
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

○ 民間が事業継続計画（ＢＣＰ）に基づいて実施する飼料穀物の備蓄をはじめ

とする配合飼料の安定供給のための取組に対し、その費用の一部を支援します。

また、非常時における円滑な対応を図るため、関係者の連携体制の強化に向けた

協議会の開催や、原料の利用・配合飼料の生産状況の調査等の取組を支援しま

す。

（これまでの主な対応事例）

・平成10年６月～ パナマ運河の長期間低水位状態による運送事情悪化に対応。
・平成17年９月～ ハリケーン「カトリーナ」による飼料穀物のひっ迫懸念に対応。
・平成23年３月～ 東日本大震災により、東北地方以外の工場での増産による代替

供給に必要な飼料穀物のひっ迫に対応。
・平成24年10月～ 南米等の脆弱なインフラ等に起因する輸送遅延が生じた事態に

対応。
・平成25年７月～ 前年の飼料穀物の不作による飼料穀物のひっ迫に対応。
・平成29年２月～ 北米の寒波の影響により、飼料用とうもろこしの輸送遅延が生じ

た事態に対応。
・平成30年９月～ 北海道胆振東部地震による配合飼料工場停電の際に、配合飼

料の緊急運搬を実施。
・令和元年10月～ 台風19号による配合飼料工場浸水の際に、配合飼料の緊急運

搬を実施。
・令和２年３月～ 工場の従業員が新型コロナウイルスに感染した影響で、配合飼料

の供給が困難となった際に、配合飼料の緊急運搬を実施。

【令和３年度予算概算決定額 1,750（1,750）百万円】

＜対策のポイント＞
配合飼料製造事業者等が、不測の事態に備えて策定している事業継続計画（ＢＣＰ）に基づき実施する、飼料穀物の備蓄、緊急運搬、関係者の連携
体制の強化等の取組を支援することにより、配合飼料の安定供給を確保し、畜産経営の安定を図ります。

＜事業目標＞
不測の事態にあっても、畜産農家に安定的に配合飼料を供給。

［お問い合わせ先］生産局飼料課 （03-3591-6745）

暗渠排水

起伏修正

＜事業の流れ＞

国 民間団体
５／17以内、１／３以内、１／２以内、定額

○ 関係者間の連携のための環境整備

非常時における円滑な対応を図るため、平時における関係者の
連携体制の強化の取組（協議会の開催、配合飼料の生産
状況の調査等）を支援。（定額）

○ 配合飼料の緊急運搬

国内の災害等により、配合飼料の供給が困難となった地域に
対する配合飼料の緊急運搬を図るため、必要な費用の一部
を支援。（1/2以内、定額）

リスク内容の例

配合飼料メーカー等が実施する飼料
穀物の備蓄の取組に対し、その費用
の一部を支援。（補助率5/17以内、
1/3以内）

ハリケーン

○ 飼料穀物の備蓄

干ばつ

東日本
大震災

北米の寒波

飼料穀物備蓄対策事業

ＢＣＰに基づき、
リスクの内容に応じて活用

※備蓄する飼料穀物は、とう
もろこし、こうりゃん、大麦、小
麦、大豆油かす、ふすまの中
から民間が選択。

新型コロナ
ウイルス
感染拡大

被
災
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環境負荷軽減型酪農経営支援
【令和３年度予算概算決定額 6,048（6,183）百万円】

＜対策のポイント＞
酪農経営における飼養規模の拡大等による環境問題に対処するため、ふん尿の還元等に必要な飼料作付面積の確保を前提として酪農家が行う環境負荷

軽減の取組（資源循環促進、地球温暖化防止、生物多様性保全等）を支援します。

＜事業目標＞
酪農に起因する環境負荷の軽減（温室効果ガス削減量：12.5万ｔ（CO２換算）［令和12年度まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．環境負荷軽減型酪農経営支援（エコ酪事業）

