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＜事業の全体像＞

○ 肥料の国産化・安定供給確保対策

＜対策のポイント＞
化学肥料原料のほとんどを海外に依存している中で、輸入が途絶した場合にも生産現場への肥料の供給を安定的に行うことができるよう、化学肥料原料の備

蓄及びこれに要する保管施設の整備を支援します。
また、肥料の国産化に向けて、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源などの国内肥料資源の肥料利用を推進するための技術開発・実証を推進するとともに、

畜産・下水事業者、肥料製造業者、耕種農家等の連携や施設整備等を支援します。

＜事業目標＞
肥料の安定的な供給及び畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源などの国内肥料資源の肥料利用の推進

【令和４年度補正予算額 26,998百万円】

肥料原料備蓄対策事業

国内肥料資源利用拡大対策

ペレット堆肥流通・下水汚泥資源等の肥料利用
促進技術の開発・実証

・ペレット堆肥の広域流通促進モデル実証

・下水汚泥資源の活用促進モデル実証

・酪農スラリーの高度肥料利用のための技術開発

・備蓄原料の保管料等の支援

・備蓄用保管施設の整備費の支援

・堆肥等の高品質化・ペレット化など広
域流通等に必要な施設整備等の支援

・ほ場での効果検証の取組、機械導
入等の支援

化学肥料原料の国内備蓄

国内肥料資源の肥料利用

国内肥料資源の肥料利用のための
技術開発・実証

化学肥料の
安定供給

肥料の国産化
の推進化学肥料との混合肥料

国内における
農産物の安定
生産の実現

安
定
調
達

国
内
資
源
活
用
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．施設整備等への支援
国内資源の肥料としての利用拡大のため、堆肥等の高品質化・ペレット化など広域

流通等に必要な施設整備等を支援します。

２．実証等の取組への支援
国内資源の肥料としての利用拡大のため、ほ場での効果検証の取組、機械導入等

を支援します。

○ 肥料の国産化・安定供給確保対策のうち

国内肥料資源利用拡大対策

＜対策のポイント＞
肥料の国産化に向けて、畜産業由来の堆肥や下水汚泥資源などの国内肥料資源の肥料利用を推進するため、畜産、下水事業者、肥料製造業者、耕種

農家等の連携や施設整備等を支援します。

＜事業目標＞
畜産業由来の堆肥や下水汚泥などの国内資源の肥料利用の推進

＜事業の流れ＞

（１、２の事業の一部）

【令和４年度補正予算額 9,998百万円】

国

都道府県等
（都道府県協議会を含む）

定額、1/2以内

協議会等
（農業者の組織する団体を含む）

民間団体等

定額、1/2以内 （1、2の事業）農産局技術普及課 （03-6744ｰ2182）
（２の事業） 農業環境対策課 （03-3593ｰ6495）
（1、2の事業）畜産局畜産振興課 （03-6744-7189）
（１の事業） 食肉鶏卵課 （03-3502-5989）

国内資源利用に向けた連携体制の構築

原料供給事業者 肥料製造事業者 耕 種 農 家

肥料製造事業者が使いやすい
原料の供給のための施設整備
等を支援

耕種農家が使いやすい
肥料の製造のための施設整備
等を支援

肥料の効果検証等を支援

高品質堆肥の製造 ペレット製造設備

化学肥料との混合肥料ペレット堆肥

化学肥料と同じ機械で散布

農業のグリーン化を推進

耕種農家が使いやすい肥料の実用化・利用拡大

（１、２の事業の一部）

定額、1/2以内

［お問い合わせ先］
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＜対策のポイント＞
持続的な畜産物生産に向けた取組を推進するため、家畜排せつ物処理に伴い発生する温室効果ガスの排出削減等に資する好気性強制発酵による堆肥の
高品質化やペレット化による広域流通のための取組、畜産経営から発生する悪臭の防止や排水の水質改善を更に進めるための高度な畜産環境対策の導
入の取組を推進し、畜産経営における環境負荷軽減の取組を後押しするとともに、化学肥料の使用量の削減に向けた畜産経営、肥料業者、耕種農家等の
連携等を支援します。

