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畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
【６０，９８１百万円】

対策のポイント
畜産クラスターの仕組みを活用した取組を進めることにより、我が国の畜
産・酪農の収益力強化を進めます。

＜背景／課題＞
・ＴＰＰによる新たな国際環境の下で、畜産・酪農の体質強化を図るためには、省力化
機械の導入等による生産コストの削減や品質向上など、収益力・生産基盤を強化する
ことが重要となっています。
・このため、畜産クラスターの仕組みを活用して、地域の畜産関係者が有機的に連携・
結集し、地域ぐるみで収益性を向上させる取組を加速化することが重要です。

政策目標
○生乳の生産量（745万ｔ（平成25年度）→750万ｔ(平成37年度））
○牛肉の生産量（ 51万ｔ（平成25年度）→ 52万ｔ(平成37年度））
○豚肉の生産量（131万ｔ（平成25年度）→131万ｔ(平成37年度））
○鶏卵の生産量（252万ｔ（平成25年度）→241万ｔ(平成37年度））
＜主な内容＞
畜産・酪農の収益力の強化を集中的に進めるため、以下の事業を支援します。
また、基金を造成し、複数年度の事業実施を可能とするなど弾力的な運用を行います。

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（対象を地域的な規模拡大の場合にも拡
大）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・分析を支援（複数のクラスター協議会が広域で連携する
場合の支援を強化）します。
また、畜産クラスター事業の効果を一層高めるため、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。
補助率：基金管理団体へは定額（１、２の事業は１／２以内、３の事業は定額）
基金管理団体：民間団体
支援対象者：地域一体となって収益力向上を図る畜産クラスター計画に位置付
けられた中心的な経営体（畜産農家、新規参入者、飼料生産組織等）

［お問い合わせ先：生産局畜産企画課（０３－３５０１－１０８３）］
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畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業

○○限り

畜産コンサルタント

飼料メーカー
機械メーカー

乳業・食肉センター
卸小売業

機械導入事業

普及センター

連携！
結集！

ＪＡ

・補助率１/2以内
・個別経営体も対象

搾乳ロボット

中心的経営体の収益力の強化等に
必要な機械のリース導入を支援

行政

ヘルパー組合

TMRセンター
コントラクター

生産者

＜畜産クラスター協議会＞

飼料収穫機

調査・実証・推進事業

・補助率 定額

飼料調製施設
（※公社等が整備し、中心的な経営体に貸し付ける場合も含む）

法人（又は３年以内に法人
化）のほか、
① 青色申告の実施
② 後継者（又は本人が
45歳未満）がいる
③ 知事の特認
の全てを満たす家族経営を
対象に追加。

・補助率１/2以内
・個別経営体も対象

中心的経営体の収益力の強化等
に必要な施設整備、家畜の導入
（貸付⽅式の施設整備の場合に
限る）を支援

施設整備事業

実証成果を
全国的に普及

検討会の開催、新たな取組に関する調査･実証、
取組をコーディネートする⼈材の育成等を⽀援

家畜飼養管理施設

施設と機械が
⼀体的に整備可能となるよう
運⽤⽅法を⾒直し

複数年度の事業実施を可能とする
など弾⼒的に運⽤を⾏う

畜産クラスター事業を基⾦化

○ また、基金を民間団体に造成し、複数年度の事業実施を可能とするなど弾力的に運用。

○ このため、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。

○ 畜産クラスターの仕組みを活用して、平場・中山間地域など、地域の畜産関係者が有機的に連携・結集し、地
域ぐるみで収益性を向上させる取組を加速化することが重要。

機密性○情報

［平成27年度補 正予算の概要 ］

畜産経営体質強化支援資金融通事業
【１，９９８百万円】

対策のポイント
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。

＜背景／課題＞
・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、畜産クラスター計画の策定が進んでいく中
で、同計画に基づき地域全体の支援を得て新しい経営展開を図っていく意欲ある畜産
経営が多く出てくることが想定されます。
・そのような場合に、既往負債の償還負担を軽減し、新たな償還計画を策定しようとす
る経営体に対して、資金融通の円滑化のための支援が必要となります。

政策目標
○生乳の生産量（745万ｔ（平成25年度）→750万ｔ(平成37年度））
○牛肉の生産量（ 51万ｔ（平成25年度）→ 52万ｔ(平成37年度））
○豚肉の生産量（131万ｔ（平成25年度）→131万ｔ(平成37年度））

＜主な内容＞

畜産クラスター計画に位置づけられた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を対象に、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。
また、資金の円滑な融通が行われるよう都道府県農業信用基金協会に対して支援を行
います。
補助率：基金管理団体へは定額（支援対象者へは定額）
基金管理団体：民間団体

［お問い合わせ先：生産局畜産企画課
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（０３－３５０１－１０８３）］
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・・・・・

○年目

70億円

△年目

□年目

◇年目

▲年目

償還負担が経営改善の取組の支障に

既往負債の償還額

○ 融資枠

利子補給、債務保証への
支援を実施

長期・低利な資金に一括借換

○ 融資機関
農協、農協連、農林中央金庫、銀行等

・・・・・
○年目

△年目

□年目

◇年目

▲年目

■年目

◆年目

・・・・・・・

償還額の圧縮により償還負担を軽減し、経営改善の取組を促進

○ 貸付条件
・ 償還期限 ： 酪農及び肉用牛25年以内（うち据置期間５年以内）
養豚15年以内（うち据置期間５年以内）
・ 貸付利率 ： 0.7％以内 （貸付当初５年間は無利子）
・ 利子補給率： 1.01％
※貸付利率及び利子補給率はH27.11.20現在

○ 貸付対象者
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

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（当初５年間
は無利子）の一括借換資金を融通。

畜産経営体質強化支援資金融通事業

［平成28年度予算の概要］

飼料生産型酪農経営支援事業[拡充]
【６，８００（６，５８１）百万円】

対策のポイント
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。

＜背景／課題＞
・輸入飼料価格が高水準で推移し、為替や国際需給の影響を受けて変動することを踏ま
えて、輸入飼料から国産飼料への転換を進め、酪農経営の安定を図る必要があります。
・特に、輸入粗飼料価格も上昇している中、土地条件の制約等から国産粗飼料の生産拡
大が進んでおらず、 粗飼料生産の拡大に係る費用負担の軽減を図ることが重要 になっ
ています。

政策目標
酪農経営における飼料作付面積の拡大

＜主な内容＞
自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家 （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、飼料作付面積に応じて交付金を交付します。
また、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
を追加交付します。
（１）対象者の要件
・飼料作付面積が北海道で40a／頭、都府県で10a／頭以上
・環境負荷軽減に取り組んでいること（８メニューから２つ選択）
（２）交付金単価
① 飼料作付面積
１.５万円／１ha
② 飼料作付の拡大面積 １.５万円＋３万円／１ha
（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場合)

補助率：定額
事業実施主体：都道府県協議会、生乳生産者

［お問い合わせ先：生産局畜産企画課（０３－３５０２－０８７４）］
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【飼料作付の拡大面積】
１.５万円＋３万円／１ha

した面積に応じて、交付金を追加交付（３万円／１ha）する。

輸入粗飼料の使用量を削減して、飼料作付面積を拡大

上記の交付金(１．５万円／１ha)に加え、

平成２８年度 事業内容見直しのポイント

 その他の要件（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）を満たすこと。

 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。

 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

支援対象者

カウント

３万円／１ha

現行の作付面積

拡大面積

交付金単価：１．５万円／１ha

追加交付金
単価

面積や二期作・二毛作の面積も

※27年度から、栽培委託している

 交付金額＝交付金単価×飼料作付面積

 交付金単価 ： １．５万円／１ha

支援の水準

・ また、輸入粗飼料から国産粗飼料への転換を図るための取組を支援。

・ 自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家（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）
が将来にわたり安定して経営を継続できるよう支援。

飼料生産型酪農経営支援事業の概要

交付金
飼料作付
面積

［平成28年度予算の概要］

肉用牛肥育経営維持安定緊急対応業務出資金[新規]
【３３１（－）百万円】

対策のポイント
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。

＜背景／課題＞
・ 畜産業においては、 高齢化や離農が進み農家戸数や飼養頭数が減少するなど、 生産基
盤の弱体化が懸念されています。 肉用牛繁殖雌牛においても、飼養戸数や飼養頭数の
減少を背景に、 子牛価格の記録的な高値 が続いています。
・この子牛価格の高騰は、特に 肥育牛経営を悪化 させ、経営継続のための 子牛購入等に
必要な資金の不足 を招いています。
・他方で、畜産農家は、自己所有の資産を既に資金調達のための担保に供しており、新
たな資金借入れのための 担保を確保することが困難 な場合が多くなっています。

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数量
目標を達成
（牛肉の生産量

51万ｔ（平成25年度）→52万ｔ（平成37年度））

＜主な内容＞
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 、（株）日本政策金融公庫
に対して出資を行い、 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。
補助率：定額
事業実施主体：(株)日本政策金融公庫

［お問い合わせ先：生産局畜産企画課（０３－３５０１－１０８３）］
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(▲5.1)

(▲7.5)

(▲5.5)

53.0

(▲6.0)

61.3

25

(▲5.7)

50.0

(▲6.2)

57.5

26

(▲5.6)

47.2

(▲5.4)

54.4

27

資料：「畜産統計」（農林水産省）、「肉用子牛取引状況」（農畜産業振興機構）

○ 子取り用めす牛頭数及び子牛価格の推移

国

貸倒れリスクに対応する
ための出資金を拠出

（参考）
※H27.11の価格

畜産経営の維持安定
農林漁業セーフティネット資金の融資
・償還期限：10年
・据置期間：３年
・貸付利率：0.25％（平成27年11月20日現在）

（株）日本政策金融公庫

の貸付けに当たって、無担保・無保証人化を措置。

・ 肥育経営の資金不足に対応するため、(株)日本政策金融公庫に対して出資を行い、農林漁業セーフティネット資金

【対応】

56.1

(▲6.3)

65.2

24

59.1

(▲6.5)

69.6

飼養戸数（千戸）

肉 前年比（％）
用
牛 うち子取り 飼養戸数（千戸）
用雌牛 前年比（％）

23

区分／年

○ 肉用牛飼養戸数の推移

・ 畜産農家は、資金を既に担保として供しており、新たな借入れのための担保を確保することが困難。

・ 肉用牛繁殖雌牛の飼養農家戸数や飼養頭数の減少を背景に、子牛価格の記録的な高値が継続。
・ この子牛価格の高騰は、肥育経営を悪化させ、継続的な子牛購入等のための資金不足を招いている状況。

【背景・必要性】

肉用牛肥育経営維持安定緊急対応業務出資金

［平成28年度予算の概要］

畜産・酪農経営安定対策
【（ 所要額）１７０，１３６（１７０，８３８）百万円】

対策のポイント
畜種ごとの特性に応じて、畜産・酪農経営の安定を支援することにより、
意欲ある生産者が経営を継続し、その発展に取り組める環境を整備します。

＜背景／課題＞
・酪農、肉用牛繁殖、肉用牛肥育、養豚及び採卵養鶏の 各経営安定対策については、畜
種ごとの特性に応じた対策を実施しています。
・これらの対策については、引き続き安定的に実施することが必要です。

政策目標
○生乳の生産量（745万t（平成25年度）→750万t（平成37年度））
○牛肉の生産量（ 51万t（平成25年度）→ 52万t（平成37年度））
○豚肉の生産量（131万t（平成25年度）→131万t（平成37年度））
○鶏卵の生産量（252万t（平成25年度）→241万t（平成37年度））

＜主な内容＞

１．酪農経営安定のための支援
加工原料乳（脱脂粉乳・バター等向け及びチーズ向け生乳）について生産者補給
金を交付するとともに 、加工原料乳の取引価格が低落した場合の補塡等を行います。
加工原料乳生産者補給金 （所要額）３０，５６４（３１，０６８）百万円
加工原料乳生産者経営安定対策事業の継続
国産乳製品供給安定対策事業
３００（５００）百万円
補助率：定額、３／４以内、１／２以内
事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、指定生乳生産者団体
（関連対策）

飼料生産型酪農経営支援事業

６，８００（６，５８１）百万円

自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家に対し、飼料作付面積に応じて交付
金を交付します。
また、 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／１ha） します。
補助率：定額
事業実施主体：都道府県協議会、生乳生産者

２．肉用牛繁殖経営安定のための支援
肉用子牛価格が保証基準価格を下回った場合の生産者補給金に加え 、肉専用種の
子牛価格が発動基準を下回った場合に、差額の３／４を交付します。
肉用子牛生産者補給金
（所要額）２０，２８０（２１，２９６）百万円
肉用牛繁殖経営支援事業 （所要額）１６，８９４（１５，８７７）百万円
補助率：定額、３／４以内
事業実施主体：（ 独）農畜産業振興機構、都道府県域を範囲とする民間団体
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３．肉用牛肥育経営安定のための支援
粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補
塡金として交付します。（一部の県において地域算定を実施します。）
肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）
（所要額）８６，９４２（８６，９４２）百万円
補助率：定額、３／４以内
事業実施主体：（独）農畜産業振興機構、都道府県域を範囲とする民間団体、肥育牛生産者

４．養豚経営安定のための支援
粗収益が生産コストを下回った場合に、生産者と国の積立金から差額の８割を補
塡金として交付します。
養豚経営安定対策事業（豚マルキン）
（所要額）９，９６６（９，９６６）百万円
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：（ 独）農畜産業振興機構、肉豚生産者

