
令和２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

※「事業実績地域」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。 （令和３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
補助金

（単位：百万円）

加工原料乳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ほか1者 令和２年度 北海道ほか1地域 0

後継牛の確保を図るため、地域の実情に応じて生産者集団等が行う後継牛
確保のための環境整備、地域内での乳用牛の円滑な継承の取組等を支援

一般社団法人中央酪農会議 令和２年度 全国 930

北海道農業協同組合中央会ほか43者 全国

一般社団法人酪農ヘルパー全国協会 ―

乳用牛の計画的な改良･増殖の推進を図るため、遺伝的能力の向上、生産
者集団等が酪農家に優良な乳用牛の貸付を行う取組及び飼養管理に係る
技術指導等を支援

一般社団法人家畜改良事業団 令和２年度 全国 301

生乳の流通コストの削減を図り酪農経営の収益性の改善を図るため、指定
団体及び関係団体が一体となって生乳流通の合理化を検討・企画し、生乳
流通の合理化に資する機械装置の整備等を行う取組を支援

一般社団法人中央酪農会議 令和２年度 全国 124

新規就農希望者等への資産継承を円滑に行うため、経営離脱農家等を研修
施設として活用し、研修生が農業技術・経営ノウハウを習得する取組等を支
援

全国酪農業協同組合連合会 令和２年度 全国 1

地域で後継牛を持続的に生産する取組（後継牛バンク）を推進するために、
その元本となる乳用種初妊牛を導入を支援

一般社団法人家畜改良事業団 令和２年度 全国 42

生産基盤が脆弱な地域において持続的な生乳生産体制を確保するため、後
継牛となる乳用種の未経産牛の広域的な預託を推進する取組を支援

一般社団法人家畜改良事業団 令和２年度 全国 170

一般社団法人中央酪農会議 全国

全国酪農業協同組合連合会 ―

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 令和２年度 ― 41

事　　業　　名　

加工原料乳生産者経営安定対策事業

酪農経営支援総合対策事業

中小酪農経営等生産基盤維持・強化対策事業

乳用牛改良増殖推進事業

生乳需要基盤確保事業

牛乳乳製品需要創出事業

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
会等を支援

308令和２年度酪農経営安定化支援ヘルパー事業

生乳生産者需要確保事業
消費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

令和２年度 28

生乳流通体制合理化推進事業

地域の生産体制強化事業

担い手確保推進対策

後継牛バンク推進対策

広域的な乳用牛預託推進対策

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000979.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000982.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000983.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000984.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000985.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000986.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000987.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000988.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助金

（単位：百万円）
事　　業　　名　

肉用牛ヘルパー等支援組織の体制強化、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

一般社団法人全国肉用牛振興基金協会
公益社団法人中央畜産会

令和２年度 全国 35

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、離島等における死亡牛の広域処理の円滑化、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

一般社団法人北海道酪農畜産協会ほか４３者
全国肉牛事業協同組合

令和２年度
北海道ほか４２地域

全国
1,030

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、家畜商
組合が肥育農家に肥育素牛を預託、または繁殖に取り組む肥育農家に子取
り用雌牛を預託する取組を実施

上川家畜商業協同組合ほか14者
全国肉牛事業協同組合
一般社団法人日本家畜商協会

令和２年度
北海道ほか１2地域

全国
367

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 令和２年度 全国 16

生産者が多様な購入先から肉用牛を導入できるよう、遠隔地からの肉用牛
導入をサポートする仕組みを構築するため、データベース構築のための検討
会の開催、データベースの構築、利用環境の整備及びデータベースの利用
に係る普及啓発を実施

一般社団法人日本家畜商協会 令和２年度 全国 15

家畜市場において家畜の脱走が発生した場合、円滑な市場運営に支障が生
じることを踏まえ、家畜の脱走を未然に防止するため、取組主体が行う外周
フェンスそのほかこれらに類する設備の整備の取組に対して支援

公益社団法人兵庫県畜産協会 令和２年度 兵庫県 0

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、一代雑種雌
豚の導入、異常肉の発生を防ぐための肉質関連遺伝子の検査、豚の飼養管
理技術向上を図るための研修会の開催及び優良事例調査の実施

公益社団法人茨城県畜産協会
公益社団法人千葉県畜産協会
一般社団法人千葉県配合飼料価格安定基金協会
公益社団法人京都府畜産振興協会
公益社団法人香川県畜産協会
鹿児島県経済農業協同組合連合会
鹿児島きもつき農協本部養豚部会
藤栄ファームグループ養豚振興会
一般社団法人日本養豚協会
一般社団法人全日本畜産経営者協会
一般社団法人岡山県畜産協会

