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 ④ ゆとり
需給安定対策に 155 億円、自給飼料生産対策に 66 億円 
～平成 18 年度畜産物価格関連対策が発表される～ 

、農林水産省は畜産物価格関連対策の

ました。 
の概要を掲載するとともに、主要事業

載いたしますので、ご参考ください。 

年度畜産物価格関連対策の概要 

製品の需給安定対策 （約１５５億円） 

伸びが見込まれる乳製品の生産拡大へ

びが見込まれるチーズ、液状乳製品（生

）及びはっ酵乳向け生乳の供給を拡大

に対し奨励金を交付する。 

期における生乳生産の抑制に対する支援 

から需要期への生産シフトを推進する

要期における出荷抑制に取り組む生産

励金を交付する。 

促進等を含めた消費拡大対策の総合的

品の需要拡大を図るため、輸入等に向

発、機能性の実証調査等に対し助成す

 

乳生産者団体が都道府県域を超える広

から実施する集送乳の合理化のための

乳検査体制の整備等に対し助成する。 

料乳価格が一定の基準価格を下回った

当該価格低下額の一定割合につき、加

の生産者に対し補てん金を交付する。 

ベルで生産者団体が行う需給調整、と

よる余剰生乳の効率的な処理等に対し

。 

ある酪農経営の実現を図るため、酪農

ヘルパー要因の確保・養成、病気・事故に際し

ての酪農ヘルパー利用の円滑化のための互助制

度に対する助成を行うとともに、酪農ヘルパー

の利用拡大のため、酪農経営に対し、拡大した

利用日数に応じた助成金を交付する。 

 

２ 肉用牛対策         （約２５７億円） 

 

（１）地域の創意工夫を活かした肉用牛の生産性向

上と繁殖基盤の強化のための支援の拡充 

肉用牛生産基盤の安定化を図るため、新規参入、

改良対策、技術指導、地域の創意工夫を活かした

肉用牛振興を図るための取組に対する支援に加え、

新たに、乳用雌牛の受精卵移植の借腹牛としての

活用、耕作放棄地への放牧の推進、繁殖性及び子

牛の生産効率の向上のための支援を拡充する。 

 

（２）乳用種牛肉の評価向上のための生産・販売対

策の継続 

  乳用種牛肉に対する評価を向上させるため、生

産の各段階における飼養管理技術の向上を通じた

肉質の底上や衛生管理の向上、トレサ制度を活用

した販売方法の工夫及び実需者と連携した販売促

進等への取組に対し助成する。 

 

（３）肉用牛肥育経営安定対策事業、子牛生産拡大

奨励事業の継続 

  肥育経営の安定化を図るため、肉用牛肥育経営

の所得低下時に、基準家族労働費を下回った分の

一定割合を、都道府県毎に積み立てた基金から四

半期毎に補てんする。 

  また、肉専用種の繁殖経営の安定化を図るため、

肉専用種子牛の平均売買価格が発動基準（黒毛和

種で３５万円、褐毛和種３２万円、その他肉専用

種２３万円）を下回った場合に、繁殖雌牛の増頭

者または維持者に対して、四半期毎に奨励金を交

付する。 



３ 自給飼料生産対策      （約６６億円） 

 

（１）飼料基盤に立脚した環境調和型酪農経営への

支援対策の創設 

  環境と調和した酪農経営の確立に資するため、

環境保全、飼料自給率の向上に資する取り組みを

実践している生産者に対し、飼料作物作付面積に

応じた奨励金を交付する。 

 

（２）コントラクターへの支援、草地生産性向上対

策の継続 

 ① 地域の飼料生産の中核を担い得るコントラク

ターを育成するため、一定以上の受託面積を有

する等の要件を満たす組織を対象として、受託

面積に応じ助成をする。 

 ② 自給飼料生産基盤の拡大及び草地畜産の普及

を推進するため、環境に配慮した生産性の高い

高位生産草地への転換、公共牧場等を活用した

放牧の取組、環境保全と良質な畜産物生産を目

指す草地畜産普及等に対し助成する。 

 

４ 環境対策          （約１２７億円） 

 