５．採卵養鶏経営安定のための支援
鶏卵の取引価格が補塡基準価格を下回った場合に差額の９割を補塡するとともに、
取引価格が通常の季節変動を超えて大幅に低下した場合には、成鶏の更新に当たっ
て長期の空舎期間を設ける取組に対し奨励金を交付します。
鶏卵生産者経営安定対策事業 ５，１８９（５，１８９）百万円
補助率：定額、３／４以内、１／４以内
事業実施主体：民間団体
（関連対策）

肉用牛肥育経営維持安定緊急対応業務出資金[新規]

３３１（－）百万円

肥育経営の急激な資金不足に対応するため 、（株）日本政策金融公庫に対して出資
を行い、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。
補助率：定額
事業実施主体：（ 株）日本政策金融公庫

お問い合わせ先：
１の事業
生産局牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）
２、５の事業
生産局食肉鶏卵課 （０３－３５０２－５９８９）
３、４の事業（関連対策を含む）
生産局畜産企画課 （０３－３５０２－５９７９）

10

11

政府からの交付分

4

5

6

7

8

9

対策により需要期に
向けて製造・供給

10

11

1

2

3 （月）

乳製品消費量

乳製品生産量

対策による
需要創出

12

乳製品製造経費の１／２を補助

生産者団体が乳製品を製造し適時に放出する取組や、不需要期の
乳製品需要を創出する取組を支援。

生産者の手取り

国産乳製品供給安定対策事業

補給金

脱脂粉乳 ・バター等
向け生乳価格

補給金

補給金単価及び交付対
象数量は毎年度決定

乳業者の支払分（買取価格）

生産者団体と乳業
者との交渉で決定

a-2
年度

a-1
年度

a
年度

差額×8割

補塡基準価格

飼料生産型酪農経営支援事業（関連対策）

a-3
年度

差額

補塡

生産者積立金

国((独)農畜産業振興機構)
助成(生産者:国=１:３)

１．５万円／１ha
・ 飼料作付面積拡大 １．５万円＋３万円／１ha

・ 飼料作付面積

○ 交付金単価

・ 環境負荷軽減に取り組んでいること

・ 飼料作付面積が、北海道で４０a／頭、都府県で１０a／頭以上

○ 対象者の要件

自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家（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、飼料作付面積に応
じて交付金を交付。
また、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／１ｈａ）。

全
国
平
均
取
引
価
格

生産者
拠出

加工原料乳価格（脱脂粉乳・バター等向け及びチーズ向けの生乳価格）
が下落した場合の経営への影響緩和を目的に、生産者と国が拠出して
造成した積立金から補塡。（※ 液状乳製品を含む乳製品向け生乳の入札取引にも対応）

加工原料乳地域（北海道）の生乳の再生産の確保等を図ることを目的に、
加工原料乳について生産者補給金を交付。

28年度：脱脂粉乳・バター等向け：単価12.69円/kg、交付対象数量 ：178万トン
チーズ向け
：単価15.28円/kg、交付対象数量 ： 52万トン

加工原料乳生産者経営安定対策事業

酪農の経営安定対策について

加工原料乳生産者補給金制度

チーズ向け生乳価格

肉用牛繁殖経営支援事業
肉用牛繁殖経営支援事業

肉用子牛生産者補給金制度
肉用子牛生産者補給金制度
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家族
労働費

補塡金

（注）四半期ごとに算定（前
の四半期に発動がな
かった場合は通算）

粗収益が生産コストを
下回った場合に積立金
（生産者１：国１）から差
額の８割を補塡

［価格］

補塡金

（注）原則として四半期ごと
（当面は月ごと）に算定

粗収益が生産コストを
下回った場合に積立金
（生産者１：国３）から差
額の８割を補塡

生産コスト

粗収益

差額

物財費等

生産コスト

差額の９割を
補塡

奨励金の対象となる成鶏の出荷

30日前

標準取引価格

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

安定基準価格

補塡基準価格

この期間は40万羽以上規模は
補塡しない

鶏卵生産者経営安定対策事業

※一部の県において地域算定を実施

物財費等

養豚経営安定対策事業（豚マルキン）

家族
労働費

肉用牛肥育経営安定特別対策事業（牛マルキン）
差額

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに算定）が保証基準
価格を下回った場合に補給金を交付

保証基準価格

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに算定）が発動基準
を下回った場合に差額の３／４を交付

発動基準

（子牛価格）

肉用牛繁殖経営対策

肉用牛、養豚及び採卵鶏の経営安定対策について

粗収益

［平成28年度予算の概要］

強い農業づくり交付金
【２０，７８５（２３，０８５）百万円】

対策のポイント
国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必
要な共同利用施設の整備等を支援します。

＜背景／課題＞
・「強い農林水産業」を実現するため、生産基盤の整備により、農業の収益力等を強化
することが喫緊の課題です。
・このため、消費者・実需者の需要に応じて、国産農畜産物を安定的に生産・供給する
産地体制等を構築する必要があります。

政策目標
○指定野菜の加工・業務向け出荷量を39％増（平成37年度（対平成25年度比））
（80万１千㌧（平成25年度）→111万６千㌧（平成37年度））
○１中央卸売市場当たりの取扱金額を８％増（平成32年度（対平成25年度比））
（585億円（平成25年度）→632億円（平成32年度））

＜主な内容＞

１．産地の収益力の強化とリスクの軽減
高付加価値化や生産コストの低減など、産地の収益力強化や合理化を図る取組に
必要な共同利用施設の整備や再編を支援します。
また、「攻めの農業」の実現に向け、新品種・新技術等を活用した「強み」のある
産地形成、集出荷・処理加工施設等の再編合理化及び次世代施設園芸の地域展開に
ついて、優先枠を設置することにより、積極的に支援します。
〔優先枠の例〕
・ 産地における新品種の種苗確保に向けた生産体制の整備
・ コスト低減に向けた乾燥調製施設等の再編
・ 地域エネルギーと先端技術を活用した大規模な高度環境制御型栽培施設等の整備
等

２．安全で効率的な流通システムの確立
食料の安定的な供給体制等を確保するため、各卸売市場が経営展望に即して行う
産地や実需者との連携、品質管理の高度化等に資する施設の整備を支援します。
交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体、事業協同組合等

お問い合わせ先：
１の事業 生産局総務課生産推進室
２の事業 食料産業局食品流通課
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（０３－３５０２－５９４５）
（０３－６７４４－２０５９）

14

国

事業の流れ

③ 一括配分

②集約し要望

国 ⇒ 都道府県

交付先：

都道府県
④事業採択

①県が把握

都道府県、市町村、農業者の組織する団体、事業協同組合等

事業実施主体：

農業者の組織
する団体 等

都道府県へは定額 （事業実施主体へは事業費の１／２以内等）

交付率：

売場施設、貯蔵・保管施設、駐車施設、搬送施設、衛生施設、情報処理施設
等

② 卸売市場施設整備

乾燥調製施設、集出荷貯蔵施設、農産物処理加工施設、生産技術高度化
施設、家畜市場、畜産物処理加工施設、小規模土地基盤整備、飼料作物作
付条件整備 等

① 共同利用施設等整備

補助対象：

地域エネルギーと先端技術を活用した大規模な高度環境制御型栽培施設等
の整備を支援

③ 次世代施設園芸の地域展開【１５億円】

高収益な産地体制への転換を図るために、集出荷・処理加工施設等の再編
合理化を支援

② 集出荷・加工の効率化に向けた再編合理化【２０億円】

新品種・新技術等の導入により、需要に対応した産地の形成に必要な施設の
整備を支援

① 「強み」のある産地形成に向けた体制整備【２０億円】

「攻めの農業」の実現に向け、次の取組を積極的に支援します。

優先枠の設定

安全で効率的な市場流通システムの確立に必要な卸売市場施設の整備を支援

４ 食品流通の合理化

気象災害等産地を弱体化させるリスクの軽減に必要な共同利用施設（被害防止
施設等）の整備を支援

３ 気象災害等リスクの軽減

産地の集出荷、処理加工体制の合理化に必要な共同利用施設の再編等を支援

２ 産地合理化の促進

各品目の生産性向上等の取組に必要な共同利用施設の整備を支援

１ 産地収益力の強化

支援メニュー

国産農畜産物の安定供給のため、生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設の
整備等を支援。

平成２８年度予算概算決定額：２０，７８５（２３，０８５）百万円

強い農業づくり交付金

［平成27年度補正予算の概要］

Ⅰ

畜産・酪農の生産力強化
畜産・酪農生産力強化対策事業
【３，０００百万円】
対策のポイント

畜産・酪農の生産力強化を図るため、酪農経営における性判別精液・受精
卵を活用した優良な乳用種後継雌牛の確保及び和牛主体の肉用子牛の生産拡
大、和牛繁殖経営における情報通信技術（ＩＣＴ）等の新技術を活用した繁
殖性の向上、種豚生産経営における優良な純粋種豚の導入による豚の生産能
力の向上等の取組を支援します。
＜背景／課題＞
・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、畜産・酪農の生産力を強化するためには、和
牛繁殖経営の繁殖性の向上と和牛主体の肉用子牛の生産拡大や肥育経営のコスト削減
による経営改善、優良な乳用種後継雌牛の確保等を通じた酪農経営の収入増を推進し
ていくことが必要です。
・また、国産豚肉の競争力強化を図るため、養豚業の基礎となる種豚の能力向上等を図
る必要があります。

政策目標
生乳の生産量（745万 t（平成25年度）→750万 t（平成37年度））
牛肉の生産量（ 51万 t（平成25年度）→ 52万 t（平成37年度））
豚肉の生産量（131万 t（平成25年度）→131万 t（平成37年度））
＜主な内容＞

１．酪農経営改善対策
酪農経営における優良な乳用種後継雌牛の確保及び和牛主体の肉用子牛の生産拡大
を図るため、畜産クラスター計画に基づく以下の取組を支援します。
① 性判別精液・受精卵を活用した優良な乳用種後継雌牛の確保、和牛受精卵を活用
した和子牛生産の拡大、和子牛育成施設の補改修、育成牛の外部預託の推進等の経
営改善に向けた計画的な取組
② 和牛受精卵等の生産拠点の機器整備
③ 性判別精液生産機器等の導入
④ 受精卵移植技術の高位平準化のための実技研修会等の開催

２．肉用牛繁殖性向上対策
畜産クラスター計画に基づき、和牛繁殖経営における情報通信技術（ＩＣＴ）等の
新技術を活用した繁殖性の向上等を図る取組（発情発見装置の導入等）を支援します。

３．養豚競争力強化対策
養豚業の基礎となる種豚の能力向上等を図るため、畜産クラスター計画に基づく種
豚生産経営に対し、以下の取組を支援します。
① 優良な純粋種豚・精液の導入
② 飼料利用性を測定するための機器導入
③ 肉質を測定するための機器導入
④ 飼養衛生管理の高度化を図るための機器導入

15

［平成27年度補正予算の概要］

４．家畜生産性向上対策
家畜の改良増殖目標の達成等のため、家畜の遺伝的能力を最大限に発揮させるため
の技術指導等の取組を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：生産局畜産振興課

※

（０３－６７４４－２５８７）］

上記事業以外の畜産・酪農の生産力強化対策
和牛・生乳の生産拡大を支える研究開発（委託プロジェクト研究）
（技術会議事務局計上）
２２１（２５８）百万円
分娩後の卵巣・子宮機能の早期回復、精液の高品質化を通じた受胎率の向上等のた
めの技術開発を推進します。
生産現場強化のための研究開発（受胎率向上における研究開発）
委託費
委託先：民間団体等
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（１）酪農経営改善対策
対策のポイント
酪農経営における性判別精液・受精卵を活用した優良な乳用種後継雌牛の
確保、和牛受精卵を活用した和牛主体の肉用子牛の生産拡大の取組を進め、
畜産新技術に立脚した力強い酪農経営を確立します。
＜背景／課題＞
・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、酪農の生産力を強化するためには、優良な乳
用種後継雌牛を確保した上で、和子牛の生産拡大を図り、酪農経営の収入増を推進し
ていくことが必要です。

政策目標
生乳の生産量（745万 t（平成25年度）→750万 t（平成37年度））
牛肉の生産量（ 51万 t（平成25年度）→ 52万 t（平成37年度））
＜主な内容＞
１．事業内容
（１）酪農経営改善のための支援
性判別精液・受精卵を活用した優良な乳用種後継雌牛の効率的な確保、和牛受精卵
を活用した和子牛生産の拡大、和子牛育成施設の補改修、育成牛の外部預託の推進等
の経営改善に向けた計画的な取組を支援します。
【補助率：定額、１／２以内】

（２）性判別精液生産機器の導入
効率的に優良な乳用種後継雌牛を確保するため、性判別精液の生産に必要な機器の
導入を支援します。
【補助率：１／２以内】

（３）和牛受精卵等の生産拠点の機器整備
和牛受精卵等の生産拠点の能力強化に必要な機器の整備を支援します。
【補助率：１／２以内】

（４）受精卵移植技術の実技研修会等の開催
受精卵移植技術の受胎成績等の高位安定化を図るため、実技研修会等の開催を支援
します。
【補助率：１／２以内】

２．事業実施主体
民間団体
[お問い合わせ先：生産局畜産振興課 (０３－６７４４－２５８７)]
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（２）肉用牛繁殖性向上対策
対策のポイント
和牛繁殖経営における情報通信技術（ＩＣＴ）等の新技術を活用した繁殖
性の向上等の取組を進め、畜産新技術に立脚した力強い和牛繁殖経営を確立
します。
＜背景／課題＞
・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、畜産の生産力を強化するためには、和牛繁殖
経営の繁殖性の向上により肉用子牛の生産拡大をはかり肥育経営のコスト削減による
経営改善を推進していくことが必要です。