令和２年度
全国

茨城県ほか５地域
70

堆肥舎等の経年劣化に関する実態調査、堆肥舎等の経年劣化の補修の事
例調査、堆肥舎等の長寿命化のための補修マニュアルの作成及び配布等

一般財団法人畜産環境整備機構 令和２年度 全国 5

全国農業協同組連合会 全国

全国酪農業協同組合連合会 全国

畜産環境規制の強化に対応した新技術や優良事例等の普及を図るため、調
査検討会の開催、畜産環境規制の強化等に対応した新技術、優良事例等
の調査、調査報告書の作成及び配布等

公益社団法人中央畜産会 令和２年度 全国 14

肉用牛経営安定対策補完事業

家畜排せつ物処理に係る新技術情報等の収集・提
供

堆肥舎等長寿命化推進事業

堆肥舎等の長寿命化の推進

堆肥舎等に係る補修マニュアルの作成等

肉用牛流通促進対策事業

養豚経営安定対策補完事業

地域肉豚能力向上支援・生産性向上支援

家畜市場の簡易な整備支援事業

地域の実情に応じた堆肥舎等の長寿命化の
ための補修の実証の取組

肉用牛導入支援事業

肉用牛流通多様化推進事業

地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業

肉用牛生産基盤強化等対策事業

52
地域における応じた堆肥舎等の長寿命化のための補修の実証に係る調査・
検討等、補修の実証の取組に必要な資材の提供

令和２年度

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001075.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001075.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000990.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000990.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000991.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000992.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000992.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000993.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000994.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助金

（単位：百万円）
事　　業　　名　

畜産環境や飼養衛生管理基準の遵守に必要な施設・機械をリース方式によ
り貸し付けを行うため、融資機関から資金の借入を行う場合に要する利子相
当額及び履行保証保険に係る保険料相当額を支援

一般財団法人畜産環境整備機構 令和２年度 全国 1

畜産環境対策リース事業において施設等をリース方式により貸付を行う取組
に対して、履行保証保険及び損害補償保険に係る保険料相当額を支援

一般財団法人畜産環境整備機構 令和２年度 全国 4

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 令和２年度 全国 306

高病原性鳥インフルエンザ等や自然災害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 令和２年度 全国 2

口蹄疫、豚熱、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 令和２年度 全国 14

海外の流行疾病に対する我が国の動物用医薬品の有効性等に関する情報
を収集し、畜産関係者に向けた情報提供を支援

公益社団法人日本動物用医薬品協会 令和２年度 全国 3

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、低利資金を貸し付けた融資機関への利子補給並びに基金協会によ
る債務保証及び経営・技術の指導等を支援

公益社団法人中央畜産会 平成３０～令和２９年度 全国 495

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を貸し付けた融資機関への利子補給

公益社団法人中央畜産会 平成２９～令和８年度 全国 16

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を貸し付けた融資機関への利子補給及び基金協
会等への債務保証を支援

公益社団法人中央畜産会 平成１９～令和３年度 全国 45

畜産動産担保融資（ABL）を利用できる環境整備を進めるため、課題等の検
討及び事例の収集・蓄積等の取組を実施

公益社団法人中央畜産会 令和２～４年度 全国 7

公益社団法人中央畜産会 全国

一般社団法人日本養鶏協会 ―

公益社団法人北海道家畜畜産物衛生指導協会ほか４６者 北海道ほか４６地域

海外流行疾病侵入時対応強化事業

畜産高度化推進リース事業

畜産経営環境対応強化緊急対策事業

畜産環境対策リース支援事業

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

緊急時生産流通体制支援事業

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

畜産特別支援資金融通事業

畜産特別資金融通事業

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支援事業

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、発生農場が経営再開までに必要
な経費等を生産者が相互に支援するための互助基金を造成し、家畜疾病発
生に伴い家畜の殺処分等を行った畜産経営体への互助金交付に対する支
援等

平成３０～令和２年度 637

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000995.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000996.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000997.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_000998.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001000.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助金

（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

株式会社北海道畜産公社
株式会社富山食肉総合センター
株式会社山梨食肉流通センター

令和２年度 北海道ほか２地域 17

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 令和２年度 全国 47

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

全国食肉事業協同組合連合会
首都圏食肉卸売業者協同組合
兵庫県食肉卸事業協同組合
全国新同和食肉事業協同組合連合会
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
大阪府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
関東食肉輸出入事業協同組合
九州食肉輸出入事業協同組合
北海道チクレン農業協同組合連合会
全国食肉業務用卸協同組合連合会

令和２年度 全国 771

肉骨粉等の適正処分の推進を図るための肉骨粉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 令和２年度 全国 5,331

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 令和２年度 全国 179

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 令和２年度 ― 11

配合飼料製造業における配合飼料製造・供給コストの低減の取組を推進し、
配合飼料費低減等による畜産経営の安定・競争力強化を図る観点から、配
合飼料製造業関係者における検討、設備導入及び施設廃棄等の取組を支
援

