
 
 
 

経営所得安定対策により、米、麦、大豆等の作物を生産される農家の皆さん
の経営安定を支援します。                  ＜経営所得安定対策＞ 

  
  

最寄りの地域農業再生協議会、地方農政局 
（無料相談 TEL：0120-38-3786） 
農林水産省担当課：政策統括官付総務・経営安定対策参事官付経営安定対策室
（TEL：03-3502-5601） 

支援内容 

対象となる方 認定農業者、集落営農、認定新規就農者 
（いずれも規模要件はありません） 

補助・ 
交付金 

33 

お問い合わせ先 

加入申請期間：平成28年４月１日～６月３０日 
（P35まで同様の加入申請期間です。） 

（１）対象作物 
  麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、  
  そば、なたね 
 

（２）交付単価 
  ① 数量払 
   全算入生産費をベースに算定した「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」との差額 
  分を単位重量当たりの単価で直接交付します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
    注１：面積払（営農継続支払）を受けた方は、その交付額を控除して支払 
    注２：実際の交付単価は、品質に応じて増減 
    注３：小麦については、パン・中華麺用品種を作付けた場合は、数量払に2,550円/60kgを加算 
    注４：そばについては、27年産から規格外品を支援の対象から除外 
 

  ② 面積払（営農継続支払） 
    農地を農地として保全し、営農を継続するために必要最低限の経費が賄える水準を 
  「面積払（営農継続支払）」として、当年産の作付面積に応じて10ａ当たりの単価で 
  直接交付します。 
 
 
 
 

 

 諸外国との生産条件の格差による不利がある畑作物（麦、大豆、てん菜、で
ん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね）を生産する農業者に対して、経営安定
のための交付金を直接交付します。 

諸外国との生産条件の格差による不利により、コスト割れが発生している麦、大
豆等の生産に対する交付金を交付します。 
                            ＜畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）＞ 

対象作物 　平均交付単価

小麦【水田・畑地】 6,320円/60㎏
二条大麦【水田・畑地】 5,130円/50㎏
六条大麦【水田・畑地】 5,490円/50㎏
はだか麦【水田・畑地】 7,380円/60㎏
大豆【水田・畑地】 11,660円/60㎏

対象作物 　平均交付単価

てん菜 7,260円/㌧
でん粉原料用ばれいしょ 12,840円/㌧

そば【水田・畑地】 13,030円/45㎏
なたね【水田・畑地】 9,640円/60㎏

2.0万円 ／ 10a （そばは１．３万円） 

個人 法人 集落
営農 

米、麦、大豆などを安定的に生産したい 26 

安定した農産物の生産 



 
 
 

  
  

支援内容 

対象となる方 認定農業者、集落営農、認定新規就農者 
（いずれも規模要件はありません） 
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お問い合わせ先 

 
 

米、麦、大豆等の販売収入の減少に対する補てん金を交付します。 

      ＜米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）＞ 

（１）対象作物 
    米、麦（小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦）、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれい 
  しょ   

（２）補てん額 
    当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を、国から 
  の交付金と農業者が積み立てた積立金で補てんします。国からの交付金は、農業者が積み 
  立てた積立金の３倍が上限です。補てん金の支払時期は、翌年の５中旬～６月頃になります。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

都道府県等ごとに算定 

 
 
 

10a当たり 
標準的 
収入 

 
 
当年産 
収入 

最近５年 
のうち、 
最高・最 
低を除く 
３年の平 
均収入 

農業者１：国３の
割合で補てん 

農業者 
   【１】 

 国 
 【３】 

品目ごと
の収入差
額を合算 

補てん金 
 
 収入減 
 の９割 

米の 
差額 

麦の 
差額 

大豆の 
差額 

・・・ 

米の 
生産 
面積 

麦の 
生産 
面積 

大豆の 
生産 
面積 

・・・ 
× 

× 

× 

 当年産の交付対象数量（農業者ごと）÷ 当年産の実単収（都道府県等ごと） 

※ 補てん金は、当年産の実単収が平年単収の
９割を下回った場合、農業災害補償制度が発動
したとみなし、共済金相当額を控除します。   

 米の生産数量目標（面積換算値）に従って生産（耕作）を行う農業者に対して
交付金を直接交付します。 

（１）交付対象面積 
   交付対象面積は、主食用米の作付面積から、自家消費米相当分として一律 
   10a控除して算定します（種子、醸造用玄米は10a控除の対象外）。 
 