政策目標
牛肉の生産量（ 51万 t（平成25年度）→ 52万 t（平成37年度））
＜主な内容＞
１．事業内容
（１）肉用牛の繁殖性向上システムの構築
和牛繁殖経営における繁殖性の向上を図るため、繁殖雌牛の歩数や体温等から人工
授精の適期等を判断するための機器の導入や人工授精に関する情報等をクラウド上に
蓄積し、飼養管理の改善・指導等に活用する取組を支援します。
【補助率：定額、１／２以内】

（２）繁殖性向上に資する情報の測定・分析技術の実証
繁殖成績の向上や繁殖管理の効率化に資するための発育・栄養度といった形質や発
情周期等の指標を測定・分析する新たな技術の実証を推進します。
【補助率：定額】

２．事業実施主体
民間団体
[お問い合わせ先：生産局畜産振興課 (０３－６７４４－２５８７)]
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（３）養豚競争力強化対策
対策のポイント
豚の生産性・肉質等を向上するため、種豚生産経営における原種豚の生産
能力向上等の取組を進め、国産豚肉の競争力強化を図ります。
＜背景／課題＞
・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、国産豚肉の競争力強化を図るため、養豚業の
基礎となる種豚の能力向上等を図る必要があります。

政策目標
豚肉の生産量（131万 t（平成25年度）→131万 t（平成37年度））
＜主な内容＞
１．事業内容
（１）優良な純粋種豚・精液の導入
純粋種豚の繁殖能力等の向上を図るため、優良な形質を持つ純粋種豚、又は人工授
精用精液の導入を支援します。
【補助率：１／２以内】

（２）飼料利用性を測定するための機器導入
飼料利用性の良い種豚を作出するため、飼料摂取量など飼料利用性の測定に必要な
機器の導入を支援します。
【補助率：１／２以内】

（３）肉質を測定するための機器導入
我が国の消費者等に求められる肉質を持つ種豚を作出するため、ロースの大きさな
ど肉質の測定に必要な機器の導入を支援します。
【補助率：１／２以内】

（４）飼養衛生管理の高度化を図るための機器導入
純粋種豚における子豚の事故率や伝染性疾病のまん延防止のため、より高度な飼養
衛生管理を実施するために必要な機器の導入を支援します。
【補助率：１／２以内】

２．事業実施主体
民間団体
[お問い合わせ先：生産局畜産振興課 (０３－３５９１－３６５６)]
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畜産・酪農の生産力強化
１．畜産・酪農生産力強化対策事業
○ 和牛繁殖経営においては、高齢化の進展や繁殖成績の低下等により和子牛の生産が減少してお
り、酪農経営においても、交雑種の生産が増加する一方で、乳用種後継雌牛が減少
○ このため、和牛受精卵・性判別精液を活用した優良な乳用種後継雌牛の効率的な確保及び和牛主
体の肉用子牛の生産拡大を図る取組等を推進
○ 国産豚肉の競争力強化を図るため、種豚の能力向上等を図る取組を推進

■ 和牛主体の肉用子牛の生産拡大及び優良な乳用種後継雌牛の確保を支援
○ 和牛受精卵を活用した和子牛生産
の拡大、性判別精液・受精卵を活用
した優良後継雌牛の確保等の経営改
善に向けた計画的な取組

乳用牛から
生産した子牛

補助率１／２以内。ただし、
１頭当たり上限6,000円
・乳用牛性判別精液：
１頭当たり上限100,000円
・乳用牛性判別受精卵 ：
・和牛受精卵
： １頭当たり上限70,000円

乳めす

乳おす

肉用牛から
生産した子牛

交雑種

① 乳用種性判別精液の活用
② 乳用種性判別受精卵の活用

○ 和牛受精卵等の生産拠点の機器整備

和牛

酪農家由来

和牛受精卵の活用

→ 和子牛の増頭

→ 優良後継雌牛の確保

○ 性判別精液生産機器等の導入
○ 受精卵移植技術の高位平準化
のための実技研修会等の開催

性判別受精卵

♀
計画的な
後継雌牛の生産

性判別精液

計画的な
和子牛の生産

和牛受精卵

■ 情報通信技術（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
○ 繁殖雌牛の歩数や体温等から
人工授精の適期等を判断するため
の機器の導入

和牛繁殖経営

○ 人工授精に関する情報等を
クラウド上に蓄積し、飼養管理の
改善・指導に活用

センサー

繁殖
データ

牛群の健康診断

クラウド

発情情報
人工授精師
携帯端末

獣医師等

■ 養豚業の基礎となる種豚の能力の向上等
○ 優良な純粋種豚・精液の導入
○ 飼料利用性を測定するための機器導入
○ 肉質を測定するための機器導入
○ 飼養衛生管理の高度化を図るための機器導入

肉質の測定

畜舎消毒洗浄ロボット

■ 家畜の遺伝的能力を最大限に発揮させるための技術指導等
○ 生産性のデータ収集・分析に基づいた技術指導や現地講習会の開催

２．和牛・生乳の生産拡大を支える研究開発（委託プロジェクト研究）
■ 分娩後の繁殖機能の早期回復、受胎率の向上等のための研究開発を推進
○ 分娩後の卵巣・子宮機能の回復を早期に判定する技術や、高い受精能力を有する精液を
より高精度に判別する技術等の開発

【目標】
低受精能精子

正常精子

（オレンジ色に着色）

（緑色に着色）

・牛の分娩間隔を20日以上短縮する技術を開発
20
・生産性向上により、年間300億円規模の生産コスト削減
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Ⅱ

多様な畜産・酪農の推進
【４１４（４５９）百万円】
対策のポイント

多様な畜産・酪農経営の実現と消費者ニーズに対応した畜産物を安定的に
供給するため、種畜の遺伝的能力評価に基づく家畜改良増殖や個体識別情報
を活用した飼養管理の効率化等を推進します。
（遺伝的能力評価とは）
・畜産物の生産効率に影響する要因は、生産環境に関わる飼養管理と家畜の持って生ま
れた遺伝的能力の２つに大別されます。この遺伝的能力は、母側からの卵子と父側か
らの精子が持っている遺伝子により決定されます。遺伝的能力評価は、この結果を基
礎として後代を残す個体を選抜することになるため、可能な限り正確に評価を行う必
要があります。
（家畜改良増殖目標）
・「高く売れる」「生産量が多い」といった従来からの価値観だけでなく、特色ある家畜
による多様な畜産経営、消費者ニーズに応えた畜産物の供給、長期的にひっ迫基調の
穀物需給への適応を軸とした家畜づくりを進めるため、家畜改良増殖法に基づく家畜
の能力・体型・頭数の目標である「家畜改良増殖目標」を策定し、計画的な家畜の改
良増殖を推進しています。

政策目標
家畜改良増殖の推進や個体識別情報の活用により生産数量を維持・拡大
＜主な内容＞
１．家畜改良増殖の推進
ＤＮＡ解析情報と血統情報を活かした和牛の遺伝的多様性確保のための取組や、能力
の高い乳牛の早期作出モデルの実証等を支援するとともに、種畜の遺伝的能力評価の精
度向上や、スマート畜産の推進に必要な基礎的データを全国的・効率的に収集・分析す
る体制の整備を図ります。また、我が国固有の品種である和牛の優位性を確保するため、
精液等の和牛遺伝資源の適切な管理を強化します。
家畜改良対策推進 ３６３（３８９）百万円
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体、大学、生産者集団

２．家畜個体識別システム利活用の促進
牛の個体識別情報を活用した家畜改良及び飼養管理の効率化・高度化や豚の生産情報
の消費者への効率的な提供等を行います。
家畜個体識別システム利活用促進 ５１（７０）百万円
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体
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１．家畜改良対策推進
【３６３（３８９）百万円】

対策のポイント
ＤＮＡ解析情報を活用した評価手法の導入や種畜の遺伝的能力評価精度の
向上、スマート畜産の推進に必要な基礎的データを全国的・効率的に収集・
分析する体制の整備を図るとともに、我が国固有の品種である和牛の優位性
を確保するため、和牛遺伝資源の適切な管理の強化を行うことにより、多様
な畜産・酪農経営の実現を推進します。
＜背景／課題＞
・家畜の改良増殖は、畜産物の生産コストの低減や品質向上を通じて、畜産物の安定供
給と経営の健全な発展を図って行く上で極めて重要であるとともに、食料自給率の向
上にも貢献するものです。
・家畜の能力を向上させるためには、家畜の資質、能力等を正確に把握・分析し、多数
の個体の中から優れた個体を選抜し、利用することが不可欠です。

政策目標
家畜改良増殖の推進により生産数量を維持・拡大
＜主な内容＞
１．事業内容
（１）遺伝的能力評価の推進
乳用牛においてはＤＮＡ解析情報を活用した能力の高い乳牛の早期作出モデル実証、
肉用牛においては枝肉、繁殖性等に係るデータ収集・分析、豚においては血縁構築の
ための種豚の導入や広域能力評価を図ること等により、遺伝的能力評価の精度向上や
効率的な家畜改良を推進します。また、生産現場における課題を解決するための、ス
テップアップ情報となり得るデータ収集・整理などスマート畜産推進の取組を支援す
るとともに、乳用牛の多様な品種の受精卵の導入を支援します。
【補助率：定額、１／２以内】

（２）和牛の遺伝的多様性の確保対策（新規）
ＤＮＡ解析情報と血統情報を活かした遺伝的多様性評価手法の確立を推進し、それ
ら技術を和牛改良体制に導入するための取組に対して支援します。
【補助率：定額】

（３）和牛遺伝資源の有効活用対策
我が国固有の品種である和牛の優位性を確保するため、精液等の和牛遺伝資源の適
切な管理を行う取組を支援します。
【補助率：定額、１／２以内】

２．事業実施主体
民間団体、大学、生産者集団

[お問い合わせ先：生産局畜産部畜産振興課（０３－６７４４－２５８７）]
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２．家畜個体識別システム利活用促進
【５１（７０）百万円】

（１）牛個体識別システム利活用促進
【２１（２８）百万円】

対策のポイント
牛の個体識別情報を活用した家畜改良及び飼養管理の効率化・高度化を推
進します。

＜背景／課題＞
・配合飼料価格が長期的に上昇する傾向にある中、更なる労働時間の短縮や生産コスト
の低減を図る必要があります。
・このため、地域の中核的な生産組織において牛の個体識別情報と牛群検定情報等の生
産情報とを組み合わせて活用することにより、地域の家畜改良及び飼養管理の効率化
・高度化を図っていく必要があります。

政策目標
個体識別情報の活用により生産数量を維持・拡大

＜主な内容＞
１．事業内容
（１）地域的な取組に係る検討
牛の個体識別番号をキーとした生産情報の活用に係る地域的な取組についての検討
等に対して支援します。
【補助率：定額】
（２）生産情報の処理分析のためのシステム整備
地域の中核的な生産組織において、牛の個体識別情報と生産情報を組み合わせて処
理分析するために必要なシステムの開発等について支援します。
【補助率：１／２以内】
（３）生産情報の処理分析及び分析結果の活用
生産情報の処理分析を行い、地域の中核的な生産組織とコントラクターなどの外部
組織とがその結果を共有・連携することにより地域の家畜改良及び飼養管理の効率化
・高度化に向けた技術指導等を実施する取組を支援します。
【補助率：定額】

２．事業実施主体
民間団体、生産者集団等

[お問い合わせ先：生産局畜産部畜産振興課（０３－６７４４－２２７６）]
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（２）豚トレーサビリティ推進対策
【３０（４３）百万円】

対策のポイント
生産情報を消費者へ提供することによる豚肉のブランド力向上を図るため
のトレーサビリティの普及・実用化及び、トレーサビリティを活用した改良
のための情報提供等による養豚経営の体質強化を推進します。

＜背景／課題＞
・養豚経営の体質強化を図るためには、種豚の繁殖能力や産肉能力の向上による肉豚生
産の効率化と高品質化を図るとともに、国産豚肉のブランド力の強化を図ることが必
要です。
・国産豚肉のブランド力を強化するためには、特色ある豚肉を生産するとともに、生産
情報を提供すること等により消費者の信頼を高めることが重要です。

政策目標
個体識別情報の活用により生産数量を維持・拡大

＜主な内容＞
１．豚トレーサビリティ推進対策
（１）豚トレーサビリティの普及・実用化（拡充）
生産者及び流通業者の豚トレーサビリティに関する理解醸成、消費者等への
周知を図るための取組を支援します。
【補助率：定額】

（２）国産豚肉の訴求力の向上（拡充）
豚の給与飼料等の飼養管理に係る情報提供を強化し、消費者に対して国産豚
肉の訴求力を向上させる取組を支援します。
【補助率：定額】

（３）トレーサビリティを活用した豚の改良情報の提供等
トレーサビリティを活用した種豚改良のためのデータ収集や分析、国産豚肉の品質
向上のための改良情報の提供体制の整備を支援します。
【補助率：定額】

２．事業実施主体
民間団体
[お問い合わせ先：生産局畜産部畜産振興課（０３－３５９１－３６５６）]
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Ⅲ

