
＜肉用牛振興に係る主な事業等の概要＞
【平成２０年１０月２１日現在】

新規に肉用牛
を飼養したい

肉用牛繁殖基盤強化総合対策
事業（新規参入円滑化等対策）

（社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

肉用牛繁殖経営を開始する新規参入者に対し、繁殖雌牛の導
入、農地の借入れ等に対し1/2以内を助成します。（農協等の
設置）

肉用牛繁殖基盤強化総合対策
事業（優良雌牛導入奨励）

（社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

優良繁殖雌牛の導入に対し、一頭当たり４０千円以内を助成し
ます。

肉用牛繁殖基盤強化総合対策
事業（中核的担い手育成増頭
推進）

(社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

一年間の増頭計画に基づき繁殖雌牛を10頭以上の飼養規模
に拡大した場合、一頭当たり８０千円の奨励金を交付します。

山形県和牛繁殖雌牛導入事業
市町村農林主務課
総合支庁農業振興課

県が、家畜導入のための基金を設置する市町村に対して助成
します。
市町村は、優良な肉用繁殖雌牛の導入を希望する中核的な
農業者に対して、一定期間（４年間）貸付けた後、雌牛の譲渡
を行います。

県産種雄牛の
雌子牛を残し
たい

優良和牛繁殖雌牛保留推進支
援事業

各農業協同組合等
総合支庁農業振興課

「安秀１６５」「北景茂」「平忠勝」の県産種雄牛の雌子牛を繁殖
用に自家保留又は導入した場合、１００千円／頭を支援しま
す。

離農農家等の
繁殖雌牛を継
承したい

肉用牛繁殖基盤強化総合対策
事業（円滑な雌牛継承推進）

（社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

離農する繁殖農家等で飼養されている繁殖雌牛を全頭継承す
る場合、必要な経費に対して助成します。

簡易牛舎を作
りたい

肉用牛繁殖基盤強化総合対策
事業（増頭に資する器具機材
等の整備）

(社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

繁殖雌牛の増頭に資する簡易施設（13㎡以内／頭、20千円以
内／㎡）等の整備に対して1/2以内を助成します。

経営内一貫生
産方式を導入
したい

肉用牛繁殖基盤強化総合対策
事業（経営内一貫生産方式の
導入推進）

(社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

自家生産された肥育素牛の増頭実績に応じ一頭当たり27千円
の奨励金を交付します。

哺乳ロボットを
導入したい

肉用牛生産性向上緊急対策事
業

(社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

哺乳ロボットや発情発見器等、生産性を向上する器具機材の
整備に対して1/2以内を助成します。

優良和牛増産モデル事業（和
牛体外受精卵の供給）

県農業総合研究セン
ター畜産試験場

子牛登記可能な和牛の体外受精卵を10千円／個で販売しま
す。

肉用牛繁殖基盤強化総合対策
事業（酪農経営活用肉用牛増
頭推進）

(社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

乳牛に登記可能受精卵を移植し、妊娠が確認された場合、10
千円／頭を助成します。（性判別卵は40千円／頭）
生産雌子牛を登記する場合、25千円／頭を助成します。

畜産担い手育成総合整備事業
（担い手支援型）
（再編整備型）
（水田地帯等担い手育成型）

県農業公社
総合支庁農業振興課

草地・飼料畑の造成整備と一体的に行う施設・機械に対し、
1/2以内を助成します。

強い農業づくり交付金
（飼料基盤の活用促進）

市町村農林主務課
総合支庁農業振興課

草地・飼料畑の造成整備と一体的に行う施設・機械に対し、
1/2以内を助成します。

強い農業づくり交付金
（飼料増産の取組）

市町村農林主務課
総合支庁農業振興課

牧草地や飼料畑における作付拡大を図るための共同利用施
設・機械に対し、1/2・1/3以内を助成します。

強い農業づくり交付金
（耕種作物活用型飼料増産の
取組）

市町村農林主務課
総合支庁農業振興課

転作飼料作物の作付けや稲わら収集面積の拡大を図るための
共同利用機械の導入等に対し、1/2・1/3以内を助成します。

耕畜連携水田活用対策事業
（生産振興助成）

市町村農林主務課
総合支庁農業振興課

水田を活用した飼料作物の生産・利用に係る調整活動・調査・
試験を支援します。
排水条件改良等簡易な基盤整備、水田を活用した飼料作物
の生産に係る収穫・調整機械等の導入に対し、1/2以内を助成
します。

