
平成２７年度・畜産に係る補助事業の採択の概要及び補助実績について
※「事業実施地域」欄の地域をクリックして頂きますと、実施地ごとの情報をご覧頂けます。 （平成２８年９月30日現在）

事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助額

（単位：百万円）

脱脂粉乳・バター等向け生乳価格及びチーズ向け生乳価格
が補塡基準価格を下回った場合の生乳生産者に対する補
塡金の交付

ホクレン農業協同組合連合会
東北生乳販売農業協同組合連合会
北陸酪農業協同組合連合会
東海酪農業協同組合連合会
近畿生乳販売農業協同組合連合会
中国生乳販売農業協同組合連合会
四国生乳販売農業協同組合連合会
九州生乳販売農業協同組合連合会
沖縄県酪農業協同組合

平成27年度 北海道他8地域 1

肉用子牛の平均売買価格が発動基準を下回った場合の支
援交付金の交付及び当該事業の円滑な推進を図るための
推進会議の開催、助言指導等の実施を支援

47都道府県指定協会 〃 全国 102

47都道府県団体 全国

47都道府県団体 全国

肥育牛生産農家21戸 全国

地域酪農生産基盤維持計画に基づき、地域における生産
基盤の維持を図るための各種取組の実施

一般社団法人中央酪農会議 〃 全国 916

女性やリタイア世代等の円滑な就農を推進し、定着を支援
するための各種取組の実施を支援

公益社団法人中央畜産会 〃 - 24

生乳生産者需要確保事業

消費者・流通業者等に対して理解醸成活動等を行い、国産
牛乳乳製品の消費の維持・定着を図るための推進会議の
開催、事業の円滑な推進を図るための会議の開催、広報資
材等の作成、広報・宣伝活動等の実施を支援

一般社団法人中央酪農会議
全国酪農業協同組合連合会

〃 関東他3地域 27

牛乳乳製品需要創出事業
牛乳乳製品需要の創出・定着を図るための推進会議の開
催、調査研究、実証調査の実施、研修会、セミナー等の実
施、広報資材等の作成、広報・宣伝活動等の実施

一般社団法人Jミルク 〃 - 36

生乳生産者牛乳乳製品需要拡大事業

生乳生産者等が製造する牛乳乳製品の需要を拡大するた
め、販路拡大等のための推進会議の開催、事業の円滑な
推進を図るための会議の開催、牛乳乳製品の高品質化、衛
生管理強化等に必要な技術研修の実施等、広報資材等の
作成、広報・宣伝活動等の実施

一般社団法人中央酪農会議 〃 - 3

生乳流通合理化計画に基づき、生乳流通コストの生産者負
担の削減を図るための各種取組の実施を支援

一般社団法人中央酪農会議 〃 北海道他5地域 186生乳流通合理化促進事業

34,391

酪農生産基盤確保・強化緊急支援事業

酪農生産基盤確保・強化緊急支援事業

女性・リタイア世代等就農定着等推進事業

生乳需要基盤確保事業

事　　業　　名　

加工原料乳生産者経営安定対策事業

肉用牛繁殖経営支援事業

肉用牛肥育経営安定特別対策事業
畜産経営の安定を図るため、生産者自らが積立を行い、肥
育牛１頭当たりの推定所得が生産費を下回った場合に補塡
金を交付

〃

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000657.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000658.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000661.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000662.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000663.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000693.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000694.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助額

（単位：百万円）
事　　業　　名　

北海道農業協同組合中央会他44者 北海道他44地域

一般社団法人酪農ヘルパー全国協会 -

公益社団法人北海道酪農検定検査協会他
19者

北海道他16地域

一般社団法人家畜改良事業団 -

肉専用種繁殖経営への新規参入を促進するため、農協等
が飼養管理施設等の整備を行い、飼料自給率向上に積極
的に取り組む新規参入者等に貸し付ける場合の支援

公益社団法人岩手県農業公社
たじま農業協同組合
壱岐市農業協同組合
上益城農業協同組合
こばやし農業協同組合
児湯農業協同組合
宮崎中央農業協同組合

〃 岩手県他4地域 27

肉用牛ヘルパー等支援組織の体制強化、地域における繁
殖性向上モデルの構築、肉用牛生産基盤の強化、地域の
特色のある肉用牛生産の推進を図るための全国会議の開
催、実態調査の実施及び事業に係る推進指導等の実施を
支援