養蜂振興の推進

産地活性化総合対策事業のうち養蜂等振興強化推進事業
【２，０４９（２，３４３）百万円の内数】
＜背景／課題＞
・養蜂については、平成24年に養蜂振興法が改正され、蜜蜂の適正管理、蜜源植物の保護
及び増殖等を集中的に実施することが求められています。このような中、近年、蜜源植
物の植栽面積が減少していることや、蜜蜂を農薬被害から退避させる場所が十分でない
状況にあることから、蜜源確保が必要となっています。
・また、ダニによる病気が増加していること、農薬被害防止が求められていることから、
蜜蜂を守るための衛生・飼養管理技術の普及が必要となっています。
・花粉交配用として広く利用されているセイヨウオオマルハナバチが平成18年に特定外来
生物に指定され、野外への逸出防止対策が義務化されるとともに、既存の利用農家以外
の飼養が禁止されたことを受け、施設園芸における花粉交配用昆虫の安定確保のために
は、セイヨウオオマルハナバチから在来種マルハナバチへの切替が急務となっています。
＜主な内容＞
（地区推進）
１．蜜源植物の植栽支援（拡充）
蜜源植物を確保し、蜂群の適正配置、農薬被害からの退避を推進するため、養蜂家を
対象とした蜜源植物の植栽、管理に対して支援します。
２．在来種マルハナバチの利用拡大等支援（新規）
花粉交配用として在来種マルハナバチの利用拡大等に取り組む地域に対して、先進地
の情報収集や地域での利用実証・展示、農業者への利用技術講習会の開催等、地域での
利用の拡大・普及に係る取組を支援します。
（全国推進）
３．衛生・飼養管理技術向上支援（拡充）
養蜂関係者に対する衛生管理や農薬被害防止等の飼養管理に関する講習指導等技術向
上のための取組を支援します。
補助率：１及び３ 定額
２ 定額、１／２
事業実施主体：１及び２ 協議会
３
民間団体等

お問い合わせ先:
１及び３の事業
生産局畜産振興課畜産技術室（０３－３５９１－３６５６）
２の事業
生産局園芸作物課花き産業・施設園芸振興室（０３－３５９３－６４９６）
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養蜂等をとりまく状況の変化

養蜂等振興強化推進事業

○ダニによる病気も増加しており、農薬被害防止対策
とあわせて、蜜蜂を守るための衛生・飼養管理技術
の普及が必須。

○近年、蜜源植物の植栽面積は減少。農薬被害から蜜
蜂を退避させたくても、採蜜可能な退避場所が十分
でない状況。

○平成24年に養蜂振興法を以下のとおり改正。
・届出義務対象者の拡大
・蜜蜂の適正管理
・都道府県の指導強化
・蜜源植物の保護及び増殖

○セイヨウオオマルハナバチから在来種マルハナバチ
への切替や、花粉交配用蜜蜂の需給状況に左右され
ない施設園芸産地体制の構築が必須。

○平成21年の花粉交配用蜜蜂不足による施設園芸農家
の危機的状況は脱しているが、未だ、需給状況は逼
迫。不足が起きれば、生産コストの増加等、経営に
大きく影響。

○施設トマト等の授粉に広く利用されているセイヨウ
オオマルハナバチが平成18年に特定外来生物に指定。
野外への逸出が問題となり、逸出防止対策が義務化さ
れるとともに、既存の利用農家以外の飼養が禁止。

26

蜜源植物の植栽支援

○蜜蜂の衛生・飼養管理の徹底によ
る養蜂経営の安定。

○養蜂振興法の円滑な運用の推進

○養蜂等を通じ、所得の増加と地域
の活性化を実現

○花粉交配用昆虫の安定確保によ
る施設園芸の体制強化

養蜂関係者に対する衛生管理、農薬被害防止等の飼養管理技術講習
指導への支援。

衛生・飼養管理技術向上支援

（全国推進）

在来種マルハナバチの利用技術実証・展示に係る取組のほか、先進地
視察・情報収集、農業者への講習会の開催や在来種マルハナバチの導
入等の地域への普及に係る取組に対して支援。

在来種マルハナバチの利用拡大支援

蜜源植物を確保し、蜂群の適正配置、農薬被害からの退避を推進する
ため、蜜蜂全体を対象とした植栽・管理に対して支援。

（地区推進）

産地活性化総合対策事業 2,049（2,343）百万円の内数

［平成28年度予算の概要］

Ⅳ

東日本大震災からの復旧・復興対策

東日本大震災農業生産対策交付金
（総務課生産推進室（内閣府復興庁計上））
１．被災地における生産力の回復
（１）津波等の影響で生産力が低下した草地において、その生産性の回復に向けた機械
・施設の復旧等を強化する以下の取組を支援します。
・

飼料播種機、収穫機等の機械のリース導入やバンカーサイロ、飼料保管庫、Ｔ
ＭＲセンター等の施設の復旧

・

放牧地や牧柵等の放牧関連施設の修理、再整備

（２）被災地域の畜産・酪農の産地再生・競争力の強化等を図るため、以下の自給飼料
生産・調製体制の再編に関する取組を支援します。
・

草地除染対象地域の周辺地域における草地生産性向上対策

・

飼料生産組織の高度化に必要な機械のリース方式による導入

２．農畜産物の販売力の回復
（１）草地の原発事故に伴う放射性物質による汚染に対応するため、牧草の品種・品目
転換や反転耕・深耕等を行うことにより放射性物質の影響を低減する吸収抑制対策
の取組を支援します。
（２）被災地域の畜産経営の競争力を速やかに回復するために、以下の家畜の改良体制
の再構築に資する取組を支援します。
・

地域の家畜改良の基礎となる高能力種畜の導入

・

性判別精液等を用いて生産した性判別受精卵の導入

・

高能力牛からの受精卵生産

・

牛群検定の活用による改良体制の回復

（３）被災地域の公共牧場の牧草地の再生利用を進めるため、以下の急傾斜地等での効
率的・効果的に放射性物質の影響を低減する取組を支援します。
・

放射性物質の影響を低減する技術を組み合わせたモデル実証

・

公共牧場再生利用のための方策等を検討する推進会議等の開催
東日本大震災農業生産対策交付金
３，３１２（５，０５３）百万円の内数
補助率：都道府県への交付率は定額
（事業実施主体へは１／２以内等）
事業実施主体：農業者の組織する団体等

お問い合わせ先:
１及び２（１）、（３）の事業
生産局飼料課（０３－６７４４－２３９９）
２（２）の事業
生産局畜産振興課（０３－６７４４－２５８７）
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Ⅰ

飼料自給率の向上
飼料自給率向上関連事業
飼料増産総合対策事業
１，０１１( 1,055)百万円
畜産クラスターを後押しする草地整備の推進<公共>
１６，４００(
0)百万円(平27補正)
草地難防除雑草駆除等緊急対策事業
７００(
0)百万円(平27補正)
草地関連基盤整備＜公共＞
４，７８３( 6,219)百万円
飼料生産型酪農経営支援事業
６，８００( 6,581)百万円
水田活用の直接支払交付金
３０７，７６５(277,026)百万円の内数
米活用畜産物等ブランド化推進事業
３５(
0)百万円の内数
強い農業づくり交付金
２０，７８５( 23,085)百万円の内数
農業労働力最適活用支援総合対策事業
２５０(
0)百万円の内数

対策のポイント

国産飼料の一層の生産と着実な利用拡大により、飼料自給率の向上を図り、
飼料生産基盤に立脚した力強い畜産経営を確立します。
（飼料の種類）
飼料は、粗飼料と濃厚飼料に分けられます。
① 粗飼料・・・乾牧草、サイレージ（牧草、青刈りとうもろこし、飼料用稲等を発酵
させたもの）、稲わら等
② 濃厚飼料・・穀類（とうもろこし、こうりゃん、大麦、飼料用米等）、糠類（ふすま、
米ぬか等）、油粕類（大豆油粕、なたね油粕等）、エコフィード等
牛等の草食性家畜には粗飼料と濃厚飼料を給与しますが、豚や鶏にはほとんど濃厚飼
料のみを給与します。
濃厚飼料は、その大宗を海外から輸入しており、新興国等の穀物需要の増大や異常気
象等により穀物の価格上昇や供給の不安定等が懸念されます。このため、国内の飼料生
産基盤に立脚した足腰の強い畜産経営の実現に向けて国産飼料の生産の拡大を進めてい
ます。

政策目標

飼料自給率の向上（26％（平成25年度）→40％（平成37年度））
飼料作付面積の拡大（89万ha（平成25年度）→108万ha（平成37年度））
＜主な内容＞
飼料増産総合対策事業

１,０１１（１,０５５）百万円

輸入飼料原料に過度に依存した畜産から国内の飼料生産基盤に立脚した畜産に転換
するため、国産飼料の一層の生産と着実な利用拡大、飼料生産の外部化や食品残さ等
の飼料利用の拡大の支援等により飼料自給率の向上を図り、力強い畜産経営を確立し
ます。

（１）草地生産性向上対策

２９０（２９０）百万円

①
②
③
④

草地の生産性向上を図るための草地改良
新品種等の優良飼料作物種子の活用促進
飼料生産組織（コントラクター等）の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粗飼料や濃厚飼料原料（イアコーン等）の国内
生産・給与技術（スマートフィーディング）の実証
⑤ 地域の大家畜生産のハブとしての公共牧場の機能強化
等を支援します。
補助率：定額、１／２以内、１／３以内
事業実施主体：農業者集団、民間団体
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（２）国産粗飼料増産対策

５５１（５９５）百万円

①

コントラクター等が地域の飼料生産の担い手として機能の高度化を図るため、
国のガイドラインに則し、飼料生産作業の集積等により生産機能の強化を図る取
組
② コントラクター等による青刈りとうもろこしなどの栄養価の高い良質な粗飼料
（高栄養粗飼料）の作付・利用拡大等の取組
③ 省力化・低コスト化を図るため地域一体となった放牧の取組
を支援します。
補助率：定額、１／２以内、１／３以内
事業実施主体：農業者集団、民間団体

（３）エコフィード増産対策事業

１７０（１７０）百万円

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、地域の関
係者との連携による食品残さ等の飼料利用体制の構築、活用が進んでいない食品残
さを原料としたエコフィードの増産等を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：農業者集団、民間団体

（平成27年度補正予算）
畜産クラスターを後押しする草地整備の推進＜公共＞

（農村振興局計上）
１６，４００（－）百万円

畜産クラスター計画を策定した地域において、地域ぐるみで効率的な飼料生産を一層進
めるため、収穫作業等の受託や大型機械化体系に対応した草地整備を推進します。
農業農村整備事業で実施
国費率、補助率：１／２以内等
事業実施主体：国、都道府県、事業指定法人

草地難防除雑草駆除等緊急対策事業

７００（－）百万円

難防除雑草駆除計画を策定し、計画に基づき行う高位生産草地への転換や駆除対策の活
用・普及等の取組に対し支援するとともに、コントラクターや生産組合が利用率の低下し
た公共牧場等を有効活用するために行う草地の生産性改善及び機械の導入等の取組を支援
します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体

※

上記事業以外の飼料対策
○

草地関連基盤整備＜公共＞

（農村振興局計上）
４，７８３（６，２１９）百万円

農地集積の加速化、農業の高付加価値化のための大型機械体系に対応した効率的な
飼料生産基盤の整備を支援します。
農業農村整備事業で実施
国費率、補助率：１／２以内等
事業実施主体：国、都道府県、事業指定法人

○

飼料生産型酪農経営支援事業

（畜産企画課計上）
６，８００（６,５８１）百万円

自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家（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、飼料作付面積に応じて交付金を交付します。
また、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／１ha）します。
補助率：定額
事業実施主体：都道府県協議会、生乳生産者
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○

水田活用の直接支払交付金（飼料関連部分）

（穀物課計上）

水田を活用して、飼料作物、飼料用米、稲発酵粗飼料用稲等を生産する農業者に対
し、交付金を直接交付します。併せて、①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、②耕畜連携の
取組（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環）を支援します。
（１）戦略作物助成
・飼料作物
・稲発酵粗飼料用稲（WCS用稲）
・飼料用米

交付単価：３５，０００円／１０ａ
交付単価：８０，０００円／１０ａ
交付単価：収量に応じ、５５，０００
～１０５，０００円／１０ａ

（２）二毛作助成

交付単価：１５，０００円／１０ａ

（３）耕畜連携助成

交付単価：１３，０００円／１０ａ
３０７，７６５（２７７，０２６）百万円の内数
補助率：定額
交付先：農業者、集落営農

○ 米活用畜産物等ブランド化推進事業
（１）米活用畜産物等ブランド展開事業（新規）

３５（－）百万円
（穀物課計上）

飼料用米を活用した豚肉、鶏卵等の畜産物など、米を利用した新たな食品のブラン
ド化による需要の拡大を図るため、検討会の開催、生産流通実態の調査、販路開拓・
販売促進に要する経費を支援します。
２４（－）百万円
補助率：定額（１／２相当）
事業実施主体：協議会

（２）米活用畜産物等全国展開事業（新規）

（穀物課計上）

飼料用米を活用した豚肉､鶏卵等の畜産物など､米を利用した新たな食品の全国的な
認知度向上を図る上で必要となる検討会の開催､ブランド化のためのＰＲロゴマークの
制定､市場調査、特色ある地域での取り組み事例等の情報収集・発信、フェアの開催に
要する経費を支援します。
１１（－）百万円
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

○

強い農業づくり交付金

（総務課生産推進室計上）

地方の高い自主性と裁量に基づく飼料増産に向けて、簡易作付条件整備等の飼料基
盤整備、放牧関連施設、国産粗飼料や飼料用米の生産・調製・保管施設の整備等の取
組を支援します。
２０,７８５ （２３，０８５ ）百万円の内数
交付率：都道府県への交付率は定額
（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体等

