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（通称：楽酪事業）

～楽しい酪農の実現に向けた応援～
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楽酪事業のポイント
Ⅰ 事業の目的 酪農家における労働負担軽減・省力化並び飼養管理技術の高度化に資する機械装置の導入

を支援するとともに、搾乳などに関する作業を複数経営の協業化等により集中管理し、外部
化するモデル的な取組を支援するもの。

Ⅱ 支援対象とな
る取組

搾乳ロボット、自動給餌機等の労働負担軽減・省力化及び飼養管理技術の高度化に資する
機械装置の導入（(1)労働負担軽減事業）
搾乳などに関する作業を集中管理することにより外部化するモデル的な施設整備（(2)集合

搾乳施設整備事業）

Ⅲ 事業実施主体 民間団体（(1)労働負担軽減事業）、生産者団体（(2)集合搾乳施設整備事業）

Ⅳ 事業の受益者 楽酪応援計画又は集合搾乳施設利用計画の達成に取り組む生産者団体(以下「楽酪応援会
議」という。)に所属する酪農家

Ⅴ 事業の仕組み 29年度の新規事業（基金事業ではない）
(1)労働負担軽減事業は、事業実施主体(民間団体)から交付する補助事業(補助率1/2)とし
て実施。
(2)集合搾乳施設整備事業は、農政局等から交付する補助事業(補助率1/2)として実施。

Ⅵ 採択要件 楽酪応援会議からの(1)労働負担軽減事業又は(2)集合搾乳施設整備事業の事業申請である
こと。
事業申請において、機械装置の導入による労働条件の改善効果、乳用後継牛の確保、災害

時の協力協定、今後の酪農経営の継続性等について点数評価し、優先順位付けして採択する
方針。

Ⅶ その他 (1)労働負担軽減事業では、酪農家１戸当たりの補助上限を設定(国庫補助金の上限は、１戸
当たり３千万円まで)。事業実施主体(民間団体)から、全国に広く公募。繰越しは認められ
ない。
(2)集合搾乳施設整備事業は、都道府県経由の間接補助事業として実施し、29年度内に施工
完了が基本。

なお、事業申請の要望額が予算額を上回った場合、楽酪応援会議から提出された点数評価さ
れた事業申請に基づき、全国的な視点から精査し、補助対象を決定。2017/4/3 3



１ 楽酪事業の目的

13 牛乳・乳製品の生産・流通等の改革
（５）酪農家の「働き方改革」

生産者は、毎日朝夕の搾乳や飼
料の給与等、農業従事者の中でも
とりわけ過酷な労働条件にある。
国は、政府の最重要課題である
「働き方改革」の趣旨を踏まえ、
搾乳ロボットやパーラーなど、労
働条件を大きく改善する設備投資
をはじめとする労働支援を幅広い
生産者が実行できるよう、短期・
集中的に支援する。

農林水産業・地域の
活力創造本部決定

農業競争力強化プログラム
（平成28年11月）

現状
酪農従事者の１人当たり年間労働時間は

約2,200(時間/年)であり、製造業2,050(時
間/年)と比べ長く、また早朝の搾乳や深夜
の分娩監視等もあり、周年拘束性が強い。

取組方向
酪農家の労働時間の内訳を見ると、搾乳

作業が５割、飼料給与作業が２割を占めるこ
と、また深夜対応も求められる分娩監視があ
ることから、これらの作業時間の短縮が労働
条件の大きな改善につながる。

また、酪農家の労働条件の改善のために
は、労働時間の短縮だけではなく、乳用後継
牛の確保や経産牛の長命連産の実現等の経営
上の課題に向けた取組が必要。

このため、機械装置の導入等により生じ
るゆとりの一部を利用して、これらの課題に
取り組む酪農家を優先的に支援。

～楽しい酪農の実現に向けた応援～
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２ 支援対象となる取組（(1)労働負担軽減事業）

地域酪農を担う経営体に対し、省力化に資する機械装置の
導入並びに飼養管理技術の高度化に資する取組を支援

楽酪応援計画

○ 機械装置の導入に
よる労働負担の改善

○ 後継牛の確保に向
けた取組

○ 後継者の確保等の
営農の継続性

○ 災害に伴う互助

楽酪応援会議

受益者
(個別の酪農家も可)

作業時間
が短くなり、
育成牛や乾
乳牛に目を
向ける時間
も増やすこ
とができる
よ!!!