（２）交付単価（全国一律） 7,500円 ／ 10a  

 米の生産数量目標（面積換算値）に従って、販売目的で生産（耕作）する販売
農家・集落営農 

生産数量目標に従って米の生産を行った農家の皆さんに対して交付金を交付 
します。           ＜米の直接支払交付金（平成29年産までの時限措置）＞ 

 収入減少による農業経営への影響を緩和するため、米、麦、大豆等の当年産
の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を補てん
する仕組みです。 

対象となる方 

支援内容 

最寄りの地域農業再生協議会、地方農政局 
（無料相談 TEL：0120-38-3786） 
農林水産省担当課：政策統括官付総務・経営安定対策参事官付経営安定対策室
（TEL：03-3502-5601） 



 
 
 

水田を活用した戦略作物等（麦、大豆、飼料作物、飼料用米等）の生産に対する
交付金を交付します。            ＜事業名：水田活用の直接支払交付金＞ 

 水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対
して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食料
自給率・自給力の向上を図ります。 

(１) 交付単価・助成対象等 
   ① 戦略作物助成 
 
 
 
 
    
 
 
   ② 二毛作助成   1.5万円／10a 
     水田における主食用米と戦略作物助成の対象作物、又は戦略作物助成 
    の対象作物同士の組み合わせによる二毛作に対して助成します。 
   ③ 耕畜連携助成  1.3万円／10a 
     耕畜連携の取組（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環）を行う 
    農業者に対して助成します。 
 

(２) 産地交付金 
   地域で作成する「水田フル活用ビジョン」に基づく、 
    ① 水田における麦、大豆等の生産性向上等の取組 
    ② 地域振興作物や備蓄米の生産の取組 等 
   を支援します。 
    国から配分する資金枠の範囲内で、都道府県や地域農業再生協議会が助  
   成内容（交付対象作物・取組・単価等）を設定できます。 
    また、地域の取組に応じた追加配分（下表参照）を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     なお、主食用米作付面積が生産数量目標の面積換算値を下回ることとなる 
     都道府県に対して追加配分（5,000円/10a）します。 

販売目的で対象作物を生産（耕作）する販売農家・集落営農 
※ 米の生産数量目標の達成にかかわらず交付の対象となります。 

対象作物 交付単価 

麦、大豆、飼料作物 35,000円／10ａ 

ＷＣＳ用稲 80,000円／10ａ 

加工用米 20,000円／10ａ 

飼料用米、米粉用米 
収量に応じ、 

55,000円～105,000円／10a 

対象作物 取組内容 追加配分単価 

飼料用米 
米粉用米 

多収品種への取組 12,000円/10a 

加工用米 複数年契約（３年間）の取組 12,000円/10a 

備蓄米 
平成28年産政府備蓄米の買入入札
における落札 

7,500円/10a 

そば 
なたね 

作付の取組 
20,000円/10a（基幹作） 
15,000円/10a（二毛作） 

最寄りの地域農業再生協議会、地方農政局 
（無料相談 TEL：0120-38-3786） 
農林水産省担当課：政策統括官付穀物課（TEL：03-3597-0191） 
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お問い合わせ先 

支援内容 

対象となる方 



 
 
 

リレー出荷により加工・業務用野菜を周年供給する契約取引を支援します。 
＜事業名：野菜価格安定対策事業＞ 

 野菜生産者が外食・加工業者や量販店などと契約取引を行う際のリスクを
軽減するため、契約数量の不足時に市場等から確保する場合、不足分の充当
に要する経費の一部を補填します。 
 六次産業化・地産地消法に基づき作成する総合化事業計画の認定を受ける
ことにより、野菜指定産地内外を問わず複数産地の農業者等が連携して、リ
レー出荷により指定野菜の周年供給に取組む場合について支援します。 
 

野菜の価格が低落した時に、補填が受けられます。 
＜事業名：野菜価格安定対策事業＞ 

 指定産地の生産者に対し、指定野菜（14品目）の価格が著しく低落した場 
合に、保証基準額と平均販売価格（ただし、最低基準額を限度とする。）と 
の差額の一部を、補填金として受けることができます。 

○基本的な仕組み 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○資金造成の方法 

   出荷団体（経済連等）又は大規模生産者(作付面積2ha以上の生産者)が、 
 国、都道府県の補助金を加えて、（独）農畜産業振興機構に資金を造成。  
 （負担割合＝国60%：都道府県20%：出荷団体等20%） 

＜指定野菜（14品目）＞ 
 キャベツ、きゅうり、さといも、だいこん、トマト、なす、にんじん、ねぎ、 
  はくさい、ピーマン、レタス、たまねぎ、ばれいしょ、ほうれんそう 