協同組合日本飼料工業会
全国農業協同組合連合会

令和２年度 全国 24

国産食肉等新需要創出緊急対策事業

畜産副産物適正処分等推進事業

食肉流通施設等設備改善支援事業

食肉卸売市場機能強化事業

食肉流通改善合理化支援事業

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

畜産経営安定化飼料緊急支援事業

配合飼料製造費等低減緊急支援事業

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001001.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001002.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001003.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001004.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001005.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助金

（単位：百万円）
事　　業　　名　

令和元年８月から９月の大雨等及び令和２年７月豪雨、令和２年から３年ま
での冬期の大雪、令和３年福島県沖を震源とする地震により被災した酪農経
営体等の経営継続のため、簡易牛舎等の整備、緊急避難等支援、乳用牛導
入支援、牛舎、飼養管理の附帯施設・機械の補改修等、乳房炎防止対策及
び電力確保支援並びに非常用電源の整備を支援

一般社団法人中央酪農会議 令和２年度 全国 155

令和元年８月から９月の大雨等及び令和２年７月豪雨、令和２年から３年ま
での冬期の大雪、令和３年福島県沖を震源とする地震により被災した畜産経
営体の経営継続のため、牛舎、飼養管理の附帯施設・機械の補改修等、簡
易牛舎等の整備、緊急避難等支援、繁殖に供する雌牛の導入支援及び電
力確保支援並びに非常用電源の整備を支援

一般社団法人北海道酪農畜産協会ほか10者
全国肉牛事業協同組合

令和２年度
北海道ほか10地域

全国
64

令和元年８月から９月の大雨等及び令和２年７月豪雨、令和２年から３年ま
での冬期の大雪、令和３年福島県沖を震源とする地震により被災した養豚業
を営む者の経営継続のため、豚舎、飼養管理の附帯施設・機械の補改修
等、簡易豚舎等の設備、緊急避難等支援、繁殖用豚の導入支援及び電力
確保支援並びに非常用電源の整備を支援

ながぬま農業協同組合
鹿追町農業協同組合
道央農業協同組合
豊頃町農業協同組合
公益社団法人宮崎県畜産協会
公益財団法人沖縄県畜産振興公社
公益社団法人千葉県畜産協会
ようてい農業協同組合
帯広市川西農業協同組合
茨城県養豚協会
一般社団法人千葉県配合飼料価格安定基金協会
公益社団法人山形県畜産協会
一般社団法人本宮堆肥生産組合
公益社団法人茨城県畜産協会
全国農業協同組合連合会新潟県本部
公益社団法人富山県畜産振興協会
肝付吾平町農業協同組合
長島町畜産クラスター協議会

令和２年度 北海道ほか8地域 178

一般社団法人日本養鶏協会
全国

一般社団法人日本食鳥協会 ―

令和元年８月から９月の大雨等及び令和２年７月豪雨、令和２年から３年ま
での冬期の大雪、令和３年福島県沖を震源とする地震により自給飼料に被
害を受けた畜産経営体のため、品質低下防止資材の共同購入、給与前の
サイレージ等品質の確認及び代替粗飼料の確保対策を支援

令和元年度のツマジロクサヨトウの発生により自給飼料に被害を受けた畜産
経営体のため、代替粗飼料の確保対策を支援

一般社団法人宮城県畜産協会
宮城県酪農農業協同組合
みやぎの酪農農業協同組合
全国農業協同組合連合会山形県本部
山形県酪農業協同組合
茨城県酪農業協同組合連合会
公益社団法人栃木県畜産協会
一般社団法人千葉県配合飼料価格安定基金協会
ふくおか県酪農業協同組合
公益社団法人熊本県畜産協会
大分県農業協同組合

令和２年度 宮城県ほか７地域 19

酪農を営む者における労働負担軽減・省力化及び飼養管理技術の高度化
のため、機械装置の導入並びに当該機械装置と一体的な施設の整備、集合
搾乳施設の整備並びに後継牛預託育成施設を整備する取組を支援

公益社団法人中央畜産会 令和２年度 全国 102

和牛遺伝資源の適正管理及び流出防止の観点から、精液や受精卵の流通・
利用の把握能力を高めるための取組を支援

一般社団法人全国肉用牛振興基金協会
一般社団法人日本家畜人工授精師協会

令和２年度 全国 23

畜舎等の建築基準やその執行体制等、畜舎等の安全対策のあり方を検討
するための検討会の開催、現地調査等の取組に対して支援

公益社団法人中央畜産会 令和２年度 全国 14

酪農経営災害緊急支援対策事業

和牛遺伝資源流通防止対策緊急支援事業

畜舎の建築基準等緊急調査推進事業

養豚経営災害緊急支援対策事業

粗飼料確保緊急対策事業

酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業

令和２年度

令和元年８月から９月の大雨等及び令和２年７月豪雨、令和２年から３年ま
での冬期の大雪、令和３年福島県沖を震源とする地震により被災した家きん
飼養経営体が経営継続のため、土砂・がれき等の撤去・運搬及び電力確保
支援並びに非常用電源の整備を支援

