
食肉流通再編・輸出促進事業

＜対策のポイント＞
和牛の増頭に合わせて、国産食肉の生産・流通体制の強化及び輸出の拡大を図るため、家畜市場及び食肉処理施設の再編合理化による施設の機能

高度化を支援します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜市場の再編整備

畜産農家・家畜市場の連携の下、和牛受精卵由来の子牛の取引も含め、

家畜市場を近代的な市場に再編整備する場合に必要な施設整備、機械導入等

を支援します。

２．食肉処理施設の再編整備

① コンソーシアムの推進

畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者の３者でコンソーシアムを組織し、

国産食肉の生産・流通体制を強化するための５か年計画を策定するための協議

会、調査、研修等の取組を支援します。

② 食肉処理施設の整備

５か年計画に基づき実施する食肉処理施設の再編に必要な施設整備、機械

導入等を支援します。

＜事業の流れ＞

【令和２年度予算概算決定額 3,000百万円】
【令和元年度補正予算額 5,000百万円】

国

１．生産者団体等
２．畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者

の３者によるコンソーシアム

推進費：定額
施設整備：1/2以内

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-3502-5989）

食肉処理施設

畜産農家

畜産農家･食肉処理施設･食肉流通事業者によるコンソーシアム

食肉処理施設の再編に
必要な整備等を支援

食肉流通事業者

関税削減への不安払拭

労働力不足の解消

生産者の顔が見える食肉の販売

和
牛
の
輸
出
拡
大
に

取
り
組
む
産
地
を
後
押
し

△
△
家
畜
市
場

□□万円
○○kg

３ヶ月に１回開催

□□家畜市場

畜産農家
（繁殖農家・酪農家）

売却される子牛の情報共有
（血統、体格、エサ）

連携
○○kg

□□万円

ET和子牛
ET和子牛
も上場セリ機能の

高度化

〇
〇
家
畜
市
場

□□万円
○○kg

〔200頭/日〕

２ヶ月に１回開催

取引回数・頭数の拡大

〔250頭/日〕

畜産農家･家畜市場による連携

諸
外
国
並
み
の

食
肉
処
理
施
設
の
整
備

毎月開催 〔500頭/日〕
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 食肉等の流通合理化に向けた施設整備への支援