価格

保証基準額
９０％

最低基準額
６０％

平均販売価額

平均価格
１００％

この一部につき
交付金を交付

 ・保証基準額 
平均価格（野菜の品目､出荷期間､

ブロック（全国10ブロック)毎に、過去 
６カ年の卸売市場の価格データを基
に算出)の90％。 

  

・最低基準額 
平均価格の60％を標準とし、50％、

55％、65％、70％の特例を設定。 

 指定産地の生産者 

 野菜生産者 

補助・ 
交付金 個人 法人 集落

営農 

支援内容 

対象となる方 

支援内容 

対象となる方 

お問い合わせ先 最寄りの地方農政局又は（独）農畜産業振興機構（TEL:03-3583-9818） 
農林水産省担当課：生産局園芸作物課価格班（TEL：03-3502-5961）  

27 

申込時期は野菜の種類により異なるため、 
（独）農畜産業振興機構にご相談ください。 

申込時期は野菜の種類により異なるため、
（独）農畜産業振興機構にご相談ください。 

野菜を安定的に生産したい 

36 



 
 
 

果樹産地構造改革計画を策定している産地の担い手が、優良品目・品種へ
の転換、小規模な園地整備などを行う場合に支援が受けられます。 

＜事業名：果樹農業好循環形成総合対策事業＞ 

  
  

支援内容 

対象となる方 農業者等（農地中間管理機構を通じた改植も可能です。） 

果樹園の栽培品目・品種転換や小規模な園地整備をしたい 

補助・ 
交付金 
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募集期間：未定 

個人 法人 

 果樹産地構造改革計画に基づき、担い手が優良品目・品種への転換、小規
模園地整備（園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良）、かん水施設設置
等を行う場合に、事業費の１／２（一部定額）の範囲内で助成します。（果
樹経営支援対策事業） 

・ 高収益が見込める優良品目・品種への改植・高接 
・ 園地での作業の省力化を図り生産性を向上するための 
  園内道の整備、傾斜の緩和、土壌土層改良 
・ 高品質果実の生産を図るための点滴かん水設備の設置 
 などが実施できます。 
 

※自然災害時の改植について、産地の 
 実情に応じて弾力的に運用します。 

果樹経営支援対策事業により、優良品目・品種への改植を実施した場合に
発生する未収益期間に対して支援が受けられます。 

＜事業名：果樹農業好循環形成総合対策事業＞ 

 果樹経営支援対策事業により、優良品目・品種への改植を実施した場合に発
生する未収益期間に要する農薬、肥料代等の果樹の育成経費の一部に対して助
成します 。（果樹未収益期間支援事業） 

補助率：２２万円／１０a（※） 
 ※ 面積単価（5.5万円／10ａ）× 支援年数（改植の翌年から4年分）を初年度に一括交付 

最寄りの地方農政局 
農林水産省担当課：生産局園芸作物課（TEL：03-3502-5957） 

 農業者等 

お問い合わせ先 

・みかん等のかんきつ類：２３万円/１０ａ 
・りんご等の主要落葉果樹等：１７万円/１０ａ 
・りんごわい化栽培、なしジョイント栽培等：３３万円/１０ａ 

＜改植に要する経費に対する支援＞ 
 

＜高接、小規模園地整備等に要する経費に対する支援＞ 

 ・高接：１／２以内 
 ・小規模園地整備（園内道の整備、傾斜の緩和、土層改良）等：１／２以内 

募集期間：未定 

支援内容 

対象となる方 

28 



 
 
 

補助・ 
交付金 

お問い合わせ先 

支援内容 

 省エネルギー推進計画を策定し、燃油使用量の15％以上の削減に取
り組む施設園芸及び茶の産地を対象として、農業者と国の拠出により、
施設園芸用の燃油価格が一定以上に上昇した場合に補填金を交付す
ることにより、セーフティネットを構築する取組を支援します。 

○ 支援対象者 
 ・支援の対象者は、施設園芸農家（野菜、果樹、花き）または茶農家３戸以上で構成する 
  農業者団体等です。 
 ・燃油使用量削減目標（▲15％以上）と目標達成に向けた取組手段を設定した省エネル 
  ギー推進計画を作成し、取り組みを進めることが必要です。 
○ 対象油種 
 ・支援の対象となる油種は、施設園芸用のＡ重油及び灯油（茶についてはＡ重油）です。 
 