ふん尿の還元に必要な飼料作付面積を確保しながら環境負荷軽減に取り組んで

いる酪農家に対し、飼料作付面積に応じて交付金を交付します。

また、有機飼料生産の取組に交付金を追加交付します。

① 対象者の要件

ア 飼料作付面積が北海道で40ａ／頭以上、都府県で10ａ／頭以上

イ 環境負荷軽減に取り組んでいること（10メニューから２つ選択）

② 交付金単価

ア 飼料作付面積 1.5万円／１ha（※）

※作付面積の拡大に伴う効率化を考慮し係数を乗ずる

【係数】 200ha超400ha以下の部分：1ha×1.1

400ha超の部分：1ha×1.2

イ 有機飼料作付面積 1.5万円＋３万円／１ha（追加交付）

２．環境負荷軽減型酪農経営支援推進

環境負荷軽減型酪農経営支援の実施のための推進活動、

要件確認、事業効果の測定等を支援します。

＜事業の流れ＞

国

都道府県協議会

生乳生産者

定額

定額

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］生産局畜産企画課（03-3502-0874）

目的 取組メニュー

資源
循環
促進

① 堆肥の適正還元の取組

② 国産副産物の利用促進

③ スラリー等の土中施用

④ サイレージ生産の適正管理

地球
温暖化
防止

⑤ 温室効果ガス放出量削減の取組

⑥ 化学肥料利用量の削減

⑦ 連作防止の実施

⑧ 放牧の実施

⑨ 不飽和脂肪酸カルシウムの給与（新設）

生物
多様性
保全

⑩ 農薬使用量の削減

堆肥

有
機
飼
料
生
産
の
取
組
（
追
加
交
付
）

施肥設計

飼料に不飽和脂肪
酸カルシウムを添加
し、ゲップ中のメタ
ンガスを削減します。

○ 取組メニューごとに効果を測る指標を設定し、取組実績に応じた効果を測定

○ 生産者は、効果の測定に必要なデータを提出
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＜対策のポイント＞
家畜排せつ物処理施設の機能強化等を支援し、増頭のボトルネックとなる畜産環境問題の解決を推進することで、畜産の生産拡大を後押しします。

＜事業目標＞

○ 担い手が利用する面積が全農地面積の８割となるよう農地集積を推進[令和５年度まで]

［平成30年度→令和12年度まで］
○ 生乳生産量：728万トン→780万トン ○ 牛肉生産量：33万トン→40万トン ○ 豚肉生産量：90万トン→92万トン
○ 鶏肉生産量：160万トン→170万トン ○ 鶏卵生産量：263万トン→264万トン ○ 飼料自給率：25%→34％

【令和３年度予算概算決定額 80,725（94,275）百万円の内数】

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

〇 農山漁村地域整備交付金（畜産環境総合整備事業）

畜産経営に起因する環境汚染の防止と畜産経営の合理化を促進する

ため、家畜排せつ物処理施設の機能強化等を支援します。

【主な事業内容】

草地、家畜排せつ物処理施設、水質汚濁防止施設等の計画・整備

※対象とする施設は事業参加農家が共同利用するもの（市町村・農協

所有を含む）

【主な実施要件】

①事業参加者数：3人以上（10人以上）

②受益面積：10ha以上（30ha以上）

③家畜飼養頭羽数［肥育豚換算］：1,000頭以上（2,000頭以上）

※（ ）内は、緩和前（R元年度まで）の要件

［お問い合わせ先］ 生産局飼料課（03-6744-2399）

草地造成・整備
水質汚濁防止施設

家畜排せつ物処理施設

老朽化した施設の機能強化

＜事業の流れ＞

国

交付

都道府県

事業指定法人都道府県
交付 交付
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畜産環境総合整備事業<公共>
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農畜産物放射性物質影響緩和対策事業
【令和３年度予算概算決定額 ９５（ー）百万円】

