酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業：担い手確保推
進対策及び新事業体創出支援対策）実施要領
令和元年５月１３日付け
令和元年５月７日付け

農畜機第９３８号承認
全酪連総発第４５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、全国酪農業協同組合連合会（以下「全酪連」という）は、地域の生
産体制の強化を図るための事業に対し、酪農経営支援総合対策事業実施要綱（平成
２８年３ 月 ３ １ 日 付 け ２ ７ 農 畜 機 第 ５ ５ ７ ５ 号 。 以 下 「 要 綱 」 と い
う 。 ） に基づき、補助することとし、もって酪農生産基盤の維持及び強化に資す
るものとする。
この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－１）
、
「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２
６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
この事業の内容は、次のとおりとする。
１ 担い手確保推進対策
全酪連は、酪農経営の担い手確保を推進するため、第２に規定する生産者
集団、農業協同組合、農業協同組合連合会(都府県にあっては、都府県の区域
を地区とするものに限る)、畜産業の振興に資する事業を行う一般社団法人若
しくは一般財団法人若しくは中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８
１号）に基づく事業協同組合（以下「生産者集団等」という。）が、その地
区等を区域として、次に掲げる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。
（１）担い手確保を推進するための企画検討会議の開催
（２）経営離脱農家や新規就農者等の実態を把握するための調査
（３）新規就農希望者と経営離脱農家等のマッチング促進等のための情報発信

（４）酪農の魅力を発信するための資料、ウェブサイト等の製作及び交流会、
セミナー等の開催
（５）新規就農希望者等を対象とした研修施設の運営
ア 経営離脱農家等の施設を活用する場合に要する補改修に係る資材の購
入
イ 農業技術・経営ノウハウを指導する指導者の認定
ウ 農業技術・経営ノウハウを習得する研修会の実施
エ 新規就農希望者等の就農を支援するための税務指導等
（６）事業の円滑な推進を図るための指導等
２ 新事業体創出支援対策
全酪連は、既存の酪農経営体の協業化による新事業体の創出を支援するた
め、生産者集団等が、その地区等を区域として次に掲げる取組を実施するの
に要する経費を補助するものとする。
（１）新事業体を創出するための企画検討会議の開催
（２）新事業体創出に向けて経営離脱農家等の実態を把握するための調査
（３）協業化に当たっての労務管理や経営向上のためのセミナー等の実施
（４）事業の円滑な推進を図るための指導等
第２ 生産者集団の要件
生産者集団は、３者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ものとする。
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
第３ 事業の実施
１ 事業の実施期間
この事業の実施期間は、令和元年度とする。
２ 後援名義
生産者集団等は、この事業により調査報告書等を作成した場合及び就農セ
ミナー等の実施等に当たっては、原則として事業名及び「独立行政法人農畜
産業振興機構後援」名義を付すものとする。
第４ 事業の推進
生産者集団等は、全酪連の指導の下、関係団体等との連携に努めるととも
に、この事業の適正かつ円滑な実施を図るものとする。

第５ 全酪連の補助
全酪連は、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 補助金交付の手続等
１ 補助金の交付申請
生産者集団等は、この事業の実施に当たって、補助金の交付を受けようと
する場合は、全酪連代表理事会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（地域の生産体制強化事業：担い手確保推進対
策及び新事業体創出支援対策）補助金交付申請書を全酪連代表理事会長に提
出するものとする。
２ 事業の変更承認申請
生産者集団等は、補助金の交付決定のあった後において、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（地域の生産体制強化事業：担い手確保推進対策及び新事業体創
出支援対策）補助金交付変更承認申請書を全酪連代表理事会長に提出し、
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パーセントを超える増減
（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）全酪連は、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概算払をすることができるものとする。
（２）生産者集団等は、補助金の概算払請求をしようとする場合は、別紙様式
第３号の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業：担い手確
保推進対策及び新事業体創出支援対策）補助金概算払請求書を全酪連代表
理事会長に提出するものとする。
４ 事業の実績報告
生産者集団等は、この事業の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翌年度の４月１０日のいずれ
か早い日までに別紙様式第４号の酪農経営支援総合対策事業（地域の生産
体制強化事業：担い手確保推進対策及び新事業体創出支援対策）実績報告
書を全酪連代表理事会長に提出するものとする。
第７ 消費税及び地方消費税の取扱い
１ 生産者集団等は、全酪連代表理事会長に対して第６の１の酪農経営支援総
合対策事業（地域の生産体制強化事業：担い手確保推進対策及び新事業体創

出支援対策）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 生産者集団等は、１のただし書により申請をした場合において、第６の４
に係る酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業：担い手確保推
進対策及び新事業体創出支援対策）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
補助金額から減額して報告しなければならない。
３ 生産者集団等は、１のただし書により申請をした場合において、第６の４
に係る酪農経営支援総合対策事業（地域の生産体制強化事業：担い手確保推
進対策及び新事業体創出支援対策）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（地域
の生産体制強化事業：担い手確保推進対策及び新事業体創出支援対策）に係
る仕入れに係る消費税等相当額報告書を速やかに全酪連代表理事会長に提出
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）を全酪連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（公募団体自ら若しくはそれぞれの生産
者集団等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６月２０日までに、同様式により全酪連代表理事会長に報告し
なければならない。
第８ 帳簿等の整備保管等
１ 帳簿の整備保管
生産者集団等は、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
全酪連代表理事会長は、この要綱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９ 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、
全酪連代表理事会長が別に定めることができるものとする。
附則（令和元年５月７日付け全酪連総発第４５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３１年４月１日から適用する。
別表
事業の種類
補助対象経費
１ 担い手
生産者集団等が以下
確保推進 の取組を実施するのに
対策
要する経費
（１）担い手確保を推
進するための企画
検討会議の開催
（２）経営離脱農家や
新規就農等の実態
を把握するための
調査
（３）マッチング促進
等のための情報発
信
（４）酪農の魅力を発
信するための資
料、ウェブサイト
等の製作及び交流
会、セミナー等の
開催
（５）研修施設の運営
ア 経営離脱農家
等の施設を活用
する場合に要す
る補改修に係る

補助率又は額

定額

定額

定額

定額

１申請経営体当たり 500 千円以内

資材の購入
イ 農業技術・経
営ノウハウを指
導する指導者の
認定
ウ 新規就農希望
者等に対する研
修会の実施
エ 就農希望者等
の就農を支援す
るための税務指
導等
（６）事業の円滑な推
進を図るための指
導等
２ 新事業
生産者集団等が以下
体創出支 の取組を実施するのに
援対策
要する経費
（１）新事業体を創出
するための企画検
討会議の開催
（２）新事業体創出に
向けて経営離脱農
家等の実態を把握
するための調査
（３）協業化に当たっ
ての労務管理や経
営向上のためのセ
ミナー等の実施
（４）事業の円滑な推
進を図るための指
導等

定額

定額
（ただし、指導謝金は、８，０００円/
日以内）
定額
（ただし、税理士等への委託費用は、１
／２以内）
定額

定額

定額

定額
（ただし、経営コンサル等への委託費用
は、１／２以内）
定額