安全で高品質な国産食肉等の供給体制を構築するため、流通・処理コストの低

減や製品の高付加価値化等に必要な食肉等流通処理施設（産地食肉センター、

食鳥・鶏卵処理施設、家畜市場）の整備を支援します。

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-3502-5989）

交付
（定額）

＜事業の流れ＞

国 都道府県

市町村

１/３以内等

１/３以内等１/３以内等

農業者団体

事業協同組合等

補助率:都道府県への交付率は定額
事業実施主体への交付率は事業費の1/3以内等

（衛生管理施設､ハラール対応施設､動物福祉対応施設等は1/2以内）
上限額:20億円

〇食鳥処理施設、鶏卵処理施設
及び家畜市場の再編合理化に向
けた施設等の整備を支援します。

産地合理化の促進産地収益力強化

〇産地食肉センター、食鳥処理施設、
鶏卵処理施設及び家畜市場における
処理の効率化等のための施設等の整備
を支援します。

注：産地食肉センターと家畜市場については、
都道府県の流通合理化計画に基づく整備計画
の作成及び都道府県知事の承認が必要です。

注：再編合理化計画等の作成が必要です。

産地食肉センター 食鳥処理施設 鶏卵処理施設 家畜市場

＜対策のポイント＞
国産畜産物の安定供給や畜産物の産地育成を図るため、家畜及び食肉等の流通の合理化・効率化に向けた流通処理施設の整備を支援します。

＜政策目標＞

「食料・農業・農村基本計画」において設定された、需要に応じた生産努力目標の達成

○牛肉の生産量（ 51万トン（平成25年度）→ 52万トン（令和7年度））

○豚肉の生産量（131万トン（平成25年度）→ 131万トン（令和7年度））

○鶏肉の生産量（146万トン（平成25年度）→ 146万トン（令和7年度））

○鶏卵の生産量（252万トン（平成25年度）→ 241万トン（令和7年度））

強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち

食肉等の流通合理化に向けた施設整備への支援
【令和２年度予算概算決定額 20,020(23,024)百万円の内数】

23



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．輸出認定に向けた手引書の作成及び研修会の開催

輸出に取り組む食肉処理施設向けの、衛生管理基準等に関する手引書の

作成及び研修会の開催を支援します。

２．輸出のための衛生管理機器等の整備

食肉処理施設における、輸出先国が求める衛生管理基準等に対応可能な体制

を構築するために必要な機器・設備等の導入を支援します。

３．衛生管理の方法に関する標準作業手順書等の作成・改訂

食肉処理施設における、輸出先国が求める衛生管理基準等を満たした衛生

管理の方法に関する標準作業手順書等の作成・改訂（専門家によるコンサルティ

ングを含む）を支援します。

輸出環境整備推進事業のうち

食肉処理施設の輸出認定円滑化支援

＜対策のポイント＞
食肉処理施設が輸出に必要な衛生管理基準等に適切に対応できるよう、輸出認定に向けた手引書の作成及び研修会の開催、食肉処理施設における
標準作業手順書等の作成・必要な機器や設備等の導入を支援します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-3502-5989）

【令和2年度予算概算決定額 78（-）百万円】

＜事業の流れ＞

衛生管理基準等に関する
手引書の作成

輸出施設に求められる衛生管理基準等に
ついて、手引書を用いて具体的に説明

手引書の作成 研修会の開催

輸出のための衛生管理機器等の整備 標準作業手順書等の作成・改訂

輸出施設に求められる衛生管理体制を
構築するために必要な機器・設備等を導入

輸出施設に求められる衛生管理の方法に関する
標準作業手順書等の作成・改訂

検査機器

高所清掃用
作業車等の

衛生管理機器

定額

民間団体等

国

民間団体等

1/2以内

（１、３の事業）

（２の事業）
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［お問い合わせ先］ （１、２の事業）食料産業局輸出促進課 （03-6744-7045）
（３の事業） 食料産業局食文化・市場開拓課（03-6744-0481）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．戦略的輸出拡大サポート事業

① 国・地域及び品目を絞り込み、売り込むべきメッセージを明確にしたJFOODO

による重点的・戦略的プロモーションを支援します。

② 国内外の商談会の開催、海外見本市への出展支援、セミナー開催、専門家

による相談対応等、JETROによる総合的支援を実施します。

③ 輸出拡大が期待される具体的な分野・テーマについて、団体・民間事業者等

による海外市場の開拓・拡大への取組を支援します。

２．輸出に取り組む優良事業者表彰事業

輸出に取り組む優れた事業者の表彰を行い、取組を広く紹介します。

３．日本食・食文化の魅力発信による日本産品海外需要拡大事業

① 海外における日本食・食文化の普及を担う料理人の育成を支援します。

② 日本食・食文化の発信拠点(日本産食材サポーター店等)の拡大を推進します。

③ グローバルイベント等を活用し日本食・食文化を発信します。

＜対策のポイント＞
「農林水産業の輸出力強化戦略」等の着実な実施に向け、JFOODOによる戦略的マーケティングの強化、JETROによる輸出に取り組む事業者等に対す
るマッチング支援や個別相談対応、分野・テーマに応じた海外市場開拓への支援等を行い、国産農林水産物・食品の輸出を促進します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（2020年以降のポスト１兆円目標）

国

民間団体等

JETRO
定額

委託・補助（定額）

＜事業の流れ＞

ＪＦＯＯＤＯによるプロモーション ＪＥＴＲＯによる事業者サポート

海外見本市での商談 セミナー

農林水産物・食品の政府一体となった輸出力強化のうち

戦略的なマーケティング活動の強化

青果物の販売促進活動

（１の事業）

（３の事業）

定額
（２の事業）

民間団体等

定額、1/2以内

（１の事業の一部）

民間団体等
総理によるトップセールス 海外料理学校との連携 海外日本食材使用レストラン

との連携

水産物のPRセミナー日本産花きの総合展示・PR

水産物バス広告 現地イベントへの出展

【令和2年度予算概算決定額 2,760（3,406）百万円】
（令和元年度補正予算額 3,310百万円）
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（３の事業）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．鶏卵価格差補塡事業