＜事業目標＞
家畜排せつ物由来堆肥の肥料利用の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．高品質堆肥の広域流通等を促進するための支援等

① 畜産経営等が高品質堆肥の流通等に取り組むにあたり、現状や課題を分析・把

握するため、コンサルタントによる改善指導等を行う取組を支援します。

② 畜産経営と農協、肥料業者等が協議会を設置し、堆肥ニーズの把握や広域流

通の検討、成分分析、堆肥を活用した飼料により生産された畜産物のブランド化、

異なる畜種間の連携等による飼料生産の際の化学肥料の使用量を低減する取

組等を支援します。

③ 畜産経営等が堆肥の高品質化やペレット化等に必要な施設・機械を導入する

取組を支援します。

④ 堆肥のクロピラリド検査体制の構築に必要な研修、検査機器を導入する取組

等を支援します。

２．高度な畜産環境対策

① 畜産経営と地域の関係者等が協議会を設置し、高度な畜産環境対策を推進

する取組を支援します。

② 畜産経営等が、悪臭防止や汚水処理など、高度な畜産環境対策に必要な先

進的な施設・機械を導入する取組を支援します。

［お問い合わせ先］畜産局畜産振興課（03-6744-7189）

ハニカム（蜂の巣）
フィルター

【悪臭防止】

○ フィルターの表面に
定着した微生物の
働きにより、臭気を
効果的に脱臭

【汚水処理】

○ 既存の浄化槽に
後付けでき、放流
水中の微細な有機
物を効率的に分離

＜事業の流れ＞

国
都道府県・

市町村
協議会 畜産経営等

外付け型膜分離装置

環境負荷軽
減に資する
高度な畜産
環境対策

２．高度な畜産環境対策支援

１．高品質堆肥の広域流通等を促進するための支援等

高品質堆肥、化学肥
料との混合肥料の普及

定額、
１/２以内

民間団体等 （１.①の事業）

（１.②③④、２の事業）

○ 国内肥料資源利用拡大対策のうち

畜産環境対策総合支援事業 【令和４年度補正予算額 9,998百万円の内数】

定額

「土づくり」
「化学肥料の削減」

家畜排せつ物

自給飼料

自動攪拌機縦型コンポスト

ペレット成型機

堆肥の「高品質化」、「ペレット化」

化学肥料との混合

耕種サイド畜産サイド

飼料用子実とうもろこし等

・ コンサルタントによる指導

・ 成分分析、クロピラリド検査 等
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○ 国産飼料の生産・利用拡大対策

＜対策のポイント＞
飼料の安定生産のための草地改良や飼料生産組織の運営強化、放牧及び未利用資源の活用等の国産飼料の一層の増産・利用のための体制整備、公

共牧場等が有する広大な草地等のフル活用による国産飼料の生産・供給などの取組を支援し、飼料生産基盤に立脚した畜産経営の推進を図ります。

＜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］）
○ 繁殖雌牛の飼養頭数の増加（61万頭［平成30年度］→80万頭［令和12年度まで］）

［お問い合わせ先］（１の事業）畜産局飼料課（03-6744-7192）
（２の事業） 飼料課（03-6744-2399）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．畜産生産力・生産体制強化対策事業のうち国産飼料の生産・利用拡大
343（438）百万円

① 草地生産性向上対策
粗飼料の安定的な収量確保のため、気象リスク分散技術の活用による草地改良

や飼料作物の優良品種利用・安定生産、飼料用種子の備蓄の取組を支援します。
② 飼料生産利用体系高効率化対策

飼料生産組織の作業効率化・運営強化や、地域ぐるみでの自給飼料の増産、
子実用とうもろこし等の国産濃厚飼料の生産実証や生産モデルの確立のための取
組を支援します。

③ 国産飼料資源生産利用拡大対策
持続的な畜産物生産を推進するための放牧推進、放牧管理における省力化機
器等の導入、未利用資源の活用等促進・生産体制構築の取組を支援します。

