
○ 発動条件等

異常補塡基金

（公社）配合飼料供給安定機構

通常補塡基金

（一社）全国配合飼料供給安定基金
（全農系）

（一社）全国畜産配合飼料価格安定基金
（専門農協系）

（一社）全日本配合飼料価格畜産安定
基金 （商系）

畜産経営者

積立金1/2

積立金1/2

積立金
1,200円/ｔ

積立金
600円/t

通常補塡金

異常補塡金

国

配合飼料
メーカー

異常補塡金

異常補塡基金

国とメーカーが

1/2ずつ拠出

・ 輸入原料価格が直前１か年の平均と比べ

１１５％を超えた場合

通常補塡基金

生産者（600円/t)と

飼料メーカー（1,200円/ｔ）

が拠出

・ 輸入原料価格が直前１か年の平均を

上回った場合

○ 制度の仕組み

基金残高

（平成28年度中に対応可能な額）

約１,０１８億円（見込み）
（異常補塡基金と合わせ約１,５０１億円）

基金残高

（平成28年度中に対応可能な額）

約４８３億円（見込み）

（注） 通常補塡基金は、平成20年度に約1,192億円の借入れを行っており、毎年度の積立金から計画的に返済（平成27年度末時点での累計返済額は約675億円、借入金残高は約517億円)。
このほか、平成24年度に異常補塡基金から約333億円の借入れを行っており、毎年度の積立金から計画的に返済（平成27年度末時点での累積返済額は約146億円、借入金残高は約187億円）。
この結果、平成27年度末借入金残高は、合計約704億円。

配合飼料価格安定制度の概要

・ 配合飼料価格安定制度は、配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、

① 民間（生産者と配合飼料メーカー）の積立による「通常補塡」と、

② 異常な価格高騰時に通常補塡を補完する「異常補塡」（国と配合飼料メーカーが積立）の

二段階の仕組みにより、生産者に対して、補塡を実施。

・ 平成25年12月に制度を見直し、平成26年度から異常補塡については、従来よりも発動しやすくなるよう特例基準を規定

（半年前の基準価格から年率115%相当（123.3%）を超えた場合に補塡）。

また、通常補塡の発動指標を配合飼料価格（メーカー建値）から輸入原料価格へ変更。

・ 本制度の運営強化のため、平成27年度に返済予定であった通常補塡基金の市中銀行からの借入残高（約135億円）全額を

（独）農畜産業振興機構（ALIC）に借換え（平成27年度畜産業振興事業）。

・ 異常補塡基金の通常補塡基金への貸付金約333億円のうち、約146億円を平成27年度末に返済。
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輸入原料価格の推移と配合飼料価格安定制度の補塡の実施状況
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24,679 
25,196 
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22,495 

26,421 

29,061 

30,015 

28,806 
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30,341 
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注 ：数値は速報値。 資料 ：財務省「貿易統計」、（公社）配合飼料供給安定機構「飼料月報」

折れ線：輸入原料価格
：通常補塡
: 異常補塡

単位：円／トン

18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度
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機密性○情報 ○○限り

・・・・・・

・・・

26年度末 ８５０億円

市中銀行 １３５億円
異常補塡基金 ３３３億円
ＡＬＩＣ ３８２億円

市中銀行
１３５億円

26年度 27年度

全額をＡＬＩＣへ借換え

28年度

異常補塡に返済：187億円

29年度 30年度

27年度末 ７０４億円

市中銀行 完済
異常補塡基金 １８７億円
ＡＬＩＣ ５１７億円

【平成27年度末における借入金の状況】

通常補塡基金の借入金について

異常補塡
１４６億円

ALICに返済：382億円＋
135億円（H26借換分）

27年度当初 ８５０億円

市中銀行 完済
異常補塡基金 ３３３億円
ＡＬＩＣ ５１７億円

・ 通常補塡基金の借入金は、平成27年度末は合計約704億円。

・ このうち、市中銀行からの借入残高約135億円について、今後の輸入原料価格の高騰に備え、補塡財源を確保するため、
「ALICへの借換え」を措置（平成27年度畜産業振興事業）。

