
飲用需要変動対応緊急支援事業（組替新規）

１ 事業の目的

21年３月からの乳価引き上げに伴う牛乳の値上げにより消費が減少した場合、乳価が

相対的に低い加工向けの生乳が地域的に偏って増加するおそれがある。

このため、牛乳の消費減に伴うプール乳価の低下による影響を最大限緩和し、酪農家

が安心して経営に取組むことができるようなセーフティーネットを構築する。

２ 事業の内容

生産者団体が四半期単位で実施する、牛乳の値上げによる消費減に伴い飲用牛乳向け

が減少（その他向けの用途が増加）した指定生乳生産者団体に対する「とも補償」を支

援する。

○補てん金 平均減少率を超える減少分 30円/kg

平均減少率以内の減少分 20円/kg以内

○拠出金額 生産者団体 飲用牛乳向け１kg当たり23銭

助成金 飲用牛乳向け１kg当たり69銭

＊飲用牛乳向けが減少しその他の用途向けが増加

値上げがない場合
20円/kg以内

値上げにより減少
30円/kg円

飲用牛乳
向け

指定団体Ａ 指定団体Ｂ

３ 事業実施主体

（社）中央酪農会議

４ 所要額（補助率）

２８億円（３/４、１/２、定額）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代表 03-3502-8111 内線 4933

担当者：渡辺、袋、塚本
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生乳不需要期支援緊急対策事業（新規）

１ 事業の目的

依然として高水準にある配合飼料価格の酪農経営への影響を緩和し、生乳の安

定的な生産体制を確保することが緊急の課題である。特に、飲用仕向けの多い都

府県においては、生乳の季節的な需給変動に応じた生乳生産が重要となっている。

このため、生産者による不需要期の供給抑制に資する取組に対し補助し、もっ

て、不需要期における乳価下落の影響を緩和する補完的セーフティネットを確保

する。

２ 事業の内容

都府県の酪農生産者が、生産者団体が行う牛乳等の消費拡大のための取組に参

画し、かつ、早期乾乳等の取組を行う場合に、「不需要期支援交付金（経産牛１

頭当たり２，４００円）」を交付する。

３ 事業実施主体 （社）中央酪農会議

４ 所要額（補助率） １２億円（定額）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代表 03-3502-8111 内線 4933

担当者：渡辺、袋、塚本
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生乳需要構造改革事業

１ 事業の目的

国際化の進展を踏まえ、我が国酪農・乳業の健全な発展を図っていくためには、輸入

品との一定の競争力を有するチーズや、鮮度が重視される液状乳製品及び発酵乳に仕向

けられる生乳の供給を拡大していくことが課題である。

このため、指定生乳生産者団体による、これらの乳製品に仕向けられる生乳の供給拡

大を支援すること等により、国産生乳の需要構造の改革を推進し、もって、我が国酪農

乳業の健全な発展に資する。

２ 事業の内容

指定生乳生産者団体が、チーズ、液状乳製品及び発酵乳向け生乳を、基準となる数量

を上回って供給した場合に奨励金（新規拡大分12円/kg、増加実績分10円/kg）を交付す

る。

３ 事業実施主体

指定生乳生産者団体、（社）中央酪農会議

４ 所要額（補助率）

８６億円（定額、１/２以内）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代表 03-3502-8111 内線 4933

担当者：渡辺、鎌田、藤谷
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広域指定団体新規需要開発等支援事業

１ 事業の目的

需要が減少している飲用牛乳向けの生乳供給が中心の都府県における需給改善を図る

ため、全国連による新たな脱脂乳の需要の開発を支援する。

２ 事業の内容

（１）全国連が新たな脱脂乳の需要を開発し、当該需要向けの生乳を供給する場合に奨励

金（１０円/kg）を交付する。

（２）全国連が脱脂乳を新たに供給するために必要な施設を乳業工場に整備する場合に助

成する。

３ 事業実施主体

（社）中央酪農会議、全国農業協同組合連合会、全国酪農業協同組合連合会 等

４ 所要額（補助率）

４億円（定額、１／２以内）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代表 03-3502-8111 内線 4933

担当者：渡辺、鎌田
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生乳生産管理向上特別対策事業（新規）

