
 

酪農経営支援総合対策事業 

（乳用牛能力向上事業：優良乳用牛導入支援対策）

実施要領 
    平成28年 5月13日付け 28農畜機第564号承認 

    平成28年 4月22日付け 28家改事(分)第109号 

一部改正平成29年 5月30日付け 29農畜機第1304号承認 

一部改正平成29年 5月15日付け 29家改事(分)第 213号 

 

我が国の酪農は、高齢化等により酪農家戸数や飼養頭数が減少等するなど、

生産基盤の弱体化が進行しており、生産コストの増加や国内消費の減退による

先行き不安等から、経営収支の悪化や生産意欲の低下が懸念されている。この

ような中で、酪農家の生産意欲を喚起し、飼養頭数や生乳生産の減少を食い止

めるとともに、経営の多角化・高度化を実現するためには、生産者団体や生産

者集団等が行う地域の創意工夫を生かした取組を支援する必要がある。 

このため、一般社団法人家畜改良事業団（以下「改良事業団」という。）は、

生産者集団等が行う取組に対し、酪農経営支援総合対策事業実施要綱（平成28

年3月31付け27農畜機第5575号。以下「要綱」という。）に基づき、補助する

こととし、酪農家の生産意欲を喚起し、飼養頭数や生乳生産の減少を食い止め

るとともに、経営の多角化・高度化を推し進めることにより、もって酪農経営

の安定と酪農生産基盤の確保・強化の実現に資するものとする。 

本事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律（昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。）、補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）、  

畜産業振興事業の実施について（平成15年10月１日付け15農畜機第48号）、 

畜産業振興事業に係る補助金交付の停止措置について（平成26年３月31日付け

25農畜機第5376号）及び要綱に定めるもののほか、この要領に定めるところに

よる。 

 

第１ 事業の内容 

改良事業団は、都府県の生産者集団、農業協同組合又は農業協同組合連

合会等（以下「生産者集団等」という。）が、検定組合（家畜の能力検定

に関する国際委員会（International Committee for Animal Recording）

が定める方法に則して行われる乳用牛群検定に取り組む組合をいう。以下

同じ。）と連携して策定する、優良な乳用牛（以下「優良乳用牛」という。）

の導入及び指導計画（以下「優良乳用牛導入及び指導計画」という。）に

基づいて、１の取組を実施するのに要する経費について補助するものとす

る。 

また、改良事業団は、検定組合が２の取組を実施するために要する経費

について補助するものとする。ただし、検定組合が２の取組を実施できな

い場合には、生産者集団等が自ら２の取組を実施するために要する経費に



 

ついて補助するものとする。 

 

１ 検定組合に加入している都府県の酪農家に対する貸付けを行うための優

良乳用牛の導入の支援 

２ 乳用牛の適切な飼養管理に係る酪農家に対する指導 

 