一般社団法人全国肉用牛振興基金協会 〃 - 59

公益社団法人北海道農業公社他42者 北海道他41地域

全国肉牛事業協同組合 全国

北見地方畜産商業協同組合他15者 北海道他13地域

全国肉牛事業協同組合 全国

肉用牛流通促進対策事業の取組を促進するため、肉用子
牛等の導入資金に係る債務保証及び保証債務の代位弁
済、新たな資金調達手法の推進のための検討会等の開催
を実施

一般社団法人日本家畜商協会 〃 - 26肉用牛導入保証支援事業

1,863

肉用牛流通促進対策事業

肉用子牛等の預託を通じた肉用子牛等の流通の円滑化を
図るため、一定の取組を行った肥育農家に肥育素牛として
預託、または繁殖に取り組む肥育農家に子取り用雌牛とし
て預託する取組を実施

〃 313

肉用牛経営安定対策補完事業

新規参入円滑化等対策事業

肉用牛生産基盤強化等対策事業

地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業

肉用牛生産基盤の強化を図るため、肉用牛ヘルパーの推
進、高能力の雌牛の増頭による中核的な繁殖経営の育成、
繁殖雌牛の増頭に資する簡易牛舎等の整備、地方特定品
種の特徴を活かした生産や放牧利用を推進するための取
組、離島等及び山振地域における肉用子牛の集出荷を促
進するための取組を支援

〃

牛群検定システム高度化支援事業

生乳の生産効率の向上を推進するためには、牛群検定を
用いた長命連産性の向上、乳牛の飼養管理等の改善を推
進する必要があるため、肢蹄に関する遺伝的能力評価精度
の向上に必要な画像情報による肢蹄状況データ等を収集・
分析する取組や、能力が判明していない未経産牛等のゲノ
ミック評価を実施する牛群検定組合等に対し、検査費、サン
プル収集費等を支援

〃 356

酪農経営安定対策補完事業

酪農経営安定化支援ヘルパー事業
酪農ヘルパーの人材育成、傷病時の酪農ヘルパー利用の
円滑化、酪農ヘルパー利用組合の強化等、酪農ヘルパー
利用実態調査及び優良事例発表会開催等を支援

〃 494

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000664.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000665.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000666.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000667.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000668.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助額

（単位：百万円）
事　　業　　名　

食肉等の流通の合理化等を図るため、産地食肉センター等
における処理等の効率化、コスト低減、環境対策・衛生管理
の高度化に必要な設備の改善を実施

株式会社富山食肉総合センター
株式会社島根県食肉公社

〃 富山県他1地域 42

食肉卸売市場の公正な価格形成機能の維持・安定を図る
ため、情報伝達、集分荷機能の強化及び品質管理の高度
化等の取組を支援

公益社団法人日本食肉市場卸売協会 〃 山梨県他1地域 51

国産食肉給食利用促進事業
給食を通じた国産食肉の供給安定と利用拡大を図るため、
栄養教諭等を対象としたセミナー、調理講習会、利用推進
のための全国協議会、給食献立の改善・開発等を実施

公益財団法人日本食肉消費総合センター
一般社団法人日本食鳥協会

〃 - 11

生活クラブ生活協同組合大阪 大阪府

公益財団法人日本食肉消費総合センター -

国産食肉の安定供給を図るため、食肉流通関連制度の遵
守に関するセミナー等の実施、実需者ニーズに応じた食肉
の高度加工処理や新スペックの開発等の取組を実施

全国食肉業務用卸協同組合連合会
全国新同和食肉事業協同組合連合会
全国食肉輸出入事業協同組合連合会
兵庫県食肉卸事業協同組合
首都圏食肉卸売業者協同組合

〃 - 385

生食用牛肉等の規制強化や東日本大震災の発生等によ
り、厳しい経営環境にある中小食肉卸売事業者等に対し、
経営の改善・継続に必要な運転資金や設備資金の貸付け
を円滑に行うため、融資金融機関に対し債務保証及び保証
債務の代位弁済の実施

