【国庫】
正式名称

畜産クラスター事業
畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業

畜産経営体生産性向上対策事業

酪農労働省力化推進施設等緊急整備対策事業

同上

強い農業・担い手づくり総合支援交付金

収益力の向上

酪農家、肉用牛飼養農家の労働負担軽減・ICT化

労働負担軽減

家畜排せつ物処理施設の長寿命化

地域農業の担い手の育成・確保

全畜種

酪農／肉用牛

酪農

－

全般

事業の目的
対象畜種
取組内容

（令和３年度）

(公社)中央畜産会（国庫）
畜産ＩＣＴ事業

【施設整備】国等

通称

畜産関連補助事業一覧

【機械導入】中央畜産会

・新規就農の確保

労働負担軽減（省力化）

(公社)中央畜産会（alic）
alic
堆肥舎等長寿命化推進事業
楽酪ＧＯ事業

労働負担軽減（省力化）

・担い手の育成

地域の実情に応じた堆肥舎等の

国
強担

地域農業の担い手の育成・確保

長寿命化のための実証

・労働負担の軽減

①補修の実証に係る調査・整備支援等

・飼養規模の拡大、飼養管理の改善

②適正規模の簡易算定・普及

・自給飼料利用の拡大

③調査・情報収集、関係者への普及等

・畜産環境問題への対応
支援対象

機械導入、施設整備

推進事業経費、機械導入

推進事業経費、機械導入及びそれと

補修内容・資材の範囲

一体的な施設整備

a. 錆びた鉄骨を再塗装するための資材 ・農産物の生産その他農業経営の開始若しくは

地域担い手育成支援タイプ（融資主体型）

b. 腐植した木造柱を補強するための資材

改善に必要な機械、施設の取得、改良、補強
又は修繕

c. 屋根材の一部葺き替え用資材
d. 劣化したコンクリート壁の補強用資材 ・農地の改良、造成又は復旧

目標年度

【施設整備】事業実施年度の翌年度から５年以内

事業実施年度の翌年度

事業実施年度の翌年度

労働時間の削減

労働時間の削減

e. クラック補修用資材

・同種・同能力の施設等の更新は対象外

f. 破損した発酵槽の補修用資材

・耐用年数が5～20年（中古農業機械は2年以上）

g.汚水処理施設の補修用資材

・ＩＣＴ、ロボット技術等のイノベーション枠を設置

h.脱臭施設の補修用資材
i. a～hの他、堆肥舎等の構造駆体の
補修に必要な資材であって、alic
理事長が特に認めるもの。

・整備内容ごとに50万円以上

単年度実施

・トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、
ショベルローダー、バックホーなどの汎用性の
高いものは対象外

事業実施年度の翌年度

【機械導入】事業実施の翌年度
成果目標

収益性の向上

事業実施の翌年度に10％以上削減

目標を２つ設定（うち１以上は必須から）
【必須】付加価値額（収入総額－費用総
額＋人件費）の拡大

事業実施の翌年度に10％以上削減

事業実施年度から１０年後に次の
いずれかを達成することを目指して
目標年度における成果目標を設定
① 販売額の10％以上の増加
② 生産コストの10％以上の削減
③ 農業所得または利業利益の
10％以上の増加
※大規模経営（正規雇用者数が常時
６人以上）の場合は、15％
機械導入事業においては事業実施
の翌年度に以下のいずれかを達成
上記①～③の５％以上の増減
※大規模経営（正規雇用者数が常時
６人以上）の場合は、８％
事業実施主 畜産クラスター協議会
体
・畜産を営む者
・地方公共団体

【選択】経営面積の拡大、農産物の価値
向上、単位面積当たり収量の増
加、経営コストの縮減、農業経営
の複合化、農業経営の法人化

畜産ＩＣＴ応援会議

楽酪応援会議
・畜産経営支援組織

・酪農を営むもの

・外部支援組織（コントラクター、TMRセンター等）

・事業協同組合

・食肉関連事業者

・事業協同組合

・農業協同組合連合会

・畜産関連事業者（乳業者、食肉加工業者等）

・乳業関連事業者

・乳業関連事業者

・都道府県畜産協会

・農業者の組織する団体その他の関係者

・畜産関係団体

・畜産関係団体

・一般社団法人

・地域の畜産関係者

・地域の酪農関係者

・畜産クラスター協議会

・後継牛・育成牛の預託を担う者

・後継牛の預託育成を担う者

が参画し設立する協議会

＜対象地区＞

公募（民間）団体

・畜産を営む者

・畜産経営支援組織 ・ＪＡ

・ 農業振興地域内
・ 適切な人・農地プランの作成地域

農地中間管理機構から賃借権の設定等を受けたも
のが営農する範囲（人・農地プラン未作成地域）
等

＜対象者＞
・ 人・農地プランの中心経営体（新規就農者に
限り認定農業者又は認定就農者であること）

※畜産を営む者の他、２者以上の異なる
役割を担う者が参画していること。

・人・農地プランで必要と認められた農業者
又は団体
・農地中間管理機構から賃借権の設定を
受けた者
計画

補助率

畜産クラスター計画

楽酪応援計画
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
に資することを目的に策定する計画

1/2以内

①楽酪応援会議推進事業・・・定額

①畜産ICT応援会議推進事業・・・定額

【補助対象】機械本体、施設本体・付帯設備
【上限額】 施設本体：施設の種類により
上限事業費あり。
施設附帯：上限なし。
機械

問合せ先

畜産ＩＣＴ応援計画

畜産クラスター協議会が定める地域一
畜産を営む者における労働負担軽減・
体となって畜産の収益性の向上を図るた ICT化に資することを目的に策定する計
めの計画
画。

