27年度 高収益型畜産体制構築事業のうち実証支援事業における公募結果について

都道府県名

補助事業実施主体

事業内容

補助金額

(千円)

天塩町営農対策協議会

良質粗飼料の生産性向上により、生乳生産
量の増加と購入飼料費の低減を図るとともに
牛群管理・評価システムの導入により、繁殖
成績・飼養管理を改善し乳量増加による収益
性向上を図る取組

2,380

滝上町農業振興推進協議会

草地の植生改善手法を地域に普及さ
せ、良質粗飼料の自給率向上による酪農
経営の収益性改善を図る取組

2,321

豊富町畜産クラスター協議会

泥炭地における草地生産性を改善する
ことにより、自給飼料の品質・収量を向
上させ、乳量増加による収益性向上を図
る取組

1,025

4 北海道

興部町畜産振興協議会

重粘土壌に特化した草地更新・維持管
理技術と費用対効果を検証し、良質粗飼
料の品質・収量を向上させ、乳量増加と
購入飼料費低減により収益性の向上を図
る取組

1,090

5 北海道

飼料用米破砕玄米および飼料用米サイ
レージの嗜好性と生産性を実証し、圧ぺ
苫前町「らくのう」対策協議会
んとうもろこしとの置換えによる飼料コ
ストの低減による収益性向上を図る取組

1,204

6 北海道

美幌豚肉クラスター協議会

食品残渣を利用した自家配合飼料の導
入による生産コストの低減とリキッド
フィード給餌による食味・肉質向上を図
り収益力向上を目指す取組

2,400

7 北海道

植生改善を目的とする実証圃場を設置
紋別市農畜産業振興クラスター協議会
し良質粗飼料の確保による生乳生産拡大
により収益性向上を図る取組

1,706

8 北海道

デントコーン施肥改善、同伴作物栽培
効果、新規作物栽培の実証により、良質
西興部村畜産クラスター協議会
自給飼料確保による購入飼料費低減と生
乳生産量増加を図る取組

1,817

9 北海道

枝幸町畜産クラスター協議会

低カルシウム血症牛の調査と給餌サイ
レージの成分分析により発症傾向の把握
と対策を検証し、生乳生産量の増加を図
る取組

700

10 北海道

幌延町畜産クラスター協議会

経年放牧地へのペレニアルライグラス
追播による植生改善を実証、普及し、高
栄養価飼料の給餌により乳量増加を図る
取組

562

11 北海道

稚内市畜産クラスター協議会

雑草繁茂草地の牧草追播試験及び簡易
更新法を実証し、地域に普及させること
により自力更新草地の増加を図る取組

700

12 岩手県

地域で発生する家畜排せつ物のエネル
岩手県北畜産バイオファーム推
ギー利用及び価値向上等により、収益向
進協議会
上を図る取組

1 北海道

2 北海道

3 北海道

2,236

都道府県名

補助事業実施主体

事業内容

補助金額

(千円)

13 宮城県

地域資源(籾殻）を活用した畜舎環境の
臭気抑制や良質堆肥の利用拡大による粗
蔵王３６畜産クラスター協議会
飼料増産により、飼料コストの低減等収
益向上を図る取組

2,236

14 宮城県

耕作放棄地等を活用した高栄養飼料
加美よつば畜産クラスター協議 （高消化性スーダン型ソルガム）の生
会
産・利用により、飼料自給率の向上、コ
スト低減を図る取組

1,934

15 秋田県

比内地鶏での飼料用米の活用促進と外
秋田県比内地鶏ブランド認証推 国人観光客等の新たな販路拡大により、
進協議会
飼料費の低減及び出荷量の拡大を図る取
組

2,400

16 山形県

米沢地域共存型養豚協議会

地域の養豚経営における悪臭発生のメ
カニズムを解明し、地域と共存可能な養
豚経営を実現することにより、出荷頭数
の増加を図る取組

1,704

17 山形県

山形県楽農推進協議会

地域未利用資源等を活用した低コスト
飼料の給与及び省力化機械の利用によ
り、飼料費低減や飼養管理の省力化を図
る取組

2,222

18 栃木県

地域資源（食品粕等）を活用した発酵
ＴMR飼料の製造により飼料コストの低減
栃酪生産基盤対策クラスター協
を図るとともに、新規就農希望者等の支
議会
援体制を構築することにより収益性の向
上を図る取組

2,376

19 群馬県

地域資源（桑の葉)を活用した上州地鶏
の生産性向上及び地域イメージ(絹遺産
群馬県地鶏生産普及促進協議会 群）を取り入れた高付加価値化による生
産及び消費拡大により収益力の向上を図
る取組

937

20 群馬県

まえばし産牛肉の美味しさの基準を策
定するため、飼養管理技術や供与飼料に
まえばし畜産物ブランド推進協
よる発育、肉質や脂質、食味等への影響
議会
を検討し、高付加価値化による収益力の
向上を図る取組

1,962

21 千葉県

耕畜連携による稲WCS、SGSの生産・利
野田市畜産クラスター推進協議 用の強化による飼料コストの低減及び飼
会
料用米の生産拡大により、地域の収益力
の向上を図る取組

2,236

22 千葉県

うまい千葉の豚肉生産協議会

飼料用米を給与した豚肉の栄養成分分
析により給与体系等を検討し、高付加価
値化することにより収益力の向上を図る
取組

996

23 神奈川県 かながわ銘柄豚肉推進協議会

飼料用米を給与した豚肉の理化学分析
を行い銘柄認定基準を検討し、高付加価
値化することにより収益力の向上を図る
取組

1,215

24 山梨県

地域の空き牛舎を活用した就農促進及
甲州牛生産推進クラスター協議 び県内産肥育素牛の確保に向けた取組を
会
実証することにより、甲州牛の生産基盤
の維持・強化、収益力の向上を図る取組