○

農業労働力最適活用支援総合対策事業

（技術普及課計上）

産地単位で、生産者団体や市町村等の関係者が構成員となって「労働力確保戦略センタ
ー」を立ち上げ、労働力の募集や産地への派遣、農業サービス事業体による農作業の外
部化や援農隊による労働力の提供など、産地の発意と自主的な活動に基づいた、戦略的
・実践的に労働力を確保・活用するための取組を支援します。
２５０ （－）百万円の内数
交付率：１／２以内 等
事業実施主体：生産者団体・市町村・農業者等からなる協議会等
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［平成28年度予算の概要］

飼料増産総合対策事業
【１，０１１(１,０５５)百万円】
（１）草地生産性向上対策
【２９０（２９０）百万円】

対策のポイント
生産性の低下した草地の土壌分析等による草地改良や優良飼料作物種子の
活用を進めるための品種特性調査、飼料作物種子・飼料用稲専用品種種子の
調整保管及び飼料生産技術者の資質向上等を支援します。
＜ 背景/課題＞
（飼料自給率の向上）
・畜産物の生産コストに占める飼料費の割合は、酪農及び肉用牛生産で約４割となって
おり、飼料価格の高騰は、畜産経営に大きく影響します。このため、飼料作物作付面
積の拡大と単収向上を図り、飼料自給率を向上することが必要です。
・飼料作物の生産拡大のためには、草地における大幅な収量増を図るための草地改良の
推進やその効果を最大限引き出すための優良飼料作物種子の活用、飼料生産技術者の
資質向上等を推進することが必要です。

政策目標
飼料自給率の向上 （26％（平成25年度）→40％（平成37年度））
飼料作付面積の拡大 （89万ha（平成25年度）→108万ha（平成37年度））
＜主な内容＞
１．事業内容
（１）生産性向上のための草地改良
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
取組を支援します。
【補助率：１／２以内、１／３以内】

（２）優良飼料作物種子の活用・放牧技術等の向上
優良飼料作物種子の普及を進めるための品種特性調査、新品種等の優良飼料作物種
子の活用、飼料生産・放牧に関する技術の向上に向けた取組を支援します。
【補助率：定額】

（３）飼料作物種子の調整保管
飼料作物種子及び飼料用稲専用品種種子について安定供給を図るための調整保管を
支援します。
【補助率：定額】

（４）自給飼料生産技術向上
飼料生産技術者の資質向上を図る取組、配合飼料給与量を低減させる粗飼料や濃厚
飼料原料（イアコーン等）の国内生産・給与技術（スマートフィーディング）の実証、
地域の大家畜生産のハブとしての公共牧場の機能強化を支援します。
【補助率：定額､１／２以内】

２．事業実施主体
農業者集団（（１）の事業）
民間団体（(１)以外の事業）
[お問い合わせ先：生産局畜産部飼料課
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（０３－６７４４－２３９９）]

［平成28年度予算の概要］

（２）国産粗飼料増産対策
【５５１（５９５）百万円】

対策のポイント
コントラクター等の機能高度化による国産粗飼料の生産・利用拡大、放牧
を活用した飼養管理の省力化・低コスト化の取組等を支援します。
＜ 背景/課題＞
（飼料生産組織の機能高度化）
・国産粗飼料の生産・利用の拡大を図るためには、飼料生産組織（コントラクター等）
が、従来の「畜産農家から飼料生産作業を受託する組織」の枠を越え、作業の集積に
よる飼料生産機能の強化など、地域の飼料生産を担える機能を備えた組織に生まれ変
わることが必要です。
（高栄養粗飼料の増産）
・輸入穀物等の価格高騰による畜産経営への影響を軽減するためには、栄養価の高い良
質な粗飼料（青刈りとうもろこしやアルファルファ等）の生産拡大により、配合飼料
の利用削減を促進することが重要です。
・栄養価の高い良質な粗飼料の作付・収穫・調製にかかるコストや労働負荷の軽減を図
るためには、コントラクターやＴＭＲセンターによる効率的な生産・供給体制を構築
することが必要です。
（肉用繁殖牛・乳用牛の放牧の推進）
・草地や中山間地域等の不作付地等の土地資源を有効に活用し、酪農・肉用牛繁殖経営
の省力化、低コスト化を図るためには、地域が一体となって放牧の取組を推進するこ
とが重要です。

政策目標
飼料自給率の向上 （26％（平成25年度）→40％（平成37年度））
飼料作付面積の拡大 （89万ha（平成25年度）→108万ha（平成37年度））
＜主な内容＞
１．事業内容
（１）飼料生産組織機能高度化（新規）
飼料生産組織（コントラクター等）が、地域の飼料生産の担い手としての機能を発
揮するため、国が示したガイドラインに則し、作業の集積による飼料生産機能、自給
飼料生産が困難な地域への供給機能、草地コンサルタント機能等を高度化する取組に
対して支援します。
【補助率：定額、１／２以内】

（２）高栄養粗飼料増産対策
コントラクターやＴＭＲセンターによる栄養価の高い良質な粗飼料の生産・利用拡
大による配合飼料の軽減を図るため、青刈りとうもろこし等の高エネルギーな飼料作
物の前年からの拡大面積やアルファルファ等の高タンパク質なマメ科牧草の追播面積
に応じて支援します。
【補助率：定額】

（３）地域づくり放牧推進事業
省力化・低コスト化を図るため、レンタカウを活用した肉用繁殖雌牛の放牧の取組
や地域一体となった放牧酪農技術の向上の取組に対して支援します。
【補助率：定額、１／２以内、１／３以内】

２．事業実施主体
農業者集団、民間団体
［お問い合わせ先：生産局畜産部飼料課
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（０３－３５０２－５９９３）]

［平成28年度予算の概要］

（３）エコフィード増産対策
【１７０（１７０）百万円】

対策のポイント
未だ活用されずに廃棄処分されている食品残さ等の飼料利用を推進します。
＜背景／課題＞
・食品残さ等を活用した飼料（エコフィード）の生産・利用は、食品リサイクルにおけ
る資源の有効利用や飼料自給率を向上する手段としてだけでなく、近年の輸入飼料原
料価格が不安定な情勢において、畜産経営コストの多くを占める飼料費を削減する手
段としても、重要性が高まっています。
・今後、更なるエコフィードの生産・利用の拡大を図るためには、小売・外食産業等に
おける食品残さ等の分別や、エコフィード利用畜産物の販売・流通を介し、小売・外
食事業者等と飼料化事業者、畜産農家等が連携した食品残さ等の分別、生産、流通・
販売の事業モデルの確立・普及により、エコフィードの生産・利用の推進を図る必要
があります。

政策目標
飼料自給率の向上

（26％（平成25年度）→40％（平成37年度））

＜主な内容＞
１．事業内容
（１）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）
エコフィード利用畜産物の差別化のための生産技術、流通・販売に係る実証調査・
普及を支援します。
【補助率：定額】

（２）食品残さ等の飼料利用体制の構築
関係者の連携により食品残さ等の飼料利用体制を構築する取組を支援します。
【補助率：定額】

（３）エコフィードの生産拡大
活用が進んでいない食品残さ等を原料としてエコフィードを増産する取組を支援し
ます。
【補助率：定額、１／２以内】

２．事業実施主体
農業者集団、民間団体
[お問い合わせ先：生産局畜産部飼料課
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（０３－６７４４－７１９３）]

機密性○
情報

○○
限り

飼料増産総合対策事業

平成28年度予算額 １，０１１百万円

○ 輸入飼料原料への依存体質から脱却し、国内の飼料生産基盤に立脚した畜産経営を実
現するため、国産飼料の生産・利用を拡大
○ 飼料作物の増産に向けて、作付拡大、生産性向上及び生産体制の強化等を推進

草地生産性向上対策 （290百万円）
○生産性向上のための草地改良
○優良飼料作物種子の活用・放牧技術等の向上
○飼料作物種子・飼料用稲種子の調整保管
高位生産草地

○自給飼料生産技術向上の支援（イアコーン等
の技術実証等）

飼料生産技術者
の技術向上

（補助率：定額、１／２以内、１／３以内）

種子の調整保管

注：ｲｱｺｰﾝとは、子実、芯、穂皮からなる雌穂（しすい）

国産粗飼料増産対策 （551百万円）
（拡充）

濃厚飼料原料
（ｲｱｺｰﾝ等）の
技術実証等

エコフィード増産対策 （170百万円）
（拡充）
○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促進（新規）

○コントラクター等が飼料生産の担い手
としての役割を発揮するための生産機能を
高度化する取組への支援（新規）

○地域の関係者の連携による食品残さ等の飼料
利用体制の構築

○飼料生産組織による栄養価の高い良質な粗
飼料（とうもろこし等）の生産・利用を
拡大する取組への支援

○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）

○省力化・低コスト化を図るための地域一体
となった放牧の取組への支援
（補助率：定額、１／２以内、１／３以内）

エコフィードの
品質向上

コントラクターの
高度化

乳用牛の
集約放牧

肉用繁殖牛の
放牧
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エコフィード利用
畜産物の差別化

［平 成27年度 補正予算 の概要］

畜産クラスターを後押しする草地整備の推進（公共）
【１６，４００百万円】
対策のポイント
畜産クラスター計画を策定した地域において、地域ぐるみで効率的な飼料
生産を一層進めるため、収穫作業等の受託や大型機械化体系に対応した草地
整備を推進します。

＜背景／課題＞
・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、我が国畜産の競争力の強化を図るためには、
地域ぐるみの高収益型畜産体制（畜産クラスター）の取組を通じて、国内の飼料生産
基盤に立脚した足腰の強い畜産経営を実現することが重要です。
・このため、畜産クラスター計画を策定した地域において、同計画に即して、収穫作業
等の受託や大型機械化体系に対応した草地・畑の一体的整備、草地の大区画化、排水
不良の改善等の基盤整備を推進することが必要です。

政策目標
飼料作物の単位面積当たりの収量が25％以上増加するよう草地の整備等を
推進
＜主な内容＞

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、排水改良の改善等の整備を推進します。
・主な工種：区画整理、暗渠排水 等
国費率、補助率：２／３、１／２等
事業実施主体：国、都道府県、事業指定法人

２．家畜ふん尿を活用した肥培かんがい施設の整備
効率的な飼料生産基盤を形成するため、家畜ふん尿を発酵してスラリーとして有
効活用するための肥培かんがい施設等の整備を実施します。
・主な工種：肥培かんがい施設、排水施設 等
国費率：４／５（北海道）
事業実施主体：国

３．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
国費率：３／４（北海道）
事業実施主体：国

お問い合わせ先：
１の事業 生 産 局飼 料 課 （０３－６７４４－２３９９）
１の事業 農村振興局農地資源課 （０３－６７４４－２２０７）
２の事業 農村振興局水 資 源 課 （０３－３５０２－６２４４）
３の事業 農村振興局防 災 課 （０３－３５０２－６４３０）
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36
山成に合わせて整備

急傾斜地

３．実施主体

生産性向上のため、緩傾斜に整地

急傾斜地→緩傾斜地

※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７ｈａ
程度の区画

・国
・都道府県、事業指定法人

作業幅：9.7ｍ

大区画による効率的な飼料生産

大型作業機械による作業

＜整備後＞

大区画化による作業効率向上の結果、適期収穫が
可能となることや、基盤整備を通じた排水不良の改
善等により、飼料作物の単位面積当たりの収量を
２５％以上増加

＜効果＞

個人所有の農業機械による作業

作業幅：3.2ｍ

現況の自然水路に合わせて整備

＜整備前＞

飼料作物の単位面積あたり収量が25％以上増加することが見込まれること。

２．実施要件

内 容：整地、暗渠排水、排水施設 等
国費率：３／４（北海道）

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

③泥炭地帯における草地の排水不良の改善

内 容：肥培かんがい施設、排水施設 等
国費率：４／５（北海道）

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

②家畜糞尿を活用した肥培かんがい施設の整備

内 容：区画整理、暗渠排水 等
国費率、補助率：２／３、１／２ 等

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

①大型機械化体系に対応した草地整備

１．事業内容

○ 「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、我が国畜産の競争力の強化を図るため、地域ぐるみの高収益型畜産
体制（畜産クラスター）の取組を加速することが重要。
○ このため、各地域で作成する畜産クラスター計画により、地域ぐるみで効率的な飼料生産を一層進めるため、
大型機械化体系に対応した草地・畑の一体的整備、草地の大区画化等の基盤整備を推進。

畜産クラスターを後押しする草地整備の推進（公共）

［平成27年度補正予算の概要］

草地難防除雑草駆除等緊急対策事業
【７００百万円】

対策のポイント
難防除雑草駆除計画を策定し、計画に基づき行う高位生産草地への転換や
駆除対策の活用・普及等の取組に対し支援するとともに、コントラクターや
生産組合が利用率の低下した公共牧場等を有効活用するために行う草地の生
産性改善及び機械の導入等の取組を支援します。

＜背景／課題＞
・「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、将来にわたり意欲をもって畜産経営を継続し
ていけるよう、自給飼料の一層の生産拡大を図り、畜産・酪農の競争力強化を一層強
力に進める必要があります。
・自給飼料の生産拡大を図るためには、草地の生産性向上を図る必要がありますが、近
年、従来の草地改良では防除の難しい難防除雑草の繁茂による草地の生産性の低下や
全国の飼料作物作付面積の約１割を占める公共牧場等の利用率の低下が大きな課題と
なっています。
・このため、難防除雑草の繁茂した草地に対し、地域に合った駆除対策を計画・実行す
る取組や利用率の低下した公共牧場等の荒廃草地に対し、生産性を改善し有効活用す
る取組等の推進が必要です。