④ 持続的飼料生産対策
温室効果ガス削減飼料の効果や畜産物の品質への影響等のデータ収集・分析

等の取組を推進します。

２．公共牧場機能強化等体制整備事業 50（80）百万円
公共牧場等において国産飼料を生産・供給するための草地改良、施設・機械整
備、安定供給の確保及び優良な和牛を増産するための繁殖雌牛等の導入、施
設・機械整備等を支援します。

（令和４年度補正予算）
飼料自給率向上総合緊急対策 （所要額）12,000百万円
耕畜連携の取組等による国産飼料の生産・利用拡大等を支援します。

＜事業の流れ＞

国

地方公共団体

民間団体等（農協を含む） （１の事業）

生産者集団等

定額、1/2以内

定額、1/2以内

定額、1/2以内

（１、２の事業）

（２の事業）

③．放牧、未利用資源の
活用

放牧の推進

飼料資源として活用する
ための取組を支援

未利用資源の
活用等促進・
生産体制構築

１．畜産生産力・生産体制強化対策事業

２．公共牧場機能強化等体制整備事業

飼料生産組織
等との連携や
飼料の
安定供給の
確保のための
取組等を支援

草地改良・飼料
生産等に係る
施設・機械整備
等を支援

①．国産飼料の生産・供給
（公共牧場の「飼料生産基地」機能の強化）

②．優良な和牛の増産

繁殖雌牛 繁殖雌牛
（和子牛生産用）

繁殖雌牛等の
導入による増頭
を支援

畜舎・繁殖関連機械等

増頭に必要な
施設・機械の
整備を支援

飼料供給先との
供給計画に係る

打合せ等

草地改良に
係る経費を支援

①．気象リスク分散によ
る安定的な収量確保

９月

８月

６月

７月

転
換
後
の
収
穫
期

イ
メ
ー
ジ

OG：１番草

OG：２番草

OG：３番草

TY：２番草

TY：１番草

複数草種の導入等により収穫
適期を拡大し、天候不順による
影響を緩和する取組を支援

（注）OG：オーチャード、TY：チモシー

【令和５年度予算概算決定額 393（518）百万円】
(令和４年度補正予算額（所要額） 12,000 百万円)

地域ぐるみ
の取組

飼料生産組織の運営強化、
ICTによる作業効率化、
地域ぐるみでの増産等の取
組を支援

自動操舵
装置

②．飼料生産の効率化

子実用とうも
ろこしの収穫
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○ 公共牧場機能強化等体制整備事業

＜対策のポイント＞
公共牧場・試験場等が有する広大な草地や高い技術力のフル活用により、省力的かつ低コストに国産飼料を生産・供給する取組及び優良な和牛を増産

する取組を支援します。

＜事業目標＞［平成30年度 → 令和12年度まで］
○ 飼料自給率の向上（25% → 34%）

粗飼料自給率の向上（76% → 100%）
○ 繁殖雌牛の飼養頭数の増加（61万頭 → 80万頭）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．機能強化等に係る計画策定
地方公共団体及び生産者集団等による強化計画の策定のために行う検討会開