第２ 事業の要件 

   第１の１の実施に対する取組は、以下の要件を満たすものとする。 

 １ 借受けの対象となる酪農家 

（１）乳用牛群検定全国協議会が定める実施方法及び基準による乳用牛群検  

定を実施していること。 

（２）第１の２の指導を受けること。 

２ 貸付けの対象とする優良乳用牛 

対象とする優良乳用牛は、次に掲げる（１）の要件を満たすもの及び

（１）の要件を満たすものであって、（２）又は（３）のいずれかに該当

するものとする。 

 （１）当該優良乳用牛又はその母牛が、改良事業団により通知された牛群改

良情報等（以下「牛群改良情報等」という。）において、能力上位３分

の１以上を記録したもの 

（２）牛群改良情報等において、ゲノミック評価情報を持つもの 

（３）牛群改良情報等において、泌乳持続性評価値で+0.01 以上の値を記録

したもの 

 ３ 生産者集団 

   生産者集団は、３戸以上の酪農経営体から構成され、次に掲げる事項の

全てを内容とする規約を有すること。  

（１）生産者集団の目的、名称、事務所の所在地、代表者及び構成員に関す 

る事項 

     （２）生産者集団の運営に関する事項 

     （３）生乳生産の振興に関する事項 

  （４）その他生産者集団の目的の達成に必要な事項 

４ 貸付期間 

優良乳用牛の貸付期間は、以下のとおりとする。 

（１）初妊牛等 

最低 36か月以上とする。 

（２）経産牛 

60 か月から貸し付ける牛の月齢を差し引いた期間以上とする。ただし、 

最低 12か月以上とする。 

５ 賃貸借等 

（１）賃貸借契約の締結 

    生産者集団等は、優良乳用牛を１の酪農家に貸し付ける場合には、貸

付期間、賃貸借料、賃貸借料納入の期限及び方法、目的外使用の禁止等

の事項について明記した賃貸借契約を締結すること。 



 

    この際、賃貸借料は生産者集団等が優良乳用牛の取得に要した費用等

から判断して妥当な水準に設定すること。 

 

（２）貸し付けた優良乳用牛の管理台帳の整備 

   生産者集団等は、貸し付けた優良乳用牛の管理台帳を整備するものと 

する。 

（３）生産者集団等の責務 

ア  生産者集団等は、当該酪農家の乳牛改良の促進を図るため優良乳用 

牛を貸し付けた酪農家に対する第１の２の指導を受けさせること。 

イ 酪農家が疾病、死亡等の理由で優良乳用牛の飼養管理を継続するこ 

とが不可能となった場合は、生産者集団等が、責任をもってこれに代

わる酪農家を選定すること。 

ウ 生産者集団等は、優良乳用牛の貸付けを受けた酪農家から重大な事 

故等の報告を受けた場合には、速やかに改良事業団にその旨を報告し、

指示を受けること。 

（４）優良乳用牛を借り受けた酪農家の責務 

優良乳用牛を借り受けた酪農家は、優良乳用牛の飼養管理について責

任をもち、盗難、失踪、死亡その他重大な事故等にあった場合には、速

やかに生産者集団等に報告すること。 

 

第３ 事業の実施 

１ 優良乳用牛導入及び指導計画の策定 

（１）生産者集団等又は検定組合は、第１の取組を実施する内容の優良乳用

牛導入及び指導計画を策定し、改良事業団に提出するものとする。 

（２）改良事業団は、生産者集団等又は検定組合が策定した優良乳用牛導入

及び指導計画をそれぞれの所在地の都道府県知事に提出するものとす

る。 

２ 優良乳用牛導入及び指導計画の変更 

（１）生産者集団等又は検定組合は、１で策定した導入及び指導計画を変更

する場合は、変更後の事業計画を改良事業団に提出するものとする。 

（２）改良事業団は、生産者集団等又は検定組合が変更した優良乳用牛導入

及び指導計画をそれぞれの所在地の都道府県知事に提出するものとす

る。 

３ 補助金の返還 

改良事業団は、第１の補助を受けた事業が次に掲げるいずれかに該当す

る場合は、交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。 

（１）第２の要件に反していると判断された場合 

（２）虚偽の申請を行った場合 

４ 事業の実施期間 

   この事業の事業実施期間は、平成２９年度とする。 

 

 



 

