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続可能な畜産物生産に向けた取組状況（令和４年 10月末時点） 

 

令和３年６月に公表した「持続的な畜産物生産の在り方検討会の中間とりまとめ」に対する進捗状況は以下の

通り。この結果も踏まえながら、環境負荷低減や適切な堆肥生産、輸入飼料への過度な依存からの脱却に向けた

取組等を引き続き積極的に推進し、持続可能な畜産物生産の実現を図っていく。 

 
項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

家畜の生産に係る環

境負荷軽減等 

（１）家畜改良 

・家畜改良増殖目標等の達成に向けた取組を推進することが

畜産物の単位生産量当たりの環境負荷軽減の実現にも資する

ことについて生産者等の理解醸成  

・令和４年 10 月の国産純粋種豚改良協議会ワーキンググ

ループにおいて、養豚業における環境負荷軽減のための豚

の改良の重要性等について情報を発信。 

・令和４年７月の国産鶏普及協議会通常総会及び 10 月の

鶏改良推進中央協議会において、養鶏業における環境負荷

低減のための鶏の改良の重要性等について情報を発信。 

・関連データを活用することにより、家畜改良関係者（都道府

県、民間種畜飼養者等）等と連携しながら効率的に家畜改良を

推進 

・乳用牛においては、令和４年２月に遺伝的能力評価に基

づく総合指数（NTP）を見直し、新たに在群能力を加える

ことにより、生涯生産性の向上を推進。 

・肉用牛においては、肉用牛肥育農家の協力の下で、平成

14 年７月に食肉の格付け情報や血統情報を統合した肉用

牛枝肉情報全国データベースを構築し、効率的な家畜改良

に資する情報提供を実施。 

・豚においては、令和３年７月に、国産純粋種豚改良協議

会において、種豚の能力をランキング化して生産者等へ提

供する取組を開始。 

・鶏においては、令和４年 10 月の鶏改良推進中央協議会



参考資料 

- 2 - 

項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

において、都道府県や家畜改良センター等における最新の

鶏改良に関する取組状況や関連データについて情報・意見

交換を実施。 

・我が国固有の遺伝資源である和牛においては、持続的に家畜 

改良を進めていくことができるよう、遺伝的多様性を確保し

つつ、近交係数の上昇抑制に向けた取組や知的財産としての

価値の保護の取組を推進 

・肉用牛経営安定対策補完事業（ALIC事業）等により、遺

伝的多様性に配慮した繁殖雌牛の導入や多様な種雄牛の

活用を引き続き支援。 

・令和３年度から和牛の血統の信頼確保を目的として、畜

産生産力・生産体制強化対策事業のうち家畜改良の推進等

（当初予算）により、遺伝子型の検査による親子判定モニ

タリング調査を開始。 

・令和４年 10月に開催された第 12回全国和牛能力共進会

において、脂肪交雑だけでなく、脂肪の質を評価する審査

区を新設するなど、遺伝的多様性に配慮した出品条件を設

定。 

・「家畜改良増殖法の一部を改正する法律」及び「家畜遺

伝資源に係る不正競争の防止に関する法律」に基づき、和

牛の遺伝資源の知的財産の価値としての保護等を推進。 

（２）飼料給与 ・家畜の特性に留意した牛の脂肪酸カルシウムや豚のアミノ

酸バランス飼料など温室効果ガス削減飼料の利用推進や最も

飼料給与効率が高まるような牛の肥育期間の適正化 

・環境負荷軽減型持続的生産支援（エコ畜事業）において、

乳用牛への脂肪酸カルシウムの給与を支援。（R３年度事業

からメニューに追加） 

【R３年度実績：11,434頭（97戸）】 

・令和４年１月、農業資材審議会飼料分科会において、温

室効果ガス削減に効果がある資材についても、飼料添加物

として指定が受けられると整理。 
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項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