機械装置導入に係る事業費の１割又は

ただし、②の事業に係る事業費の１割

3,000千円のいずれ低い額を上限とする。

または3,000千円のいずれか低い額を

②機械装置導入事業・・・１／２以内
１経営体あたり25,000千円を上限とする。

：上限なし。

群馬県農政部各農業事務所
農業振興課 生産振興係

上限とする。
②機械導入導入及び施設整備
・・・1/2以内

（公社）群馬県畜産協会
電話：０２７－２２０－２３７１

①補修の実証に係る調査・検討等

ただし、１０千円／㎡を上限とする。

補助額は、下記のうち最も低い額
補助額＝事業費×3/10
補助額＝融資額
補助額＝事業費－融資額－市町村の助成

工事費は対象外とする。

上限：300万円

・・・定額
②補修資材・・・１／２以内

③簡易な堆肥処理施設の整備資材

ただし、施設整備については、施設整備

・・・１／２以内

を必要とする機械装置本体価格の1/2を

ただし、２００㎡未満、２５千円／㎡

上限とする。

を上限とし、工事費は対象外とする。

（公社）群馬県畜産協会
電話：０２７－２２０－２３７１

農林水産省畜産局畜産振興課
電話：０３－３５０２－８１１１

【中部】電話：０２７－２３３－２０１１
【西部】電話：０２７－３２２－０５３９
【吾妻】電話：０２７９－７５－２３１１
【利根沼田】電話：０２７８－２３－０１８８
【東部】電話：０２７６－３１－３８２４

群馬県農政部畜産課 企画経営係
電話：０２７－２２６－３１０３

補助率：3/10以内 融資は必須

(独)農畜産業振興機構畜産振興部
畜産生産課
電話：０３－３５８３－４３４２

群馬県農政部農業構造政策課 構造改善係
電話：０２７－８９７－２７７２

【県単】

県
ぐんまの肉牛応援事業
－

正式名称
通称
事業の目的

肉牛経営のスマート化による経営効率向上

肉用牛

対象畜種
取組内容

畜産関連補助事業一覧

ＩＣＴ機器導入

（令和３年度）

県
県
畜産経営環境周辺整備支援事業 はばたけ「群馬の担い手」支援事業
－
担い手の育成・確保
畜産周辺地域の生活環境改善
全畜種
①臭気対策

機械導入

②排水対策

支援対象

原則として、耐用年数が５年以上の以下の機器 ①臭気対策
・発情発見装置
・群馬県地域結集方研究開発プログラムにより
・分娩監視装置
開発した脱臭装置等（ろ材充填方式）の新設、
・行動監視装置（起立困難探知システム等）
若しくは既存施設の改修
・監視カメラ
・臭気の捕集に要する附帯工事
・ほ乳ロボット
他

新規就農者支援型 就農後5年以内の認定新規就農者に支援
ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ参入型 民間企業の農業参入に支援

新時代対応型

・臭気緩和効果のある常緑樹

Iot等を活用した機械の導入や農業経営の法
人化、6次産業か等の経営発展･多角化、環
境に配慮した取組に対して支援します。

・臭気対策耐久資材（防臭シート等）
※知事が必要と認めたもの

②排水対策
・排水高度処理装置の設置
・その他知事が特に認める排水処理装置の設
置等
目標年度

事業実施から３年後

成果目標

機器装置別に定めた項目から選択

耐用年数5年以上
事業費10万円以上

単年度実施

事業実施主体 ○JA

実施要領に示す要件を満たすこと

・ＪＡ

○和牛改良増殖または高品質牛肉生産を
目指す団体等

＜対象地域＞

・農地所有適格法人

農業振興地域内

・畜産農家（３戸以上）で組織する任意組織

・ 和牛改良組合
・ ＪＡ肉牛生産部

農地の改良、造成又は復旧は対象外

・畜産農家（認定農業者）
等

※飼養頭羽数が概ね牛10頭、豚100頭、
採卵鶏2,000羽以上

＜対象者＞
・ 集落営農組織
・ 農事組合法人
・ 農地所有適格法人
・ 農業者の組織する団体
・ 認定農業者

計画

地域肉牛振興計画

補助率

１／２以内

①臭気対策

等

補助額算出方法は経営体育成支援事業（融資主体型）に準ずる

ア） 集団補助 ： １／４以内
※１集団１基以上の設置が原則
イ） 個別補助 ： １／６以内

・・・1,000千円/戸

上限

新規就農者支援型

1/2以内

同上

ｱｸﾞﾘﾋﾞｼﾞﾈｽ参入型

3/10以内

同上

新時代対応型

環境配慮15/100以内

※脱臭装置の設置が原則
ウ）補助上限 ： 常緑樹・臭気対策耐久資材等

補助率

ﾊｰﾄﾞ3/10以内
同上

ソフト1/2以内

②排水対策・・・１／６以内
③市町村からの交付があったものを優先
問合せ先

群馬県農政部各農業事務所
農業振興課 生産振興係
【中部】電話：０２７－２３３－２０１１
【西部】電話：０２７－３２２－０５３９
【吾妻】電話：０２７９－７５－２３１１
【利根沼田】電話：０２７８－２３－０１８８
【東部】電話：０２７６－３１－３８２４

群馬県農政部畜産課 畜産振興係
電話：０２７－２２６－３１０６

群馬県農政部畜産課 畜産環境係
電話：０２７－２２６－３１１４

群馬県農政部農業構造政策課 構造改善係
電話：０２７－８９７－２７７２