第４ 事業の推進指導 

１ 生産者集団等又は検定組合は、改良事業団及び都道府県の指導の下、関

係機関及び関係団体等との連携に努めるとともに、事業の適正かつ円滑な

実施を図るものとする。 

２ 都道府県知事は、第１の事業の適正かつ円滑な実施を図るため、この事

業の趣旨、内容等の周知徹底並びに生産者集団等及び検定組合に対する指

導その他必要な支援に努めるものとする。 

 ３ 生産者集団等又は検定組合は、この事業の実施に当たっては、「環境と

調和のとれた農業生産活動規範について」（平成 17 年３月 31 日付け 16

生産第 8377 号農林水産省生産局長通知）に基づき、環境と調和のとれた

農業生産活動が行われるよう努めるものとし、また、構成員等に対して指

導するものとする。 

 ４ 生産者集団等又は検定組合は、配合飼料価格安定制度の安定的な運営を

確保するため、第１の事業に参加しようとする酪農経営を営んでいる者で

あって、配合飼料を利用し平成 28 年度に「配合飼料価格安定対策事業実

施要綱」（昭和 50 年２月 13 日付け 50B 第 302 号農林事務次官依命通知）

に定める「配合飼料価格安定基金」が定める業務方法書に基づく配合飼料

の価格差補塡に関する基本契約及び配合飼料の価格差補塡に関する毎年度

行われる数量契約（以下「契約」という。）の締結をしている場合、引き

続き平成 29年度において契約をしていることを確認するものとする。 

 

第５ 改良事業団の補助 

改良事業団は、予算の範囲内において、別表に定める補助対象経費及び 

補助率により、生産者集団等又は検定組合が第１に規定する事業を実施す

るのに要する経費につき補助するものとする。 

 

第６ 補助金の交付手続等 

１ 補助金の交付申請 

生産者集団等又は検定組合は、補助金の交付を受けようとする場合は、 

優良乳用牛導入及び指導計画とともに、改良事業団理事長が別に定める期

日までに別紙様式第１号の酪農経営支援総合対策事業（乳用牛能力向上事

業：優良乳用牛導入支援対策）補助金交付申請書を改良事業団理事長に提

出するものとする。 

２ 事業の変更承認申請 

生産者集団等又は検定組合は、補助金交付決定があった後において、次

に掲げる変更をしようとする場合は、あらかじめ別紙様式第２号の酪農経

営支援総合対策事業（乳用牛能力向上事業：優良乳用牛導入支援対策）補

助金交付変更承認申請書を改良事業団理事長に提出し、その承認を受ける

ものとする。 

（１）事業の中止又は廃止 

（２）事業費の 30％を超える増減 

（３）補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増 



 

３ 補助金の概算払 

（１）改良事業団理事長は、この事業の円滑な実施を図るために必要があると

認めた場合は、交付決定額を限度として、補助金の概算払をすることがで

きるものとする。 

（２）生産者集団等又は検定組合は、補助金の概算払請求をしようとする場合

には、別紙様式第３号の酪農経営支援総合対策事業（乳用牛能力向上事

業：優良乳用牛導入支援対策）補助金概算払請求書を改良事業団理事長に

提出するものとする。 

４ 事業の実績報告 

生産者集団等又は検定組合は、事業を完了した日から起算して１か月を

経過した日又は補助金の交付決定通知のあった年度の４月１０日のいずれ

か早い期日までに別紙様式第４号の酪農経営支援総合対策事業（乳用牛能

力向上事業：優良乳用牛導入支援対策）実績報告書（以下、「実績報告書」

という。）を、改良事業団理事長に提出するものとする。 

ただし、事業の完了が交付決定通知のあった年度の翌年度となった場合 

は、事業の完了した日から起算して１か月を経過した日までとする。 

５ 運営状況の報告 

  生産者集団等又は検定組合は、第１の１により優良乳用牛を導入した年度

の翌年度から起算して４年間は、別紙様式第５号の酪農経営支援総合対策事

業（乳用牛能力向上事業：優良乳用牛導入支援対策）運営状況報告書を作成

し、改良事業団理事長に提出するものとする。 

 

第７ 貸付けを行った優良乳用牛の取扱い  

１ 生産者集団等は、第１の１に基づき酪農家に優良乳用牛を貸し付ける場

合であって、貸付期間が独立行政法人農畜産業振興機構の実施する補助事

業により取得した財産の処分制限期間（平成 16 年４月８日付け 16 農畜機

第 123 号）未満の場合は、賃貸借契約終了後も借受け者の酪農家が引き続

き利用管理し、補助条件を継承する場合にあっては、当該酪農家に譲渡す

ることができる。 

２ １の場合は、生産者集団等は、改良事業団を通じて、あらかじめ独立行

政法人農畜産業振興機構理事長の承認を受けるものとする。 

 