232

畜産経営災害総合対策緊急支援事業

肉用牛経営災害緊急支援対策事業

家きん経営災害緊急支援対策事業

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001006.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001007.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001007.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001008.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001009.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001010.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001011.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助金

（単位：百万円）
事　　業　　名　

公益社団法人富山県獣医師会 富山県

公益社団法人静岡県畜産協会 静岡県

公益社団法人中央畜産会 全国

野生イノシシを介した豚熱ウイルスの拡散を防止するため、県が策定する経
口ワクチン散布計画に基づき、山塊において野生イノシシに対する経口ワク
チンの散布及び回収、野生イノシシの免疫付与状況の推移を把握するため
の抗体検査等の取組に対して支援

公益社団法人中央畜産会 令和２年度 全国 1,548

と畜場併設食肉処理施設の稼働率の確保又は維持を図るため、肉豚の集
荷が行われる場合の集荷に必要な輸送経費等について支援

岐阜県食肉事業協同組合連合会 令和２年度 岐阜県 2

豚熱発生地域のと畜場併設食肉処理施設等の資金融通の円滑化を図るた
め、当面の運転資金を貸し付けた融資機関に対する利子補給等

岐阜県食肉事業協同組合連合会 令和２年度 岐阜県 1

貴重な遺伝資源を保存・供給するため、新たに凍結精液等の保存や供給を
行うための機器の導入等についての取組を支援

一般社団法人日本養豚協会 令和２年度 全国 6

新たに種豚・精液等の供給拠点を接種区域外に整備等し、種豚や精液等の
不足による影響を低減するための取組を支援

有限会社メンデルジャパン
農事組合法人富士農場サービス

令和２年度 岩手県 36

新たな加熱処理基準を満たしたエコフィードを製造するためのエコフィード製
造機械等整備の取組を支援

一般社団法人日本養豚協会
一般社団法人全国食品リサイクル連合会

令和２年度 全国 2

チーズ向け生乳の品質向上のため、乳質向上等に資する取組を実施した上
で、事業実施主体が設定したチーズ向け生乳の乳質基準を満たした生乳に
対する奨励金を交付

一般社団法人中央酪農会議
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
関東生乳販売農業協同組合連合会
東海酪農業協同組合連合会
九州生乳販売農業協同組合連合会

令和２年度 全国 237

国産チーズ等の競争力を高めるとともに、その需要を確保し、将来にわたっ
て安定的に国産チーズ等の生産に取り組めるようにするため、チーズ工房
等チーズ製造者における技術研修会、国際コンテスト等への参加、チーズの
普及活動等に係る取組に対して支援

一般社団法人中央酪農会議
ホクレン農業協同組合連合会
楽天株式会社
北海道牛乳普及協会
一般財団法人蔵王酪農センター
株式会社FOOD VOICE
特定非営利活動法人チーズプロフェッショナル協会

令和２年度 全国 283

ホクレン農業協同組合連合会
浜中町農業協同組合
愛知県牛乳事業協同組合

北海道ほか1地域

よつ葉乳業株式会社
大内山酪農農業協同組合
大山乳業農業協同組合

―

国産乳製品等競争力強化対策事業

国産チーズ生産奨励事業

国産チーズ競争力強化支援対策事業

畜産物処理加工施設非常用電源緊急整備事業

乳業工場非常用電源緊急整備事業
大規模停電時に稼動を確保すべき基幹となる施設として、生産者団体と乳
業者等の地域の関係者が連携して策定した停電時の対応計画に位置づけ
られた乳業工場に対し、非常用電源設備の導入を支援

令和２年度 1,166

種豚及び精液等の新たな供給拠点の整備

エコフィード製造機械等整備緊急対策事業

豚熱野生イノシシ経口ワクチン緊急散布支援事業

地域食肉等処理・供給体制確保緊急対策事業

地域食肉流通円滑化支援事業

野生イノシシを介した豚熱ウイルスの拡散を防止するための野生イノシシに
対する経口ワクチン散布に要する経口ワクチンを緊急的に導入する取組に
対して支援

豚熱野生イノシシ経口ワクチン導入緊急支援事業

食肉等流通事業者資金融通円滑化事業

種豚等流通円滑化推進緊急対策事業

凍結精液等の新たな供給機能の付加

令和２年度 334

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001013.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001014.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001015.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001017.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001018.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001019.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001020.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助金

（単位：百万円）
事　　業　　名　

政府要請を受けた休校措置により学校給食用牛乳の供給が停止し、学校給
食用牛乳向け生乳を加工原料乳に仕向け変更したことに伴う、学校給食用
牛乳と加工原料乳との価格差に相当する額の交付及び当該仕向け変更に
よって発生した掛かり増し輸送費の支援