・ 平成27年度末において、異常補塡基金からの借入金約333億円のうち約146億円を返済。
・ 平成28年度以降の異常補塡基金及びＡＬＩＣへの返済については、原則的な返済額（※）を決めつつ、毎年度末の状況を見なが

ら柔軟に対応。

（※）年間の積立金の20％又は年度末基金残高の20％のうち、いずれか大きい方を返済
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飼料自給率の現状と目標

○ 飼料自給率は、近年、横這いで推移しており、２６年度（概算）は、全体で２７％、粗飼料が７８％、濃厚飼料が１４％。

○ 農林水産省では、飼料自給率について、粗飼料においては水田での稲WCSや畑地での飼料作物の作付拡大等を中心に、濃厚
飼料においてはエコフィードの利用や飼料用米作付の拡大等により向上を図り、飼料全体で４０％（３７年度）を目標としている。

（近年の動向）

・飼料自給率（全体）は、25～27％の間で推移。

（直近（26年度）の動向）

・粗飼料については、乳用牛及び肉用牛の飼養頭数が減少する中、
輸入粗飼料供給量は価格上昇等により5.7％減と大きく減少した
のに対し、国産粗飼料供給量が単収の向上等により0.6％増加し
たことから、粗飼料自給率は前年度比1％増の78％となった。

・濃厚飼料については、飼料用米の増加、（公社）米穀安定供給確
保支援機構による、25年産米の非主食用途への販売事業における
飼料向け販売等により、国産米の飼料用仕向けが大きく増加した
結果、濃厚飼料自給率は前年度比２％増の14％となった。

平成２１
年度

平成２２
年度

平成２３
年度

平成２４
年度

平成２５
年度

平成２６
年度

（概算）

全 体 25% 25% 26% 26% 26% 27%

粗 飼 料 78% 78% 77% 76% 77% 78%

濃 厚 飼 料 11% 11% 12% 12% 12% 14%

輸入８６％

国産１４％

輸入８０％

国産２０％

濃厚飼料 （２６年度概算） （３７年度目標）

飼料全体 ２７％ ４０％

粗飼料

○乾草
○サイレージ

牧草、
青刈りとうもろこし、
稲発酵粗飼料
（稲WCS）

○放牧利用
○稲わら
○野草（林間地等）

国産

１００％

輸入２２％

国産

７８％

（２６年度概算） （３７年度目標）

（２６年度概算） （３７年度目標）

飼料自給率の現状と目標

近年の飼料自給率の推移
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○穀類
（とうもろこし、飼料用米等）

○エコフィード
（パンくず、豆腐粕等）

○糠・粕類
（フスマ、ビートパルプ、

大豆油粕、菜種油粕等）

○その他
（動物性飼料、油脂等）



国産飼料基盤に
立脚した畜産の確立

飼料全体 ２７％ ４０％

粗飼料 ７８％ １００％

濃厚飼料 １４％ ２０％

○ コントラクター※２、ＴＭＲセンター※３

（支援組織）の育成
・支援組織の法人化や規模の拡大等
による経営の高度化を推進

○ 飼料増産の推進
①水田の有効活用、耕畜連携の推進

②草地等の生産性向上の推進

③放牧の推進

○ エコフィード※４等の利用拡大
・食品加工残さ、農場残さ等未利用資源

の更なる利用拡大

耕作放棄地放牧

飼料収穫作業 ＴＭＲ調製プラント

飼料用米の利活用
余剰食品の飼料化 焼酎粕の飼料化

○ 飼料生産技術の向上

・高品質飼料の生産推進

広域流

青刈り
とうもろこし

集約放牧

優良品種の導入

稲発酵粗飼料専用機械

注1 稲発酵粗飼料：稲の実と茎葉を一体的に収穫し発酵させた牛の飼料 注2 コントラクター：飼料作物の収穫作業等の農作業を請け負う組織

注4 エコフィード：食品残さ等を原料として製造された飼料注3 TMRセンター：粗飼料と濃厚飼料を組み合わせた牛の飼料（Total Mixed Ration）を製造し農家に供給する施設