・令和４年９月、牛のゲップ中のメタン削減に効果がある

個々の資材について、飼料添加物としての指定を受けるた

めの評価基準を策定。 

・牛のゲップからのメタン排出を削減する飼料の効果等

のデータ収集。 

（３）飼養管理 ・ICT等を活用した機器導入や周年や耕作放棄地の活用を含め

た放牧の一層の推進 

・畜産経営体生産性向上対策（畜産 ICT事業）（当初予算）

により、省力化に資する機器等の導入を支援。 

【R３年度実績見込：261件】 

・放牧の推進 

【放牧頭数（R2年）：乳用牛（酪農）27.3万頭、肉用牛

（繁殖）11.2万頭】 

・放牧畜産基準認証件数（牧場） 

【認証牧場数（R4.7時点）：106件】 

・環境負荷軽減型持続的生産支援（エコ畜事業）による放

牧の支援 

【R３年度実績：1,566戸】 

・牛の生産関連情報を一元的に集約する全国データベース（畜

産クラウド）の充実・強化とビッグデータに基づく高度・総合

的な畜産経営の改善に向けたアドバイスシステムの構築・普

及  

・畜産経営体生産性向上対策（当初予算）等により、全国

データベース構築等を支援。牛個体識別情報を基幹情報と

して、飼養頭数、分娩情報等、データベースの利用者にと

って畜産経営の改善に資する情報を提供。 

（４）家畜衛生・防

疫 

・都道府県の飼養衛生管理指導等計画に基づく計画的な指導

による飼養衛生管理基準の遵守徹底 

・令和３年９月に飼養衛生管理基準を改定。 

・令和３年 10月に飼養衛生管理指導等指針を改正。 

・改正後の指針に基づいた各都道府県の飼養衛生管理指

導等計画を HPで公表。 
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項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

・疾病発生時における速やかな防疫措置のための都道府県に

おける防疫体制の整備及び農場における埋却地等の確実な確

保 

・令和３年９月に飼養衛生管理基準を改正し、埋却地の確

保の取組の明確化（豚・鶏について、これまでの「埋却地

の準備」に代え、「埋却等に備えた措置」として、埋却地又

は焼却施設を確保する等の取組を実施することを規定）。 

・疾病発生時の迅速な初動防疫に必要な、都道府県におけ

る県を挙げた動員体制が構築できるよう、各県の担当に対

し令和４年４月及び９月に開催した全国会議の場で取組

を促すよう指導を実施。 

・種畜等の遺伝資源の保存・リスク分散  ・種豚等流通円滑化推進緊急対策事業（ALIC事業）におい

て、遺伝資源の保存に資する、豚の凍結精液の供給機能の

付加に必要な施設・機械の導入を支援。 

【R３年度実績：３件】 

・家畜改良センターにおいて、遺伝資源の保存に資する豚

の受精卵の長期保存・移植技術を開発し、現在、その普及

を支援。 

【R１～３年度の研修開催実績：７件】 

・畜産生産力・生産体制強化対策事業（当初予算）におい

て、地鶏等の近交係数の上昇と遺伝資源の再生を可能とす

る始原生殖細胞（PGCs）の凍結保存の導入と、その技術の

全国的な普及のための取組に対して支援。鶏の生体保存で

は、高病原性鳥インフルエンザや自然災害が発生した場

合、一挙に遺伝資源を失う可能性が高いが、PGCsの凍結保

存を行い、農場とは異なる場所で保管することにより、遺

伝資源喪失のリスク分散に取り組んでいる。 
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項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