発情発見装置

搾乳ロボット 搾乳ﾕﾆｯﾄ搬送ﾚｰﾙ 自動給餌機

ほ乳ロボット 分娩監視装置

省力化に資する機械装置のイメージ図

支援対象者
○ 楽酪応援会議（生産者集団）に所
属する酪農家

支援対象となる機械装置
○ 省力化に資する機械装置のリース
方式による導入（補助率1/2以内）

○ なお、国庫補助金の上限は、酪農
家１戸当たり３千万円まで

申請方法
○ 生産者団体（楽酪応援会議）から、
事業実施主体（民間団体）に対して、
計画申請（※県は通じない）

事業採択
○ 楽酪応援計画の項目ごとに記載さ
れた点数評価に基づき、優先順位付
けして採択

事業実施主体
（民間団体）

申請
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農政局
等

３ 支援対象となる取組（(2)集合搾乳施設整備事業）

地域の搾乳牛を一元集約した上で、最新の省力化機器
を活用し、搾乳牛の飼養管理作業を省力化・高度化する
取組に対する施設整備の支援

楽酪応援会議

受益者

皆の搾乳牛
を集合して管
理し、輪番で
世話を行えば、
毎日の飼養管
理作業も楽に
なるよ!!!

集合搾乳施設利用
計画

○ 搾乳作業等の共
同化による労働負
担の改善

○ 後継牛の確保に
向けた取組

○ 後継者の確保等
の営農の継続性

○ 災害に伴う互助

申請
都道府県・
市町村

事業実施主体

搾乳ロボット ほ乳ロボットほ乳ロボット

自動給餌機 発情発見装置

省力化を図るため、搾乳
牛を集め、共同して搾乳作
業等の飼養管理を行う施設
を整備。
酪農家が輪番で管理する

ことにより、毎日の搾乳作
業からの解放が可能。

集合搾乳施設のイメージ

支援対象者
○ 楽酪応援会議（生産者集団）に所
属する酪農家による共同利用の取組

支援対象となる機械装置
○ 家畜飼養管理施設
（補助率1/2以内）

○ 省力化に資する機械装置の導入
（補助率1/2以内）

申請方法
○ 生産者団体（楽酪応援会議）から、
都道府県・市町村を通じて、農政局
等に計画申請

事業採択
○ 農水本省・農政局等は、集合搾乳
施設利用計画の項目ごとに記載され
た点数評価に基づき、優先順位付け
して採択2017/4/3 6



４ 事業の仕組み

○ 我が国の酪農経営体は様々な経営形態による家族経営が大宗を占めることから、『酪農
家の「働き方改革」』に示された課題解決を図るためには、自主的な創意工夫に基づいた
取組が必要です。

○ このため、地域の実情を踏まえた乳用後継牛の確保や経産牛の長命連産の実現等の取組
が進められるよう、楽酪応援会議から事業申請が行われるような仕組みとしています。

楽酪事業（酪農経営体生産性向上緊急対策事業）の仕組み

規模拡大を目指
すAさん、Bさん、
Cさんは、共同で
搾乳牛の管理を行
う取組にチャレン
ジしてみてはどう
でしょうか。

事業の生産者団体
（楽酪応援会議）

楽酪事業への
事業申請

申請
集合搾乳施設利用計画
(2)集合搾乳施設整備事業

集合搾乳施設の設置・
利用に関する計画

楽酪応援計画
(1)労働負担軽減事業

省力化機器の導入・利
用に関する計画

農
政
局
等

都
道
府
県

市
町
村

申請 申請

承認報告

承認報告

承認

農水本省
事業実施
主体

（民間団体） 承認
申請

配分予定額通知

協議
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５ 採択要件

○ 楽酪事業は、酪農家の働き方の改善を図るとともに、省力化機器の導入等により生ずる
ゆとりを活用し、飼養管理技術の高度化を図ることを目的としています。

○ このため、楽酪応援会議からの事業申請（楽酪応援計画、集合搾乳施設利用計画）は、
酪農家が将来への意欲を持って働くことのできる環境や、後継者確保につながる環境の整
備に向け、地域の自主的な取組を促すものとなることが重要です。