催、現地調査等の取組を支援します。

２．公共牧場機能強化等体制整備
地方公共団体及び生産者集団等が強化計画に基づき行う国産飼料を生産・供

給するための草地改良、施設・機械整備、安定供給の確保及び優良な和牛を増
産するための繁殖雌牛等の導入、施設・機械整備等を支援します。

※ 国産飼料を生産・供給する取組については、飼料の増産要件を適用
優良な和牛を増産する取組については、和子牛等の増産要件を適用

公共牧場は全国に698施設。
地方公共団体所有が３分の２、ＪＡ等所有が３分の１。

＜事業の流れ＞

国

生産者団体等

地方公共団体

定額、1/2

定額、1/2

［お問い合わせ先］畜産局飼料課 （03-6744-2399）

【令和５年度予算概算決定額 50（80）百万円】

公共牧場・試験場等が有する広大な草地や高い技術力のフル活用

国産飼料を生産・供給する取組を支援
（公共牧場の「飼料生産基地」機能の強化）

飼料生産

草地改良、飼料生産に係る
施設・機械整備等

外部飼料生産組織等との連携や
飼料の安定供給の確保のための取組

飼料供給先との供給計画に係る打合せ等

優良な和牛を増産する取組を支援

畜舎・機械整備等

増頭 増頭に必要な
施設等の整備

繁殖雌牛 繁殖雌牛
（和子牛生産用）

放牧地の
整備

草地改良、飼料生産等
に係る施設・機械整備等

繁殖雌牛等の導入
（自己保有牛）
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○ 飼料穀物備蓄・流通合理化事業

＜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

の強化の取組、飼料流通の効率化の実証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＞
畜産農家への安定的な配合飼料の供給

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．飼料穀物備蓄対策
① 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。

② 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。
・令和２年３月～ 新型コロナウイルス感染症の影響で、配合飼料工場の出勤人

員が減少した際に、他工場から配合飼料の緊急運搬を実施。

２．飼料流通合理化対策
① 民間団体等が行う飼料輸送に関する課題の理解醸成や課題解決に向けた取組
を検討する取組を支援します。

② 飼料流通の効率化・標準化に資する実証の取組を支援します。
③ 新たな国産粗飼料の広域流通体制を構築する実証の取組を支援します。

＜事業の流れ＞

国

配合飼料製造業者、協議会等

5/17以内、1/3以内、1/2以内、定額

［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-3591-6745）

【令和５年度予算概算決定額 1,750（1,750）百万円】

暗渠排水
起伏修正

○ 関係者間の連携のための環境整備（定額）

○ 配合飼料の緊急運搬（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。

ハリケーン
○ 飼料穀物の備蓄（5/17以内、1/3以内）

東日本
大震災

○ 飼料輸送の効率化・標準化の実証（定額、1/2以内）

○ 持続可能な飼料輸送の実現に向けた検討（定額）

○ 国産粗飼料の効率的な広域流通の実証（定額、1/2以内）
国産粗飼料を県域を越えて流通させるために必要な簡易な保管施設の設置

や飼料品質の調査分析等実証に係る経費を支援。

超音波センサー等を用いた飼料在庫・配送管理や飼料
タンク蓋の遠隔開閉装置等の設置による飼料投入の効率
化、鉄道等を用いた共同輸送等の取組を支援。

民間団体等が行う飼料輸送に関する検討会議に必要な経費を支援。

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。

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。

農協、協議会等
1/2以内、定額

（１の事業）

（２の事業）

超音波
センサー

遠隔開閉装置
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．飼料輸送安定化推進事業

飼料メーカー、飼料販売業者、運送業者、畜産農家、都道府県等を参集し、飼
料輸送に関する課題の理解醸成や課題解決に向けた検討を行う取組を支援しま
す。

２．飼料輸送効率化等支援事業

飼料輸送の効率化・標準化に資する実証等の取組を支援します。

（例）① 飼料タンク内の在庫を把握し、情報共有するためのIoTの導入等の取組

② 農場内での高所作業の負担を軽減する等労働環境改善に向けた取組

③ 鉄道等を用いた共同輸送及び飼料タンクの改良に関する取組 等

３．粗飼料広域流通体制確立事業

新たな国産粗飼料の広域流通体制を構築する実証の取組を支援します。

（例）① 小型ロールから大型ロールへ変更した時の荷積み荷下ろしの方法やその際
の輸送コスト等を比較・検証する取組

② 新たな産地からの国産粗飼料の購入にあたり、従来購入していた産地との
輸送コストや飼料品質等を比較する取組

【令和５年度予算概算決定額 1,750（1,750）百万円の内数】

＜対策のポイント＞
飼料輸送に携わるトラックドライバーの人材確保や環境負荷軽減のために、飼料輸送の効率化・標準化に資する実証や県域を越えた国産粗飼料の広域流

通体制構築の実証等の取組に対し支援を行い、安定的な飼料流通により畜産生産基盤を維持・強化し、国民への畜産物の安定供給を図ります。

＜事業目標＞ ［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（48）万トン→40（57）万トン ○豚肉生産量：90（128）万トン→92（131）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 ※（）は枝肉換算