＜対策のポイント＞
岩手県、宮城県及び栃木県における原発事故からの農業生産の復興に向け、安全な農畜産物を生産できる環境の確保等を図るための取組を支援します。

＜事業目標＞
安全な農畜産物の生産のため、放射性物質の影響を抑え持続的に営農活動を行うこと。

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．放射性物質の吸収抑制対策
農地に蓄積した放射性物質の農畜産物への移行低減を目的とした、加里質肥
料の施用、低吸収品目・品種等への転換に必要な取組、農地の反転・深耕等の
取組を支援します。

２．放射性物質汚染牧草等の処理
保管されている放射性物質に汚染された牧草、稲わら等の処理を推進するため、

処理に向けた検討会等の開催、放射性セシウム濃度の再測定、適正保管の維持
の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］生産局総務課生産推進室（03-3502-5945）

国

交付（定額）

県

定額 農業者の
組織する
団体 等

【放射性物質の吸収抑制対策】

農地に蓄積した放射性物質の農畜産物への
移行の低減を目的として行う農畜産物の吸
収抑制対策

①加里質肥料の施用
②放射性セシウム低吸収品目・品種等への転換

に必要な取組
③表層に分布する放射性物質を含む土壌を下層

の放射性物質を含まない土壌と反転・深耕する
ことにより農畜産物への放射性物質の移行の低
減を図る取組

④上記の①～③の取組の事前に行う土壌診断や
取組後の効果検証を行うための土壌・農畜産
物の分析及び吸収抑制対策を実施しない比較
ほ場の設置による取組の効果検証

【放射性物質汚染牧草等の処理】

指定廃棄物以外の保管されている放射性物
質に汚染された牧草、稲わら等の処理を推進

①保管汚染牧草等の処理に向けた検討会等の
開催

②保管汚染牧草等の放射性セシウム濃度の再測
定

③保管汚染牧草等の適正保管の維持
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．大型機械化体系に対応した草地整備

大型機械による効率的な飼料生産を推進するため、草地の整備、排水不良の改

善等の整備を推進します。

【主な工種】 草地の区画整理、暗渠排水 等

２．泥炭地帯における草地の排水不良の改善

効率的な飼料生産基盤を形成するため、土壌の特殊性に起因する地盤の沈下に

よる草地の湛水被害等に対処する整備を実施します。

【主な工種】 整地、暗渠排水、排水施設 等

草地関連基盤整備＜公共＞
【令和３年度予算概算決定額 333,256（326,436）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
飼料生産基盤に立脚した力強い畜産経営の実現を図るため、畜産経営規模の拡大や畜産主産地の形成に資する飼料生産の基盤整備等を推進します。

＜事業目標＞
○ 飼料自給率の向上 （25％［平成30年度］ → 34％［令和12年度まで］）
○ 飼料作付面積の拡大（89万ha［平成30年度］→ 117万ha［令和12年度まで］）

［お問い合わせ先］（１の事業）生産局飼料課 （03-6744-2399）
（２の事業）農村振興局防災課（03-3502-6430）

＜整備前＞ ＜整備後＞

排水性や起伏条件
の悪い草地

暗渠排水

起伏修正

良好な飼料生産
基盤の実現

飼料生産の基盤整備

草地整備

基盤整備による効果

大型機械での効率
的な収穫による生産
コストの削減

飼料作物の収量
増加

生産基盤の強化を
通じた生乳生産量
の増加

生産基盤の強化を
通じた肉用牛出荷
頭数の増加

急傾斜地 急傾斜地→緩傾斜地

排水性の悪い草地 排水不良の改善

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

事業指定法人

1/2等

1/2等

（１の事業の一部）

（１の事業の一部）

1/2等

※ ２の事業は、直轄で実施（国費率3/4） 20



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．大型機械化体系に対応した草地整備事業
大型機械による効率的な飼料生産を一層推進するため、
草地・畑の一体的整備、草地の大区画化、排水不良の改
善等を推進します。
主な工種：区画整理、暗渠排水 等