一般社団法人中央酪農会議 令和２年度 全国 2,435

政府要請を受けた休校措置により学校給食用牛乳の供給停止に伴い、学校
給食用牛乳向け生乳を加工原料乳に仕向けたことにより過剰に生産された
粉乳等の流通を促すために、乳業者等から買い取った粉乳等を飼料用とし
て飼料会社等へ販売した際に生じる価格差に相当する額の交付及び粉乳等
の保管費、入出庫費及び輸送費の支援

全国酪農業協同組合連合会
全国農業協同組合連合会

令和２～３年度 全国 925

一般社団法人日本乳業協会 全国

全国乳業協同組合連合会 全国

全国農協乳業協会 全国

経営体質の強化を図るために肥育牛経営強化計画を策定した肥育経営体
に対して、出荷頭数に応じた奨励金を交付するために必要な経費について
補助する取組を支援

公益社団法人中央畜産会 令和２年度 全国 12,816

やむを得ず計画出荷をした肥育経営体に対し、助成金を交付する取組を支
援

一般社団法人北海道酪農畜産協会
公益社団法人山形県畜産協会
公益社団法人石川県畜産協会
一般社団法人長野県畜産会
公益社団法人宮崎県畜産協会
沖縄県農業協同組合

令和２年度 北海道ほか５地域 31

新型コロナウイルスの影響で和牛肉の需要が低下したことに伴い、積み上
がった和牛肉の余剰在庫について、販売するまでの間の保管等の取組、販
売促進計画に基づき販売した取組を支援

全国農業協同組合連合会
全国食肉事業協同組合連合会
日本ハム・ソーセージ工業協同組合
全国開拓農業協同組合連合会
全国食肉業務用卸協同組合連合会
首都圏食肉卸売業者協同組合
日本食肉流通センター卸売事業協同組合
一般社団法人東京食肉市場協会
九州食肉輸出入事業協同組合

令和２～４年度 全国 5,384

一般社団法人日本乳業協会 全国

全国農協乳業協会 全国

新型コロナウイルス感染者等が確認された畜産経営体における経営の継続
を支援するための取組を実施

一般社団法人中央酪農会議 令和２年度 全国 2

新型コロナウイルス感染者等が確認された畜産経営体が経営継続のために
緊急的に自ら実施する取組を支援

公益社団法人福島県畜産振興協会
公益社団法人山口県畜産振興協会

令和２年度
福島県
山口県

0

肥育牛の計画出荷の影響を受けて、やむを得ず肉用子牛の出荷調整を行う
者に対し、計画出荷の取組を支援

公益社団法人山形県畜産協会
公益社団法人鹿児島県畜産協会

令和２年度
山形県

鹿児島県
12

飼料転用対策事業

肥育牛経営等緊急支援特別対策事業

肥育生産支援事業

学校給食用牛乳の供給停止に伴う需給緩和対策事業

学校給食用牛乳処理対策事業

生産者需給緩和緊急対策事業

肉用子牛流通円滑化緊急対策事業

計画出荷支援事業

新型コロナウイルス感染症の発生畜産農場等における
経営継続対策事業

発生農場酪農経営継続支援対策事業

和牛肉保管在庫支援緊急対策事業

生乳需給改善促進事業

発生農場肉用牛経営継続支援対策事業

新型コロナウイルス感染拡大によるインバウンドの減少等に伴い高水準と
なった粉乳等の在庫を、飼料用等へ用途変更等することにより需給調整を
図った場合、発生する価格差に相当する額を支援

令和２年度

4

1,202

政府要請を受けた休校措置に伴い学校給食用牛乳の供給が停止される前
に製造された学校給食用牛乳について、乳業者がやむを得ず廃棄物として
処理するための費用について支援

令和２年度

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001021.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001023.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001024.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001076.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001027.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001028.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001029.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001030.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001031.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001032.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001032.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001033.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001033.html


事　業　内　容 事業実施主体名 事業実施期間 事業実施地域
補助金

（単位：百万円）
事　　業　　名　

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う国際的な革の需要低下により輸出が
滞った原皮について、緊急的に国内利用促進及び需給安定を図るための取
組を支援

一般社団法人日本畜産副産物協会 令和２年度 全国 59

全国農業協同組合連合会 全国

ホクレン農業協同組合連合会 全国

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う飲食店の休業等による業務用需要の
減少や生乳生産量の増加に伴い、行き場を失う生乳の発生を回避するた
め、医療・福祉施設等に牛乳等の無償提供を行い消費拡大を図る取組を支
援

一般社団法人Ｊミルク 令和２年度 全国 224

新型コロナウイルスの影響で流通が停滞した国産食肉について、さらなる滞
留を回避するため、消費者の直接消費向けの食肉販売を緊急的に拡大させ
る取組、食肉小売事業者の新たな販売方法確立に向けた取組を支援