○ 鶏卵の毎月の標準取引価格が補塡基準価格を下回った場合、経営規模

に拘わらず、その差額の９割を補塡します（補塡基準価格と安定基準価

格の差額を上限）。〔２．の事業への協力金の拠出が要件〕

２．成鶏更新・空舎延長事業

○ 鶏卵の毎日の標準取引価格が安定基準価格を下回った場合、その下回

る日の30日前から上回る日の前日までに、成鶏を出荷し、その後60日以

上鶏舎を空ける取組への奨励金や成鶏処理場への支援を充実します。

＜奨励金単価 ※( )内は10万羽未満飼養生産者＞

【拡充】・ 空舎期間60～90日 210円/羽（270円/羽→310円/羽）

【新規】・ 空舎期間91～120日 420円/羽（620円/羽）

【拡充】・ 食鳥処理場への奨励金 23円/羽→47円/羽

3．需給見通しの作成 【新規】

○ 需要に応じた鶏卵の生産・供給を推進するため、事業実施主体による鶏

卵の需給見通しの作成を支援します。

＜事業の流れ＞

鶏卵生産者経営安定対策事業

＜対策のポイント＞

鶏卵価格が低落した場合、経営規模に拘わらず価格差補塡を行い、更に低落した場合、鶏舎を長期に空ける取組への奨励金や成鶏処理場への支援を
充実し、これらの予算を新たに基金化します。併せて新たに鶏卵の需給見通しの作成を支援することで、鶏卵の需給と価格の安定を図ります。

＜政策目標＞

食料・農業・農村基本計画における生産努力目標の達成 241万トン（令和７年度）

【令和2年度予算概算決定額 5,174（4,862）百万円】

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-6744-2130）

民間団体等 生産者国

【積立金】国：生産者＝１：７ 積立金

補塡基準価格
（183円/kg)

［価格］

30日前

標準取引価格

奨励金の対象となる成鶏の出荷

差額の９割を補塡

安定基準価格
（161円/kg）

【協力金】国：生産者＝３：１

民間団体等 生産者国
協力金

補塡金

奨励金

（１の事業）

（２の事業）

30日後※

※安定基準価格を上回る日の前日までに、
食鳥処理場に予約されている場合。

需要に応じた生産・供給需給見通しの作成

民間団体等国
定額

（３の事業）

（１及び２の事業）

生産者

卸売業者

加工業者

事業実施
主体
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＜対策のポイント＞
・牛肉・牛乳乳製品の国内需要の増加への対応と輸出の一層の拡大を目指すためには、畜産物の国内生産量の一層の増大が必要不可欠です。
このため、繁殖雌牛等の増頭に向けた「増頭奨励金」を交付するほか、優良な和牛を生産するための公共牧場等での繁殖雌牛の導入や施設等の整備、
和牛受精卵の増産、乳用後継牛確保のための性判別精液の活用等を支援するとともに、増頭・増産を下支えする環境を整備するため、後継者不在の
家族経営からの経営継承、家畜排せつ物処理の円滑化、家畜市場・食肉処理施設の再編整備を総合的に支援します。
＜政策目標＞
・和牛の生産量を14.9万トン → 30万トン（令和17年度まで）

畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進のうち

和牛・乳用牛の増頭・増産対策 【令和元年度補正予算額 24,295百万円】

＜事業の全体像＞

１．肉用牛・酪農の生産基盤強化

２．肉用牛・酪農の増頭・増産を支える環境整備 ３．生産現場と結びついた流通改革の推進

経営資源を継承する場合、
規模拡大せずとも、

家族経営の畜舎等を整備

・家族経営の施設整備による経営資源の継承、畜産環境対策を推進 ・畜産関係者の連携による食肉処理施設の再編整備

円滑に継承

担い手後継者不在の
家族経営

増頭に伴う排せつ物の増加に対応するため、
老朽化した施設の機能強化

優良な繁殖雌牛や
乳用後継牛の導入

・繁殖雌牛・乳用後継牛の増頭に向けた「増頭奨励金」の交付、公共牧場・試験場等のフル活用、肉用牛・酪農経営連携による
和牛受精卵の増産・移植の推進など、和牛・酪農の増頭・増産を支援