○ なお、楽酪事業の要領において、事業申請に記載された事項ごとに点数評価し、優先順
位付けして採択する方針です。

楽酪応援計画

◎ 酪農家の経営スタ
イルに合った省力化
のための施設機械の
活用による効果

◎ 乳用後継牛の確保
及び経産牛の長命連
産の実現等に向けた
取組方針

◎ 災害時の協力協定

酪農家における省力化や労力負担の軽減の実現に向けたに取組計画
○ 搾乳作業：搾乳ロボット、ミルキングパーラー等の搾乳機器の活用

による労働時間短縮効果
○ 給餌作業：自動給餌器、ほ乳ロボット等の給餌機器等の活用による

労働時間短縮
○ 繁殖管理作業：発情発見装置、分娩監視装置等の活用による労働時

間短縮

省力化機器の導入等により得られた時間を用い、酪農家の分担･協力
により、後継牛の確保や家畜の健康向上に向けた取組計画
○ 放牧地を持つ農家への育成牛の預託と観察の強化
○ 大型機械を所有する酪農家による良質粗飼料の増産
○ 地域酪農の維持のための後継者の確保

災害により機器が損壊したり、停電により搾乳ができない場合に、地
域で互助により搾乳等を代行する災害対応に備えた取組計画2017/4/3 8



６ 事業の仕組みのポイント

事業
メニュー

事業実施
主体

生産者団体 受益者 事業実施のための
ポイント

集合搾乳
施設整備
事業

楽酪応援会議

：生産者集団、
農業協同組合
等

生産者集団、
事業協同組合
等

集合搾乳施設
利用計画に位
置付けられた
酪農家

○ 搾乳牛の飼養管理作業を共同して、省力
化・高度化する取組内容となっていること

労働負担
軽減事業

民間団体
生産者集団、
事業協同組合
等

楽酪応援計画
に位置付けら
れた酪農家

（共通）

○ 点数評価は適正に算定されていること
○ 後継者の確保等の取組の継続性が確保さ
れていること

○ 削減された労働時間の一部を後継牛の確
保等に充てる取組内容となっていること

○ 災害時の協力協定が作成されていること

補助対象となる施設機械の整備・導入

集合搾乳施設
整備事業

○家畜飼養管理施設と、これに伴う家畜排せつ物処理施設

労働負担軽減
事業

○搾乳機械装置（搾乳ﾛﾎﾞｯﾄ、ﾐﾙｷﾝｸﾞﾊﾟｰﾗｰ、搾乳ﾕﾆｯﾄ搬送ﾚｰﾙ）
○飼料給与装置（自動給餌装置、ほ乳ﾛﾎﾞｯﾄ）
○発情発見装置、分娩監視装置
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７ 事業採択の考え方

○ 楽酪事業の事業申請では、生産者団体（楽酪応援会議）において、点数評価を実施した上、
① 集合搾乳施設整備事業については、都道府県等において点数評価を確認の上、農政局等に申請し、

点数評価の順に採択する方針です。
② 労働負担軽減事業については、生産者団体が事業実施主体に申請し、事業実施主体において点数

評価を確認の上、点数評価の順に採択する方針です。

楽酪事業の事業申請に当たってのポイント

内容

１）点数評価
省力化機器の活用による労働時間短縮効

果の発揮が、確実と見込まれるか。
２）後継者の確保等
省力化機器を導入した経営は、今後とも

地域酪農を担うことが、確実と見込まれる
か。
３）乳用後継牛の確保等
削減された労働時間の一部を乳用後継牛

の確保や自給飼料の増産等の地域酪農の課
題解決に向けた取組に充てることが、確実
と見込まれるか。
４）災害時の協力協定
①飼料の備蓄、②取水方法、③搾乳、除

ふん等の機器作業の停電時に備えた代替シ
ステムを検討し、協力協定の計画が作成さ
れているか。

生産者団体の体制

１）継続性
事業による支援計画

の達成に向けた取組が
継続的に行われる体制
を有していること

２）運営管理
楽酪事業の事業実施

主体や補助対象として、
補助事業の遂行が可能
な体制を有しているこ
と

３）受益者
補助事業の受益者が、

将来に渡って安定的な
営農が行われることが
確実であること

○ 国庫補助事業により、酪農家の労
働条件の改善に向けた取組を支援す
るため、

① 機械等導入事業は、酪農家１戸当
たりの補助上限を設定

（国庫補助金の上限は、１戸当たり３千万円まで）

② 事業申請の要望額が予算額を上
回った場合、都道府県内の事業実施
計画の優先順位や点数評価を全国的
な視点から精査し、補助対象を決定

（地域内の共同利用や災害時の緊急対応の計画に位
置付けられる場合も、点数評価は高くなる）

③ 事業費が多額な計画については、
一部の事業費の調整を実施

予算配分の考え方
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