汎用型飼料収穫機

生産増加

稲発酵粗飼料※１

○ 水田や耕作放棄地の有効活用等による飼料生産の増加、食品残さ等未利用資源の利用拡大の推進により、

輸入原料に過度に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜産への転換を推進。

国産飼料基盤に立脚した生産への転換

利用拡大
３７年度
（目標）

２６年度
（概算）

飼料自給率
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（参考） 飼料用米の作付面積（ha）

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 H25 H26 H27

1,410 4,123 14,883 33,955 34,525 21,802 33,881 79,766

【27年度補正・28年度】 水田活用の直接支払交付金

飼料用米及び稲発酵粗飼料の生産・利用の推進

（参考） 稲WCSの作付面積（ha）

飼料用米 稲発酵粗飼料（稲WCS）
※ 稲WCSとは、稲の穂と茎葉を丸ごと乳酸発酵させた粗飼料（ホール

クロップサイレージ：Whole Crop Silage）のことをいう。

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

9,089 10,203 15,939 23,086 25,672 26,600 30,929 38,226

資料：新規需要米の取組計画認定面積。資料：新規需要米の取組計画認定面積。
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・ 飼料用米の作付面積は、順調に増加し、平成27年度は前年度に比べ135％増の約8.0万ha。

・ 稲発酵粗飼料（稲WCS）の作付面積は、順調に増加し、平成27年度は前年度に比べ24％増の約3.8万ha。

・ 水田活用の直接支払交付金や機械・施設の整備支援等により、飼料用米及び稲発酵粗飼料の生産・利用拡大を推進。

【27年度補正】 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業

【28年度】 強い農業づくり交付金

戦略作物助成として、収量に応じ、5.5～10.5万円/10aを助成
耕畜連携（わらの飼料利用）の取組に対し、1.3万円/10ａを助成
多収品種の取組に対し、1.2万円/10aの産地交付金を追加配分

【28年度】 米活用畜産物等ブランド化推進事業

戦略作物助成として、8万円/10a を助成
耕畜連携（資源循環）の取組に対し、1.3万円/10ａを助成

畜産クラスター計画に位置づけられた地域の中心的な経営体（畜産
農家、飼料生産受託組織等）が飼料用米の保管・加工･給餌等に必要
な機械のリース整備や調製・保管施設整備等を支援。

畜産クラスター計画に位置づけられた地域の中心的な経営体（畜産
農家、飼料生産受託組織等）が稲ＷＣＳの収穫に必要な機械のリー
ス整備や調製・保管施設整備等を支援。

稲WCS等国産粗飼料の調製・保管施設等の整備を支援。飼料用米の乾燥調製施設や保管・加工施設等の整備を支援。

飼料用米を活用した豚肉、鶏卵等の畜産物のブランド化の取組を支援。



未活用資源の飼料としての活用推進

エコフィードの利用状況

【28年度】 エコフィード増産対策事業（１．７億円）

・ エコフィード利用畜産物の差別化のための生産技術、流通・販売に係る
実証調査・普及を支援。【補助率：定額】

・ 関係者の連携により食品残さ等の飼料利用体制を構築する取組を支援。
【補助率：定額】

・ 活用が進んでいない食品残さ等を原料としたエコフィードの増産を支援。
【増産：３千円/トン、分別の実施：６千円/トン、含水率の削減：１千円/トン、国産飼料作物等との

混合：１千円/トン 等】

・食品リサイクルへの関心と理解を深めること
を目的とし、平成21年３月から運用を開始。
・食品残さ等を利用した飼料であって、一定の
基準（食品循環資源利用率、栄養成分等）を
満たすものを「エコフィード」として（一社）日本
科学飼料協会が認証。