第８ 消費税及び地方消費税の取扱い 

１  生産者集団等又は検定組合は、改良事業団理事長に対して第６の１の補

助金交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費

税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額

のうち、消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）に規定する仕入れに係る消

費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和 25 年法

律第 226 号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助

率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明ら

かな場合には、これを当該補助金の交付申請額から減額して申請しなけれ

ばならない。  



 

ただし、当該補助金交付申請書の提出時において当該補助金に係る仕入

れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。  

２  生産者集団等又は検定組合は、１のただし書により申請をした場合にお

いて、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る

消費税等相当額が明らかになった場合は、これを当該補助金額から減額し

て報告しなければならない。  

３ 生産者集団等又は検定組合は、１のただし書により申請をした場合にお

いて、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告に

より当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、

別紙様式第６号の酪農経営支援総合対策事業（乳用牛能力向上事業：優良

乳用牛導入支援対策）に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書を速やか

に改良事業団理事長に提出するとともに、その金額（２の規定に基づき減

額した場合は、その減じた金額を上回る部分の金額）を改良事業団に返還

しなければならない。  

また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならな

い場合又は消費税等相当額がない場合（それぞれの生産者団体等又は検定

組合の仕入れに係る消費税等相当額がない場合を含む。）であっても、そ

の状況等について、補助金適正化法第15 条の補助金の額の確定通知のあ

った日の翌年５月３１日までに、同様式により改良事業団理事長に報告し

なければならない。 

 

第９ 帳簿等の整備保管等 

１ 帳簿等の整備保管 

生産者集団等又は検定組合は、この事業に係る経理を適正に行うととも

に、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備して保管するものと

する。 

ただし、その保存期間は、事業の完了した年度の翌年度から起算して５

年間とする。 

２ 事業実施状況の聴取等 

改良事業団理事長は、この要領に定めるもののほか、この事業の実施及

び実績について必要に応じ、生産者集団等又は検定組合に対し調査し、又

は報告を求めることができるものとする。 

 

第 10 その他 

この要領に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項につい 

ては、改良事業団理事長が別に定めることができるものとする。 

 

附 則（平成 28年 4月 22日付け 28家改事(分)第 109号） 

この要領は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日から施行

し、平成 28年４月１日から適用する。 

 

 



 

 

附 則（平成 29年  月  日付け 29家改事(分)第   号） 

    １ この要領は、独立行政法人農畜産業振興機構理事長の承認のあった日

から施行し、平成 29年４月１日から適用する。 

    ２ この要領改正前に実施した事業については、この要領の改正前の規定

はなお効力を有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別 表 

 

事業の種類 補助対象経費 補助率 

 

優良乳用牛導入支援対策 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産者集団等又は検定組合が

（１）及び（２）の取組を行う

のに要する経費 

 

（１）生産者集団等が、検定 

  組合に加入している都府 

県の酪農家に貸付けを行 

うための優良乳用牛の導 

入の支援 

家畜の購入費及び購入 

に要する諸経費が右記の 

額を下回った場合は、相 

当額までとする。 

ただし、国及び機構か 

  ら、乳用牛の導入、保留、 

    増頭に係るその他の補助 

金の交付を受けているも 

のは、補助対象から除く 

ものとする。 

 

（２）生産者集団等又は検

定組合が行う、乳用牛

の適切な飼養管理に係

る酪農家に対する指導 

 

 

 
 

 
 

第２の（１）の
要件を満たす乳

用牛 
：１頭当たり 

40千円以内 
 

第２の(１) の
要件を満たすも

のであって、
(２)又は(３)の

いずれかに該当
する乳用牛 

：１頭当たり 
50千円以内 
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