＜事業の流れ＞

国

農協、協議会等
定額

定額、1/2以内

（１の事業）

（２・３の事業）
［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-3591-6745）

国

農協、協議会等

１ 飼料輸送安定化推進事業
飼料輸送の合理化に向けて検討する

取組を支援します。（補助率：定額）

飼料メーカー 畜産農家

運送業者
飼料卸売・
小売業者

○ 飼料穀物備蓄・流通合理化事業のうち

飼料流通合理化対策

３ 粗飼料広域流通体制確立事業
県域を越えた効率的な国産粗飼料の流通実証に必要な保管施設の設置や機械

のリース、飼料品質の調査分析等に係る経費等を支援。
（補助率：定額、1/2以内）

発注者 受注者

タンク内在庫量の推移、タンクの位置情報

タンクNo.

13515448454 80%

15467643555 60%

19565636454 30%

残量率

飼料を効率的に製造し、工場
におけるトラックドライバーの荷待
ち時間や農場への配送回数など
を削減

一定時間ごとにタンク内残量
データを送信

飼料在庫・配送管理によるCO2削減等の実証

クラウド

２ 飼料輸送効率化等支援事業
飼料流通の効率化の実証例

（補助率：定額、1/2以内）
＜補助対象＞
飼料タンク及びIoT機器

（超音波センサー）の導入
及び設置経費
配送管理システムの
改良経費 等

飼料配送

-7-



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．耕畜連携国産飼料利用拡大対策事業 2,956百万円
農協等が地域農業再生協議会等と耕畜連携協議会を構築し、協議会参画農

家等が長期の利用供給契約により国産飼料の利用拡大を図る取組を支援します。

２．国産飼料の生産・利用拡大事業 3,044百万円
① 高栄養価牧草を用いた草地改良推進

既存のイネ科主体の草地等から高栄養価なマメ科牧草主体の草地への転換の
ための取組を支援します。

② 草地難防除雑草駆除技術等実証
特に防除の難しい難防除雑草の駆除技術の実証等を支援します。

③ 新飼料資源活用推進
新たな飼料資源の飼料化の実証に必要な器具・機材の導入等を支援します。

④ 国産粗飼料流通体制定着化
国産粗飼料の広域流通の拡大に向け、新たに広域流通を行う取組に対して支援

します。
⑤ 国産稲わら利用拡大実証

国産稲わらの利用拡大に向けた国内での収集・梱包等の実証を支援します。
⑥ 飼料生産組織の規模拡大等支援

飼料生産組織の規模拡大に必要な機械導入や保管場所の確保等を支援します。

3．畜産クラスター事業（飼料増産優先枠） （所要額）6,000百万円
飼料増産に必要な施設・機械の導入のための優先枠を措置します。

○ 飼料自給率向上総合緊急対策

【令和４年度補正予算額（所要額） 12,000百万円】

＜対策のポイント＞
畜産農家と飼料作物を生産する耕種農家との連携や飼料生産組織の運営強化、高栄養価牧草の導入による草地改良、国産稲わらの利用拡大実証、

国産粗飼料の広域流通による国産飼料の生産・供給などの取組を支援し、飼料生産基盤に立脚した畜産経営の推進を図ります。また、畜産クラスター事業
において、飼料増産に必要な施設整備や機械導入を支援する優先枠を措置します。