政策目標
飼料作物の生産量（350万TDNﾄﾝ（平成25年度）→ 501万TDNﾄﾝ（平成37年度））

＜主な内容＞

１．草地難防除雑草駆除対策
難防除雑草駆除計画を策定し、計画に基づき行う高位生産草地への転換（除草剤散
布、耕起、砕土、整地、施肥、土壌改良資材投入、優良品種の導入等による施工）及
び駆除対策の活用・普及等の取組を支援します。

２．荒廃草地活用対策
既存の利用者以外のコントラクターや生産組合が利用率の低下又は遊休化した公共
牧場等の荒廃草地を有効活用するために行う飼料生産・収穫・調製機械の導入、草地
の生産性改善等の取組に対し支援します。また、生産活動拠点を構築するために行う
飼養管理施設の改修、乳用育成牛・肉用繁殖雌牛の導入、人材育成等の取組を支援し
ます。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体

[お問い合わせ先：生産局飼料課
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（０３－６７４４－２３９９）]

草地難防除雑草駆除等緊急対策事業

平成27年度補正予算額 ７００百万円

■対策の活用・普及 （補助率：定額）
看板等展示器具、ﾃﾞｰﾀ収集、会議・研修会等

【 ３．対策の活用・普及】

計画に基づき除草剤の散布等を実施

（除草剤散布、耕起、砕土、整地、施肥、土壌改良資材投入、 優良品種の
導入等による施工）

■高位生産草地への転換 （補助率： １／２以内）
難防除雑草駆除計画に基づき行う、高位生産草地への転換

【 ２．草地の改良】

■調査分析 (補助率： １／２以内)
土壌分析、堆肥分析、飼料分析、概況調査

■難防除雑草駆除計画の策定 （補助率： 定額)

【１．計画の策定等】

草地難防除雑草駆除対策

遊休化公共牧場等
コントラクター・
生産組合

牧草ｻｲﾚｰｼﾞ・
乾草供給

畜産農家

利用率が低下又は遊休化した草地を利用した飼料生産・調製

牧草ｻｲﾚｰｼﾞ・
乾草供給

整備

（飼養管理施設の改修、乳用育成牛・肉用繁殖雌牛の導入等）

■機能高度化整備 （補助率： １／２以内）
計画に基づき行う生産活動拠点の整備

■機能高度化活用推進 （補助率： 定額)
荒廃草地を機能高度化し、活用するための推進計画の策定、
現地調査、技術高度化研修

② 生産活動拠点構築対策

（土壌分析、飼料分析、飼料生産収穫調製機械の導入等）

■荒廃草地利用体制の整備 （補助率： １／２以内)
計画に基づき行う草地生産性の改善

■荒廃草地活用推進 （補助率： 定額)
荒廃草地を有効活用するための推進計画の策定、現地調査

① 荒廃草地基盤有効活用対策

荒廃草地活用対策

○ 難防除雑草駆除計画を策定し、計画に基づき行う高位生産草地への転換や駆除対策の活用・普及等の取組を支援。
○ コントラクターや生産組合が利用率の低下した公共牧場等を有効活用するために行う草地の生産性改善及び機械の導入等の
取組を支援。
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［平成28年度予算の概要］

Ⅱ

飼料穀物の安定供給
飼料穀物備蓄対策事業
【１，７６６（１，５８０）百万円】
対策のポイント

畜産農家への配合飼料の安定供給を図るため、飼料穀物の備蓄の取組を推進し
ます。
＜背景／課題＞
・我が国畜産経営の大宗が利用している配合飼料は、輸入依存度の高い飼料穀物を主原料
としています。
・また、飼料穀物の調達先が米国へと回帰しつつあるものの、穀物の国際相場の動向等に
伴い、南米等の新興国へ再回帰した場合、依然として脆弱なインフラ等に起因する輸送
面での新たなリスクを生じさせる可能性があります。
・このため、不測の事態における海外からの飼料原料の供給遅滞・途絶や国内の配合飼料
工場の被災に伴う配合飼料の急激なひっ迫等に備え、飼料穀物の備蓄が必要です。
① 飼料穀物の輸入依存度・・・とうもろこし（100%）、こうりゃん（100%）
② 配合飼料の原料割合(H26年度)・・・とうもろこし（45%）、こうりゃん（４%）
（これまでの対応事例）
・平成10年6月～
降雨量減少の影響で、米国から日本へ輸送される飼料穀物の大宗が通過するパナマ運
河で長期間低水位状態が続き、運送事情が悪化した事態に対応。
・平成17年9月～
米国における飼料穀物の主要輸出港であるニューオーリンズをハリケーン「カトリー
ナ」が襲来し、飼料穀物の積み出しが一時的に途絶したことから、飼料穀物の需給のひ
っ迫が懸念された事態に対応。
・平成23年3月～
東日本大震災により、東北地方の配合飼料工場が被害を受け、飼料供給がひっ迫した
事態に対応し、他地域の飼料工場での配合飼料の増産と東北地方への円滑な供給を支援。
・平成24年10月～
飼料用とうもろこしの調達先の多元化に伴い、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を受け、新穀の出回りまでの期間において、端境期における短
期的な需給ひっ迫に対応。

政策目標
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
＜主な内容＞
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。
補助率：５ ／ 17以内、定額
事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：生産局畜産部飼料課
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（０３－３５９１－６７４５）］

［平成28年度予算の概要］

Ⅲ

東日本大震災からの復旧・復興対策

東日本大震災農業生産対策交付金
（総務課生産推進室（内閣府復興庁計上））
１．被災地における生産力の回復
（１）津波等の影響で生産力が低下した草地において、その生産性の回復に向けた機械
・施設の復旧等を強化する以下の取組を支援します。
・

飼料播種機、収穫機等の機械のリース導入やバンカーサイロ、飼料保管庫、Ｔ
ＭＲセンター等の施設の復旧

・

放牧地や牧柵等の放牧関連施設の修理、再整備

（２）被災地域の畜産・酪農の産地再生・競争力の強化等を図るため、以下の自給飼料
生産・調製体制の再編に関する取組を支援します。
・

草地除染対象地域の周辺地域における草地生産性向上対策

・

飼料生産組織の高度化に必要な機械のリース方式による導入

２．農畜産物の販売力の回復
（１）草地の原発事故に伴う放射性物質による汚染に対応するため、牧草の品種・品目
転換や反転耕・深耕等を行うことにより放射性物質の影響を低減する吸収抑制対策
の取組を支援します。
（２）被災地域の畜産経営の競争力を速やかに回復するために、以下の家畜の改良体制
の再構築に資する取組を支援します。
・

地域の家畜改良の基礎となる高能力種畜の導入

・

性判別精液等を用いて生産した性判別受精卵の導入

・

高能力牛からの受精卵生産

・

牛群検定の活用による改良体制の回復

（３）被災地域の公共牧場の牧草地の再生利用を進めるため、以下の急傾斜地等での効
率的・効果的に放射性物質の影響を低減する取組を支援します。
・

放射性物質の影響を低減する技術を組み合わせたモデル実証

・

公共牧場再生利用のための方策等を検討する推進会議等の開催
東日本大震災農業生産対策交付金
３，３１２（５，０５３）百万円の内数
補助率：都道府県への交付率は定額
（事業実施主体へは１／２以内等）
事業実施主体：農業者の組織する団体等

お問い合わせ先:
１及び２（１）、（３）の事業
生産局畜産部飼料課（０３－６７４４－２３９９）
２（２）の事業
生産局畜産部畜産振興課（０３－３５９１－３６５６）
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［平成28年度予算の概要］

酪農経営安定対策
【（所要額）３７，６７３（３８，１５９）百万円】
対策のポイント
加工原料乳について生産者補給金を交付するとともに、加工原料乳の取引
価格が低落した場合の補塡等を行います。
＜背景／課題＞
・酪農においては、加工原料乳生産者補給金制度による生乳の用途別取引を推進しつつ、
加工原料乳（脱脂粉乳・バター等向け及びチーズ向け生乳）について生産者補給金を
交付するとともに、加工原料乳の取引価格が低落した場合の補塡等を行うことにより、
全国の酪農経営の安定を図ることが必要です。

政策目標
経営の安定化により生産数量を維持・拡大
＜主な内容＞

１．加工原料乳を対象とする生産者補給金の交付
加工原料乳生産者補給金等暫定措置法に基づき、加工原料乳地域における生乳の
再生産の確保と全国の酪農経営の安定を図るため、加工原料乳について生産者補給
金を交付します。
加工原料乳生産者補給金[所要額]

３０，５６４（３１，０６８）百万円
補助率：定額
事業実施主体：(独)農畜産業振興機構

２．加工原料乳の取引価格が低落した場合の補塡
加工原料乳の取引価格が補塡基準価格（過去３年間の取引価格の平均）を下回っ
た場合に、生産者に補塡金（低落分の８割）を交付する事業を引き続き実施します。
また、平成２８年度より、液状乳製品を含む乳製品向け生乳の入札取引における
価格低落も事業の対象とします。
加工原料乳生産者経営安定対策事業の継続[推進事務費]
９（１０）百万円
補助率：定額、３／４以内、１／２以内
事業実施主体：(独)農畜産業振興機構、指定生乳生産者団体

３．国産乳製品の供給安定に向けた取組への支援
生乳需給が短期間で変動する状況の中で、国産乳製品の安定供給に対するユーザ
ーの強い要望にも応えるため、指定生乳生産者団体が乳製品を製造し適時に放出す
る取組等を支援します。
国産乳製品供給安定対策事業

３００（５００）百万円
補助率：１／２以内
事業実施主体：指定生乳生産者団体

４．飼料生産型酪農経営支援事業
自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家（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、飼料作付面積に応じて交付金を交付し
ます。
また、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／１ha）します。
飼料生産型酪農経営支援事業

６，８００（６，５８１）百万円
補助率：定額
事業実施主体：都道府県協議会、生乳生産者

お問い合わせ先：
１～３の事業 生産局牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）
４の事業
生産局畜産企画課 （０３－３５０２－５９７９）
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脱脂粉乳・バター等
向け生乳価格

42

補給金

政府からの交付分

4

5

6

7

8

9

対策により需要期に
向けて製造・供給

10

11

1

2

3 （月）

乳製品生産量
乳製品消費量

対策による
需要創出

12

乳製品製造経費の１／２を補助

生産者団体が乳製品を製造し適時に放出する取組や、不需要期の
乳製品需要を創出する取組を支援。

生産者の手取り

国産乳製品供給安定対策事業

補給金

補給金単価及び交付対
象数量は毎年度決定

乳業者の支払分（買取価格）

生産者団体と乳業
者との交渉で決定

28年度：脱脂粉乳・バター等向け：単価12.69円/kg、交付対象数量 ：178万トン
チーズ向け
：単価15.28円/kg、交付対象数量 ：52万トン

加工原料乳地域（北海道）の生乳の再生産の確保等を図ることを目的に、
加工原料乳について生産者補給金を交付。

a-3
年度

a-1
年度

a
年度

差額×8割

補塡基準価格

飼料生産型酪農経営支援事業

a-2
年度

差額

補塡

生産者積立金

国((独)農畜産業振興機構)
助成(生産者:国=１:３)

○ 交付金単価
・ 飼料作付面積
１．５万円／１ha
・ 飼料作付面積拡大 １．５万円＋３万円／１ha（追加交付）

○ 対象者の要件
・ 飼料作付面積が、北海道で４０a／頭、都府県で１０a／頭以上
・ 環境負荷軽減に取り組んでいること

自給飼料生産基盤に立脚した経営を行う酪農家（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、飼料作付面積に応
じて交付金を交付。
また、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。

全
国
平
均
取
引
価
格

生産者
拠出

加工原料乳価格（脱脂粉乳・バター等向け及びチーズ向けの生乳価格）
が下落した場合の経営への影響緩和を目的に、生産者と国が拠出して
造成した積立金から補塡。（※ 液状乳製品を含む乳製品向け生乳の入札取引にも対応）

加工原料乳生産者経営安定対策事業

酪農の経営安定対策について

加工原料乳生産者補給金制度

チーズ向 け生乳 価格

［平成28年度予算の概要］

国産牛乳乳製品需要・消費拡大対策
【７５５（９２８）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。
＜背景／課題＞
・条件不利地域への学校給食用牛乳の供給を支援して安定的な生乳需要を確保するとと
もに、学校給食における牛乳の利用を拡大することが必要です。
・また、国際乳製品規格に我が国の意見を反映させるための活動を進めることが重要と
なっています。

政策目標
○
○

収益性の向上による生産基盤の強化
学校給食で約40万klの牛乳の需要量を確保

＜主な内容＞

１．学校給食用牛乳の安定供給等への支援
①

遠隔地、離島など供給条件が不利な地域への学校給食用牛乳の供給を支援します。
なお、28年度からの補助の対象地域と単価については、全国の平均供給価格を用
いて決定することとします。
② 自県産生乳を用いた低温殺菌牛乳の学校給食での供給を支援します。
なお、28年度からの新規事業対象は、地方自治体が地方負担を措置し、かつ、新
たに低温殺菌牛乳を導入する学校とします。
③ 小中学校等における学校給食用牛乳の新規利用を支援します。
学校給食用牛乳等供給推進事業
７４４（９１３）百万円
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：乳業者、生産者等が構成する組織

