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・　国民食生活、農業生産、農山村地域の活性化、地域経済、国土・自然環境の保全、良好な景観の形成等において大家
畜生産が有する機能・役割を踏まえ、土地基盤に立脚しつつ、持てる力が最大限に発揮されるよう、生産の振興を図ること
が重要。

・　国民の幅広い支持の下で、生産を展開していくためには、ＷＴＯ交渉の進展等国際化に対応し得る一層の生産性の向上
を図ることが重要。

第１　酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本的な指針

基本理念

◎　土地利用型酪農推進の取組み

Ａランク　　　100ａ以上　　　 15,500円
Ｂランク　　　50～99ａ　　　　13,500円
Ｃランク　　　30～49ａ　　　　11,500円
Ｄランク　　 　29ａ以下 　 5,500円

　　　　　　　　　

対象牛１頭当たりの飼料作物作付面積に応じてＡ～Ｄにランク分けし、ラン
クごとに１頭当たり定額の奨励金を交付。

（北海道の場合）

・　畜産環境問題に適切に対応し得る飼料基盤に立脚した酪農経営を実施している生産者を支援するための施策として平成１１年度に、
土地利用型酪農推進事業を創設。

・　本事業は、ＷＴＯ協定上、環境対策にかかる「緑」の政策として通報。

事業内容

（ゼロを除く）

（16年度）



１　我が国酪農・肉用牛生産の基本的な展開方向

・酪農については、新たな加工原料乳生産者補給金制度の下で、意欲ある担い手の経営安定を確保。

◎加工原料乳生産者補給金制度の変遷 ◎加工原料乳生産者経営安定対策

（13年度～）
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乳製品の価格
安定の目標

価格は行政が決定

・加工原料乳価格が補てん基準価格（過去３年間
の平均取引価格）を下回った場合に、加工原料乳
の生産者に補てん金を交付。

・原資は、生産者と国が１：３の割合で拠出。

・１５年度まで発動実績なし。

・　加工原料乳生産者補給金制度は、加工原料乳の生産者への補給金の交付を通じて、乳製品の価格の安定、加工原料乳地域の再生産の確
保と酪農経営の安定を図ることを目的として昭和41年に創設。

・　13年度の制度改正により、行政価格を廃止し、加工原料乳価は生産者と乳業者との交渉により決定して国は補給金単価のみを決定する仕組

みに変更。

・　また、行政価格の廃止に伴い、加工原料乳価格の低落が酪農経営に及ぼす影響を緩和する観点から、加工原料乳生産者経営安定対
策を創設。

（１）　経営安定のための制度の概要

A年度 A+1年度 A+2年度 A+3年度
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からの低

落分の
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○補給金単価及び限度数量の推移 （単位：円／kg，千ﾄﾝ）
年度 平成9 10 11 12 13 14 15 16
単価 10.87 10.84 10.80 10.30 10.30 11.00 10.74 10.52

限度数量 2,400 2,400 2,400 2,400 2,270 2,200 2,100 2,100



・肉用牛生産については、肉用子牛生産者補給金等の適切な運用を図りつつ、意欲ある担い手の経営の安定を確保。

◎　保証基準価格の推移◎　肉用子牛生産者補給金制度の仕組み

生

産

者

補

給

金

×10／10

保証基準価格

合理化目標価格

肉用子牛の平均売買価格
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国（(独)農畜産業振興機構)
から交付される生産者補給

交付金を財源
指定協会にあらかじめ積み立
てた生産者積立金を財源

負担割合　国の助成　１／２

　　　　　    県の助成　１／４

　　　　　    生産者     １／４

その他の
年 度 黒毛和種 褐毛和種 乳用種 交雑種

肉専用種
平成１０年度 304,000 280,000 202,000 156,000

267,000 246,000 147,000 111,000
１１年度 304,000 280,000 200,000 156,000

267,000 246,000 141,000 111,000
１２年度 304,000 280,000 200,000 131,000 175,000

267,000 246,000 141,000 80,000 135,000
１３年度 304,000 280,000 200,000 131,000 175,000

267,000 246,000 141,000 80,000 135,000
１４年度 304,000 280,000 200,000 131,000 175,000

267,000 246,000 141,000 80,000 135,000
１５年度 304,000 280,000 200,000 131,000 175,000

267,000 246,000 141,000 80,000 135,000
１６年度 304,000 280,000 200,000 129,000 175,000

267,000 246,000 141,000 80,000 135,000
＊上段は保証基準価格、下段は合理化目標価格。
＊乳用種と交雑種については、平成１２年度から分離された。

・　肉用子牛生産者補給金制度は、牛肉の輸入自由化による影響（価格低落）が最終的に転嫁される肉用子牛にかかるセーフ
ティーネットとして創設。

・　肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付することにより、肉用子牛　　
生産の安定を図るため、肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、平成２年度から実施。