＜政策目標＞
飼料自給率の向上（25％［平成30年度］→34％［令和12年度まで］）

[お問い合わせ先] （１、２の事業）畜産局飼料課（03-6744-7192）
（３の事業） 企画課（03-3501-1083）

＜事業の流れ＞

国
（２の事業）

（１の事業）

民間団体等（地方公共団体、JA等を含む）、生産者集団等、畜産農家等

１．耕畜連携国産飼料利用拡大対策事業

２．国産飼料の生産・利用拡大事業
⑥ 飼料生産組織の規模

拡大等支援

④ 国産粗飼料流通体制
定着化

販売業者
等飼料

生産者
畜産
農家

輸送

⑥ 飼料生産組織の規模
拡大等支援

作業機械の導入等

（３の事業）
協議会

機械リース事業者 畜産農家等
都道府県・市町村

基金管理団体

交付交付1/2以内

定額、1/2以内

（２の事業）農業者団体、畜産農家等
定額、1/2以内

全国団体等
定額、1/2以内

交付1/2以内

全国団体
定額、1/2以内

協議会等
定額、1/2以内 定額、1/2以内

畜産農家等

耕種農家側

水田作物

・水田を活用した輪作体系・裏作の中での飼料作物の導入
・畑地化後の飼料作物作付けの本格化
・耕作放棄地の活用

再生協議会等 農協等

畜産農家側

国産飼料の利用

輸入飼料

転
換

需要に応じた
マッチングの促進

利用計画書の作成

耕畜連携協議会

長期の利用供給契約（３年以上）

飼料作物（青刈り・
子実用とうもろこし、牧草等）

転換
飼料の提供

堆肥の提供

飼料生産組織による飼料生産のための機
械導入を支援

飼料分析・給与情報等の提供や、輸入飼料からの転
換に伴う保管場所確保等の掛かり増しコストを支援

（連携協議会外との連携も可）

全国団体
指導・助言等

② 草地難防除雑草駆除
技術等実証

除草剤の散布方法
等駆除技術を実証

難防除雑草の繁茂
しない生産性の高い
草地
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○ 飼料自給率向上総合緊急対策のうち

耕畜連携国産飼料利用拡大対策事業 【令和４年度補正予算額 2,956百万円】

＜対策のポイント＞
輸入飼料価格が高騰する中、国内の飼料生産基盤に立脚した畜産経営への転換を推進するため、全国団体等の支援の下、畜産農家を支援する農協等

が、耕種農家を支援する地域農業再生協議会等と協議会を構築し、マッチングを行うことにより、畜産サイドと耕種サイドとが長期の利用供給契約に基づき、
国産飼料を供給する等、国産飼料の利用拡大のための新たな枠組みの構築を支援し、飼料自給率の向上を強力に推進します。

＜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］）

[お問い合わせ先] 畜産局飼料課（03-6744-7192）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．耕畜連携国産飼料利用拡大
① 国産飼料利用供給推進

協議会のマッチングにより、畜産農家等が耕種農家等から長期（３年以上）
の利用供給契約に基づき、飼料作物の供給を受け、当該畜産農家等が耕種農
家等に対し、飼料分析・給与情報等を提供する取組を支援します。

【交付対象】青刈りとうもろこし、ソルゴー、牧草 7,800円/t以内
子実用とうもろこし 12,000円/t以内

※交付対象重量は、国産飼料作物について利用拡大した数量とする。

② 耕畜連携飼料生産組織取組拡大
①の取組において飼料生産組織が飼料作物の生産作業を行うのに必要な機

械等の導入を支援します。

２．耕畜連携国産飼料利用拡大推進（地域推進型）
農協等が地域農業再生協議会等と協議会を構築して行う、畜産農家等と耕種

農家等の国産飼料作物の利用供給のためのマッチング活動や、耕種農家等に対
する飼料作物生産に係る技術指導等の取組を支援します。

３．耕畜連携国産飼料利用拡大推進（全国推進型）
全国団体が行う協議会等に対する指導・助言の取組等を支援します。

＜事業の流れ＞

全国団体
定額、1/2以内

協議会等
定額、1/2以内 定額、1/2以内

畜産農家等国

耕種農家側

水田作物

再生協議会等 農協等

畜産農家側

国産飼料の利用

輸入飼料

転
換

需要に応じた
マッチングの促進

耕畜連携協議会

長期の利用供給契約（３年以上）

飼料作物（青刈り・
子実用とうもろこし、牧草等）

転換

飼料の提供

堆肥の提供

飼料生産組織による飼料生産のため
の機械導入を支援

飼料分析・給与情報等の提供や、輸
入飼料からの転換に伴う保管場所確
保等の掛かり増しコストを支援

（連携協議会外との連携も可）

利用計画書の作成

・水田を活用した輪作体系・裏作の中での飼料作物の導入
・畑地化後の飼料作物作付けの本格化
・耕作放棄地の活用

全国団体

指導・助言等
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［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-6744-2399）