２．乳製品国際規格策定のための支援
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、国際乳製品規格
に我が国の意見を反映させるための活動を支援します。
乳製品国際規格策定活動支援事業
１１（１５）百万円
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：（公財）日本乳業技術協会

[お問い合わせ先：生産局牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）]
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平成２８年度 学校給食用牛乳等供給推進事業 （７４４（９１３）百万円）

＜28年度の方向性＞
推進会議について、会議の内容や結果を
公表する等、有効に機能していることを検証
できるよう実施要領の改正と周知徹底を図る。

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、関係者からなる推進会議
の開催、事業実施計画の策定、供給事業者
の指導・監督、供給本数の取りまとめ等に
必要な経費を補助（定額）。

１．学校給食用牛乳等供給円滑化推進事業

Ｂ区域

全国の平均供給価格

全国の供給価格の
60%標準偏差

補助対象部分

60％標準偏差）

全国の供給価格の

－ （全国平均供給価格 +

＝ B区域の供給価格

補助額（円/200cc）

B区域の補助額算定例

＜28年度の方向性＞
・ 定期的に区域割の見直し・検証が行われるよう対策要領を改正（27年
12月2日改正済）し、周知 徹底を図る。
・ 補助の対象地域と単価については、より効果的な事業実施を図るため、
28年度から、都道府県ごとではなく、全国の平均供給価格を用いて決定
することとする。

Ａ区域

供給価格

遠隔地、離島など輸送条件が不利な地域に学校給食用牛乳を供給する
場合に、供給価格の一部を補助（定額）。

２．学校給食用牛乳安定需要確保対策事業

学校給食で牛乳に加えて国産生乳を用いた発酵乳等を
供給する場合に、3年間に限り交付していた奨励金（2.65
円/個）については、27年度限りで廃止。

＜28年度の方向性＞

小中学校等において、学校給食用牛乳を新たに供給
する場合に、1年間に限り奨励金を交付（4.40円/200cc）。

４．学校給食用牛乳新規利用推進事業

３）ただし、27年度の事業実施校（最大29年度まで奨励金を交付）については、
激変緩和措置として、必ずしも地方負担の導入は求めないこととする。

２）28年度からの事業対象は、地方自治体が地方負担（１／２相当）を措置し、
かつ、新たに低温殺菌牛乳を導入する学校とする。

１）奨励金単価は、４円/200ccから２円/200cc（４円×１／２）に減額。

＜28年度の方向性＞
地域の主体的な地産地消と食育の取組を推進するため、事業内容を以下の
とおりとする。

※ 飲用習慣の定着につながる取組を自らの負担で行う学校のみ
を支援対象とし、同一校における支援期間を最大３年間とする。

学校給食用牛乳として自県産生乳を用いた低温殺菌
牛乳（100℃未満で殺菌された牛乳）を供給する場合に、
3年間に限り奨励金を交付（２円/200cc）。

３．高付加価値牛乳地域利用推進事業

○安全で品質の高い国産牛乳を、学校給食用に年間を通じて安定的かつ効率的に供給すること等により、牛乳飲用習慣の定着
等を通じた生乳の需要確保を促進し、もって我が国酪農の健全な発展を図るとともに、児童・生徒の体位・体力の向上に資する。
○２８年度の事業内容については、予算執行調査の結果と指摘を踏まえ、所要の見直しを実施。
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［平成28年度予算の概要］

乳業等の再編・合理化に向けた取組への支援
【強い農業づくり交付金
【産地活性化総合対策事業

２０，７８５（２３，０８５）百万円の内数】
２，０４９（ ２，３４３）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。

＜背景／課題＞
・指定生乳生産者団体（指定団体）の更なる生乳流通コストの低減と機能強化のために
は、集送乳の一元化と需給調整機能の強化を加速することが必要です。
・また、飲用牛乳の消費が低迷する中、酪農家の経営安定に資するために、乳業工場の
再編・合理化と衛生管理の向上を図ること等により、中小乳業の経営体質を強化する
ことが必要です。

政策目標
収益性の向上による生産基盤の強化

＜主な内容＞

１．牛乳・乳製品の安定供給のための施設整備への支援
集送乳の指定団体への一元化による生乳流通コストの低減を図るとともに、中小
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、クーラーステーショ
ンや乳業工場の施設の新増設・廃棄、新増設を伴わない場合の乳業工場の廃棄等を
支援します。
強い農業づくり交付金

２０，７８５(２３，０８５）百万円の内数
交付率：都道府県の交付率は定額
（事業実施主体へは事業費の１／２、１／３、１／４、１／５以内）
事業実施主体：農業者団体、指定団体、事業協同組合、協議会等

２．収益力向上のためのソフト面の取組への支援
集送乳の効率化や乳業の再編整備に向けた取組を着実に推進するため、地域にお
ける課題の把握・検討、具体的な計画の策定、従業員の合理化への取組等を支援し
ます。
産地活性化総合対策事業

２，０４９（２，３４３）百万円の内数
補助率：定額
事業実施主体：協議会等

[お問い合わせ先：生産局牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８７）］
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[平 成27年度 補正予算 の概要]

外食産業等と連携した畜産物の需要拡大対策事業
【７００百万円】
対策のポイント
国産畜産物の需要フロンティアの開拓を図るため、産地と外食産業等の連
携により、国産畜産物を活用した新商品の開発のための技術開発等を支援し
ます。

＜背景／課題＞
・ 「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、国産畜産物の競争力を強化し、需要フロ
ンティアの開拓を図ることにより、攻めの農林水産業を推進する必要があります。
・ 近年、安全・安心な国産畜産物を原材料とすることにより、商品の高付加価値化・
差別化を図ろうとするレストランや小売店、食品製造業者等が増加してきており、産
地としては、こうした需要に対応した原材料の安定供給が求められています。

政策目標
国産畜産物の使用量が５年間で10％増加

＜主な内容＞

１．技術・機械開発等推進事業
生産者等と外食・中食・加工業者を結びつけるマッチング会の開催、実証事業の
実施に当たっての技術指導の取組等について支援します。

２．技術・機械開発等実証事業
需要者における新しいニーズの調査、産地と複数年契約を締結する外食・中食・
加工業者による国産畜産物を活用した新商品の開発のための技術開発や新商品への
原料原産地表示等を支援します。

補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体

お問い合わせ先：
生産局牛乳乳製品課
生産局食肉鶏卵課
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（０３－３５０２－５９８７）
（０３－３５０２－５９８９）
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産地
（生産者等）

消費者

外食・中食・
加工業者

事業実施者：
産地（生産者、生産者団体等）
と原料供給に係る長期契約を
締結する民間企業（外食・中食・
加工業者）
＜支援策＞
・需要者における新しいニー
ズの調査
・国産畜産物を活用した新
商品開発のための技術開
発
・技術の開発に必要な機械
の改良・開発
・本事業で開発した機械を
使用して作った商品への
原料原産地表示
等

２．技術・機械開発等実証事業

輸入品に対する競争力を強化し、国産畜産物の需要を拡大！

＜支援策＞
・生産者等と外食業者等を
結びつけるマッチング会
の開催
・実証事業の実施に当たっ
ての技術指導
等

事業実施主体：民間団体

１．技術・機械開発等推進事業

事業の仕組み

生乳本来の風味と乳成分を維持しつつ、
超高温瞬間殺菌（130℃程度、２秒）牛乳
と同等の保存性（14日程度）を有する牛
乳を製造するための殺菌技術を開発

歩留まりが良く、安全性の高い熟成肉を
製造するための微生物の有用性の検証
や熟成技術を開発

国産畜産物を活用した新商品を
開発するための技術開発事例

○ 事業概要 ： 産地と複数年契約をする外食・中食・加工業者による国産畜産物を活用した新商品
の開発のための技術開発や新商品への原料原産地表示等を支援。
○ 交付率
： 定額、１／２以内
○ 対象品目 ： 国産畜産物（牛肉、豚肉、鶏肉、鶏卵、畜産副産物、牛乳乳製品）

外食産業等と連携した畜産物の需要拡大対策について

（
複数年）
原料供給契約

［平 成27年度 補正予算 の概要］

高品質な我が国農林水産物の輸出促進緊急対策
【１３，１１０百万円】
対策のポイント
高品質な我が国農林水産物の一層の輸出拡大のため、品目ごとの輸出拡大
のための各種取組等を支援します。
＜背景／課題＞
「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、コメ、牛肉、青果物、茶、林産物、水産物
等、我が国の農林水産物・食品の輸出拡大の重点品目の全てで相手国の関税が撤廃され
ることを踏まえ、品目ごとにオールジャパンで輸出に取り組む輸出団体も活用し、輸出
拡大の取組を行う必要があります。

政策目標
農林水産物・食品の輸出額を拡大
（6,117億円（平成26年）→１兆円（平成32年の前倒しを目指す））
＜主な内容＞

１．輸出促進に向けた緊急対策
（１）農畜産物輸出促進緊急対策事業

８，８００百万円
２，９００百万円

①

コメ・コメ加工品輸出特別支援事業
１，２０５百万円
共同での精米・くん蒸や包装米飯形態での輸出などの新たなビジネスモデルの
構築に向けた取組の実証、海外でのプロモーション活動の強化、米国向け包装米
飯輸出促進、米輸出拡大のための実践的調査等に対して支援します。
委託費、補助率：定額、１／２以内
委託先、事業実施主体：民間団体

②

畜産物輸出特別支援事業
９６５百万円
国内や輸出先国での輸出に係る諸課題を解決するため、モモ肉・バラ肉等の多
様な部位の輸出に向けた実践的調査、ＬＬ牛乳の共同輸送を始めとする牛乳乳製
品の冷凍・輸送技術の実証、海外でのプロモーション活動の強化等を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等
③

青果物輸出特別支援事業
４９５百万円
青果物の輸出を拡大するため、輸出先国の植物検疫条件を満たすのに必要な殺
菌処理機材の整備や、輸出先国の残留農薬基準に合致した品目別農薬使用マニュ
アル（防除暦等）の作成等により国内生産・出荷体制の構築を支援するとともに、
低温貯蔵・輸送技術の実証等により輸出先国におけるコールドチェーンの確立等
を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等
④

茶輸出特別支援事業
２３５百万円
緑茶の輸出を拡大するため、茶葉の乾燥を短時間で効率的に行うための新たな
抹茶加工技術の実証や、緑茶生産において使用される主要な農薬について、輸出
相手国に対し日本と同等の基準を新たに設定申請する取組を支援します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：農業者の組織する団体、民間団体等
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［平 成27年度 補正予算 の概要］

（２）木材製品輸出特別支援事業

１００百万円

日本の加工技術を活かした輸出向けの新たな木材製品仕様の作成、製品の試作
・改良等、日本産木材製品のブランド化に取り組むとともに、木材製品の展示・
ＰＲや市場情報の収集・提供等、輸出先国における販売促進活動を支援します。
補助率：定額
事業実施主体：民間団体

（３）水産物輸出拡大緊急対策事業

５，５００百万円

①

水産物輸出促進緊急基盤整備事業＜公共＞
大規模流通･輸出拠点漁港（特定第３種漁港等）を核とした地域において、一貫
した衛生管理の下、集荷･保管･分荷･出荷等に必要な共同利用施設等を一体的に整
備します。
国費率：１／２等
事業実施主体：国、地方公共団体、水産業協同組合
②

水産物輸出促進緊急推進事業
水産加工施設のＨＡＣＣＰ基準を満たすための改修整備や機器整備への支援、
海外でのプロモーション活動等を実施します。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：民間団体等

（４）日本食魅力発信輸出促進緊急対策事業

３００百万円

海外メディアを活用して幅広い層に日本食や日本産農林水産物・食品について
の正しい知識の取得、理解の増進等を促すとともに、料理講習会等の品目横断的
なプロモーションを行い、品目別の取組と連動して、日本産農林水産物・食品の
購買行動へとつなげる取組を実施します。
委託費
委託先：民間団体

２．農畜産物輸出拡大施設整備事業

４，３００百万円

農畜産物の輸出の拡大に資する生産から流通までの共同利用施設や卸売市場施設
の整備を支援します。
交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体等

３．日本発食品安全管理規格策定推進緊急調査事業

１０百万円

国際的な取引に通用する日本発の食品安全管理規格・認証スキーム等の策定を推
進するため、規格・認証スキーム等の具体的ニーズの調査、普及、活用のための調
査等を支援します。
補助率：定額
事業実施主体：民間団体等

お問い合わせ先：
１の（１）①の事業 政策統括官付農産企画課（０３－６７３８－８９６４）
１の（１）②の事業 生産局食肉鶏卵課
（０３－３５０２－５９８９）
１の（１）③の事業 生産局園芸作物課
（０３－３５０２－５９５８）
１の（１）④の事業 生産局地域対策官
（０３－６７４４－２１１７）
１の（２）の事業 林野庁木材利用課
（０３－６７４４－２２９９）
１の（３）①の事業 水産庁計画課
（０３－３５０２－８４９１）
１の（３）②の事業 水産庁加工流通課
（０３－３５０２－８４２７）
１の（４）の事業 食料産業局食文化・市場開拓課
（０３－６７４４－０４８１）
２の事業(共同利用施設) 生産局総務課生産推進室
（０３－３５０２－５９４５）
(卸売市場施設) 食料産業局食品流通課
（０３－６７４４－２０５９）
３の事業 食料産業局食品製造課
（０３－６７３８－６１６６）
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輸出促進に向けた緊急対策
【８８億円】