１ 事業の目的

食の安全に対する関心が高まる中、生乳生産段階における生産管理の更なる徹底が求

められている。

このため、酪農家における生乳の安全確保の取組（生産履歴の記録・記帳等）を推進

するとともに、消費者への安全な牛乳乳製品の供給の重要性に対する意識の醸成を図る。

２ 事業の内容

酪農家における生乳の生産管理の実施状況等に関する調査等を行う指定生乳生産者団

体に対し、その指定生乳生産者団体の加工原料乳向け生乳出荷の実績に応じて交付金

（0.15円/kg）を交付する。

３ 事業実施主体

指定生乳生産者団体

４ 所要額（補助率）

３億円（定額）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代 表：03-3502-8111 内線 4933

担当者：渡辺、塚本、藤谷

-5-



酪農生産基盤強化緊急対策事業（新規）

１ 事業の目的
我が国酪農の国際競争力を強化し、国民に高品質な牛乳乳製品を安定的に供給してい

くためには、乳量、乳質に優れた生涯生産性の高い優良種畜を高度に利用することによ
り酪農経営における牛群の遺伝的能力を向上することと併せて、乳用牛の個体管理を強
化し、遺伝的能力を十分に発揮させる飼養管理技術の向上を図ることが大きな課題とな
っている。
このため、受精卵等の優良遺伝資源の導入や種雄牛能力評価の向上、乳用牛雌性判別

精液の生産拡大を通じて乳用牛群全体の能力を向上させるとともに、飼養管理情報に基
づく技術指導及び先進的飼養管理技術の実証展示を行うことにより、我が国酪農の生産
基盤強化を緊急に図るものとする。

２ 事業の内容
（１）乳用牛群能力向上対策

① 優良遺伝資源活用対策
乳用牛群の効率的な遺伝的能力向上に向けた、優良な受精卵､性判別受精卵の導

入及び供卵牛の借り上げ
・優良受精卵の導入 ５０千円／個
・性判別受精卵の導入 １５千円／個
・供卵牛の借り上げ ７５千円／頭

② 種雄牛生涯生産性評価強化対策
生涯生産性との関連が深い体型の遺伝的改良を図るため、種雄牛評価に資する体

型形質データの収集・分析
③ 性判別精液生産拡大対策

安定的に優良な後継牛を確保し、収益性の高い酪農経営を図るため、性判別精液
の生産拡大のための機器等の導入及び性判別精液の利活用状況や受胎率等の調査

（２）飼養管理技術高度化対策
① 飼養管理情報に基づく技術指導
ア 飼料給与量や繁殖状況など飼養管理技術の改善に取り組む際に必要な情報収集

及び指導
イ 育成及び乾乳期の適切な飼料給与の分析
ウ 技術指導員の研修の実施
エ 飼養管理技術指導に必要な乳量・乳質検査機材の導入

② 先進的飼養管理技術の実証展示
生産性や品質の向上に資する先進的飼養管理技術に関する情報収集及び生産現場

での実証展示

３ 事業実施主体
（社）家畜改良事業団、（社）ジェネティクス北海道、（社）畜産技術協会

４ 所要額（補助率）
１０億円（定額、１／２以内）

担当課：生産局畜産部畜産振興課
代表 03-3502-8111 内線 4923
担当者：葛谷、真崎
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酪農飼料基盤拡大推進事業（拡充）

１ 事業の目的
近年、規模拡大が進展している酪農経営においては、個々の経営体が「畜産

環境問題に適切に対応し得る飼料基盤」を有し、さらに環境保全、飼料自給率
の向上に資する取組みを行うことにより、自然循環機能の維持増進を図る持続
性の高い環境調和型の酪農生産構造を確立する必要がある。

このため、飼料基盤に立脚した環境調和型の酪農経営を実施している生産者
を支援する。

２ 事業の内容
環境と調和した酪農経営の確立に資するため、経産牛１頭当たりの飼料作付

面積が基準面積（北海道40a／頭、都府県10a／頭）以上であり、環境保全、飼
料自給率の向上に資する取組みを実践している生産者に対し、飼料作物作付面
積に応じた奨励金を交付する。

（１）環境保全、飼料自給率の向上に資する取組みを実施する酪農経営への支援
（下記の取組みのうち、いずれか一つ）

・ﾃﾞﾝﾄｺｰﾝ・ｿﾙｶﾞﾑの作付かつｽﾗﾘｰの土中施用の実施
・不耕起栽培の実施かつｽﾗﾘｰの土中施用の実施
・無化学肥料栽培の実施
・無農薬栽培の実施
・緩衝帯の設置による環境保全
・その他都道府県知事が特別に認める取組みの実施
＠７，５００円／ha

