 2017年7月版 
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