○ 飼料自給率向上総合緊急対策のうち国産飼料の生産・利用拡大事業のうち

高栄養価牧草を用いた草地改良推進 【令和４年度補正予算額 3,044百万円の内数】

＜対策のポイント＞
輸入飼料から国産飼料への転換を図り、飼料自給率の向上と畜産物の安定供給を実現するため、既存のイネ科主体の草地等から高栄養価なマメ科牧草

主体の草地への転換のための取組を支援します。

＜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］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．高栄養価牧草を用いた草地改良への支援

都道府県等の普及指導機関・試験研究機関等と連携し、以下の高栄養価牧草

導入の取組を支援します。

① 高栄養価牧草に適した草地の診断

② 土壌分析に基づく土壌の酸度矯正

③ 除草剤の播種前処理等による雑草対策の実施

④ コート種子を利用したマメ科主体草地への転換

⑤ サイレージ化のための添加剤使用

２．上記の取組に必要な土壌・堆肥・飼料分析、概況調査、技術普及等の取組を

支援します。

○高栄養価なマメ科主体草地
（アルファルファ）

○生産性が低下したイネ科主体
草地

転換

以下の栽培管理技術について、普及
指導機関からの指導により取組を実施
・適した草地の診断
・土壌の酸度矯正
・雑草対策
・マメ科主体草地への転換
・サイレージ化のための添加剤使用

アルファルファの給与により、イネ科
牧草に比べ乾物摂取量が増加

濃厚飼料の給与量削減が
可能

⇒

＜事業の流れ＞

国 農業者集団等
（JA、公社等）

1/2以内
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国産粗飼料取扱業者（販売業者）が畜産農家に、国産粗飼料の販売計画を提
示して複数年にわたる販売契約を締結し、国産粗飼料の広域流通を行う取組に対
して支援します。

＜補助単価＞
輸送距離に応じて新規または拡大した国産粗飼料の輸送重量に対して助成。

［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-3591-6745）

○ 飼料自給率向上総合緊急対策のうち国産飼料の生産・利用拡大事業のうち

国産粗飼料流通体制定着化 【令和４年度補正予算額 3,044百万円の内数】

＜対策のポイント＞
国内の飼料生産基盤に立脚した足腰の強い畜産経営への転換を図るため、国産粗飼料取扱業者（販売業者）と畜産農家が販売契約を締結し、国産

粗飼料の広域流通体制を構築する取組を支援することにより、国産粗飼料の利用拡大を図り、飼料自給率の向上を推進します。

＜事業目標＞［平成30年度→令和12年度まで］
○ 飼料自給率の向上（25％→34％）
○ 粗飼料自給率の向上（76％→100％ ）

＜事業の流れ＞

国 全国団体等 飼料販売業者等
定額定額

（△の事業）

複数年契約

仕入れ

輸送

飼料生産者

畜産農家飼料販売業者 等

農業協同組合
事業協同組合 等

輸送距離 補助額

50km以上100km未満 ２千円/t

100km以上500km未満 ５千円/t

500km以上 10千円/t

※ 県内流通も対象とする。
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＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．飼料生産組織の規模拡大に対する支援
飼料生産組織の生産販売又は作業受託、稲わら収集の規模拡大を行うために