（１）１／２補助付きリース事業の継続 

 （１７～１９年度の３年間で計画的に施設整備を

推進） 

 簡易な措置により家畜排せつ物法管理基準に対

応した農家等について、環境負荷の低減や資源循

環の促進を図るため、引き続き家畜排せつ物処理

施設の整備を支援する。 

 

（２）たい肥の利活用の推進への支援の継続 

 たい肥利用を促進するため、ＪＡ等が行う地域

のモデル的なたい肥利活用の取組に支援するとと

もに、技術面での指導体制の強化を行う。 

 

５ 乳用牛対策          （約８億円） 

 

（１）乳用牛の遺伝的能力向上の推進と改良集団へ

の支援の継続 

  効率的乳用牛改良のための地域段階での取組の

推進、優良な遺伝資源の確保による乳用牛の遺伝

的能力の向上、改良集団が行う飼養管理技術向上

のための情報収集・指導等に対し助成する。 

 

６ 養豚経営対策         （約６０億円） 

 

（１）地域肉豚生産安定基金造成事業の継続 

  地域の養豚経営の安定化を図るため、生産者等

が自主的に実施している県団体の肉豚に係る価格

差補てん事業を支援する。 

 

（２）地域養豚振興特別対策事業の継続（養豚振興

体制整備総合対策事業と一本化） 

  消費者のニーズに即した高品質な豚肉の低コス

ト生産を図るため、地域単位での組織的な種豚の

改良や地域銘柄化等による肉豚の生産振興のため

の活動を支援する。 

 

７ 食肉流通等対策        （約４０億円） 

 

（１）産地食肉センター等における牛せき柱の適正

管理の推進等 

  産地食肉センター等におけるＢＳＥ関連規制等

への対応を推進するため、ＳＲＭの焼却、ピッシ

ングの中止、豚由来残さの分別、高度衛生管理の

取組等の支援に加え、牛せき柱の適正管理の取組

を支援する。 

 

（２）国産食肉等の需要拡大の促進 

  国産食肉等の需要拡大を図るため、食肉の栄養

や機能性に関するシンポジウムの開催、多様な情

報の発信、食肉の輸出に向けた検討等に対し助成

する。 
 

（３）その他 

 ① 畜産副産物及び製品の需給の安定を図るため、

需給・価格動向等の調査・分析、経営・技術研

修等のほか、豚残さ中の牛たん白質確認検査の

促進等豚肉骨粉等の安全性確保に向けた取組を

支援する。 

 ② 家畜固体識別システムの円滑な運用のための

耳標の作成・配布、固体識別情報の入力、管理

システムの構築・改善等に対し助成する。 



８ ＢＳＥ関連対策       （約１０９億円） 

 

（１）肉骨粉の焼却処理、ＢＳＥ発生農家等の経営

再建支援の継続 

 ① と畜場機能を維持し円滑な食肉流通を確保す

るため、畜産残さのレンダリング処理及び製造

された肉骨粉の焼却処理に対し助成する。 

 ② ＢＳＥ患畜・議事患畜を飼養していた農家の

経営再建の支援、ＢＳＥ発生地域における影響

緩和のための取組に対する支援、ＢＳＥ等を確

認した食肉センター等への支援を行う。 

 

９ その他            （約２４億円） 

 

（１）負債の償還が困難な大家畜経営及び養豚経営

の安定並びに後継者の経営継承の円滑化を図る

ため、長期低利の借換資金の融通等を行う。 

〔融資枠８００億円〕 

 
（２）口蹄疫、豚コレラ、高病原性鳥インフルエン

ザ等の発生に備え、安定的な経営を継続するた

めの互助基金の造成及び発生時の互助金の交付

に対し支援する。 

 

（３）後継雌牛や肥育素牛生産の効率化のため、性

判別体外受精卵の安定供給・利用体制の整備、

分別精子生産技術の改善等に対し助成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



広域生乳需給調整支援対策事業 

（とも補償による余乳処理対策の支援） 

 

１ 事業の目的 

  生産者団体が生乳の用途別計画生産及び広域需

給調整を実施する中で、予期しがたい需給変動等

により発生する余乳の効率的な処理を推進し、も

って生乳及び乳製品の需給及び価格の安定に資す

る。 

 