２．家畜糞尿を活用した肥培かんがい施設の整備
家畜ふん尿を発酵しスラリーとして有効活用するための肥
培かんがい施設等の整備を推進します。
主な工種：肥培かんがい施設、排水施設 等

３．泥炭地帯における草地の排水不良の改善
土壌の特殊性に起因する地盤の沈下による草地の湛水
被害等に対処する整備を推進します。
主な工種：整地、暗渠排水、排水施設 等

畜産クラスターを後押しする草地整備の推進＜公共＞
【令和２年度第３次補正予算額 6,440百万円】

＜対策のポイント＞
肉用牛・酪農の生産基盤強化のため畜産クラスター計画を策定した地域において、飼料作物の単位面積当たりの収量の増加、生産コストの削減に資する
草地の大区画化等のハード整備を実施します。

＜事業目標＞
飼料作物の単位面積当たりの収量が25%以上増加すること

＜事業の流れ＞

国

都道府県

都道府県

事業指定法人

1/2等

1/2等

［お問い合わせ先］
（１の事業）生産局飼料課 （03-6744-2399）

農村振興局農地資源課（03-6744-2207）
（２の事業） 水資源課 （03-3502-6244）
（３の事業） 防災課 （03-3502-6430）

作業幅： 9.7m

＜整備前＞

現況の自然水路に合わせて整備 大区画による効率的な飼料生産

山成に合わせて整備個人所有の農業機械による作業 大型作業機械による作業 生産性向上のため、緩傾斜に整地

※小排水路が不要な地
区は30ha区画、小排
水路が必要な地区は７
ha程度の区画

作業幅： 3.2m

＜整備後＞

急傾斜地

作業幅：3.2ｍ 作業幅：9.7ｍ

急傾斜地→緩傾斜地

※対策地区（101地区）における目標値（計画値）の平均値

＊ TDNとは、飼料作物中の可消化養分のことをいい、
TDNkg/10a は栄養価ベースの収量を指す

飼料作物の単位面積当たり収量

現況 計画

※ 事業の一部は、直轄で実施（国費率2/3等）

54％増加
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．家畜市場密集防止対策支援事業

家畜市場内の密集状態の防止に資する機器等（家畜の脱走防止機器、 自
動誘導レール、セリ場外からのセリ参加のための機器等）の導入を支援します。

２．食肉流通再編・輸出促進事業
① 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 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。

３．食肉生産流通多角化支援事業
① 食肉処理施設における精肉等加工施設・設備等の整備を支援します。
② 輸出先国におけるスライス肉等の需要調査、パイロット輸出、試食会の開催
等の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