29 
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募集期間：平成28年４月11日～７月８日 
    （茶についての平成28年度分の募集は終了） 

個人 法人 集落
営農 

地域 

施設園芸及び茶における燃油価格高騰の影響を緩和し、経営の安定を 
図りたい 

燃油価格の高騰の影響を受けにくい経営構造への転換を進めるため、省エ
ネルギー化に取り組む産地を対象としたセーフティネットの構築を支援します。 

                                           ＜事業名：燃油価格高騰緊急対策＞ 

セーフティネット発動基準価格 
（基準価格×115%） 

基準価格（過去のA重油価格の7中5平均） 

燃
油
使
用
量 

省エネ推進計画を実践することで、 
燃油使用量を１５％以上削減 

○ 燃油使用量削減目標（▲15％以上）と目標達成に向けた取組手段を設定。 

１年目 ２年目 ３年目 

セーフティネット構築を支援（補助率：1/2）  

燃油価格高騰緊急対策  

燃
油
価
格
の
影
響
を
受
け
に
く
い
経
営
構
造
へ
の
転
換 

Ａ重油価格 
国と生産者が1:1で積み立てた資金から発動基準価格との差額を補填 

セーフティネットの発動 
セーフティネットの発動 

計画策定時 

施設園芸及び茶の産地において省エネルギー推進計画を策定  

支

援 

最寄りの地方農政局又は（一社）日本施設園芸協会（TEL:03-3667-1631） 
農林水産省担当課：生産局園芸作物課（TEL：03-3593-6496） 

施設園芸 

茶 
全国茶生産団体連合会（TEL:03-5259-5671） 
農林水産省担当課：生産局地域対策官（TEL：03-6744-2117） 



 
 
 

資材高騰等の変動リスクに対応できる持続的な産地を形成するため、省資
源・省エネ生産技術の確立・実用化を支援します。 

＜事業名：産地リスク軽減技術総合対策事業のうち 
省資源・省エネ生産技術対策事業＞ 

  
  

農林水産省担当課：生産局技術普及課 
 資材効率利用推進班、新技術利用班（TEL：03-6744-2435）                   
  

支援内容 

対象となる方 協議会（都道府県、民間企業などで構成）、農業者団体、民間団体等 

資材価格高騰や電気代上昇等に左右されない生産方式に転換したい 30 
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お問い合わせ先 

 

個人 法人 集落
営農 

地域 

省資源生産技術 

局所加温 成長点加温 

補完的な冷房や加温 

電気利用設備の電気消費量を削減するため、省電力で効果的な加温技
術の組合せ等について、現場実証・実用化を支援（１／２以内） 【検討事例】 

電気の消費量を削減す
るため、高効率な加温
機の利用と補完的な加
温等技術 

省電力技術 

資材価格高騰や電気代上昇等に左右されない技術の確立や現場実証・実
用化に向けた取組を補助します。 

肥料化 

家畜由来の未利用資源の活用に向け、家
畜糞尿からのリン回収技術等の実用化や
肥料原料としての品質等を検証 

【検討事例】 

資材費低減や省力化に定量的な効果がある資
材や技術等であり、かつ現場等への導入前で、
現場への導入に向けて今後解決すべき課題が
明確になっているものについて、導入効果やコ
スト等について検証を行うこと等により、技術確
立を行う取組を支援（定額） 

未利用資源 

ヒートポンプ 

 
 

 

 

  
 
 
 

補助・ 
交付金 

省資源体系確立 

大型化 

フレキシブルコンテナでの輸送・保管・利用
時における肥料の固結、被覆破損、中型機械
化体系への適応等に関する課題を実証 

追肥技術について、元肥と追肥を組合せた施
肥方法など適正化・省力化技術の確立・実証 

【検討事例】 

既に現場において資材費低減や省力化等に一
定の効果がある技術として取り組まれているが、
農業者、生産現場等から新たな課題として改善
が求められている技術について、現場実証等に
より体系確立を行う取組を支援（１／２以内） 

お問い合わせ下さい 

http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/denki.html
http://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/denki.html
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地域の畜産関係者が有機的に連携・集結し、地域ぐるみで収益性を向上させ
る取組を支援します。 

＜事業名：畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業＞ 
  

  