国産飼料資源活用促進総合対
策（粗飼料自給率向上総合対
策）

（社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

生産性の低下が懸念される草地について、高位生産草地へ転
換した場合に助成します。

国産飼料資源活用促進総合対
策（青刈とうもろこし生産緊急拡
大事業）

（社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

飼料作物以外が作付けられている畑地や耕作放棄地におい
て、新たに青刈とうもろこしやソルガムを作付ける場合に助成し
ます。

こんな事業があります

乳用牛を活用
して肉用牛を
増頭したい

草地の整備、
自給飼料生産
用機械・施設を
導入したい

繁殖雌牛を導
入したい

事  業  内  容
実施主体
（相談窓口）

ご希望は
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飼料米を生産
したい

国産飼料資源活用促進総合対
策事業（飼料用米導入定着化
緊急対策事業）

エコ農業推進課
飼料用米（２０年産）の利活用をモデル実証するのに必要な経
費に対して助成します。

国産粗飼料増産対策事業（水
田裏利用飼料生産供給推進）

総合支庁農業振興課
水田裏作を活用し、新たな飼料を生産・供給する取組に助成し
ます。

粗飼料増産未利用資源活用促
進対策事業

総合支庁農業振興課
緑肥から飼料作物生産への転換及び耕作放棄地の飼料生産
利用を行う取組に助成します。

エコフィード緊急増産対策事業 総合支庁農業振興課
配合飼料メーカーと地域の食品残渣飼料化業者が連携したエ
コフィードの生産を増加させる取組を支援します。

国産飼料資源活用促進総合対
策（未利用資源飼料化促進事
業）

(社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

地域において、関係者が連携してエコフィードを推進しようとす
る際の地域調整会議の開催や成分分析、新たな飼料原料に
ついての給与実証、専門技術者の確保等について支援しま
す。

稲発酵粗飼料
や稲わらの有
効活用を図り
たい

国産粗飼料増産対策事業
（稲発酵粗飼料給与確立）
（飼料用国産稲わら確保対策）

全農県本部等
総合支庁農業振興課

稲発酵粗飼料の家畜への給与を行う畜産経営に対して助成し
ます。
稲わら・稲わらサイレージ等の収集及び調整等を行う組織の、
供給に要する経費を助成します。

肉用牛繁殖基盤強化総合対策
事業（遊休農地等活用放牧推
進）

(社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

電気牧柵や、レンタルカウの活用のためのリスト作成、輸送等
の取組みに対して1/2以内を助成します。

耕畜連携水田活用対策事業
（生産振興助成）

市町村農林主務課
総合支庁農業振興課

水田放牧牛の導入及び附帯施設等の整備に対して1/2以内を
助成します。

国産飼料資源活用促進総合対
策事業（粗飼料自給率向上総
合対策）

総合支庁農業振興課

農協等が放牧畜産を実施するのに必要な経費や施設等の整
備に要する経費に対し助成します。
放牧意欲のある農家に対して放牧経験牛の貸出し（レンタカ
ウ）を行う仕組みを構築するための経費に対し助成します。

国産飼料資源活用促進総合対
策事業（粗飼料自給率向上総
合対策、飼料増産受託システ
ムの確立）

全農県本部等
総合支庁農業振興課

コントラクターが飼料収穫作業等を受託した場合、作業の受託
面積等に応じ、1ha当たり５千円～４０千円を助成します。
受託作業メニュー拡充（長大作物の作付け・収穫他）

強い農業づくり交付金（多角的
農作業コントラクターの取組）

市町村農林主務課
総合支庁農業振興課

受託作業に必要な農業機械、施設の整備に対し、1/3以内を
助成します。

ヘルパーを利
用したい

肉用牛繁殖基盤強化総合対策
事業（肉用牛ヘルパー活動の
推進）

(社）山形県畜産協会
総合支庁農業振興課

肉用牛ヘルパーの活動の推進に対し、1/2以内を助成します。

繁殖経営の安
定を図りたい

肉用子牛生産者補給金制度 （社）山形県畜産協会
肉用子牛の家畜市場の全国平均価格が一定価格（保証基準
価格）を下回った場合、生産者補給金が交付されます。

肥育経営の安
定化を図りたい

肉用牛肥育経営安定対策事業 （社）山形県畜産協会

肥育牛１頭あたりの推定所得が平均家族労働費を下回った場
合、その水準に応じて四半期ごとに肥育生産者に補てん金が
交付されます。

未利用資源を
活用して飼料
生産したい

コントラクター
を作りたい、運
営したい

耕作放棄地等
を利用して放
牧を実施した
い

水田裏作や未
利用地を活用
して飼料生産
したい

  【連絡先】
        県エコ農業推進課畜産室畜産振興担当・自給飼料担当    ０２３－６３０－２４７３
         県村山総合支庁農業振興課畜産振興担当            ０２３－６２１－８１４５
         県最上総合支庁農業振興課畜産振興担当            ０２３３－２９－１３１９
         県置賜総合支庁農業振興課畜産振興担当                ０２３８－２６－６０５３
         県庄内総合支庁農業振興課畜産振興担当            ０２３５－６６－５５０４
         県農業総合研究センター畜産試験場                   ０２３３－２３－８８１９

         社団法人山形県畜産協会経営支援課                   ０２３－６３４－８１０８
         全農山形県本部畜産部畜産酪農課                     ０２３－６３４－８１５１