エコフィード認証

（46件認証済）
H28.3現在

エコフィード利用畜産物認証

（８件認証済）
H28.3現在

・エコフィードの取組を消費者までつなげるこ
とで、取組に対する社会の認識と理解を深め
ることを目的とし、平成23年５月より開始。
・認証済エコフィードを給与された家畜の畜産
物であって、一定の基準（エコフィードの計画
的給与、販売までのルート特定等）を満たすも
のを「エコフィード利用畜産物」として（公社）中
央畜産会が認証。
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※ ＴＤＮ（Total Digestible Nutrients）：家畜が消化できる養分の総量。カロリーに近い概念。

・ 飼料の自給率向上のため、エコフィード（食品残さ利用飼料）の活用を推進。エコフィードの利用量はこれまで着実に増加。平
成26年度（概算）のエコフィード利用数量は111万TDN㌧であり、とうもろこし約139万㌧に相当。

・ エコフィードの生産・利用拡大の取組等への支援や、「エコフィード認証制度」（平成21年3月）による安全性及び品質の確保、
「エコフィード利用畜産物認証制度」（平成23年5月）による理解醸成等により、更なるエコフィードの生産・利用拡大を推進。

※ （公社）中央畜産会において両制度の総合相談窓口を設置 http://ecofeed.lin.gr.jp/
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（年間輸入数量の約14％）に相当。

とうもろこし約375億円に相当。
（とうもろこしの単価約27千円／㌧として）



１．畜産・酪農の体質強化
●畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業【基金】 610億円

畜産クラスター計画を策定した平場・中山間地域など地域の収益性向上等に必要な機械のリース導入、施設整備、家畜導入等を支援

●畜産クラスターを後押しする草地整備の推進（公共）（農業農村整備事業で実施） 164億円
畜産クラスター計画を策定した地域において、草地・畑地の一体的整備、草地の大区画化、排水不良の改善等の基盤整備を支援

●畜産経営体質強化支援資金融通事業【基金】 20億円
畜産農家の新たな経営展開を支援するため、既往負債の償還負担を軽減する長期・低利（貸付当初５年間は無利子）の一括借換資金を措置（融

資枠70億円）

●加工施設再編等緊急対策事業 46億円の内数
畜産物の生産段階以降のコスト縮減等のため、食肉処理施設の施設統合、乳業工場における製造ラインの転換等を支援

●畜産・酪農生産力強化対策事業【基金】 30億円
酪農経営における性判別精液・受精卵を活用した優良な乳用種後継雌牛の確保及び和牛子牛の生産拡大、和牛繁殖経営における情報通信技

術（ＩＣＴ）等を活用した繁殖性の向上、種豚生産経営における優良な純粋種豚の導入等による生産性の向上等を支援。

●農畜産物輸出拡大施設整備事業 43億円の内数
国産畜産物の輸出促進の取組に必要となる輸出対応型共同利用施設等の整備を支援

●畜産物輸出特別支援事業 10億円
モモ肉・バラ肉等の多様な部位の輸出に向けた実践的調査、牛乳乳製品の冷凍・輸送技術の実証、海外でのプロモーション活動の強化等を支援

●外食産業等と連携した畜産物の需要拡大対策事業 7億円
産地と複数年契約をする外食・中食・加工業者による国産畜産物を活用した新商品の開発のための技術開発等を支援

２．自給飼料の生産拡大
○飼料増産総合対策事業 10（11）億円

コントラクター等の機能の高度化、レンタカウを活用した肉用繁殖牛等の放牧の推進、濃厚飼料原料（イアコーン等）の増産、エコフィードの増産等

の取組を支援

●草地難防除雑草駆除等緊急対策事業 ７億円
難防除雑草の駆除による草地改良や利用率の低下した公共牧場等の荒廃草地を有効活用する取組を支援

○飼料生産型酪農経営支援事業【拡充】 68（66）億円
自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家に対し、飼料作付面積に応じた交付金を交付。また、輸入粗飼料の使用量を削減して飼料作付面

