
Ⅰ 国産畜産物の競争力強化に向けた生産面での取組強化

【強い農業づくり交付金 24,914(34,067)百万円の内数】

【未来志向型技術革新対策事業 4,793(5,882)百万円の内数】

【農業競争力強化対策民間団体事業 1,606(1,674)百万円の内数】

事業のポイント
消費者・実需者等の多様なニ－ズに対応し、一層の低コスト化、高付加

価値化等に向けた、担い手を中心とする「攻め」の取組をスピ－ド感を持

って効果的に推進し、国産畜産物の競争力強化に向けた力強い生産供給体

制を確立します。

（畜産の動向）

総産出額は２兆４千億円と全体・ 畜産は我が国農業の基幹部門の一つであり、その

の約３割

畜産物の自給率 牛乳・乳製品で66％ 肉類で55％ 鶏卵で95％・ (重量ベース)は、 、 、

政策目標

生乳、牛肉、豚肉について生産コストをそれぞれ2割、2割、

1割程度削減（平成２７年度）

＜内容＞

１．地方の自主性・裁量性を高めた交付金による支援

します。畜産生産基盤育成強化のための条件整備を推進

① 地域内一貫生産体制の確立、子牛生産部門の協業化や、効率的生産のための

外部化・分業化

② 地域の核となる協業法人経営体の育成

③ 哺乳ロボットを活用した超早期離乳等の新たな生産方式の実践や普及

④ 畜産経営を円滑に継承するための離農跡地等の条件整備

⑤ 畜産への新規就農希望者の研修の実施

等のための施設等の整備

強い農業づくり交付金 ２４，９１４（３４，０６７）百万円の内数

補助率：定 額

事業実施主体：農業者団体等

事業実施期間：平成１７年度～平成２１年度



２．産地における技術革新に向けた取組の促進と波及

① 生産現場の発意に基づく超省力的畜産経営の実践・普及など先進性・モデル

性の特に高い取組について、国による直接採択により支援します。

② 繁殖障害牛や耕作放棄地、農産加工副産物肉用牛繁殖ステーションを核に、

等の未利用資源を積極的に活用し、高齢者への経営支援や団塊の世代の新規

肉用牛の増頭・低コスト化等の生産基盤強化を図る地域参入も図りながら、

します。畜産新生システムの構築を支援

③ 生産から加工まで 工程管理の効果的実施に対一貫した工程管理体制の確立、

応できる を行い、モデル的な取組の構築を先進的な施設の整備に対する支援

通じて、工程管理手法の普及を図ります。

未来志向型技術革新対策事業 ４，７９３（５，８８２）百万円の内数

補助率：１／２以内等

事業実施主体：農業者団体等

事業実施期間：平成１９年度～平成２１年度

３．広域性の高い支援・指導事案への民間団体による取組

全国的専門家支援チームの派遣、産地リーダー養成研修等を実施します。

農業競争力強化対策民間団体事業 １，６０６（１，６７４）百万円の内数

補助率：定 額

事業実施主体：民間団体等

事業実施期間：平成１７年度～２１年度

［担当課：生産局畜産部畜産企画課（０３－３５０１－１０８３（直 ］））



国産食肉等の競争力強化に向けた生産面での取組強化

【強い農業づくり交付金 ２４９（３４１）億円の内数】

【未来志向型技術革新対策事業 ４８（５９）億円の内数】

対策のポイント

食肉等について、処理・流通コストの削減及び高度な衛生管理による

品質向上を図ることにより、低コストで衛生的な食肉等の供給体制を確立

します。

（現 状）

・ 食肉等の国内生産量（平成18年度）

牛肉35万トン 豚肉87万トン 鶏肉134万トン 鶏卵251万トン

・ 食肉等の輸出量（平成18年度）

牛肉100トン 豚肉62トン 鶏肉2,500トン 鶏卵210トン

政策目標

国産食肉等の産地競争力の強化と輸出の促進

＜内容＞

１．地方の自主性・裁量性を高めた交付金による支援

食肉等流通体制強化のための施設整備を推進します。

① 基幹的産地食肉センター及び食鳥処理施設における処理の効率化、品質の向上、

機能の向上・改善等のための施設整備

② 家畜取引における近代化・合理化及び環境・衛生対策等のための施設整備

③ 鶏卵処理施設における処理の効率化、品質の向上、機能の向上・改善等のための

施設整備

強い農業づくり交付金 ２４，９１４（３４，０６７）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：農業者団体、民間団体等