全国食肉業務用卸協同組合連合会
全国食肉輸出入事業協同組合連合会

〃 - 68

消費者の信頼確保と安全・安心な食肉の供給を図るため、
食肉流通関連制度のセミナー等の開催、生産者と小売店の
連携強化（産地交流会を含む。）等の取組を実施

全国食肉事業協同組合連合会 〃 - 347

675

食肉小売機能高度化推進事業

国産食肉等新需要創出緊急対策事業

脂肪交雑以外の品質に着目した国産牛肉、国産豚肉及び
国産鶏肉等の商品価値を新たに創出するための協議会の
開催、国内外の実需者に対する調理法の提案、モデル地域
の現地調査等の取組を実施

一般社団法人全国肉用牛振興基金協会
一般社団法人日本食鳥協会
公益財団法人日本食肉消費総合センター
全国食肉事業協同組合連合会
全国食肉輸出入事業協同組合連合会
ホクレン農業協同組合連合会
北海道チクレン農業協同組合連合会
首都圏食肉卸売業者協同組合
大阪食肉事業協同組合
大阪府同和食肉事業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会高知県本部

〃 -

生活協同組合の事業活動又は国内のイスラム教徒向け国
産ハラール食肉の販売網の構築を通じて国産食肉の需要
拡大を図るため、生協カタログ等による広報や国産ハラー
ル食肉の講習会等を実施

〃 11

食肉卸売経営体質強化促進事業

中小食肉卸売事業者資金融資円滑化緊急事業

食肉流通改善合理化支援事業

食肉流通施設等設備改善支援事業：
食肉処理等効率化・コスト低減施設整備事業、環境対策・
衛生管理高度化施設整備事業

食肉卸売市場機能強化事業

大口食肉需要者安定供給支援事業

消費者団体等産地開拓事業

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000669.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000670.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000671.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助額