和牛・酪農の増頭・増産
受精卵移植の推進

増頭に伴う排せつ物の
高品質化やペレット化等による有効活用

食肉処理施設

畜産農家

畜産農家･食肉処理施設･食肉流通事業者によるコンソーシアム

食肉処理施設の再編に必要な施設整備、機械導入等

食肉流通事業者

農家
「増頭奨励金」の交付

試験場

優良な受精卵の増産

公共牧場

繁殖雌牛の導入のための施設
（TMRｾﾝﾀｰ等）整備、機械導入、

放牧地の整備

増加する
家畜

排せつ物

繁殖雌牛
の導入
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＜対策のポイント＞
繁殖雌牛（自家保留を含む）の増頭 ・和牛受精卵の増産を支援することにより、輸出に適した優良な和牛を増産します。
都府県酪農の生産基盤強化を図るため、中小規模経営の乳用後継牛の増頭を支援します。

＜政策目標＞
繁殖雌牛の飼養頭数の増加（61万頭 [平成30年] → 80万頭［令和12年］）

［お問い合わせ先］（１の事業（肉用牛））生産局畜産企画課（03-3502-0874）
（１の事業（乳用牛））生産局牛乳乳製品課（03-3502-5988）

（２の事業）生産局飼料課（03-6744-2399）
（３の事業）生産局畜産振興課（03-6744-2587）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

【令和元年度補正予算額 10,898百万円】

企画課（総）、牛乳課＞

１ 「増頭奨励金」の交付
畜産クラスター計画に基づき、牛肉の輸出拡大や都府県酪農の生産基盤強

化のため、繁殖雌牛や乳用後継牛を増頭する場合に奨励金を交付します。

２ 地方公共団体の公共牧場・試験場等のフル活用
公共牧場・試験場等において、繁殖雌牛の導入（24.6万円/頭）、
導入に必要な施設・機械、放牧地の整備等を支援します。

３ 和牛受精卵の増産の促進
肉用牛経営と酪農経営との連携の下、輸出に適した優良な和牛を増産する

ため、和牛受精卵の増産の促進、これを推進するための体制づくり（施設整
備・機械導入）を支援します。

国 基金管理団体 民間団体 民間団体

定額 定額 定額、1/2以内

（3の事業）

３ 和牛受精卵の増産の推進

公共牧場・試験場等

肥育素牛等

２ 地方公共団体の公共牧場・試験場等のフル活用

国

農業者団体等民間団体等

農業者団体等

＜事業の流れ＞

定額、1/2以内

定額、1/2以内 定額、1/2以内 （２の事業）

国 基金管理
団体

畜産農家

定額 定額
（１の事業）

１ 「増頭奨励金」の交付

優良な繁殖雌牛や
乳用後継牛の導入

民間
団体

定額

繁殖雌牛の導入

優良な受精卵の生産

受精卵採取用雌牛
への支援

優良な雌牛から受精卵を採取

効率的な子牛の育成

子牛育成施設

ほ乳ロボット等の
省力化機械等の導入

繁殖経営 受精卵生産施設 肉用牛への転換する
酪農経営

受精卵増産への支援

労働負担が酪農より少なく高
齢者でも作業が可能となる

肉用牛経営への円滑な継承

繁殖経営に移行するための
施設改修支援等

農業者
団体等

定額

繁殖雌牛
乳用後継牛

飼養規模 50頭未満 50頭以上
増頭奨励金 24.6万円/頭 17.5万円/頭 27.5万円/頭

畜産農家

畜産・酪農収益力強化総合プロジェクトの推進のうち

和牛・乳用牛の増頭・増産対策①（生産基盤強化）

繁殖雌牛の導入のため施設
整備、機械導入、放牧地の

整備

分娩監視用カメラ TMRｾﾝﾀｰ
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