２．食肉等の輸出に向けた施設整備に対する優先的な支援

「強い農業づくり交付金」の中に「輸出促進特別枠」を設定することにより、牛肉

等の高品質な国産食肉を新たに海外に輸出するために必要な産地食肉センター等の整

備について優先的に支援します。

強い農業づくり交付金 ２４，９１４（３４，０６７）百万円のうち、

輸出促進特別枠 ２，５００（２，５００）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：農業者団体、民間団体等



３．産地における技術革新に向けた取組の促進と波及

食肉等の処理・流通段階における最先端技術の導入等全国的・広域的なモデルに成

り得る革新的な取組を支援します。

① 国産食肉の広域的な集出荷・加工の拠点となる先進的で高度な衛生管理機能を備

えた基幹的産地食肉センター及び食鳥処理施設

② 家畜市場の再編整備等による家畜取引の近代化・合理化のための施設整備

③ 鶏卵の集出荷・処理加工の拠点となる先進的で高度な衛生管理機能を備えた鶏卵

処理施設

未来志向型技術革新対策事業 ４，７９３（５，８８２）百万円の内数

補助率：１／２以内等

事業実施主体：農業者団体、民間団体等

[担当課：生産局畜産部食肉鶏卵課（０３－３５０１－３７７６（直))]



未来志向型技術革新対策事業のうち

先進的総合生産工程管理体制構築事業

【８０８（０）百万円の内数】

事業のポイント
生産から食卓までの食品安全を確保するため、全国の農業生産現場におい

てＧＡＰ手法の積極的な導入・推進を図るとともに、川上（生産）から川

下（加工）まで一貫した生産工程管理体制を構築します。

（ＧＡＰ手法とは？）

は、農畜産物の食品としての安全性の確保のみなＧＡＰ手法（農業生産工程管理手法）

農業生産工程全体を管理し、適らず、環境の保全、労働安全の確保等さまざまな目的で、

です。正な農業生産を実現するために有効な手法

我が国の多くの産地や農業者が取り入れ、自らの営農・生産条件や実力に応じて取り組

むことで、産地の競争力の強化や農業経営の改善、効率化に資するとともに、農畜産物の

食品としての安全性等について します。消費者や食品事業者等の信頼の確保を推進

政策目標

・食の安全・安心の確保

・省力化による生産性の向上

・農畜産物の差別化、高付加価値化

＜内容＞

生産から加工まで 、工程管理の効果的実施に対応でき一貫した工程管理体制の確立

る を行い、モデル的な取組の構築を通じて、工程管先進的な施設の整備に対する支援

理手法の普及を図ります。

家畜生産段階においては、衛生管理の徹底のみならず、生産性向上をも同時に実現

①生産工程管理マニュアルや施設整する先進的な生産工程管理体制を構築するため、

備計画の策定 ②ICタグやIT技術を組み込んだ機器等の導入により効率的なとともに、

を行います。生産工程管理を行う施設の整備

生また、出荷・調製段階及び加工段階まで一貫した工程管理を効率的に行うため、

乳の乳温等を管理するシステムの整備や産地食肉センター、鶏卵処理施設における衛

を行います。生管理施設、情報管理提供施設等の整備

補助率：１／２以内等

事業実施主体：農業者団体等

事業実施期間：平成２０年度～平成２１年度

［担当課：生産局畜産企画課（０３－３５０１－１０８３（直 ］））

［担当課：生産局牛乳乳製品課（０３－３５０２－５９８８（直 ］））

［担当課：生産局食肉鶏卵課（０３－３５０１－３７７６（直 ］））

《新規》



食に対する消費者ニーズ

・高品質
・安全・安心
・低価格
→信頼の確保が必要。

食に対する消費者ニーズ

・高品質
・安全・安心
・低価格
→信頼の確保が必要。

生産者の消費者ニーズへの対応
・食の安全、環境の保全、品質の
向上などの目的を効果的に達成
する工程管理手法（ＧＡＰ等）を
積極的に導入し、生産から食卓
までの食品安全を確保。