積を拡大した面積に応じて、追加交付金を交付

○草地関連基盤整備（公共）（農業農村整備事業で実施） 48（62）億円
農地集積の加速化、農業の高付加価値化のための大型機械体系に対応した効率的な飼料生産基盤の整備を支援

畜産関連の主な対策について①（平成28年度）
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３．経営安定対策 ＜再掲を除いた合計額＞1,701（1,708）億円

○酪農経営安定のための支援
・加工原料乳生産者補給金 （所要額）306（311）億円（ＡＬＩＣ事業）

補給金単価等（脱ﾊﾞ向け：単価 12.90→12.69円/kg、交付対象数量178→178万㌧、ﾁｰｽﾞ向け：単価 15.53→15.28円/kg、交付対象数量52→52万
㌧）

・加工原料乳生産者経営安定対策事業の継続（ＡＬＩＣ事業）
・国産乳製品供給安定対策事業 3（5）億円
・飼料生産型酪農経営支援事業 ＜再掲＞ 68（66）億円

◇肉用牛繁殖経営安定のための支援
・肉用子牛生産者補給金 （所要額）203（213）億円

保証基準価格等の引上げ（保証基準価格 黒毛和種 33.2万円→33.7万円／頭、乳用種 13.0万円→13.3万円／頭 等）
・肉用牛繁殖経営支援事業 （所要額）169（159）億円

発動基準の引上げ（黒毛 42万円／頭→45万円／頭 等）

◇肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン） （所要額） 869（869）億円
◇養豚経営安定対策事業（豚マルキン） （所要額）100（100）億円

○鶏卵生産者経営安定対策事業 52（52）億円
鶏卵の補塡基準価格等の引上げ（補塡基準価格 188→189円/kg）

○肉用牛肥育経営維持安定緊急対応業務出資金【新規】 3億円

肉用子牛価格の高騰により、経営の維持安定が困難な肉用牛肥育農家に対して、資金の円滑な融通を支援

４．畜産物価格関連対策
◇酪農経営支援総合対策事業 【組替新規】 40億円

・ 乳用子牛の呼吸器病、下痢等の防止による事故率低下や発育向上を図るため、ワクチン接種や乳酸菌製剤給与の取組を支援
・ 乳牛の生産性向上のための粗飼料の広域流通モデルの実証の取組を支援
・ 酪農後継者への初妊牛導入支援、簡易牛舎の整備、暑熱対策、乳用牛の快適性に配慮した畜舎環境の改善等の取組を支援
・ 酪農ヘルパー人材の確保・育成、傷病時等（研修等への参加時を含む）の利用料金を軽減するための互助基金制度等の取組を支援
・ 牛群検定に加入する都府県の酪農家が優良な乳用牛を導入する取組を支援
・ 生乳の集送乳経費を削減するため、流通合理化計画の策定、生乳流通関係機器のリース導入への支援に加え、機器等の整備を拡充 等

◇肉用牛経営安定対策補完事業 34(34)億円
①優良な繁殖雌牛の増頭（８万円／頭（高能力牛は10万円／頭））・導入（４万円／頭（高能力牛は５万円／頭））、簡易牛舎の整備、肉用牛ヘル

パーの取組等、②地方特定品種の生産や離島等における肉用子牛の集出荷等、③肉用子牛等の預託の取組等を支援 等

◇食肉流通改善合理化支援事業 36（37）億円
食肉流通における業務の効率化、経営の安定化、国産食肉の新需要の創出等のための取組を支援

畜産関連の主な対策について②（平成28年度）
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畜産関連の主な対策について③（平成28年度）

◇養豚経営安定対策補完事業【拡充】 2(1)億円
各地域における生産能力向上に必要な純粋種豚の導入への支援に加え、両親の能力が明らかな一代雑種雌豚も対象に追加

◇畜産高度化支援リース事業【拡充】 貸付枠 21(18)億円
畜産経営における家畜排せつ物の利活用の推進及び環境整備、食肉や生乳流通の効率化・合理化に必要な施設等の導入をリース方式で支援