全国食肉事業協同組合連合会
東京都食肉事業協同組合
一般社団法人日本畜産副産物協会

令和２年度 全国 471

肉用子牛の飼養頭数を維持するため、家畜市場における肉用子牛の取引
平均価格が発動基準を下回った場合に、経営改善を図る肉用子牛生産者に
奨励金を交付

公益社団法人北海道畜産物価格安定基金協会ほか４６者 令和２年度 全国 68

新型コロナウイルス感染症拡大により、外食等向けの牛肉需要の減少に伴
う国内牛肉相場の変動、ひいては国内牛肉産業への影響が懸念されること
から、海外産冷蔵牛肉を凍結して冷凍保管する取組を支援

日本ハム・ソーセージ工業協同組合
日本食肉流通センター卸売事業協同組合

令和２～３年度 全国 6

経営体質の強化を図るために肥育牛生産改善計画を策定した肥育経営体
に対して、出荷頭数に応じた奨励金を交付するために必要な経費について
補助する取組を支援

公益社団法人中央畜産会 令和２～３年度 全国 2

牛皮の新規用途開発や産業廃棄物処分業許可を新たに取得し、原皮の販
売と処理の双方に対応した経営の多角化を図る原皮業者等の取組を支援

一般社団法人日本畜産副産物協会 令和２～３年度 全国 0牛原皮流通安定化対策事業

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う飲食店の休業等による業務用需要の
減少や生乳生産量の増加に伴い、行き場を失う生乳の発生を回避するた
め、チーズ等を製造することで積極的に配乳調整に協力する取組を支援

令和２年度

牛肉需給安定緊急対策事業

配乳調整協力支援対策事業

牛乳等消費拡大対策支援事業

優良肉用子牛生産推進緊急対策事業

肥育牛経営改善等緊急対策事業

 肥育牛経営等緊急支援特別対策事業

原皮需給安定緊急対策事業

生乳需給調整緊急支援事業

国産食肉流通改善緊急支援事業

1,268

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001034.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001035.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001036.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001037.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001038.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001039.html


令和２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（令和元年から令和２年度への予算繰越分）

※「事業実績地域」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。 （令和３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）

加工原料乳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ほか１者 令和元年度 北海道ほか１地域 375

後継牛の確保を図るため、地域の実情に応じて生産者集団等が行う後継
牛確保のための環境整備、地域内での乳用牛の円滑な継承の取組等を支
援

一般社団法人中央酪農会議 令和元年度 全国 964

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
会等を支援

北海道農業協同組合中央会ほか39者 平成２９年度～令和元年度 北海道ほか39地域 178

乳用牛の計画的な改良･増殖の推進を図るため、遺伝的能力の向上、生産
者集団等が酪農家に優良な乳用牛の貸付を行う取組及び飼養管理に係る
技術指導等を支援

一般社団法人家畜改良事業団 令和元年度 全国 29

生乳の流通コストの削減を図り酪農経営の収益性の改善を図るため、指定
団体及び関係団体が一体となって生乳流通の合理化を検討・企画し、生乳
流通の合理化に資する機械装置の整備等を行う取組を支援

一般社団法人中央酪農会議 令和元年度 全国 168

新規就農希望者等への資産継承を円滑に行うため、経営離脱農家等を研
修施設として活用し、研修生が農業技術・経営ノウハウを習得する取組等を
支援

全国酪農業協同組合連合会 令和元年度 全国 1

地域で後継牛を持続的に生産する取組（後継牛バンク）を推進するために、
その元本となる乳用種初妊牛を導入を支援

一般社団法人家畜改良事業団 令和元年度 全国 18

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、離島等における死亡牛の広域処理の円滑化、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

北海道農業協同組合中央会ほか33者
全国肉牛事業協同組合

令和元年度
北海道ほか33地域

全国
1,108

後継牛バンク推進対策

肉用牛経営安定対策補完事業

事　　業　　名　

加工原料乳生産者経営安定対策事業

酪農経営支援総合対策事業

中小酪農経営等生産基盤維持・強化対策事業

乳用牛改良増殖推進事業

生乳流通体制合理化推進事業

酪農経営安定化支援ヘルパー事業

地域の生産体制強化事業

地域における肉用牛生産基盤強化等対策事業

担い手確保推進対策

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001040.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001077.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001042.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001043.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001044.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001045.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001046.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001047.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001047.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　

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、一代雑種雌
豚の導入

公益社団法人茨城県畜産協会
一般社団法人千葉県配合飼料価格安定基
金協会
公益社団法人千葉県畜産協会
公益社団法人京都府畜産振興協会
公益社団法人香川県畜産協会

令和元年度
茨城県ほか3地域

7

堆肥舎等の経年劣化に関する実態調査、堆肥舎等の経年劣化の補修の事
例調査、堆肥舎等の長寿命化のための補修マニュアルの作成及び配布等

一般財団法人畜産環境整備機構 令和元年度 全国 9

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、低利資金を貸し付けた融資機関への利子補給、基金協会による
債務保証及び経営・技術の指導等を支援