生産者の消費者ニーズへの対応
・食の安全、環境の保全、品質の
向上などの目的を効果的に達成
する工程管理手法（ＧＡＰ等）を
積極的に導入し、生産から食卓
までの食品安全を確保。

工程管理手法導入における課題
・生産から加工（川上から川下）
まで一貫した工程管理体制を
確立する必要。

・工程管理の実施に対応できる施
設を整備する必要。

工程管理手法導入における課題
・生産から加工（川上から川下）
まで一貫した工程管理体制を
確立する必要。

・工程管理の実施に対応できる施
設を整備する必要。

①川上から川下まで一貫した工程管理体制の確立

実需や流通の関係者等を含む推進委員会の開催

②工程管理の実施に効果的に対応できる施設整備

先進的な工程管理モデル施設の整備計画作成

先進的な工程管理モデル施設の整備

工程管理マニュアルの作成

③工程管理
手法の導入
効果（経済面、
品質面、安
全面等）の

検証
（レポートの
作成・公表）

全国に波及
（工程管理
手法の普及

促進）

生産から食卓までの食品安全の確保を図り、消費者や食品事業者等に対する信頼を確保生産から食卓までの食品安全の確保を図り、消費者や食品事業者等に対する信頼を確保

一
体
的
に
実
施

先進的総合生産工程管理体制構築事業

先進的な工程管理モデルを導入するための技術指導



出荷・調製段階　　　加工段階家畜生産段階

先進的総合生産工程管理モデル整備（畜産のケース）

工程管理マニュアルの作成・改善
《生産時の点検項目》
 □　健全な家畜の導入と安全な飼料・水の確保
 □　舎内環境の適正管理（衛生条件、温度、湿度等）
 □　適正な飼養・衛生管理と管理記録の整備
 □　家畜排せつ物の適正処理　　　　　　　　　        等

情報の
集積・管理

データベース

自動給餌機

舎内環境管理
システム

ICタグ・ハンディーターミナル

オートソーティングシステム

工程管理マニュアルに基づく家畜飼養管理

TMRﾌｨｰﾀﾞｰ 発情発見装置

搾乳ロボット バルククーラー

情報の
集積・管理

データベース

工程管理マニュアルに基づく家畜飼養管
理

工程のモニタリング・記録・フィードバック

工程管理マニュアルの作成・改善
《出荷・調製時の点検項目》
□　ラインの洗浄
□　乳温の適温管理　　等

流通
販売
消費
段階

産地食肉センター

枝肉 部分肉
等

部分肉
加工等

と畜・解
体処理

情報の
集積・管理

データベース

出　荷

酪　農

養　豚

乳温等管理装置

飼料生産段階

工程管理マニュアルの作成・改善
《生産時の点検項目》
 □　土壌分析の実施
 □　堆肥の使用
 □　農薬・肥料の使用管理　　 等

工程管理マニュアルに基づく飼料生産

土壌分析→堆肥施用→播種

栽培管理

収穫・調製

畜産農家への情報提供
飼料生産現場への

フィードバック

飼　料

ミルクローリー クーラーステーション

情報の
集積・管理

監視システム
データーベース

乳温等管理装置乳温等管理装置

貯乳施設 乳業工場

牛乳・乳製品

生　乳 生　乳

実需や流通等の関係者を含む推進委員会の開催

工程管理マニュアルに基づく生乳出荷・調製

工程のモニタリング・記録・フィードバック 工程のモニタリング・記録・フィードバック 流通、実需からのニーズ・評価

流通、実需からのニーズ・評価

情報の
集積・管理

検
査

検
査

検
査

異常通知

牛乳
乳製品

食肉

生乳等
管理装置
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