・　乳用種子牛と交雑種子牛との価格差が拡大・定着したことから、平成１２年度から乳用種と交雑種を分離。

・　１３年度のＢＳＥの発生等不測の事態が発生した際にも、肉用子牛の再生産を図るためのセーフティーネットとして十分　　　　　
　　　　　に機能を発揮。　　　

肉用牛子牛生産者補給金制度



（単位：円／頭）

肉専用種 交雑種 乳用種

第１四半期 22,900 － －

第２四半期 47,300 － 6,600

第３四半期 72,600 34,100 28,300

第４四半期 72,600 34,100 28,300

　４月 72,600 34,100 28,300

　５月 72,600 34,100 28,300

　６月 72,600 34,100 28,300

　７月 21,100 33,800 28,300

　８月 10,100 7,300 28,300

　９月 5,600 － 28,300

１０月 － － 25,800

１１月 － － －

１２月 － 7,300 28,300

　１月 － 17,400 28,300

　２月 － － 28,300

　３月 － － 28,300

第１四半期 － － 28,300

第２四半期 － － 28,300

第３四半期 － － 28,300

第４四半期 － － －

H
16

第１四半期 － － －

H
13
年
度

H
14
年
度

H
15
年
度

・ 肉用牛肥育経営については、もと畜の導入から肥育牛の出荷まで一定期間を要し、かつ生産費に占めるもと畜費の割合が大きいことから、
もと畜費と枝肉価格の水準によっては経営収支の悪化が懸念される。肉用牛肥育経営安定対策事業は、肉用牛肥育経営の収支が悪化した場合
に、契約農家に対し補てん金を交付する仕組みであり、平成元年度に創設。

・ 平成元年から、所得の低下の程度に応じて、定額助成する仕組みとして実施。

・ 平成１３年から、各県団体が地域基金を造成し、地域毎に算定した肥育牛１頭当たりの四半期推定所得が基準家族労働費を下回った場合に
その差額の８割以内を補てん金として交付する仕組みとして実施。

・ １３年のＢＳＥの発生等不測の事態が発生した際にも、肥育経営の安定化を図るためのセーフティーネットとして十分に機能を発揮。

◎　補てん金額の推移
◎　肉用牛肥育経営安定対策事業の仕組み

基準家
族労働
費

家族労
働費以
外の生
産費

（通常時）

所得

補てん金

（所得低下時）

・差額の８割を補てん

・財源は生産者も負担（生産者１：国３）

所得

粗収益 粗収益

（注）生産費として県団体が全国平均値を用いた

　　　場合の単価である。

肉用牛肥育経営安定対策事業

補てん金

・下回った程度に応じて定額助成

・財源は全て国が負担

旧制度：平成元年～ 現行制度：平成１３年～

（定額助成方式） （地域毎の算定による補てん方式）



（２）　経営感覚に優れた経営の育成等

・　経営感覚に優れたゆとりある生産性の高い経営体により生産の大宗が担われる生産構造の実現。

・　乳業工場や食肉処理施設の再編整備等による処理・加工、流通部門での合理化の推進。　（Ｐ10～11，17，19参照。）

・　生産から流通までの一貫した衛生対策の推進。　（Ｐ18～19，25参照。）

（参考）

Ｈ22年（展望）

Ｈ22年（展望）

酪農経営における飼養規模の拡大は進展し
ており、成畜飼養頭数50頭以上層の頭数シェ

アは、１５年で５７％となっている。

肉用牛経営における飼養規模の拡大は進
展しており、肥育牛飼養頭数100頭以上層

の頭数シェアは、１５年で７７％となっている。

（注） 　　は、12年3月に農業・農業・農村基本計画と併せて公表された「農業構造の展望」において示された。

主業農家の状況 効率的かつ安定的な家族農業経営

酪　農

肉用牛（肥育）

戸　　　数 ： 　　　　 ２万程度
経営規模 ：　　　 ５０頭程度
飼養頭数シェア ：　　 約９割

戸　　　数 ：　 　　　１万程度
経営規模 ：　 140頭程度
飼養頭数シェア ： 約８割

評　　　　　価

畜産農家の認定農業者の状況

酪　　農　　　　　　　　　　　　　　　肉用牛

認定農業者数（千経営体）　 　　　８．３　　　　　　１３．７　　　　　　 ４．９　　　　　　１４．０
認定割合（％）　　　　　　　　 　 ２１．０ 　 　４７．２　　 　　 　３．４　　　 １４．９

（注）１：認定農業者数の平成９年の数値は経営局経営政策課、平成１６年の数値は生産局畜産企画課調べ。

網掛け

主業農家戸数 ： 　　　　２．７　万　　　　２　万
　 ９年　 →　 １５年

主業農家戸数 ： 　 １．５　万　　　１．１　万

Ｈ９年　　→　　Ｈ１６年
　　　

Ｈ９年　　→　　Ｈ１６年
　　　

飼養戸数 ： 　　　　 　 　３．９　万 　　３．０　万

成畜５０頭規模以上
層飼養頭数シェア ：　
　

４７　％　　　５７　％　

　９年　→　１５年

飼養戸数 ： 　　　　 　３．１　万 　　１．９　万

100頭規模以上層
飼養頭数シェア ：　
　

７０　％　　 ７７　％　

　　３１　頭　　　３８　頭１戸当たり経産牛頭数 ：
　 　

６０　頭　　　９５　頭１戸当たり飼養頭数 ：
　 　

　　　２：認定割合は「畜産統計」の飼養農家戸数に占める認定農業者数である。

（注）経営規模は総飼養頭数。

（注）経営規模は経産牛頭数。

9.8　千戸　 　　　5.7　千戸　　　　　　
　　　　　　　12.3　　％　　　　 30.5　　％

　　　　　　