公益社団法人中央畜産会 平成３０～令和２９年度 全国 52

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、発生農場が経営再開までに必
要な経費等を生産者が相互に支援するための互助基金を造成し、家畜疾
病発生に伴い家畜の殺処分等を行った畜産経営体への互助金交付に対す
る支援等

公益社団法人中央畜産会 平成３０～令和２年度 全国 0

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

全国食肉業務用卸協同組合連合会
全国食肉事業協同組合連合会

令和元年度 全国 53

肉骨粉等の適正処分の推進を図るための肉骨粉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 令和元年度 全国 543

配合飼料製造業における配合飼料製造・供給コストの低減の取組を推進
し、配合飼料費低減等による畜産経営の安定・競争力強化を図る観点か
ら、配合飼料製造業関係者における検討、設備導入及び施設廃棄等の取
組を支援

協同組合日本飼料工業会
全国農業協同組合連合会

令和元年度 北海道ほか2地域 13

肉骨粉適正処分対策事業

畜産経営安定化飼料緊急支援事業

畜産副産物適正処分等推進事業

堆肥舎等長寿命化推進事業

堆肥舎等の長寿命化の推進

食肉流通改善合理化支援事業

国産食肉等新需要創出緊急対策事業

畜産特別支援資金融通事業

畜産特別資金融通事業

配合飼料製造費等低減緊急支援事業

養豚経営安定対策補完事業

地域肉豚能力向上支援

堆肥舎等に係る補修マニュアルの作成等

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001048.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001048.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001049.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001050.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001051.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001052.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　

平成29年度大雪、平成30年梅雨前線豪雨等、平成30年北海道胆振東部地
震、平成30年台風第21号、平成30年台風第24号及び令和元年8月から9月
の大雨等により被災した酪農経営体等の経営継続のため、簡易牛舎等の
整備、緊急避難等支援、乳用牛導入支援、牛舎、飼養管理の附帯施設・機
械の補改修等、乳房炎防止対策及び電力確保支援並びに非常用電源の
整備を支援

一般社団法人中央酪農会議 令和元年度 全国 393

平成29年度大雪、平成30年梅雨前線豪雨等、平成30年北海道胆振東部地
震、平成30年台風第21号、平成30年台風第24号及び令和元年8月から9月
の大雨等により被災した畜産経営体の経営継続のため、牛舎、飼養管理の
附帯施設・機械の補改修等、簡易牛舎等の整備、緊急避難等支援、繁殖に
供する雌牛の導入支援及び電力確保支援並びに非常用電源の整備を支
援

一般社団法人北海道酪農畜産協会
一般社団法人宮城県畜産協会
公益社団法人千葉県畜産協会
公益社団法人熊本県畜産協会
公益社団法人鹿児島県畜産協会
全国肉牛事業協同組合

令和元年度
北海道ほか４地域

全国
76

平成29年度大雪、平成30年梅雨前線豪雨等、平成30年北海道胆振東部地
震、平成30年台風第21号、平成30年台風第24号及び令和元年8月から9月
の大雨等により被災した養豚業を営む者の経営継続のため、豚舎、飼養管
理の附帯施設・機械の補改修等、簡易豚舎等の設備、緊急避難等支援、繁
殖用豚の導入支援及び電力確保支援並びに非常用電源の整備を支援

公益社団法人千葉県畜産協会
一般社団法人千葉県配合飼料価格安定基
金協会
公益社団法人宮崎県畜産協会

令和元年度 千葉県ほか１地域 18

平成30年梅雨前線豪雨等、平成30年北海道胆振東部地震、平成30年台風
第21号、平成30年台風第24号及び令和元年8月から9月の大雨等により被
害を受けた自給飼料について、品質低下防止資材の共同購入、給与前の
サイレージ等の品質確認及び代替粗飼料の確保対策を支援

平成30年硫黄山噴火により被害を受けた自給飼料について、代替粗飼料
の確保対策を支援

令和元年度のツマジロクサヨトウの発生により被害を受けた自給飼料生産
ほ場について、防除作業、飼料作物の早期刈取り対策及び代替粗飼料の
確保対策を支援

ホクレン農業協同組合連合会
一般社団法人岩手県畜産協会
一般社団法人宮城県畜産協会
茨城県酪農業協同組合連合会
公益社団法人茨城県畜産協会
公益社団法人栃木県畜産協会
栃木県酪農業協同組合
千葉県酪農農業協同組合連合会
一般社団法人千葉県配合飼料価格安定基
金協会
公益社団法人熊本県畜産協会
公益社団法人宮崎県畜産協会
公益社団法人鹿児島県畜産協会