◇畜産特別支援資金融通事業 融資枠（平成25～29年度） 500億円
毎年の負債の償還が困難な経営に対し、長期低利での借換資金を融通するとともに、経営改善指導を行うことにより、経営の安定を支援

◇畜産動産担保融資活用推進事業 0.45（0.46）億円
資金調達の多様化を図るため、動産担保融資（ＡＢＬ）方式による資金調達の活用推進に資する取組を支援

◇国産畜産物安心確保等支援事業 【拡充】 5（5）億円
家畜個体識別システムの円滑な運用確保、家畜疾病発生時における対応、おが粉の代替敷料や堆肥等の広域流通に関する調査、アニマルウェ

ルフェアの認知度向上、海外の流行疾病等に対する情報提供・飼養衛生管理水準の促進の向上を支援

◇畜産経営安定化飼料緊急支援事業【拡充】 0.8（0.3）億円
配合飼料製造業者等が生産者向け配合飼料価格の抑制や支払い期限の延長等に対応する取組への支援に加え、配合飼料工場の再編・合理

化等の計画策定と資金の借入に対する金利支援を追加

５．その他の対策

○強い農業づくり交付金 208（231）億円の内数
国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設の整備や乳業等の再編・合理化の取組等を支援

○産地活性化総合対策事業 20（23）億円
産地の活性化を図るため、「強み」のある産地形成、生産・流通システムの高度化など、生産現場での多様な課題の解決に向けた取組を支援

○農業農村整備事業(公共) 2,962（2,753）億円の内数（農村振興局計上）

農業競争力強化のための農地の大区画化・汎用化、新たな農業水利システムの構築、国土強靱化のための農業水利施設の長寿命化・耐震化対
策、ため池の管理体制の強化等を支援

○農山漁村地域整備交付金(公共) 1,067（1,067）億円の内数（農村振興局計上）

地方の裁量によって実施する農林水産業の基盤整備や農山漁村の防災・減災対策を支援

○米活用畜産物等ブランド化推進事業【新規】 0.35億円
飼料用米を活用した豚肉、鶏肉等のブランド化の取組を支援 40
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○畜産特別資金（大家畜・養豚特別支援資金）

負債の償還が困難な経営に対し、経営指導を行うとともに、長期・低利の借換資金を融通。

・償還期限：【大家畜】・一般：１５年（据置３年）以内

特認・経営継承：２５年（据置５年）以内

【養豚】 ・一般：７年（据置３年）以内

特認・経営継承：１５年以内（据置５年）

・金利： ０．１０％ （平成28年５月25日現在）以内

・融資枠： ５００億円（平成25～29年度）

※養鶏農家が利用できる負債整理資金としては、以下の資金を措置

・農業経営負担軽減支援資金（民間金融機関）

・経営体育成強化資金（公庫資金）

【固定負債対策】

○新スーパーＳ資金
経営改善計画の達成に必要な運転資金を融通。

・対象：認定農業者
・借入方式等：極度借入方式又は証書貸付で利用期間は、原則として計画期間。
・限度額：個人2,000万円、法人8,000万円
・貸付利率：変動金利制（１．５％（平成28年５月25日現在））

○農林漁業セーフティネット資金
不慮の災害や社会的・経済的な環境の変化等により資金繰りに支障を来している場合に運転資

金を融通。
・ 償還期限： １０年以内（据置３年以内）
・ 金利： ０．１０％ （平成28年５月25日現在）
・ 限度額：【一般】600万円【特認】年間経営費等の3/12以内