２ 事業の内容 

（１）広域生乳需給調整推進指導 

  中央酪農会議が、計画生産との整合性を確保し

つつ、用途別需給動向等に対応した広域的な生乳

供給計画を作成し、これに基づき適切な指導及び

効率的な余乳処理のための調整、指導を行う。 

（２）広域生乳需給調整補助金の交付 

  指定生乳生産者団体が、生乳需給の変動等によ

り発生する余乳について、全国連への再委託を通

じて効率的に委託加工を行う場合に補助する。 

 

３ 事業実施主体 

（社）中央酪農会議 

 

４ 所要額（補助率） 

  １４５百万円（定額、１／２以内） 

 

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課 

     担 当：磯貝、岡 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

生乳需要構造改革事業（新規） 

 

１ 事業の目的 

  我が国酪農・乳業について、交際化の進展への

対応を図りつつ、今後ともその健全な発展を図っ

ていくためには、国産生乳について、輸入品との

一定の競争力を有するチーズ、液状乳製品及び発

酵乳に仕向けられる国産生乳の需要を拡大してい

くことが不可欠である。 

  このため、指定生乳生産者団体がこれらの乳製

品に仕向けられる生乳の供給数量を拡大した場合

に奨励金を交付すること等により、国産生乳の需

要構造の改革を推進し、もって、我が国酪農・乳

業の健全な発展に資する。 

 

２ 事業の内容 

  指定生乳生産者団体がチーズ、液状乳製品及び

発酵乳向け生乳を基準となる数量を上回って供給

した場合に奨励金（増加実績分１０円／ｋｇ、新

規拡大分１２円／ｋｇ）を交付する。 

 

３ 事業実施主体 

 （社）中央酪農会議 

 

４ 所要額（補助率） 

  ７，１８７百万円（定額、１／２以内） 

 

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課 

     担 当：磯貝、菊池、岡、野間 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

酪農ヘルパー利用拡大推進事業 

 

１ 事業の目的 

  酪農ヘルパーの利用拡大を総合的に推進するこ

とにより、ゆとりある生産性の高い酪農経営の実

現を図るとともに、新規就農及び円滑な経営継承

を促進し、もって我が国酪農の安定的発展に資す

る。 

 

２ 事業の内容 

（１）利用拡大補助金の交付 

  酪農家に対する、利用日数の増加に応じた補助

金交付等を行う。 

（２）ヘルパー要員の確保・養成 

  ヘルパー就業希望者の募集、相談活動等を行う

とともに、ヘルパー要員の養成研修を開催する。 

（３）傷病時のヘルパー利用の円滑化 

  傷病時のヘルパー利用料金を軽減する互助制度

を実施する利用組合に対して、互助組織の広域化

や利用組合の統合等の互助制度の普及・定着化に



３ 事業実施主体 取組んだ場合に、軽減に要した費用の一部を助成

する。  （社）中央酪農会議 

 （４）新規就農・経営継承推進 

４ 所要額（補助率）   新規就農希望者及び経営移譲希望者等の情報収

集等を行い、新規就農及び円滑な経営継承を推進

する。 

  １９５百万円（定額、１／２以内、１／３以内） 

 

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課  

     担 当：佐藤、大坂 ３ 事業実施主体 

  （社）酪農ヘルパー全国協会 

  

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ４ 所要額（補助率） 

   ４２１百万円（定額） 

国産生乳需要基盤確保対策事業（一部組替）  

 担当課：生産局畜産部畜産企画課 

１ 事業の目的      担 当：小野、蒲生 

  飲用牛乳や脱脂粉乳の消費が停滞している状況

を踏まえ、牛乳・乳製品の機能性に関する実証調

査をはじめとする牛乳・乳製品の需要拡大対策を

総合的に推進することにより、安定的な生乳需要

基盤の確保を図る。 

 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

広域生乳流通体制合理化支援事業 

  