（２）（１）の取組みに加え、飼養管理の変更による一層の環境負荷軽減、飼料
自給率向上に取り組む酪農経営への支援

（下記の取組みのうち、いずれか一つ）
・濃厚飼料給与量の低減
・経産牛飼養頭数の削減
・放牧の実施
・ＴＭＲ（完全混合飼料）給与の実施
・自動給餌機を利用した国産粗飼料の給与の実施
＠８，０００円／ha

（３）（１）の取組みに加え、飼料作付面積を前年度に比べ５％以上拡大する酪
農経営（前年度事業参加者に限る）への支援
＠３，０００円／ha

３ 事業実施主体
指定生乳生産者団体等、（社）中央酪農会議

４ 所要額（補助率）
６４億円（定額）

担当課：生産局畜産部畜産企画課
代表 03-3502-8111 内線 4890
担当者：武田、星
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酪農ヘルパー利用拡大推進事業

１ 事業の目的

酪農ヘルパーの利用拡大を総合的に推進することにより、ゆとりある生産性の高

い酪農経営の実現を図るとともに、新規就農及び円滑な経営継承を促進し、もって

我が国酪農の安定的発展に資する。

２ 事業の内容

（１）利用拡大補助金の交付

酪農家に対する、利用日数の増加に応じた補助金交付等を行う。

（２）ヘルパー要員の確保・養成

ヘルパー就業希望者の募集、相談活動等を行うとともに、ヘルパー要員の養成

研修を開催する。

（３）傷病時のヘルパー利用の円滑化

傷病時のヘルパー利用料金を軽減する互助制度を実施する利用組合に対して、

互助組織の広域化や利用組合の統合等の互助制度の普及・定着化に取組んだ場合

に、軽減に要した費用の一部を助成する。

（４）新規就農・経営継承推進

新規就農希望者及び経営移譲希望者等の情報収集等を行い、新規就農及び円滑

な経営継承を推進する。

３ 事業実施主体 (社)酪農ヘルパー全国協会

４ 所要額（補助率） ４億円（定額）

担当課：生産局畜産部畜産企画課

代表 03-3502-8111 内線 4890

担当者：松本、桒原
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広域生乳流通体制確立事業

１ 事業の目的

生乳の流通コストの低減と的確な需給調整等を推進するため、広域的な生乳流通体

制の確立を図り、もって我が国酪農の安定的な発展に資する。

２ 事業の内容

（１）中央段階

① 統一的な乳量測定及びサンプル採取方法の検討、マニュアルの作成、指導者研修

会の開催等

② 国際化の進展等を踏まえた生産構造の研究

（２）地方段階

① 統一的な乳量測定及びサンプル採取方法の普及・定着のための研修会の開催、乳

価テーブルの検討等

② 統一的な乳量計及びサンプラーのミルクタンクローリーへの設置

３ 事業実施主体

（社）中央酪農会議

４ 所要額（補助率）

２億円（定額、１／２以内、１／３以内）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代 表：03-3502-8111 内線 4933

担当者：渡辺、山路、鎌田
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牛乳乳製品消費拡大特別事業（組替）

１ 事業の目的

飲用牛乳が減少していることを踏まえ、牛乳・乳製品の消費拡大対策を総合的に推進

し、もって我が国の酪農・乳業の発展に資する。

２ 事業の内容

（１）牛乳・乳製品に対する理解醸成推進

牛乳・乳製品の生産者、流通業者、消費者の間で認識を共有するための推進会議等

の開催及び広報啓発活動に対する支援を行う。

（２）機能性の調査及び普及啓発等

牛乳・乳製品の機能性・有用性等に関する調査・研究、学術論文の収集・整理、セ

ミナー等の開催及びセミナー等への指導員の派遣に対する支援を行う。

（３）需給実態の調査及び開発促進等

牛乳・乳製品の需要動向等に関する調査、消費者ニーズの把握、新商品の開発促進

等に対する支援を行う。

（４）酪農理解醸成活動推進

我が国酪農への理解を醸成するため、推進主体となる酪農家の育成及び活動実施牧

場の指導、自家製牛乳・乳製品の製造のための技術研鑚等に対する支援を行う。

（５）国産牛乳・乳製品価値向上対策

製造・流通段階における品質管理の高度化、牛乳・乳製品を利用した料理講習会の

開催、牛乳販売店が行う普及啓発活動の支援を行う。

（６）牛乳・乳製品の需要開拓促進

牛乳・乳製品における新規需要の調査・検討、地域の独創的な商品の普及等に対す

る支援を行う。

３ 事業実施主体

（社）日本酪農乳業協会、（社）中央酪農会議、（社）全国農協乳業協会 等

４ 所要額（補助率）

８億円（定額、１／２以内）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代表 03-3502-8111（内線 4931）担当：俵積田、菅原