都道府県、地方農政局等 
農林水産省担当課：生産局畜産企画課（TEL：03-3502-5979） 

支援内容 

対象となる方 畜産クラスター計画に位置づけられた中心的な経営体 

畜産・酪農経営に安定して取り組みたい 31 

補助・ 
交付金 

お問い合わせ先 

個人 法人 地域 

 
１． 事業を基金化し、複数年度の事業実施を含めて弾力的な運用が可能

になりました。 
２． 施設整備事業において、法人化要件を緩和する、家畜導入の支援を

新規就農の場合に加え貸付方式の施設整備の場合にも拡大する等の
見直しを行いました。 

３． 地域での連携をコーディネートする人材育成を新たに支援します。 
 

１． 施設整備事業：畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な 
経営体に対し、収益力強化や畜産環境問題への対応に
必要な施設整備、家畜導入を支援します。 

２． 機械導入事業：畜産クラスター計画に位置付けられた中心的な
経営体に対し、施設整備との一体性も確保しつつ、収益
力の強化等に必要な機械のリース導入を支援します。 

３． 調査・実証・推進事業：収益力の強化に向けた新たな取組を行う
畜産クラスター協議会に対し、その効果を実証するため
に必要な調査・分析及び地域の連携をコーディネートす
る人材の育成を支援します。 

※：畜産クラスター：地域の畜産の収益性向上の取組の推進のために、畜産農家、畜産関連
事業者等が連携した体制 

  畜産クラスター計画：畜産クラスターが作成する地域の畜産の収益性向上のための計画 

搾乳ロボット 汎用型（稲WCS、ﾄｳ 
ﾓﾛｺｼ等に活用）飼料 
収穫機 

バルククーラー ミルキングパーラー 畜産環境対策施設 飼料調製施設 

＜機械のリース整備を支援＞ ＜施設の整備を支援＞ 

募集期間：第1回要望調査は平成28年2月から3月まで、第2回目以降は未定 

融資 



 
 
 

 
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（貸付当初５年間は無利子）の一括借換資金を措置します。 

＜事業名：畜産経営体質強化支援資金融通事業＞ 
 

  

支援内容 

対象となる方 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 
 

  貸付条件 
・償還期限 ：酪農及び肉用牛25年以内（うち措置期間５年以内） 

養豚15年以内（うち措置期間５年以内） 
・貸付利率 ：0.6％以内（貸付当初５年間は無利子） 

※貸付利率はH28.1.21現在                                   

 既往負債の一括借換を行う新たな長期・低利（貸付当初５年間は無
利子）資金を措置します。 

  
  

お問い合わせ先  上記の取扱金融機関、(公社)中央畜産会、各地方農政局、各都道府県など 
  農林水産省担当課：生産局畜産企画課（TEL:03-3502-5979） 

    
 

 

41 

 
 

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します。 

＜事業名：肉用牛肥育経営維持安定緊急対応業務出資金＞ 

  

支援内容 

対象となる方 

 
 

  貸付条件 
・償還期限 ：10年以内（うち措置期間３年以内） 
・貸付利率 ：0.3％以内  

※貸付利率はH28.1.21現在                                   

肉用子牛価格の高騰による肥育経営の資金不足に対応するため、農
林漁業セーフティネット資金の貸付けに当たって、無担保・無保証人
化を措置します。 

お問い合わせ先  上記の取扱金融機関 
  農林水産省担当課：生産局畜産企画課（TEL:03-3502-5979） 

 

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 

取扱金融機関  農協、信用農業協同組合連合会、農林中央金庫、銀行、信用金庫、
信用協同組合 

取扱金融機関  (株)日本政策金融公庫（沖縄県にあっては、沖縄振興開発金融公庫） 

募集期間：未定 



 
 
 

  

（独）農畜産業振興機構（TEL:03-3583-8196） 
  農林水産省担当課：生産局牛乳乳製品課（TEL:03-3502-5988） 

    
 

 

自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家を支援します。 
＜事業名：飼料生産型酪農経営支援事業＞ 

  
  

都道府県、地方農政局等 
農林水産省担当課：生産局畜産企画課 （TEL：03-3502-5979） 

支援内容 

対象となる方 ① 飼料作物作付面積が、北海道で40a/頭以上、都府県で10a/頭以上 
② 環境負荷軽減（8メニューから2つ選択）に取り組んでいること 
③ 年間を通して生乳を出荷していること、事業実施状況の確認等に

協力すること等 
を満たす酪農経営者 

お問い合わせ先 

随時申請受付中 

上記の交付金（１．５万円／ha）に加え、 
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、交付金を追加交付（３万円／ha）します。 
【飼料作付の拡大面積】 
   １．５万円／ha＋３万円／ha ＝ ４．５万円／ha 

 自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農経営者（自給飼料の
生産を行うとともに環境負荷軽減に取り組んでいる者）に対し、飼料作
物作付面積１haあたり15,000円を交付します。 
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酪農家の経営安定を支援します。 

