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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） 
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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） 