２ 事業の内容 １ 事業の目的 

（１）牛乳・乳製品需要動向等調査・分析   一層的確な生乳の需給調整を図るとともに、生

乳流通の合理化を通じた流通コストの低減を促進

するため、指定生乳生産者団体への生乳需給情報

の集約化、検査体制の広域化等を推進し、指定生

乳生産者団体を主体とする広域生乳流通体制の整

備に資することとする。 

  牛乳・乳製品の需要動向等に関する調査・分析、

消費者ニーズの把握、専門家による消費動向の分

析等を行う。 

（２）牛乳・乳製品機能性等調査・研究開発 

  牛乳・乳製品の栄養機能等に関する調査・研究、

脱脂粉乳等の新規需要開拓のための商品開発のほ

か、新たに、牛乳・乳製品の機能性に関する実証

調査、輸出等に向けた技術開発等を行う。 

 

２ 事業の内容 

（１）集送乳合理化について情報の公開を行いつつ、

計画的に取り組む指定生乳生産者団体が実施す

る以下の取り組みの推進 

（３）酪農理解醸成活動推進 

  我が国酪農への理解を醸成するため、推進主体

となる酪農家の育成、自家製牛乳・乳製品の製造

のための技術研鑚等を行う。 

① 指定生乳生産者団体を中心とする生乳需給情

報集約システムの構築 

（４）国産牛乳・乳製品価値向上対策  ② 広域生乳検査体制の整備 

  製造・流通段階における品質管理の高度化、乳

製品等の利用技術に関する研修会等の開催、牛乳

販売店が行う普及啓発活動の支援等を行う。 

 ③ 生乳流通の合理化を一層推進するための会議

の開催、現地調査の実施等 

（２）広域生乳流通体制の整備に向けた検討、調査・

分析、推進指導及び需給動向に関する実態調査

の実施等 

 

 

  



乳業再編整備等対策事業（拡充） ３ 事業実施主体 

  （社）日本酪農乳業協会、（社）中央酪農会議、 

１ 事業の目的 （社）全国農協乳業協会、（社）日本乳業協会、 

  国際化の進展を踏まえ、その影響を直接受ける

ことになる乳製品工場の再編合理化、高度な衛生

管理水準を備えた乳業工場への集約化を図るとと

もに、生乳流通の安定とコスト低減を図るため生

乳の集送乳の拠点となる貯乳施設の集約化等を支

援し、もって我が国酪農・乳業の発展基盤の構築

及び牛乳・乳製品の安全確保に資する。 

全国乳業共同組合連合会 

 

４ 所要額（補助率） 

  ６９９百万円（定額、１／２以内） 

 

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課 

     担 当：菊池、野間 

  

２ 事業の内容 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

（１）効率的乳製品工場整備対策  

  乳製品製造の合理化のため、複数の乳業者が連

携して行う乳製品工場の新設・増設に要する経費

を助成。 

需要期対応生乳生産事業（新規） 

 

１ 事業の目的 

（２）廃止工場対策   生乳需給の改善のためには、計画生産を着実に

実施するとともに、都府県における需要期と不需

要期の需給ギャップを解消する必要がある。 

  高度な衛生管理水準を備えた乳業工場に生産集

約するため、乳業工場の廃業等に要する経費を助成。 

（３）共同配送施設整備対策   このため、不需要期における出荷を計画的に抑

制することにより需要期への生産のシフトを推進

し、もって生乳需給の安定に資する。 

  牛乳・乳製品の流通の合理化・効率化を推進す

るため、共同配送施設の整備に要する経費を助成。 

（４）集送乳合理化等推進整備  

  余剰生乳の一時的な需給調整を行うための余剰

生乳処理機能を有する拠点施設に加え、新たに、

集送乳の合理化を図る上での拠点施設としての大

型貯乳施設の整備に要する経費を助成。 

２ 事業の内容 

（１）計画生産を遵守する指定生乳生産者団体の生

産者を対象に、不需要期における出荷を計画的

に抑制した場合に奨励金（６円／ｋｇ）を交付

する。 （５）再編整備推進対策 

  （１）～（４）の対策を具体的に推進するため、

中央団体等が行う全国会議等の経費を助成。 

（２）不需要期から需要期へ生産をシフトするため

の技術の普及・指導等を行う。 

  