(理解醸成活動実施牧場：渡辺、藤谷、袋(内線 4933））
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乳業再編整備等対策事業（拡充）

１ 事業の目的

国際化の進展や中小乳業メーカーの現状等を踏まえた乳業工場の再編合理化や、生乳

の集送乳の拠点となる貯乳施設の集約化等を支援し、もって我が国酪農・乳業の安定的

発展に資する。

２ 事業の内容

（１）効率的乳業工場整備対策

牛乳乳製品製造の合理化のため、県内及び広域の複数の乳業者が連携して行う乳業

工場の新増設に要する経費を助成。

（２）廃止工場対策

製造を集約して合理化を図るため、乳業工場の廃業等に要する経費を助成。

（３）共同配送施設整備対策

牛乳・乳製品の流通の合理化・効率化を推進するため、共同配送施設の整備に要す

る経費を助成。

（４）集送乳合理化等推進整備

余剰生乳の一時的な需給調整を行うための余剰生乳処理機能を有する拠点施設及び

指定団体が実施する集送乳合理化のための大規模な貯乳施設及び大型ローリー車の整

備等に要する経費を助成（広域的な再編統合の場合の貯乳設備等の整備に対する補助

率は１／２以内）。

（５）再編整備推進対策

（１）～（４）の対策を具体的に推進するため、中央団体等が行う全国会議等の経

費を助成。

３ 事業実施主体

農業協同組合、農業協同組合連合会、事業協同組合、（社）日本乳業協会 等

４ 所要額（補助率）

４６億円（定額、１／２以内、１／３以内、１／４以内、１／５以内）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代 表：03-3502-8111 内線 4931

担当者：俵積田、松田、小西

(集送乳合理化等推進整備：渡辺、鎌田、藤谷(内線4933))
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加工原料乳生産者経営安定対策事業

１ 事業の目的
加工原料乳価格が需給変動等により低落した場合に、生産者の拠出と国の助成金とに

よる生産者積立金によりその一定部分を補てんし、加工原料乳生産者補給金制度と一体
となって、酪農経営の安定を図り、もって生乳の再生産の確保及び牛乳乳製品の安定供
給に資する。

２ 事業の内容
(１)経営安定対策の推進

事業の普及啓発、生産者積立金の徴収・管理、補てん金の交付等の業務を実施する
に当たり必要な経費を助成する。

(２)経営安定対策基金の造成
加工原料乳価格が補てん基準価格（過去３年間の平均取引価格）を下回った場合に、

加工原料乳の生産者に補てん金（価格低落の８割）を交付する。

３ 事業実施主体
指定生乳生産者団体等

４ 基金規模
６０億円（定額、３／４以内、１／２以内）

（参考）
加工原料乳生産者経営安定対策の具体的な仕組み
① 運用単位：全国一本
② 業務対象年間：３年
③ 補てん基準価格：全国の過去３年間の平均取引価格
④ 補てん割合：８割

（加工原料乳生産者経営安定対策事業）

補てん基準価格

過去３年間の平均取引価格
※ 平成２１年度は平成１８年度～平成

取 ２０年度の平均取引価格の平均価格

引

価

格 ※ 加工原料乳価格の変動に伴
う影響緩和措置
(生産者の拠出と国の助成)

A年度 Ａ+1年度 Ａ+2年度 Ａ+3年度

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課
代 表：03-3502-8111 内線4933
担当者：渡辺、塚本、袋
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指定生乳生産者団体補給交付金

１ 事業の目的

生乳の再生産の確保と需給の安定を図るため、取引条件が不利な加工原料乳を対象と

した生産者補給金の交付を行う。

２ 事業の内容

指定生乳生産者団体に対し補給金を交付するために必要な経費を交付する。

・補給金単価：１１．８５円/㎏

・対象数量（限度数量）：１,９５０千トン

３ 事業実施主体

指定生乳生産者団体

４ 所要額

２３１億円（定額）

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課

代表 03-3502-8111 内線 4933

担当者：渡辺、塚本、袋
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