【R２～３年度の技術導入実績：７地域】 

・家畜改良センターにおいて、国立研究開発法人農業・

食品産業総合研究機構が行う農業生物資源ジーンバンク

事業のサブバンクとして、家畜遺伝資源を保存。 

【R３年度：牛 232点、豚 55点、鶏 17点】 

・疾病発生等に対するリスク分散のため、家畜改良セン

ター茨城牧場及び宮崎牧場において、飼養する豚の凍結

受精卵を作製。また、本所で凍結精液を作製し、新冠牧

場で保管することで遺伝資源の保存とリスク分散を実

施。 

【R３年度：（凍結授精卵）デュロック種 241個、 

大ヨークシャー種 357個 

（凍結精液）ランドレース種 747本】 

２．耕種農家のニー

ズにあった良質堆肥

の生産や堆肥の広域

流通・資源循環の拡

大等、耕畜連携のさ

らなる推進 

・好気発酵を促進させる水分調整や切り返しなどの適切な実

施  

・畜産環境対策総合支援事業（補正予算）において、好気

性強制発酵による堆肥の高品質化、ペレット化に必要な施

設・機械の導入を支援。 

【R３年度実績：7件】 

・研修会やシンポジウムの開催による理解醸成を推進 

【R４年度実績：研修会 5回（見込）、シンポジウム 1

回】 

・みどり投資促進税制による、良質な堆肥を供給する装置

等や付属する建物等の特別償却（令和４年７月みどりの食

料システム法施行） 

・畜産クラスター事業（機械導入事業）において、好気性
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項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

強制発酵による堆肥の高品質化等に必要な機械の導入を

支援。 

【R２年度実績：17件、R3年度実績：2件】 

・耕種農家のニーズを踏まえた高品質堆肥の生産の一層の推

進  

同上 

・家畜排せつ物由来のメタン排出の削減の一つの方法として

強制発酵施設・機械等の導入  

・畜産環境対策総合支援事業（補正予算）において、好気

性強制発酵による堆肥の高品質化、ペレット化に必要な施

設・機械の導入を支援。 

【R３年度実績：7件】 

・みどり投資促進税制による、良質な堆肥を供給する装

置等や付属する建物等の特別償却（令和４年７月みどり

の食料システム法施行） 

・畜産クラスター事業（機械導入事業）において、好気性

強制発酵による堆肥の高品質化等に必要な機械の導入を

支援。 

【R２年度実績：17件、R３年度実績：2件】 

・堆肥センターの機能向上や活用の推進  ・畜産環境対策総合支援事業（補正予算）において、好気

性強制発酵による堆肥の高品質化、ペレット化に必要な施

設・機械の導入を支援。 

【R３年度実績：1件】 

・みどり投資促進税制による、良質な堆肥を供給する装置

等や付属する建物等の特別償却（令和４年７月みどりの食

料システム法施行） 

・畜産クラスター事業（施設整備事業）の環境優先枠にお
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項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

いて、市町村の堆肥センターの整備を支援。 

【R２年度実績：１件、R３年度実績：１件】 

・畜産農家が少ない地域を含めた堆肥散布に係るコントラク

ターの効率的活用  

・堆肥の運搬・散布をしている飼料生産コントラクター等

の数（※アンケート調査） 

【R２年度：268カ所】 

・ペレット化の普及やロールベーラーを用いた梱包技術な

ど、堆肥の保管や広域流通に資する技術の普及  

・畜産環境対策総合支援事業（補正予算）において、好気

性強制発酵による堆肥の高品質化、ペレット化に必要な施

設・機械の導入を支援。 

【R３年度実績：７件（うち堆肥造粒機２台支援）】 

・研修会やシンポジウムの開催による理解醸成を推進 

【R４年度実績：研修会５回（見込）、シンポジウム１回】 

・畜産クラスター事業（機械導入事業）において、堆肥

のペレット化や広域流通に必要な袋詰め等に必要な機械

の導入支援。 

【R２年度実績：６件、R３年度実績：２件】 

・堆肥の輸出拡大に向けた課題の検討  ・鶏ふんの一部は輸出されているが、化学肥料原料半を輸

入に依存する中調達リスクが顕在化していることから、国

内資源である堆肥等の国内肥料利用の拡大を推進してい

る。 

・家畜排せつ物処理施設に係る投資抑制のために長寿命化を

より一層推進  

・堆肥舎等長寿命化推進事業（ALIC事業）において、堆肥

舎等の補修や簡易な堆肥化処理施設の整備の実証等を支

援。 

【R３年度実績：41件】 
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項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