３ 事業実施主体 ３ 事業実施主体 

 農業協同組合、農業協同組合連合会、  （社）中央酪農会議 

事業協同組合等  

 ４ 所要額（補助率） 

４ 所要額（補助率）   ４８２百万円（定額、１／２以内） 

 ４，１２０百万円（定額、１／３以内、１／５以内）  

 担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課 

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課      担 当：磯貝、田中 

     担 当：菊池、安藤  

  

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 



酪農飼料基盤拡大推進事業（新規） 加工原料乳生産者経営安定対策事業 

  

１ 事業の目的 １ 事業の目的 

  近年、規模拡大が進展している酪農経営におい

ては、個々の経営体が「畜産環境問題に適切に対

応し得る飼料基盤」を有し、さらに環境保全、飼

料自給率の向上に資する取組を行うことにより、

自然循環機能の維持増進を図る持続性の高い環境

調和型の酪農生産構造を確立する必要がある。 

  平成１３年度からの新制度の下では、加工原料

乳価格が市場実勢を反映して形成されることにな

ることから、需給変動等による価格低落に備える

ため、生産者の拠出と国の助成金とによる生産者

積立金により、価格低落の一定部分を補てんする

こととし、もって酪農経営の安定に資する。 

  このため、飼料基盤に立脚した環境調和型の酪

農経営を実施している生産者を支援する。 

 

２ 事業の内容 

 （１）経営安定対策の推進 

２ 事業の内容   事業の普及啓発、生産者積立金の徴収・管理、

補てん金の交付等の業務を実施するに当たり必要

な経費を助成する。 

  環境と調和した酪農経営の確立に資するため、

経産牛１頭当たりの飼料作付面積が基準面積（北

海道４０ａ／頭、都府県１０ａ／頭）以上であり、

環境保全、飼料自給率の向上に資する取組を実践

している生産者に対し、飼料作物作付面積に応じ

た奨励金を交付する。 

（２）経営安定対策基金の造成 

  加工原料乳価格が補てん基準価格（過去の３年

間の平均取引価格）を下回った場合に、加工原料

乳の生産者に補てん金（価格低落の８割）を交付

する。  ① 環境保全、飼料自給率の向上に資する取組み

を実践する酪農経営への支援（下記の取組みの

うち、いずれか一つ） 

 

３ 事業実施主体 

  ・デントコーン・ソルガムの作付かつスラリー

の土中施用の実施 

 指定生乳生産者団体等 

 

  ・不耕起栽培の実施かつスラリーの土中施用の

実施 

４ 所要額（補助率） 

 ２，２９５百万円（定額、３／４以内、１／２以内） 

  ・無化学肥料栽培の実施  

  ・無農薬栽培の実施 （参考） 

  ・緩衝帯の設置による環境保全  加工原料乳生産者経営安定対策の具体的な仕組み 

  ・その他都道府県知事が特別に認める取組みの

実施 

 ① 運用単位：全国一本 

 ② 業務対象年間：３年 

  ＠７，５００円／ｈａ  ③ 補てん基準価格：全国の過去３年間の平均取

引価格  ② ①の取組みに加え、飼養管理の変更による一

層の環境負荷軽減、飼料自給率向上に取り組む

酪農経営への支援（下記の取組みのうち、いず

れか一つ） 

 ④ 補てん割合：８割 

 ⑤ 生産者積立金単価：加工原料乳１ｋｇ当たり

４０銭 

  ・濃厚飼料給与量の低減    （国の助成単価：１ｋｇ当たり１円２０銭） 

  ・経産牛飼養頭数の削減  

担当課：生産局畜産部牛乳乳製品課 

     担 当：磯貝、櫻井 

  ・放牧の実施 

  ＠１５，５００円／ｈａ 

  

 ∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 



３ 事業実施主体 ３ 事業実施主体 

 （財）畜産環境整備機構  （社）中央酪農会議 

  

４ 所要額（補助率） ４ 所要額（補助率） 

  １２，６８９百万円（定額、１／２以内）   ５，４４６百万円（定額） 

  

担当課：生産局畜産部畜産企画課 担当課：生産局畜産部畜産企画課 

     担 当：菅谷、田島      担 当：菅谷、松田 
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酪農生産基盤改善支援対策事業 畜産環境緊急特別対策事業 

  