○家畜疾病経営維持資金
家畜の導入、飼料・営農資材等の購入、雇用労賃の支払い等畜産経営の再開、維持に必要な低

利資金を融通。
【経営再開資金】
・対象： 口蹄疫等の発生に伴う家畜の処分等により経営の停止等の影響を受けた者。
・償還期限：５年（据置２年）
・貸付利率：０．７００％（平成28年５月25日現在）
【経営継続資金】
・対象： 口蹄疫等の発生に伴う家畜及び畜産物の移動制限等により経営継続が困難となった者。
・償還期限：３年（据置１年）
・貸付利率：０．７００％（平成28年５月25日現在）
【経営維持資金】
・対象：鳥インフルエンザの発生により、深刻な経済的影響を受けた者。
・償還期限：３年（据置１年）
・貸付利率：０．７００％（平成28年５月25日現在）
※限度額については、資金メニューごとに設定

【運転資金対策】
○スーパーＬ資金（農業経営基盤強化資金）

家畜の購入・育成費、農業経営用施設・機械等の改良、造成、取得等、経営改善を図るのに

必要な長期運転資金を融通。

・貸付対象： 認定農業者

・償還期限： ２５年以内（据置１０年以内）

・金利： ０．１０（平成28年５月25日現在）

「人・農地プラン」に地域の中心と位置づけられた認定農業者が借り入れる本資金

については貸付当初５年間実質無利子

・限度額： 個人３億円、法人10億円

○農業近代化資金

畜舎、畜産物の生産・加工・流通等に必要な施設整備、家畜の導入・育成に必要な資金を低

利で融通。

・貸付対象： 農業を営む者、農協、農協連合会

・償還期限： 資金使途に応じ７～２０年以内（据置２～７年以内）

・金利： ０．１０％ （平成28年５月25日現在）

・限度額： 農業を営む者 個人１８百万円、法人・団体２億円 農協等１５億円

【負債対策】
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畜産農家が利用できる主な融資制度について

【施設等資金対策】

【償還負担軽減対策】
○畜産経営体質強化支援資金

意欲ある畜産農家の経営改善を支援するため、既往負債の償還負担を軽減する長期・低利（当初
５年間は無利子）の一括借換資金を融通。

・貸付対象： 畜産クラスター計画における中心的な経営体又は 認定農業者のうち、酪農、肉用牛
又は養豚

経営を営む者

・償還期限： 【酪農及び肉用牛】 ２５年以内（据置５年以内）

【養豚】１５年以内（据置５年以内）

・金利： ０．１５％（平成28年５月25日現在）

・融資枠： ７０億円



畜産・酪農の生産力強化

畜産・酪農の競争力の強化

畜産・酪農の収益力強化

 収益力強化や生産基盤の維持・拡大のため、高収益畜産への転換、生産性向上、畜産環境問題へ
の対策を進めることにより、畜産・酪農の体質強化を図る。

② 自給飼料の生産拡大

国産畜産物の需要拡大

○畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業【基金】 （TPP・27補正）６１０億円
（26補正：２０３、27当初：７６）

畜産クラスター計画を策定した平場・中山間地域など地域の収益性向上等に必要な
機械のリース導入、施設整備、家畜導入等を支援

○畜産クラスターを後押しする草地整備の推進 <公共>(農業農村整備事業で実施)
（TPP・27補正）１６４億円

畜産クラスター計画を策定した地域において、地域ぐるみの効率的な飼料生産を一
層推進するため、草地・畑地の一体的整備、草地の大区画化等の基盤整備を支援

○畜産経営体質強化支援資金融通事業【基金】 （TPP・27補正） ２０億円
意欲ある畜産農家の既往負債を長期・低利の資金に一括借換するための新たな資金

を創設（融資枠70億円）
○加工施設再編等緊急対策事業 （TPP・27補正） ４６億円の内数

畜産物の生産段階以降のコスト縮減等のため、食肉処理施設の施設統合、乳業工場
における製造ラインの転換等を支援

○畜産・酪農生産力強化対策事業【基金】 （TPP・27補正） ３０億円（26補正 ２０）
和牛受精卵・性判別精液の活用、優良な純粋種豚・精液の導入等を支援

○和牛・生乳の生産拡大を支える研究開発 ２億円（27当初：３）
分娩後の繁殖機能の早期回復、受胎率向上等のための研究開発を推進 ○加工原料乳生産者補給金

○国産乳製品供給安定対策事業
○飼料生産型酪農経営支援事業〈再掲〉
○肉用子牛生産者補給金
○肉用牛繁殖経営支援事業
○肉用牛肥育経営安定特別対策事業
○養豚経営安定対策事業
○鶏卵生産者経営安定対策事業