３．国産飼料の生産・

利用及び飼料の適切

な調達の推進 

 

・水田の畑地化・汎用化の推進による青刈り飼料作物等生産の

加速化  

・環境負荷軽減型持続的生産支援事業（エコ畜事業）にお

いて、輸入飼料から水田を活用した自給飼料への転換を支

援。(R４年度事業からメニューに追加) 

・飼料作物作付面積（飼料用米を除く） 

【R３年度実績：88.5万 ha】 

・うち水田における飼料作物作付面積 

【R３年度実績：26.2万 ha 

10.2万 ha（飼料用米・稲 WCSを除く）】 

・優良品種の利用による飼料生産の加速化  ・優良品種の普及推進。 

【令和４年５月末までの 1年間に都道府県が新たに追加

した優良品種（のべ数）：73品種】 

・優良品種の普及を図るため補助事業で設置している実

証展示ほ場の数：R３年実績：62か所 

・条件不利な農地等における飼料生産や土地条件に応じた放

牧の推進  

・中山間地域等における草地畜産基盤整備事業による草

地整備等の実施地区数【R３年度実績：86地区】 

・肉用牛（繁殖）放牧頭数【R２年実績：11.2万頭】（再掲 

・食品及び農場残さ等の飼料化可能な未利用資源の発掘、マッ

チング体制の構築  

・未利用資源活用対策事業において、給与実証、飼料化実

証の器具・機材導入等を支援。 

【R３年度実績：４件】 

・エコフィード利用畜産物の普及等によるエコフィードの生

産利用の推進  

・食品廃棄物の飼料利用の促進 

【R２年度実績：食品廃棄物等の年間発生量のうち飼料化

の割合 53％】 

・畜産クラスター事業（機械導入事業）において、エコフ

ィードの利用に必要な機械の導入支援。 
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項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

【R２年度実績：５件、R３年度実績：２件】 

・子実用とうもろこしなどの国産濃厚飼料生産の拡大 ・水田や耕作放棄地の有効活用、飼料生産組織の育成・強

化等による総合的な支援を実施。 

・子実とうもろこし作付面積（※飼料課調べ） 

【R３年実績：992ha】 

・イアコーン作付面積（※飼料課調べ） 

【R３年実績:68ha】 

・R３年度補正予算から、畜産クラスター事業の飼料増産

優先枠において、子実用とうもろこしの生産に必要な機械

を補助対象に追加。 

・自給飼料の確保に取り組む生産者・飼料生産組織への助成や

支援の集中 

・飼料生産組織の作業効率化・運営強化、飼料作物の優良

品種の利用促進等を支援 

・国産飼料生産・利用拡大関係予算 

【令和４年度：518百万円】 

・飼料の適切な調達の更なる推進 ・国産流通飼料の利用促進への支援を実施。 

（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） 

４．有機畜産の取組 

 

・国産有機サポーターズとの連携による有機農畜産物の PRや

消費者理解醸成のための取組の推進 

・令和４年７月、「持続可能な畜産物生産の取組事例集」

に有機畜産の取組を掲載。 

・有機サポーターズによる有機農畜産物の販売、情報発信 

【登録事業者数（R4.7.28時点）：91社】 

・有機飼料生産の推進、加工・流通業者とのマッチング  ・環境負荷軽減型持続的生産支援事業（エコ畜事業）に

おいて、有機飼料生産を支援。 
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項目 今後行うべき取組（中間とりまとめ記載） 進捗状況 