都道府県 食肉処理施設

定額 1/2以内

定額

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-6744-2130）

食肉処理施設

精肉等加工施設・設備の整備

販路の多角化

・海外需要・嗜好調査
・パイロット輸出
・バイヤー試食会

民間団体等

国

家畜・食肉の流通体制の強化
【令和３年度予算概算決定額 2,500（3,000）百万円】

＜対策のポイント＞
食肉の安定供給を図るため、家畜及び食肉の流通体制の強化に向けた、家畜市場での密集状態の防止に資する機器等の導入、食肉処理施設の再編合

理化に必要な施設整備、販路の多角化に必要な精肉加工等施設整備等を支援します。

＜政策目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］、 ５兆円［2030年まで］ ）

定額

生産者団体等

推進費：定額
施設整備：1/2以内

コンソーシアム

（３の①の事業）

（３の②の事業）

＜繋留施設＞ ＜誘導路＞ ＜セリ場＞

監視・脱走防止のための機
器・設備の導入

自動誘導レールの導入
セリ場外からセリに参加する
ための機器・設備の導入密集状態の解消

食肉処理施設

畜産農家

食肉流通事業者
・生産技術・防疫意識の向上
・生産コストの低減、品質の向上
・関税削減への不安払拭

・稼働率及び衛生水準の向上
・自動化等による労働力不足の解消
・原料調達の安定化

・消費者ニーズに即した国産食肉の調達
・生産者と連携した食肉流通・販売

食肉処理施設の再編に
必要な整備等を支援

加工度の高い製品の
製造により、スーパーへ
の販売や消費者への
直販を可能に。

和牛肉の輸出品目拡大
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＜対策のポイント＞
家畜市場において、密集状態を回避し、業務の停滞を防止することにより、円滑な家畜流通を確保する取組を支援します。

＜事業目標＞
家畜市場の業務の停滞防止による円滑な家畜流通の確保

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

家畜市場内の密集を防止するため、

・ 家畜の監視や脱走防止のための機器・設備
・ 家畜を人手に頼らず引き出すための自動誘導レール
・ セリ場以外の場所からセリに参加するための機器・設備

の導入を支援します。

＜事業の流れ＞

国

定額

生産者団体等

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-3502-5989）

出荷者や購買者など人が密集

＜繋留施設＞ ＜誘導路＞ ＜セリ場＞

監視・脱走防止のための
機器・設備の導入

自動誘導レールの導入 セリ場以外の場所から
セリに参加するための
機器・設備の導入

密集状態の解消

業務の停滞防止による円滑な家畜流通の確保

家畜・食肉の流通体制の強化のうち

家畜市場密集防止対策支援事業
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【令和３年度予算概算決定額 2,500百万円の内数 （3,000）百万円】



家畜・食肉の流通体制の強化のうち

食肉流通再編・輸出促進事業 【令和３年度予算概算決定額 2,500百万円の内数 （3,000）百万円】

＜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、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。

＜事業目標＞
農林水産物・食品の輸出額の拡大（２兆円［2025年まで］ ５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

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。

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課（03-6744-2130）

国
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

＜事業の流れ＞

食肉処理施設

畜産農家
食肉流通事業者

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

※コンソーシアム計画とは、消費者ニーズの把握、
畜産農家の生産技術・衛生対策向上研修等を行うことにより、
国産食肉の生産・流通体制を強化するための５か年計画。

諸外国並みの食肉処理施設の整備

・生産技術・防疫意識の向上
・生産コストの低減、品質の向上
・関税削減への不安払拭

・稼働率及び衛生水準の向上
・自動化等による労働力不足の解消
・原料調達の安定化

・消費者ニーズに即した国産食肉の調達
・生産者と連携した食肉流通・販売

食肉処理施設の再編に
必要な整備等を支援
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家畜・食肉の流通体制の強化のうち

食肉生産流通多角化支援事業 【令和３年度予算概算決定額 2,500百万円の内数 （3,000）百万円】

＜対策のポイント＞
食肉の生産・流通の多角化のために必要な食肉処理施設における精肉等加工施設・設備及び加工食品製造施設・設備の整備並びに輸出先国の需要・嗜
好調査、パイロット輸出等の取組を支援します。

＜事業目標＞
○ 農林水産物・食品輸出額（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．食肉生産流通多角化施設整備支援事業
○ 食肉処理施設における精肉等加工施設・設備及び加工食品製造施設・設備の
整備を支援します。

２．和牛肉輸出品目拡大支援事業
○ 輸出に取り組む事業者による輸出先国におけるスライス肉等、従来の部分肉以
外の製品の需要・嗜好調査、パイロット輸出、試食会の開催等の取組を支援しま
す。