令和元年度 北海道ほか８地域 311

令和元年8月から9月の大雨等により被災した家きん飼養経営体が経営継
続のため、土砂・がれき等の撤去・運搬及び電力確保支援並びに非常用電
源の整備を支援

一般社団法人日本養鶏協会
令和元年度 全国 8

酪農を営む者における労働負担軽減・省力化及び飼養管理技術の高度化
のため、機械装置の導入並びに当該機械装置と一体的な施設の整備、集
合搾乳施設の整備並びに後継牛預託育成施設を整備する取組を支援

公益社団法人中央畜産会 令和元年度 全国 363酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業

養豚経営災害緊急支援対策事業

粗飼料確保緊急対策事業

畜産経営災害総合対策緊急支援事業

酪農経営災害緊急支援対策事業

家きん経営災害緊急支援対策事業

肉用牛経営災害緊急支援対策事業

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001078.html
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001055.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001055.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001056.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001057.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001058.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001059.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　

チーズ向け生乳の品質向上のため、乳質向上等に資する取組を実施した
上で、事業実施主体が設定したチーズ向け生乳の乳質基準を満たした生乳
に対する奨励金を交付

一般社団法人中央酪農会議
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
関東生乳販売農業協同組合連合会
東海酪農業協同組合連合会
九州生乳販売農業協同組合連合会

令和元年度 全国 4,035

国産チーズ等の競争力を高めるとともに、その需要を確保し、将来にわたっ
て安定的に国産チーズ等の生産に取り組めるようにするため、チーズ工房
等チーズ製造者における技術研修会、国際コンテスト等への参加、チーズ
の普及活動等に係る取組に対して支援

ＮＰＯ法人チーズプロフェッショナル協会
株式会社FOOD VOICE

令和元年度 全国 100

飼養衛生管理を強化するため、緊急支援計画に基づく施設整備等について
支援

愛知県養豚農業協同組合
一般社団法人三重県畜産協会

令和元年度
愛知県
三重県

122

早期出荷等クリアリング支援事業を行った養豚施設で経営再開を行った場
合に、経営中止期間中の固定費に充てるための経営再開支援金を交付

一般社団法人岐阜県畜産協会
愛知県養豚農業協同組合

令和元年度
岐阜県
愛知県

4

飼養衛生管理レベルの高位維持のため、衛生資材の導入・備蓄するため
の掛かり増し分を支援

愛知県養豚農業協同組合 令和元年度 愛知県 21

早期出荷等を実施した養豚経営体が経営を再開するために必要となる繁
殖雌豚の導入を支援

愛知県養豚農業協同組合 令和元年度 愛知県 0

と畜場併設食肉処理施設の稼働率の確保又は維持を図るため、肉豚の集
荷が行われる場合の集荷に必要な輸送経費等について支援

岐阜県食肉事業協同組合連合会 令和元年度 岐阜県 4

豚コレラ発生地域のと畜場併設食肉処理施設等の維持管理に要する経費
等について支援

岐阜県食肉事業協同組合連合会 令和元年度 岐阜県 3

ＡＳＦの養豚農場への侵入を防止できる体制を確保するため、野生動物侵
入防止用の柵の整備を支援

一般社団法人青森県畜産協会ほか34者 令和元年度 青森県ほか34地域 3,812

前倒しで買い入れた緊急備蓄用飼料穀物の保管に係る経費と、それらの備
蓄状況の検査・確認に要する経費等を支援

全国農業協同組合連合会
全国酪農業協同組合連合会

令和元年度 全国 46

ＡＳＦ侵入防止緊急支援事業

経営再開支援事業

ハイリスク地域等衛生管理強化支援事業

国産乳製品等競争力強化対策事業

飼養衛生管理強化支援事業

繁殖雌豚再導入支援事業

食肉等流通体制維持支援事業

地域食肉流通円滑化支援事業

ＣＳＦ衛生管理再生緊急支援事業

地域食肉等処理・供給体制確保緊急対策事業

国産チーズ生産奨励事業

国産チーズ競争力強化支援対策事業

飼料穀物備蓄緊急対策事業

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001060.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001061.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001061.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001062.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001062.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001063.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001064.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001065.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001066.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　

日本固有品種等の銘柄豚肉生産に用いられる種豚群について、豚群の維
持のため、ＣＳＦ感染リスクの低い農場等へ種豚を避難させる等の取組を支
援

公益財団法人沖縄県畜産振興公社 令和元年度 沖縄県 1

ＣＳＦやＡＳＦの感染から貴重なアグーの種豚を守るため、沖縄県内の離島
へ種豚を緊急的に避難させるために必要となる場所を確保するための豚舎
及び附帯施設の新設や増改築、飼養管理機材の整備を支援

公益財団法人沖縄県畜産振興公社 令和元年度 沖縄県 9

日本固有品種等の避難

アグーの避難に必要となる避難用豚舎の新設等

種豚等流通円滑化推進緊急対策事業

https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001067.html#
https://www.alic.go.jp/c-kanri/shinko01_001068.html#
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