【R３年度実績：3,226ha（45戸）】 

・有機牧草作付面積 

【R２年：3,415ha】 

・有機畜産の現状や課題を把握するための聞き取り調査

を実施中。 

・農林水産政策研究所において研究調査を実施 

５．その他畜産物生

産の持続性に関する

事項 

・畜産物の輸出拡大を見据えた米国、EU 並みの衛生水準の確

保に向けた取組の推進 

・食肉等流通構造高度化・輸出拡大事業等において、輸出

先国の求める衛生基準に適合した食肉処理施設の整備等

を支援。 

【米国・EU並み牛肉輸出対応施設数（R4.10.13時点）：

15件】 

 ・農場 HACCP導入の推進 ・農場 HACCP導入推進強化事業において農場指導員を養成

するとともに、消費・安全対策交付金により農場 HACCPの

取組を支援。 

【取得件数（R4.10.6時点）：454件】 

 ・薬剤耐性対策の普及啓発 ・抗菌剤に頼らない養豚生産の優良事例をまとめた動画

を、SNS等を用いて情報発信。 

・次期薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの策定に向

けた検討を実施中。 

 ・食品安全、家畜衛生、環境保全、労働安全、人権の尊重、ア

ニマルウェルフェアといった項目及びそれらを含む畜産 GAP

認証取得等の推進 

・畜産 GAP拡大推進加速化事業（当初予算）において、指

導員の育成や GAP認証取得、アニマルウェルフェアに配慮

した飼養管理の普及拡大等の取組を支援。 

【JGAP取得件数（R4.9時点）：263件】 

・良質な堆肥の生産・供給に繋がる取組を推進するための
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「令和４年度畜産環境シンポジウム」を開催（令和４年９

月）。 

・家畜改良センターにおいて、「畜産現場における作業

安全の啓発資料」を作成・公表（令和２年 11月）し、以

降、継続的に情報誌等を通じて情報発信。 

・家畜改良センターにおいて、JGAP家畜・畜産物認証取得

の取組を推進（岩手、奥羽、熊本、岡崎及び宮崎牧場で取

得）。 

・畜産 GAPの取組は、外国人を含む従業員が快適に勤務で

きる体制づくり等人権の尊重にも効果があることを中央

畜産技術研修会等で紹介（JGAP 認証取得経営体へのアン

ケート結果より）。 

・アニマルウェルフェアの推進については、国が新たな飼

養管理指針を策定・公表することとしており、公表に向け

た作業を実施するとともに、相互理解を深めるため、生産

から流通・加工・外食・小売事業者、消費者団体等幅広い

関係者を参集した意見交換会をこれまでに２回（令和４年

１月及び５月）開催。 

 ・生産者が自ら行う勉強会、コミュニティの場の形成やセミナ

ーなどについて、対面での開催だけでなく、仮想空間での開催

を推進 

・肉用牛振興基金協会において、持続的な肉用牛生産に関

するオンライン意見交換会を開催。 

・令和３年 10 月、中央畜産会が事務局を務める全国畜産

縦断いきいきネットワークの大会を初めてオンラインで

開催。 

 ・女性の一層の活躍を進めるため、能力や条件に応じた活躍が

可能となるような働きやすい環境整備の促進 

・全国畜産縦断いきいきネットワーク大会において、女性

活躍につながるよう、農林水産省女性職員からメッセージ

を発信。 
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６．持続可能な畜産

物生産のための生産

者の努力・消費者へ

の理解醸成 

・生産者による環境負荷軽減の取組の発信 ・有機畜産物 JAS取得件数 

【取得件数（R4.10時点）：31件】 

・JGAP農畜産物使用ロゴマークの取得状況 

【取得件数（R4.10時点）：37件】 

・放牧畜産基準認証件数（畜産物） 

【認証件数（R4.7時点）：19件】 

・エコフィード利用畜産物認証制度の推進 

【認証件数（R３時点）：５件】 

 

・酪農教育ファーム認定牧場 

【取組件数（R３時点）：261件】 

・Jクレジット制度の対象に、豚・ブロイラーに加え牛

へのアミノ酸バランス改善飼料の給与を追加 

・R4年７月に「持続可能な畜産物生産の取組事例集」を

公表。 

 ・環境負荷軽減に向けた取組は徐々に進めていくものである

こと、取組に係るコストを価格に転嫁する必要があることに

ついての理解醸成 

・消費者への情報発信等について引き続き検討を実施。 

 