＜事業名：加工原料乳生産者補給金＞ 
 

  

支援内容 

対象となる方 指定生乳生産者団体 
 

随時申請受付中 

  補給金の単価 
                                  平成27年度       平成28年度            

    脱脂粉乳・バター等向け：12.90円/kg  →    12.69円/kg 
                          チーズ向け：15.53円/kg  →    15.28円/kg 

    

 加工原料乳を対象に補給金を交付すると
ともに、取引価格が低落した場合の補塡を
行います。 

  
  

お問い合わせ先 （独）農畜産業振興機構（TEL:03-3583-8196） 
  農林水産省担当課：生産局牛乳乳製品課（TEL:03-3502-5988） 

    
 

 



 
 
 

（独）農畜産業振興機構（TEL:03-3583-8196） 
 農林水産省担当課：生産局牛乳乳製品課（TEL:03-3502-5988） 
          生産局畜産企画課（TEL:03-3502-5979） 
          生産局畜産振興課（TEL:03-6744-2524） 
 
            

お問い合わせ先 

酪農生産基盤強化のための取組を支援します。 
 ＜事業名：酪農経営支援総合対策事業（組替新規）＞ 

 生産者団体が行う酪農生産基盤を強化する
以下の取組を支援します。 

１ ・ 乳用種子牛の損耗防止・発育向上対策（① 肺炎・下痢予防のためのワ
クチン（1,000円/回以内、1/2相当定額）② 発育向上のための初乳添加
剤（400円/頭以内、1/2相当定額） 

・ 後継者への支援（簡易牛舎整備、初妊牛導入5万円/頭） 
・ 増頭対策、飼養環境改善、地域内乳牛継承（3.2万円/頭） 
・ 低品質粗飼料対策として広域流通等による供給モデルの実証（2.5～5

千円/トン以内） 
等の取組を支援します。 

２ 酪農ヘルパーの募集活動や研修、資格取得等の人材確保・育成の取組、傷病
時等（研修等の参加時を含む）の利用料金を軽減するための互助基金制度等の
ヘルパー利用組合強化の取組を支援します。 

３ 都府県の牛群検定に加入する酪農家に対する優良な乳用牛の貸付を支援しま
す。（補助単価：４万円/頭。ただし育種改良に有益な遺伝情報を持つ場合は
５万円/頭） 

  

随時申請受付中 

対象となる方 民間団体 
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支援内容 

農林水産省担当課：生産局畜産振興課（TEL:03-6744-2524） お問い合わせ先 

酪農経営における乳用種後継雌牛・和牛子牛の生産、和牛繁殖経営に
おけるICTを活用した繁殖性の向上、種豚生産経営における優良純粋種
豚導入による生産能力向上等を支援します。 

 ＜事業名：畜産・酪農生産力強化対策事業＞ 

 畜産クラスター計画に基づき、酪農･肉用牛の生産基盤の強化及び
種豚の能力向上を図る以下の取組を推進します。 

１．酪農経営における性判別技術・受精卵移植技術等を活用した優良な乳用種
後継牛の効率的な確保及び和子牛の生産拡大等に向けた取組を支援します。                              

（補助率：定額・１／２以内） 
２．和牛繁殖経営におけるICT等を活用した繁殖性の向上等を図るための取組

を支援します。                     （補助率：１／２以内） 
３．種豚生産経営における優良な純粋種豚・精液の導入による種豚の能力向上

等を図るための取組を支援します。     （補助率：１／２以内） 

募集期間：お問い合わせください 対象となる方 民間団体等 

支援内容 

tel:03-3502-5988
tel:03-3502-5988
tel:03-3502-5988
tel:03-3502-5988
tel:03-3502-5988
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979


 
 
 

肉用牛（繁殖・肥育）の経営安定を支援します。  
＜事業名：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（牛マルキン） ＞   
  

支援内容 

対象となる方 
【繁殖】肉用子牛の生産者（損益が帰属する者） 
【肥育】肥育牛の生産者（損益が帰属する者） 
     ※資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ常時使用する従業員の数が300人を超える会社を除く。 

畜産経営において繁殖雌牛の導入を支援します。 
＜事業名：肉用牛経営安定対策補完事業＞ 

  
  