必要な機械の導入や簡易倉庫の設置を行い、組織の運営強化を図る以下の取組
を支援します。

① 作業機械の導入、簡易倉庫の設置【１/２以内】
② 飼料専用運搬車、堆肥散布車の導入【１/２以内】

２．飼料生産組織による安定的な国産飼料の供給に対する支援
飼料生産組織が行う、飼料（飼料用米を除く）の生産・作業受託、稲わらの収

集について規模拡大を行い、畜産農家等と５年以上の長期契約を行う取組を支
援します。

① 12,000円/10a相当を支援 【定額】
② ①の事業の実施のための推進活動、要件確認等を支援します。

○ 飼料自給率向上総合緊急対策のうち国産飼料の生産・利用拡大事業のうち

飼料生産組織の規模拡大等支援

＜事業の流れ＞

国 生産者集団等

１/２以内

＜対策のポイント＞
大規模化等により飼料生産の労働力が不足する畜産経営に代わって、飼料生産作業を担う飼料生産組織の強化・拡大を図るため、飼料生産組織が飼料

を増産するための新規投資を促す観点から、飼料生産組織の規模拡大に必要な機械の導入や簡易倉庫の設置費用のほか、安定的に国産飼料を畜産農
家に供給する取組を支援します。

＜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］）

民間団体（公募）

１．飼料生産組織の規模拡大

２．飼料生産組織による安定的な国産飼料供給

長期供給契約 12,000円／10a相当を支援

（１の事業）

（２の事業）定額

作業機械の導入

簡易倉庫の設置水田の排水条件の改善を支援 飼料専用運搬車の導入

［お問い合わせ先］畜産局飼料課（03-3502-5993）

【令和４年度補正予算額 3,044百万円の内数】
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〇 省エネ技術の導入加速化対策

＜対策のポイント＞
エネルギー価格が高騰する中、食料安全保障の強化に向けた構造転換を進めるため、施設園芸や畜産・酪農経営体によるヒートポンプ等の導入を支援する

ほか、水産業における広域浜プラン等に基づく省エネ機器等の導入を支援します。

＜政策目標＞
農林水産分野におけるCO2排出量の削減（1,659万t-CO2［2013年］→ 1,484万t-CO2［2030年まで］） 等

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．産地生産基盤パワーアップ事業
施設園芸エネルギー転換枠 （優先枠）2,000百万円

施設園芸産地において、燃油依存の経営から脱却し省エネ化を図るために必要な
ヒートポンプ等の省エネ機器や循環扇等の内部設備のリース導入等を支援します。

２．畜産クラスター事業
省エネ優先枠 （優先枠）4,000百万円

畜産・酪農経営において、電気使用量等の削減に取り組む畜産クラスター協議会
を優先採択し、省エネ機器の導入を支援します。

３．水産業競争力強化緊急事業のうち
競争力強化型機器等導入緊急対策事業 1,999百万円

生産性の向上、省力・省コスト化に資する漁業用機器等の導入を支援します。

［お問い合わせ先］（１の事業）農産局園芸作物課（03-3593-6496）
（２の事業）畜産局企画課 （03-3501-1083）
（３の事業）水産庁企画課 （03-6744-2341）

省エネ技術の導入支援

園芸用ヒートポンプ 循環扇

施
設
園
芸

畜
産･

酪
農

水
産

エネルギー効率の高い
ヒートポンプと燃油暖房機の
ハイブリッド運転等により、
省エネ型施設に転換

生乳の廃熱を活用した
ヒートポンプシステムや
省エネ型換気装置等
省エネ機器の導入を促進

ヒートポンプ・バルククーラー 省エネ型換気装置

省エネ型エンジン等の
導入を支援することにより、
持続可能な収益性の高い
操業体制に転換

省エネ型エンジン LED集魚灯
＜事業の流れ＞

国 機械リース事業者
又は協議会

基金管理団体 都道府県 農業者等

定額

導入

1/2以内定額

（２の事業）

（１の事業）
定額

定額

基金管理団体

交付
（1/2以内）

畜産農家等

（３の事業）

【令和４年度補正予算額（所要額） 7,999百万円】

基金管理団体
1/2以内

漁業者
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