2,199

25 長野県

豚肉のロース芯筋内脂肪及びオレイン
酸測定値と食味との関連を検討し、県独
自のおいしい豚肉基準を策定することに
より収益力の向上を図る取組

1,546

信州おいしい豚肉生産協議会

補助事業実施主体

都道府県名

事業内容
りんご粕等のエコフィードや飼料用米
等の地域資源を活用した発酵ＴＭＲ飼料
の製造及び給与体系を検討し、飼料コス
トの低減による収益力の向上を図る取組

26 長野県

南信飼料用米利用普及協議会

27 新潟県

乳用牛を活用した受精卵移植による高
和牛の島”佐渡”戦略推進協議会
能力和子牛生産の拡大により、収益性の
向上を図る取組

28 新潟県

新潟県酪農クラスター協議会

29 新潟県

トウカマチ

補助金額

(千円)

2,236

651

乳用牛への飼料用米給与実証試験及び
飼料用米活用の推進により、飼料コスト
の低減を図る取組

2,087

十日町妻有ポーク振興協議会

農場の飼養・衛生管理データの活用に
よる生産性向上により、収益性の向上を
図る取組

731

30 石川県

石川県受精卵増産推進協議会

資質に優れた和牛体外受精卵の供給体
制の整備により、収益性の向上を図る取
組

2,266

31 石川県

石川県稲WCS・飼料用米生産利 稲WCS及び飼料用米の生産・利用体制の実
用推進協議会
証により、飼料コストの低減を図る取組

32 福井県

美浜町畜産経営検討協議会

肉用繁殖雌牛の放牧による耕作放棄地
の復田及び景観改善とともに、飼料コス
トの低減を図る取組

950

33 愛知県

空き牛舎有効活用推進協議会

新たな担い手が空き牛舎を有効活用す
ることにより、酪農経営に参画するため
の就農支援体制を構築する取組

1,694

34 愛知県

愛知東畜産クラスター協議会

受精卵移植や計画交配により地域ブラ
ンド牛｢鳳来牛｣を増産するとともに、新
メニューの考案等を通じ、多様な販売方
法を構築し、地域の収益性の向上を図る
取組

2,235

35 大阪府

地域特産ワインの搾汁粕のエコフィー
大阪府未利用資源活用養鶏協議 ド化、鶏への給与実証を進め、新たなブ
会
ランド卵を創出することにより、収益性
向上を図る取組

2,398

36 奈良県

大和肉鶏品質向上協議会

飼料用米の活用、出荷日齢の短縮化等
による生産コストの低減、肉質の向上効
果を検証し、収益性の向上とブランド力
の強化を図る取組

916

丹但まるごと安心畜産協議会

地域産の飼料作物、食品製造副産物等
を活用した混合飼料の開発、安定供給体
制の確立により、酪農、肉用牛の低コス
ト生産等を図る取組

1,865

地域における飼料作物の生産・利用の
全国和牛能力共進会和歌山県出
38 和歌山県
拡大、短期肥育技術の確立・普及等によ
品推進協議会
り、熊野牛生産の収益性向上を図る取組

1,623

生産・流通・販売が一体となり、流
しまね和牛肉ブランド確立推進 通、小売のニーズを踏まえた「しまね和
協議会
牛肉」のブランド化戦略を推進する事に
より、収益性向上を図る取組

1,480

37 兵庫県

39 島根県

ツマ リ

2,087

都道府県名

40 島根県

補助事業実施主体

事業内容

養鶏農家と耕種農家及び関係団体が連
島根県養鶏クラスター推進協議 携をはかり、島根県独自ブランド「こめ
会
たまご」を確立し、関係者一体となって
収益向上を図る取組

補助金額

(千円)

579

農家段階での自家採精人工授精を推進
することにより、種豚飼養コスト低減を
図る取組

1,644

CSにおいて、新たなワクチンプログラ
JAからつキャトルステーション ムを導入し事故率を低減することによ
42 佐賀県
利用検討委員会
り、施設利用農家の収益性向上を図る取
組

1,304

高齢化等担い手不足が深刻な当地域に
ながさき県北畜産クラスター協 おいて、新規就農者を確保し、生産基盤
43 長崎県
議会
を維持することにより、地域の収益性の
向上を図る取組。

373

熊本県の地鶏である「天草大王」のＰ
くまもとの地鶏「天草大王」生 Ｒの好材料となる「おいしさの指標」づ
44 熊本県
産・販路拡大推進協議会
くりを行うことにより、販路拡大を図る
取組

2,275

41 福岡県 八女養豚クラスター研究会

45 大分県 中津市畜産クラスター協議会

域内で調達可能な飼料米をSGS（ソフト
グレインサイレージ）として活用し、自
給飼料の増産・利用拡大をすることによ
り、生産コストの低減を図る取組

745

水田基盤に恵まれた本地域で、稲作農
えびのエコフィード利用・増産 家等との連携を図り、飼料米の生産・利
46 宮崎県
推進協議会
用拡大を推進することにより、生産コス
トの低減を図る取組

1,000

放牧地を飼料畑に転換し、自給飼料の
安定確保体制を構築することにより、生
産コストの低減を図る取組

2,400

47 鹿児島県 三島村畜産クラスター協議会