支援内容 

対象となる方 肉用牛を飼養する生産者集団等 

【繁殖】 
  肉用子牛価格（全国平均）が保証基準価格を下回った場合に生産者  
 補給金を交付します（肉用子牛生産者補給金制度）。 
  さらに、上記に加えて肉専用種の子牛については、肉用子牛価格
（全国平均）が発動基準を下回った場合に、差額の３/４を交付します
（肉用牛繁殖経営支援事業）。 
【肥育】  
 肉用牛肥育経営において、粗収益が生産コストを下回った場合に、積
立金（生産者と国が１：３で拠出）から差 額の８割を補塡金として交付し
ます（肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン））。 

肉用子牛生産者補給金の保証基準価格を引き上げました。 
 【黒毛和種】33.2万円 → 33.7万円 【乳用種】13.0万円 → 13.3万等 
肉用牛繁殖経営支援事業の発動基準を引上げました。 
 【黒毛和種】  42万円    →  45万円等 

お問い合わせ先 

 繁殖雌牛の増頭の取組、増頭に必要な簡易牛舎の整備等に支援
することにより、生産基盤の強化を支援します。 

お問い合わせ先 
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募集期間 【繁殖】随時申請受付中 
       【肥育】平成28～30年度の事業実施期間に参加する場合、 

①(独)農畜産業振興機構直接交付方式の場合は、平成28年4月１日（金）～5月16日（月） 
②県団体（(独)農畜産業振興機構の公募により決定）経由方式の場合は、県団体が定める期間 
（ただし、新規参入者は随時申請受付中） 

 

（独）農畜産業振興機構（TEL:03-3583-8196） 
 農林水産省担当課：生産局畜産企画課（TEL:03-3502-5979） 
             食肉鶏卵課（TEL:03-3502-5989） 

募集期間：平成28年４月１日～５月下旬（お問い合わせください） 

１． 優良な繁殖雌牛の増頭による中核的な繁殖経営体の支援 
   （増頭奨励金：８万円/頭  ※高能力牛は10万円/頭） 
       10頭未満の経営でも、３～５戸の生産者集団を組織することで事業に 
       参加できるようになりました。 
２． 地域の肉用牛改良に必要な優良繁殖雌牛の導入の支援 
   （導入奨励金：４万円/頭  ※高能力牛は５万円/頭） 
３． 繁殖雌牛の増頭に必要な簡易牛舎の整備に助成（補助率：1/2以内） 

（独）農畜産業振興機構（TEL:03-3583-8196） 
  農林水産省担当課：生産局畜産企画課（TEL:03-3502-5979） 
             畜産振興課（TEL:03-6744-2524） 

tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979
tel:03-3502-5979


 
 
 

  
  

農林水産省担当課：生産局食肉鶏卵課（TEL:03-3502-5990） お問い合わせ先 

養鶏農家の経営を支援します。 
＜事業名：鶏卵生産者経営安定対策事業＞ 

補塡基準価格及び安定基準価格を引き上げました。 
 
           平成27年度     平成28年度    
【補塡基準価格】   188円/kg → 189円/kg 
【安定基準価格】   167円/kg → 169円/kg 

 鶏卵価格が補塡基準価格を下回った場合に差額の９割を補塡しま
す。さらに価格が大幅に低落した場合には、成鶏の更新に当たって
空舎期間を延長する取組に奨励金を交付します。 
   

 ※鶏卵生産者経営安定対策事業に参加するためには、
事業実施主体（平成27年度は（一社）日本養鶏協会 ）と
「価格差補塡契約」を締結していただく必要があります。 

対象となる方  採卵用成鶏めすを常時100羽以上飼養し、鶏卵を販売する鶏卵
生産者 
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支援内容 

募集期間：お問い合わせ下さい。 

養豚農家の経営安定を支援します。 
＜事業名：養豚経営安定対策事業（豚マルキン）＞ 

  
  

支援内容 

対象となる方 

お問い合わせ先 

  養豚経営において、粗収益が生産コ
ストを下回った場合に、積立金（生産者
と国が１：１で拠出）から差額の８割を補
塡金として交付します。 

（独）農畜産業振興機構（TEL:03-3583-8196） 
 農林水産省担当課：生産局畜産企画課（TEL:03-3502-5979）  

 肉豚の生産者（損益が帰属する者） 
※資本の額又は出資の総額が3億円を超え、かつ常時使用する
従業員の数が300人を超える会社を除く。 

募集期間；新規参入者は随時申請受付中（継続飼養者は平成27～29年度は加入不可） 
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お問い合わせ先 最寄りの地方農政局等 
農林水産省担当課：生産局飼料課（TEL:03-6744-7192） 