＜事業の流れ＞

都道府県
食肉処理

施設

定額 1/2以内

定額

（１の事業）

（２の事業）

［お問い合わせ先］生産局食肉鶏卵課 （03-6744-2130）

食肉流通の多角化と輸出を拡大

食肉処理施設

畜産農家

＋

と畜・部分肉加工

精肉等加工施設・設備

支援対象

加工食品製造施設・設備

加工度の高い
製品の製造に
より、スーパーへ
の販売や消費
者への直販を
可能に。

販路の多角化

①海外需要・嗜好調査

スライス肉等の需要や嗜好
を調査。

②パイロット輸出

①の調査を踏まえて、試験的
輸出を実施。

③バイヤー・消費者向け試食会

現地のバイヤーや消費者向
けの試食会等を実施。

民間団体等

国
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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（03-6744-2130）

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（ 33万トン（平成30年度）→ 40万トン（令和12年度））

○豚肉の生産量（ 90万トン（平成30年度）→ 92万トン（令和12年度））

○鶏肉の生産量（160万トン（平成30年度）→ 170万トン（令和12年度））

○鶏卵の生産量（263万トン（平成30年度）→ 264万トン（令和12年度））

【令和３年度予算概算決定額 16,214（20,020）百万円】

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
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強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち

乳業等の再編・合理化に向けた取組への支援 【令和３年度予算概算決定額 16,214（ 20,020 ）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
国産畜産物の安定供給や畜産物の産地における収益力向上を図るため、生乳や牛乳・乳製品の流通の合理化・効率化等に向けた取組を支援します。

＜政策目標＞
生乳の生産量（728万トン［平成30年度］→780万トン［令和12年度まで］）

［お問い合わせ先］生産局牛乳乳製品課（03-3502-5987）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国 事業実施主体都道府県

事業費の
1/3以内等

交付
（定額）

＜事業の流れ＞

３以上の工場の廃棄に
伴う工場の新設

２以上の工場の廃棄に
伴う工場の増設・移設

新増設等を伴わない
単独での工場の廃棄

１の事業に応募できるケース

新
設

＆

NEW 増
設

廃
棄

＆

＋移
設

or

廃
棄

事業実施主体：農業者団体、事業協同組合、協議会等

補助率：１/2、１/３、１/４、１/５以内

２．集送乳合理化推進整備

集送乳の合理化による生乳流通コストの低減を図るため、既存の貯乳施設の廃

棄を伴う大型貯乳施設の新増設を支援します。

２の事業に応募できるケース

新
設

増
設＆ ＆

２以上の既存の貯乳施設の廃棄に
伴う大型貯乳施設の新設

１以上の既存の貯乳施設の廃棄に伴
う大型貯乳施設の増設

１．効率的乳業施設整備

乳業の製造販売コストの低減や衛生水準の高度化を図るため、乳業工場の新増

設・廃棄等を支援します。

廃
棄

廃
棄

廃
棄

３．需給調整拠点施設整備

広域流通する生乳に対応した適切な需給調整を図るため、余剰生乳処理等機

能を有する拠点施設を支援します。

３の事業に応募できるケース

複数の都道府県で生産された生乳※

にかかる特定乳製品（バター、脱脂
粉乳等）の製造施設等の新増設

※北海道、沖縄はこの限りでない。
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国産牛乳乳製品需要・消費拡大対策 【令和3年度予算概算決定額 660（660）百万円】

＜対策のポイント＞
安全で品質の高い国産牛乳を学校給食用に安定的かつ効率的に供給すること等により、生乳需要の維持・拡大を図ります。

＜政策目標＞
○牛乳乳製品の消費量の増加［令和12年度生乳換算1,302万トン］
○牛乳乳製品の輸出環境の整備（720億円［令和12年まで］）

［お問い合わせ先］生産局牛乳乳製品課（03-3502-5987）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．学校給食用牛乳供給推進 650（650）百万円