【平成27年度補正予算額 １３１億円】

高品質な我が国農林水産物の輸出促進緊急対策

【１２億円】

【２億円】

○ 輸出相手国における日本と同
等の残留農薬基準の設定

○ 新たな抹茶加工技術の実証

≪主な事業内容≫

茶輸出特別支援事業

○ 米輸出拡大のための実践
的調査

○ 包装米飯輸出促進

○ プロモーション活動の強化

○ 共同での精米・くん蒸や包装米飯
形態での輸出などの取組実証

≪主な事業内容≫

コメ・コメ加工品輸出特別支援事業
【１０億円】

○ プロモーション活動等の
実施

○ 水産加工施設のHACCP基準を満
たすための改修整備や
機器整備の支援

【５５億円】

○ 輸出先国における販売促進活動

≪主な事業内容≫

水産物輸出拡大緊急対策事業

○ 低温貯蔵・輸送技術の実証等
によるコールドチェーンの確立

○ 輸出先国の残留農薬基準に
対応した防除暦の作成

○ 大規模な拠点漁港において、共
同利用施設等を整備

【１億円】

【５億円】

○ 植物検疫条件を満たすのに必
要な機材の整備

≪主な事業内容≫

青果物輸出特別支援事業

○ 日本の加工技術を活かした木材
製品のブランド化

≪主な事業内容≫

木材製品輸出特別支援事業

○ 海外でのプロモーション活動の強化

○ ＬＬ牛乳の共同輸送を始めとする牛
乳乳製品の冷凍・輸送技術の実証

○ モモ肉・バラ肉等の多様な部位の輸
出に向けた実践的調査

≪主な事業内容≫

畜産物輸出特別支援事業

品目別輸出団体も活用し、オールジャパンの体制で輸出拡大に向けた取組を支援。
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ＨＡＣＣＰ対応することにより
輸出先の衛生基準に対応

低温管理することにより
ｺｰﾙﾄﾞﾁｪｰﾝｼｽﾃﾑを確立

２．規格、ガイドライン等の普及、活用のための調査

１．規格・認証スキーム、ガイドライン等の具体的ニーズ
の調査

≪主な事業内容≫

日本発食品安全管理規格策定推進緊急調査事業 【０．１億円】
国際的な取引に通用する日本発の食品安全管理規格・認証スキーム等の策定を推進するための緊急調査等を実施。

○ 輸出先国のニーズに対応した加工処理施設の整備

○ コールドチェーンシステムの確保に資する低温保管施設の整備

○ 高度な衛生基準を満たすHACCP対応の施設の整備

≪主な事業内容≫

輸出先国が求める衛生基準等を満たす施設や輸出先国までの一貫したコールドチェーンシステムの確保に資する施
設等の整備を支援。

農畜産物輸出拡大施設整備事業 【４３億円】

－海外メディアを活用することで広範な消費者の日本食材
への関心を喚起
－品目別の取組とメディア活動を連動させた料理講習会
等プロモーション活動
－海外消費者の意識購買行動実態調査・分析等の実施

≪主な事業内容≫

日本食魅力発信輸出促進緊急対策事業 【３億円】
海外メディアの活用やメディアと連携した料理講習会等の品目横断的なプロモーションによる日本食魅力発信、海外
消費者の意識購買行動実態調査・分析等の実施。

輸出促進に向けた緊急対策のうち
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［平 成27年度 補正予算 の概要］

加工施設再編等緊急対策事業
【４，６００百万円】

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、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。
＜背景／課題＞
「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」に即し、加工施設の再編合理化や高度化等を支援し、
農畜産物の生産段階以降のコスト縮減を図ることにより、国内農業の競争力の強化を図
る必要があります。

政策目標
○製造ライン転換による生クリーム製造量の増大
（132万トン（平成24～26年度平均）→179万トン（平成37年度））
○処理・加工コストの縮減（牛肉：▲10％、豚肉：▲20％）
○製粉工場等の再編合理化による製造コストの５％削減
○精製糖工場等の再編合理化による製造コストの縮減を図るため、業界全体
の稼働率を20％程度向上 等
＜主な内容＞

１．畜産物の競争力強化
（１）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輸入品との競合の少
ない品目（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。

（２）食肉処理施設の再編合理化
食肉の処理・加工コストの縮減を図るために再編合理化等に取り組む食肉処理
業者が実施する処理施設の整備や既存施設の廃棄等を支援します。

２．農産物の競争力強化
（１）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。

（２）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。
補助率：定額、１／２以内
事業実施主体：乳業者、食肉処理業者、製粉企業、精製糖企業 等

お問い合わせ先：
１（１）の事業 生 産 局 牛 乳 乳 製 品 課（０３－６７４４－２１２８）
１（２）の事業 生 産 局 食 肉 鶏 卵 課（０３－６７４４－２１３０）
２（１）の事業 政 策 統 括 官 付 貿 易 業 務 課（０３－６７４４－１２５３）
２（２）の事業 政 策 統 括 官 付 地 域 作 物 課（０３－６７４４－２１１６）
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【平成２７年度補正予算額：４６億円】
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施設整備・廃棄は１／２以内、事業推進等は定額

（３）補助率

① 再編合理化の取組：製粉企業、精製糖企業、食肉処理施設等
② 製造ラインの高度化等の取組：製粉企業、精製糖企業、乳業者等

国

事業の流れ

・事業計画の承認
・事業実施主体への助成金の交付

・再編合理化による効率的な加工体
制の整備やニーズに応じた加工品
の生産が可能な施設への転換

事業実施主体

助成金申請
計画協議

（２）支援対象者

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等、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等）

（１）支援の対象となる取組

支援内容

再編合理化により効率的な加工体制の構築を図る事業者や、施設
の高度化によりニーズに応じた加工品を生産し、収益力向上を図る
事業者に対し、より効率的な加工施設を整備する取組や加工機能の
改善に向けた取組を支援。

事業内容

精製糖工場

製粉施設

産地食肉センター

生クリーム貯蔵施設

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、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することにより、国内農業の競争力の強化を図る。

加工施設再編等緊急対策事業

助成金交付
計画承認

［平 成27年度 補正予算 の概要］

農畜産物輸出拡大施設整備事業
【４，３００百万円】

対策のポイント
「攻めの農林水産業」を実現するため、輸出の拡大や高品質・高付加価値化に資
する生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設や卸売市場施設の
整備を支援します。

＜背景／課題＞
・農業の成長産業化を図るためには、農畜産物の輸出拡大や高品質・高付加価値化を更
に発展させていくことが効果的です。
・このため、輸出先国の求める衛生条件等を満たすために必要な施設の整備等が必要で
す。

政策目標
○農林水産物・食品の輸出額を拡大
（6,117億円（平成26年）→１兆円（平成32年の前倒しを目指す。））
○青果物・花きの輸出額を150％増（平成32年（対平成24年比））
（160億円（平成24年）→400億円（平成32年）） 等

＜主な内容＞

１．輸出対応型施設等の整備
「攻めの農林水産業」の実現に向け、国産農畜産物の輸出促進の取組に必要となる
輸出対応型共同利用施設等の整備を支援します。

２．輸出促進に繋がる卸売市場の整備
生鮮食料品等の安定的な流通及び輸出促進を図るため、輸出先国が求める衛生基準
等を満たす施設や輸出先国までの一貫したコールドチェーンシステムの確保に資する
施設等の整備を支援します。
交付率：都道府県へは定額（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者の組織する団体、事業協同組合等

お問い合わせ先：
１の事業 生産局総務課生産推進室（０３－３５０２－５９４５）
２の事業 食 料 産 業 局 食 品 流 通 課（０３－６７４４－２０５９）
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国

米国、ＥＵ等は牛肉施設につい
てＨＡＣＣＰ対応を要求

ＨＡＣＣＰ対応食肉施設

（施設例）

・事業の流れ：

ＣＡ貯蔵施設

都道府県
事業採択④

①県が把握

輸出先国の需要時期に合わせ
た供給を可能とする青果物の
長期保存体制を構築

一括配分③

②集約し要望

外気と遮断された温度管理可能な卸売市
場施設とすることで、輸出先国までの一貫
したコールドチェーンシステムの確保

コールドチェーン対応
卸売市場施設

農業者の組織する
団体 等

・補助対象
共同利用施設整備、卸売市場施設整備
・交付率
都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１/２以内等）
・事業実施主体 都道府県、市町村、農業者団体等

「攻めの農林水産業」を実現するため、輸出の拡大や高品質・高付加価値化に資する生産から流通ま
での強い農業づくりに必要な共同利用施設や卸売市場施設の整備を支援します。

平成２７年度補正予算額：４，３００百万円

農畜産物輸出拡大施設整備事業

［平 成28年度 予算の概 要］

食肉等の流通合理化に向けた取組への支援
【強い農業づくり交付金 ２０,７８５（２３，０８５）百万円の内数】
【産地活性化総合対策事業のうち産地収益力増強支援事業のうち
食肉等産地育成強化推進事業
２，０４９（２，３４３）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等の取組を支援します。
＜背景／課題＞
・農業従事者の高齢化等に伴う家畜の生産構造の変化や国民の健康志向の高まり等を背
景とする食肉等の消費構造の変化を踏まえ、消費者・実需者ニーズを踏まえた国産食
肉等を安定的に供給する体制の構築が課題となっています。
・このため、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）
の整備により、家畜及び食肉等の流通・処理システムの効率化によるコストの低減や
衛生的で高度な処理体制の構築等を図るとともに、販売企画力や食肉等処理加工技術
力の強化等、畜産物の産地におけるソフト面での取組の推進が必要です。

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（25年度）→ 52万トン（37年度））
○豚肉の生産量（131万トン（25年度）→ 131万トン（37年度））
○鶏肉の生産量（146万トン（25年度）→ 146万トン（37年度））
○鶏卵の生産量（252万トン（25年度）→ 241万トン（37年度））
＜主な内容＞

１．食肉等の安定供給のための施設整備への支援
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の整備を支援します。
強い農業づくり交付金
２０，７８５（２３，０８５）百万円の内数
交付率：都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１／３以内等）
事業実施主体：都道府県、市町村、農業者団体、事業協同組合等

２．産地育成のためのソフト面の取組への支援
畜産物の産地育成のため、産地の関係者が作成した計画等に基づき、産地の販売企
画力、食肉処理加工技術力、人材育成力の強化を図るとともに、地域における食肉等
の流通合理化など産地育成に向けた検討を行うソフト面の取組を支援します。
産地活性化総合対策事業のうち産地収益力増強支援事業のうち
食肉等産地育成強化推進事業
２，０４９（２，３４３）百万円の内数
補助率：事業費の１／２以内
事業実施主体：協議会
※
・
・

食肉処理施設等の整備については、以下の平成27年度補正予算でも支援。
加工施設再編等緊急対策事業 （４，６００（０）百万円の内数）
農畜産物輸出拡大施設整備事業（４，３００（０）百万円の内数）

［お問い合わせ先：生産局畜産部食肉鶏卵課
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（０３－６７４４－２１３０）］

［平 成28年度 予算の概 要］

鶏卵生産者経営安定対策事業
【５，１８９（５，１８９）百万円】

対策のポイント
鶏卵価格が低落した場合に価格差補塡を行うとともに、更に低落した
場合、成鶏の更新に当たって長期の空舎期間を設けて需給改善を図る取
組を支援し、採卵養鶏経営と鶏卵価格の安定を図ります。

＜背景／課題＞
鶏卵の需給・価格は季節的に変動することに加え、供給過剰を起こし易い生産の
実態にあります。このため需給・価格の変動に応じ、鶏卵の価格差補塡や需給改善
を推進する取組を支援し、鶏卵生産者の経営と鶏卵価格の安定を図る必要がありま
す。

政策目標
経営の安定化により生産数量を維持・拡大

＜主な内容＞
１．鶏卵価格差補塡事業
鶏卵の標準取引価格（月毎）が補塡基準価格を下回った場合、その差額（補塡
基準価格と安定基準価格の差額を上限とする。）の９割を補塡します。
２．成鶏更新・空舎延長事業
鶏卵の標準取引価格（日毎）が通常の季節変動を超えて大幅に低下した場合に
は、成鶏の更新に当たって長期の空舎期間を設ける取組に対して、成鶏１羽当た
り210円以内の奨励金を交付します。

補助率：定額、３／４以内、１／４以内
事業実施主体：民間団体

［お問い合わせ先：生産局畜産部食肉鶏卵課（０３－３５０２－５９９０）］
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鶏卵の標準取引価格（日毎）が安定基準
価格を下回る日の３０日前から、安定基準
価格を上回る日の前日までに、更新のため
に成鶏を出荷し、その後６０日以上の空舎
期間を設けた場合に奨励金(210円/羽以内)
を交付する。

２．成鶏更新・空舎延長事業

〔２．の事業への協力金の拠出が要件〕

鶏卵の標準取引価格（月毎）が補塡基準
価格を下回った場合、その差額（補塡基準
価格と安定基準価格の差額を上限とする。)
の９割を補塡する。

１．鶏卵価格差補塡事業
［価格］

差額の９割を
補塡

補塡事業
空舎延長
事業

国
生産者：国＝1：3

協力金
奨励金

30日後※

補塡金

積立金

生産者：国＝3:1

奨励金の対象となる成鶏の出荷

30日前

標準取引価格

※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。

安定基準価格

補塡基準価格

この期間は40万羽以上規模は
補塡しない

【２８年度予算額：５２億円】

鶏卵価格が低落した場合に価格差補塡を行うとともに、更に低落した場合、成鶏の更新に当たって長期の空舎期間
を設け、需給改善を推進することにより、鶏卵生産者の経営と鶏卵価格の安定を図る。

鶏卵生産者経営安定対策について

生産者