（単位：百万円）
事　　業　　名　

国産牛肉等の生食需要を回復するため、生食用牛肉の加
工基準に適合した食肉加工用機器等の整備や生食用レ
バーの提供再開に向けた処理加工方法の開発等を実施

全国食肉事業協同組合連合会 〃 - 27

（一社）愛知県養豚協会
（公社）京都府畜産振興協会
藤栄ファームグループ養豚振興会

愛知県他2地域

（一社）日本養豚協会 全国

（一社）岡山県畜産協会 岡山県

（一社）日本養豚協会 全国

収益性の悪化により借入金が増大し償還困難となった大家
畜及び養豚経営に対し、経営・技術の指導及び低利資金へ
の借換えを支援

公益社団法人中央畜産会 〃 全国 685

家畜伝染病の発生等により影響を受けた畜産経営体に対
し、経営継続資金や経営維持資金の低利資金の融資の支
援及び経営・技術の指導を支援

公益社団法人中央畜産会 〃 愛知県他5地域 46

配合飼料価格の上昇により飼料購入に支障が出ている畜
産経営体に対し、飼料支援資金の低利資金の融通及び経
営・技術の指導を支援

公益社団法人中央畜産会 〃 全国 614

一般社団法人北海道酪農畜産協会
一般社団法人岡山県畜産協会
公益社団法人宮崎県畜産協会
一般社団法人群馬県畜産協会
公益社団法人鹿児島県畜産協会

〃 北海道他4地域

公益社団法人中央畜産会 〃 -

４７都道府県団体 全国

一般社団法人日本養鶏協会
公益社団法人中央畜産会

-

家畜個体識別システムの適正かつ円滑な運用を図るため、
生産者等が牛トレーサビリティ制度を的確に実施するため
の取組を支援

一般社団法人家畜改良事業団 〃 － 325

国産畜産物安心確保等支援事業

家畜個体識別システム定着化事業

家畜防疫互助基金支援事業
口蹄疫等の伝染病が発生した場合に備え、発生時の経済
損失を互助補償するため、生産者が行う互助基金の造成を
支援

〃 89

大家畜・養豚特別支援資金

家畜疾病経営維持資金融通事業

家畜飼料特別支援資金融通事業

畜産動産担保融資活用推進事業
畜産ABLを活用推進のため調査及び地域でのABL推進体
制のモデル実証の取組を支援

23

生産性向上支援

生産コスト削減や生産性向上を図るため豚の人工授精技
術の向上を図るための研修会の実施及び養豚経営におけ
る優良事例調査(飼養管理、繁殖技術、環境対策）及び実態
調査の実施

〃 7

畜産特別支援資金融通事業

生食用牛肉等提供体制緊急構築事業

養豚経営安定対策補完事業

地域肉豚能力向上支援
純粋種豚及び純粋種豚生産のための人工授精用精液の導
入を支援

〃 13

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000672.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000673.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000674.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000675.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000676.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000677.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000678.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助額

（単位：百万円）
事　　業　　名　

高病原性鳥インフルエンザ等の発生時に対応した食鳥の円
滑な集荷・処理体制を整備するため、緊急時対応に向けた
体制整備のための地域検討会等の開催、滞留鶏肉の一時
保管及び食鳥処理場の再開に必要な設備及び機器のリー
ス等を実施

一般社団法人日本食鳥協会 〃 - 6

口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等の発生に備えた、国
産食肉の安全・安心に係る情報収集、消費者への普及を支
援するため、食肉学術情報の収集、出張講座の開催、意識
調査等を実施

公益財団法人日本食肉消費総合センター 〃 - 15

産業動物獣医師の確保を図るため、修学資金を給付するの
に要する経費を支援

公益社団法人中央畜産会 〃 － 6

家畜排せつ物の利用を促進するため、畜産環境保全に関
する現場指導等に必要な指導用データの収集･分析･提供
の実施を支援

公益社団法人中央畜産会 〃 - 13

アニマルウェルフェアに係る情報収集･生産者及び消費者
への普及の推進を支援

公益社団法人畜産技術協会
公益社団法人中央畜産会

〃 - 18

肉骨粉等の適正処分の推進を図るための肉骨粉等適正処
分協議会の開催、肉骨粉等のレンダリング処理及び適正処
分を支援

一般社団法人日本畜産副産物協会 〃 全国 5,159

牛せき柱の適正な管理（除去、保管、処理（収集、運搬及び
処分をいう。）の実施に応じた牛せき柱適正管理促進費の
交付及び畜産残さの有効利用の取組に応じた畜産残さ有
効利用促進費の交付

一般社団法人日本畜産副産物協会 〃 全国 314

畜産副産物等の安全で安定的な需給体制の整備及び豚肉
骨粉等の利用拡大を図るための取組等を支援

一般社団法人日本畜産副産物協会 〃 - 15

飼料穀物の安定的供給を図るため、備蓄用飼料穀物の買
入れ及び保管を実施

公益社団法人配合飼料供給安定機構 〃 - 2,302

配合飼料原料価格の高騰による畜産経営体向け配合飼料
価格の抑制等の取組を行うため、配合飼料製造業者等が
必要な資金を金融機関から借り入れた場合に、当該借入れ
に係る金利相当額を支援

一般社団法人全国畜産配合飼料価格安定
基金
一般社団法人全日本配合飼料価格畜産安
定基金

〃 - 32

50,128

50,128

畜産経営安定化飼料緊急支援事業

畜産業振興事業　小計

合　計

快適性に配慮した家畜の飼養管理推進事業

畜産副産物適正処分等推進事業

肉骨粉適正処分対策事業

牛せき柱適正管理等推進事業

畜産副産物需給安定推進事業

飼料穀物備蓄対策事業

緊急時鶏肉処理体制整備等対策事業

緊急時食肉安全性等情報提供事業

産業動物獣医師修学資金給付事業

家畜排せつ物利活用推進事業

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000679.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000680.html
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