① 学校給食用牛乳の安定的・効率的な供給等を推進するため、学校給食用

牛乳供給推進会議を開催し、事業実施計画の策定、配送の効率化に向け

た取組、必要な調査等の実施を支援します。

② 遠隔地、離島など供給条件が不利な地域での学校給食用牛乳の利用を

支援します。

③ 小中学校等の学校給食への新規の牛乳供給を支援します。

２．乳製品国際規格策定活動支援 10（10）百万円

○ 生乳需給の安定を図るとともに、乳製品の需要拡大を図るため、乳製品国

際規格に我が国の意見を反映させるための活動を支援します。

１．学校給食用牛乳供給推進

２．乳製品国際規格策定活動支援

国

（一社）Jミルク

事業実施主体
学校給食会等

定額
定額

定額、1/2以内

＜事業の流れ＞

供給事業者

一部委託

（１.学校給食用牛乳供給推進）

（２.乳製品国際規格策定活動支援）

学校給食用牛乳供給円滑化推進

○実施計画の策定

○関係者の理解醸成活動

○配送効率化に向けた取組（隔日配送等）

等の実施を支援

学校給食用牛乳安定需要確保対策

遠隔地、離島など供給条件が不利な地域

（地域振興８法に基づく指定地域）を対象に

輸送費等のかかりまし経費の一部を支援

学校給食用牛乳新規利用推進

学校給食への新規の牛乳供給に奨励金を交付

（初年度限り）

乳製品国際規格に我が国の意見を反映させるた

めの活動（我が国意見の取りまとめ、国際会合

の出席等）を支援
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加工施設再編等緊急対策事業
【令和２年度第３次補正予算額 1,643百万円】

＜対策のポイント＞
農畜産物の流通に必須となる加工施設について、再編合理化を通じてコスト縮減を図る取組、機能の高度化等によりニーズの高い加工品への転換を図る
取組等を支援します。

＜事業目標＞
○ ばれいしょでん粉工場等の工場稼働率の向上（10％［令和６年度まで］）
○ 製粉工場等の製造コストの削減（５％［令和６年度まで］）
○ 精製糖工場等の工場稼働率の向上（20％［令和６年度まで］）
○ 乳製品生産量の増加（10％［令和６年度まで］） 等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

① 再編合理化を通じた、効率的な加工体制の整備

（施設整備に要する経費、既存施設の廃棄に要する経費等）

② 需要の見込める製品への転換など、ニーズに応じた加工品の生産に必要な施設の整備

（施設整備に要する経費、既存施設の廃棄に要する経費等）

支援の対象となる取組

支援対象者

乳業工場精製糖工場製粉施設でん粉工場

① 再編合理化の取組：

ばれいしょでん粉製造企業、製粉企業、精製糖企業等

② 製造ラインの高度化等の取組：

ばれいしょでん粉製造企業、製粉企業、精製糖企業、乳業者等

１．農産物の競争力強化
①ばれいしょでん粉工場等の再編合理化

コスト削減を図るために工場の再編合理化に取り組むばれいしょでん粉製造企業
等が実施する製造施設の体質強化等を支援します。

②製粉工場等の再編合理化
国内産小麦・大麦の効率的な加工体制の構築に取り組む製粉企業等が実施
する施設の再編合理化を支援します。

③精製糖工場等の再編合理化
コスト削減を図るために工場の再編合理化に取り組む精製糖企業等が実施する
工場の廃棄や製造施設の高度化等を支援します。

２．畜産物の競争力強化
乳業工場の機能強化
ハード系チーズ、脱脂粉乳等を製造する乳業者が実施する国内での需要が見
込まれる品目（ソフト系チーズ､生クリーム､脱脂濃縮乳等）への製造ラインの転
換を支援します。

＜事業の流れ＞

国

ばれいしょでん粉企業
製粉企業、精製糖企業、

乳業者等

施設整備・廃棄は1/2以内、
事業推進等は定額 [お問い合わせ先]

（１①③の事業）政策統括官付地域作物課（03-3502-5963）
（１②の事業） 貿易業務課（03-6744-1257）
（２の事業） 生産局牛乳乳製品課 （03-6744-2128）29