○ 土壌分析に基づく施肥や地域に適合した牧草等の優良品種 
  の導入による草地改良の支援   

   （補助率：1/2以内、1/3以内） 
 

○ 飼料生産・放牧に関する技術向上、飼料生産技術者の資質向上、配合飼料給与量を低減 
  させる国産飼料給与技術の実証、公共牧場の機能強化等の支援 

（補助率：定額、1/2以内） 

 上記のほか、草地における難防除雑草の駆除には草地難防除雑草駆除等緊急対策事業、飼
料生産基盤の整備には農業農村整備事業など、ＴＭＲセンターやコントラクターの施設整備
や経営の高度化に必要な農業機械等のリース導入には畜産・酪農収益力強化整備等特別対策
事業や強い農業づくり交付金などの活用が可能です！ 

国産飼料の生産と利用の拡大、飼料生産の外部化や食品残さ等の飼料
利用の拡大の取組を支援します。     ＜事業名：飼料増産総合対策事業＞ 

１. 草地生産性向上対策  

２. 国産粗飼料増産対策  

 

○ コントラクター等による国産粗飼料の生産機能を高度化する取組を支援【新規】 
                       （補助率：定額、１／２以内） 
 

○ コントラクター等による青刈りとうもろこし等の栄養価の高い良質な 
  粗飼料の作付･利用を拡大する取組を支援       （補助率：定額） 
 

○ 肉用繁殖牛の放牧の取組や放牧酪農技術の向上の支援 
                    （補助率：定額、1/2以内、1/3以内） 

生産性向上のための草地改良、自給飼料生産技術向上（イアコーン等の生産・給
与技術の実証）等を支援します。 

コントラクター等による飼料生産の効率化、肉用繁殖牛の放牧や放牧酪農を推進し
ます。

申請期間：お問い合わせください 

３.  エコフィード増産対策  

○ エコフィードの品質向上及びエコフィード利用畜産物の 
  差別化の促進 【新規】 （補助率：定額） 

○ 関係者の連携による食品残さ等の飼料利用体制の構築（補助率：定額） 

○ 活用が進んでいない食品残さ等によるエコフィードの増産 

                       （補助率：定額、1/2以内） 

関係者の連携によるエコフィード生産・利用体制構築、分別や国産飼料作物との 
混合等による生産拡大の取組等を支援します。 

対象となる方 

対象となる方 

対象となる方 関係者（飼料製造事業者、畜産農家等）が連携する協議会、農事組合法人 等

農業者集団、民間団体 

農業者集団、民間団体 

支援内容 

支援内容 

支援内容 

国産飼料の生産・利用を拡大したい 
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支援内容 

対象となる方 農業者、農業者団体 等 

茶の新植・改植、改植に伴う未収益期間、担い手への集積等に伴う 
茶園の整理等に対し支援します。    ＜事業名：茶改植等支援事業＞ 

 消費者ニーズに対応した茶の優良品種への転換や高品質化を加速
化するため、茶工場単位等で策定する品質向上戦略に基づき実施す
る新植・改植、改植に伴う未収益期間、担い手への集積等に伴う茶
園の整理等に対し支援します。 

  ○ 改植、移動改植：24万円／10a（異なる品種への改植は28万円/10a） 

  ○ 新植：12万円/10a 

  ○ 担い手への集積等に伴う茶園整理：５万円／10a 

  ○ 棚栽培法への転換：４万円/10a 

  ○ 台切り：７万円／10a 

最寄りの地方農政局 
農林水産省担当課：生産局地域対策官茶業復興推進班（TEL：03-6744-2117） お問い合わせ先 

海外ニーズに対応した茶の生産・加工技術の導入や国内マーケット創出に
向けた新たな茶種の栽培・加工等の取組を支援します。 

＜事業名：産地活性化総合対策事業（うち薬用作物等地域特産作物産地確立支援事業）＞ 

（※）補助率： 
・ ソフト事業にあっては定額 
・ 機械等リース事業にあっては１／２以内 

 輸出向け減農薬茶栽培のための管理技術や機械等の導入及び新た
な販路や需要の開拓、紅茶やウーロン茶等を製造するための加工機
械や省エネルギーに寄与する低コスト生産技術の導入、産地の気象
条件等の実情に応じた生産体制の強化等に対して助成（※）します。 

農業者、農業者団体 等 

支援内容 

対象となる方 

省エネ型粗揉機 釜炒り殺青機 ｻｲｸﾛﾝ式防除機 

平成２８年度実施分の募集は終了しました 

平成２８年度実施分の募集は終了しました 