○飼料増産総合対策事業 １０億円（27当初：１１）
コントラクター等の機能の高度化、レンタカウを活用した肉用繁殖牛等の放牧の推

進、濃厚飼料原料（イアコーン等）の増産、エコフィードの増産等を支援
○草地難防除雑草駆除等緊急対策事業 （TPP・27補正） ７億円（26補正：２０）

自給飼料の生産拡大の障害となっている難防除雑草の駆除による草地改良等を支援
○飼料生産型酪農経営支援事業 ６８億円（27当初：６６）

環境負荷軽減に取り組みつつ、飼料の二期作・二毛作等を行う酪農家や、輸入粗飼
料の使用量を削減して飼料作付面積を拡大する酪農家を支援

○畜産クラスターを後押しする草地整備の推進<公共>(農業農村整備事業で実施) 
（TPP・27補正）１６４億円(再掲)

○草地関連基盤整備<公共>(農業農村整備事業で実施)４８億円(26補正：10、27当初：62) 
農地集積の加速化、農業の高付加価値化のための大型機械体系に対応した効率的な

飼料生産基盤の整備を支援

農家戸数、飼養頭数の減少、生産基盤の強化が課題となる中、ＴＰＰ大筋合意を踏まえて策定した「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」等を踏ま
え、①収益力強化や生産基盤の維持・拡大、②輸入飼料依存から脱却するための自給飼料の生産拡大、③経営安定のためのセーフティ
ネットの３つの柱を重点的に実施。

○農畜産物輸出拡大施設整備事業 （TPP・27補正） ４３億円の内数
国産畜産物の輸出促進の取組に必要となる輸出対応型共同利用施設等の整備を支援

○畜産物輸出特別支援事業 （TPP・27補正） １０億円（26補正：３）
モモ肉・バラ肉等の輸出体制の整備など、畜産物の輸出の取組を支援

○外食産業等と連携した畜産物の需要拡大対策事業（TPP・27補正）７億円（26補正：７）
産地と複数年契約をする外食・中食・加工業者による国産畜産物を活用した

新商品の開発のための技術開発等を支援
○米活用畜産物等ブランド化推進事業【新規】 0.35億円

飼料用米を活用した豚肉、鶏卵等のブランド化の取組を支援

① 畜産・酪農の体質強化

 輸入飼料依存から脱却するため、生産性向上のための草地改良、飼料生産組織の機能の高度化、濃厚
飼料原料の増産、エコフィードの増産等により、国産飼料に立脚した畜産への転換を図る。

③ 畜産・酪農経営安定対策の実施

２，３６８億円（26補正：271億円、 27当初：2,097億円）

※ 総額には、上記のほか、多様な畜産・酪農推進事業など計２９億円が含まれる。

2,743億円（27補正：880億円、28当初1,863億円）

 畜種ごとの特性に応じて畜産・酪農経営の安定を支援し、意欲ある生産者が経営の継続・発展に取り組
める環境を整備。

（所要額） ３０６（３１１）億円
３（５）億円

６８（６６）億円
（所要額） ２０３（２１３）億円
（所要額） １６９（１５９）億円
（所要額） ８６９（８６９）億円
（所要額） １００（１００）億円

５２（５２）億円

＜再掲を除いた合計額＞１,７０１億円（１,７０８）億円

◎肉用牛肥育経営維持安定緊急対応業務出資金【新規】 ３億円
肉用子牛価格の高騰により、経営の維持安定が困難な肉用牛肥育農家に対して、

資金の円滑な融通を支援

＋375億円
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