１ 事業の目的 １ 事業の目的 

  我が国酪農の国際競争力を強化し、国民に高品

質な牛乳乳製品を安定的に供給していくためには、

酪農における最も基幹的な経営資源である乳用牛

の生涯生産性や１頭当たり乳量等の遺伝的能力を

向上することにより、生産性向上を図ることが重

要な課題となっている。また、優良種畜を高度に

利用することにより酪農経営における牛群の遺伝

的能力を向上することと併せて、遺伝的能力を十

分に発揮させる飼養管理技術の向上が大きな課題

となっている。 

  簡易な措置により家畜排せつ物管理基準に対応

した酪農家に対する家畜排せつ物処理施設の整備

の推進、たい肥の利活用・流通の促進等の事業を

緊急かつ総合的に実施し、環境負荷の低減と資源

循環の促進を図り、環境と調和した畜産業の確立

を推進する。 

 

２ 事業の内容 

（１）畜産環境保全施設の整備 

  簡易な措置により家畜排せつ物法管理基準に対

応した酪農家に対して、家畜排せつ物処理施設を

整備するため、（財）畜産環境整備機構がたい肥化

施設、浄化処理施設等をリースするのに必要な機

会設備の購入費の１／２を助成する。 

  このため、優良乳用牛群の整備に資する種雄牛

の効率的生産・利用のための検討、生涯生産性の

向上、高度な繁殖技術の活用に向けた取組ととも

に、飼料給与技術、繁殖管理技術等の飼養管理技

術の向上に向けた取組を支援することにより、我

が国酪農の生産基盤を改善するものとする。 

 ［補助付きリース枠１２２億円］ 

（２）資源循環型畜産モデルの確立 

   農業者団体等が、たい肥の利活用を推進するた

めに行うモデル的な取組みについて必要な経費を

助成するとともに、その成果を踏まえて、モデル

の全国的な普及や、シンポジウム等の開催を通じ

た資源循環についての理解醸成を行う。 

２ 事業の内容 

（１）優良種畜の高度利用による遺伝的能力の向上

（能力の高い牛づくり） 

 ア 能力の高い種雄牛を効率的に生産するための

地域段階での取組に要する経費の一部助成。 （３）畜産環境保全指導事業 

 イ 生涯生産性の向上に不可欠な体型に関する遺

伝的改良に必要なデータ収集経費の一部助成。 

  畜産経営における環境問題を解消するため、経

営・地域条件に対応した家畜排せつ物処理施設の

適切な運転・管理技術の普及、高品質なたい肥生

産と適正な施肥の推進等の指導体制の強化を行う。 

 ウ 高度な繁殖技術を活用した牛郡の遺伝的能力

の効率的な向上及び優良な遺伝資源の確保のた

めの取組に対する一部助成。  

  



（２）遺伝的能力を発揮するための飼養管理技術の

改善（丈夫で健康な牛づくり） 

  乳用牛の飼養管理技術の改善に取り組む際に必

要な飼料給与情報、繁殖情報等の収集、収集した

情報に基づく指導に要する経費の一部助成。 

 

３ 事業実施主体 

 （社）家畜改良事業団 

 

４ 所要額（補助率） 

  ８００百万円（定額） 

 

担当課：生産局畜産部畜産振興課 

     担 当：俵積田、佐々木 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

 

ＢＳＥ発生農家経営再建支援等事業 

 

１ 事業の目的 

  ＢＳＥ発生農家等の経営再建を支援するととも

に、ＢＳＥ発生地域及びＢＳＥ患畜が確認された

食肉センター等への影響を緩和し、もって我が国

畜産の安定に資する。 

 

２ 事業の内容 

（１）ＢＳＥ患畜等を飼養していた農家への支援 

（２）ＢＳＥ患畜等が飼養されていた地域における

地域的な影響を緩和するための取組に対する支

援 

（３）ＢＳＥ患畜等を確認した食肉センター等への

支援 

 

３ 事業実施主体 

 （社）中央酪農会議 

 

４ 所要額（補助率） 

  ９２百万円（定額、３／４以内、１／２以内） 

 

担当課：生産局畜産部畜産企画課 

     担 当：小野、安武 

 