　　繁　　殖　　　　　　　　肥　　育　　
　　

（参考）　H16年　肉用牛

　　　



２　ゆとりある生産性の高い経営体の育成・確保

（１）　土地基盤に立脚した畜産経営の育成

・　生産コストの低減等による経営の安定、家畜排せつ物の適切な処理・利用と併せ、酪農及び肉用牛生産の有する多
面的機能の発揮のため、飼料基盤の拡充、良質かつ低コストな自給飼料生産の推進、飼料生産の外部化及び耕種部
門との連携、日本型放牧の促進等の飼料作物生産の拡大のための取組を強化し、土地基盤に立脚した経営体を育成。

　　　　　　　　　　　　H９年度　→　H１５年度　　 H２２年度(目標) ・　作付面積については、畜産農家数の減少、規模拡大の進展による飼
料生産労働力の不足、飼料作物に比べて収益が相対的に有利な小麦
や大豆の水田における作付拡大により直接の収益につながらない飼料
作物の拡大が困難といった状況から、作付面積は減少傾向となっている。

現状値等 評　　　価

飼料作物

作付面積　　　　 97万ha 　　 　93万ha　　　 　110万ha

生産量
(TDNﾍﾞｰｽ)
　

単 収　　　　41.0t/ha　 　38.0t/ha　　　　44.6t/ha

394万t       　　　352万t　　　　　508万トン ・　単収については、草地の不耕起簡易更新の停滞、優良品種への転
換の遅れ、栄養収量の高いとうもろこしの作付面積の減少から低下傾向。

稲発酵粗飼料

　　　　　　　　　　　　 H９年度　 →　 H１５年度　　　

作付面積　　　　25 ha　（14県） 　5,214 ha　（41県）

放牧の状況（14年度）

飼養戸数　　放牧取組戸数　　取組割合

酪　　　農　　北海道　　 9,400戸　　 4,610戸　　　 49％　　

　　　　　　　　都府県　　 21,600戸　　 240戸　　 　 １％　　

繁殖経営　　　　　　　 89,400戸　　 4,300戸　　　 ５％　　

稲わらの飼料利用

　　　　　　　　　　　　 H９年度　 →　 H１５年度　　　

稲わらの飼料仕向量　　　 1,267 千ｔ　　　　 1,011 千ｔ　

稲わらの輸入量 243 千ｔ　　　　　　　150 千ｔ　

・　稲発酵粗飼料は、稲作農家にとっては作り易く、畜産農家にとっては
飼料価値の高い「飼料作物」として水田での作付が増加。

・　乳用牛の放牧については、牧草地での放牧が一般的であり、集約放
牧を取り入れることにより、乳量の減少を抑えることが可能。

・　肉用牛繁殖めす牛の放牧については、耕作放棄地、野草地等での放
牧が可能。

・　稲わらの飼料利用については減少傾向にあったが、平成12年の口蹄
疫発生を契機として、国産稲わらの利用拡大を推進したことから、平成14
年出来秋分では９割の自給率となった。

網掛け（注）　　　　　　　　は、現行食料・農業・農村基本計画における目標値。



・　酪農については、地域の条件や経営実態に応じた多様な経営展開を推進し、生乳生産の増大を図る。

○生乳100kg当たり生産費

○繁殖経営　（子牛１頭当たり生産費）

　１頭当たり乳量や自給飼料生産の伸び悩み、労働時間の短縮
が進まなかったこと等により、生産費の減少はわずかな低減に
止まっている。

・　繁殖経営においては、経営規模拡大や子牛生産率の向
上等の進展が遅いことから、子牛１頭当たり生産費の減少
はわずかな低減に止まっている。

・　肉用牛生産については、安定的な規模拡大を図りつつ、品種、土地条件､経営実態に応じた多様な経営が展開され、肉専用種を
中心とした肉用牛生産の増大を図る。

酪　農

　　　　Ｈ９年度 　　　　　　 Ｈ１４年度 　 　Ｈ22年度(目標)　
　　7,794円/100kg　→　 7,469円/100kg  　
　　　　　　　　　　　　　　 （▲ 4.2％）　　　　　　　

２割程度の低減

肉用牛

　　　Ｈ９年度 　　　　　　 Ｈ１４年度 　 　　　　　Ｈ22年度(目標)　
　　449千円/頭　　→　 432千円/頭　（▲3.8％）　　　　　

２割程度の低減

○肥育経営　（肥育牛１頭当たり生産費）

　　　　　　　　 Ｈ９年度　 　　 Ｈ１４年度 　　　　 Ｈ22年度(目標)　
肉専用種　　764千円/頭　→ 770千円/頭　

（ 0.8％）　　　　　

乳 用 種　　 403千円/頭　→ 365千円/頭　
（ ▲9.4％）　　　　　

２割程度の低減

２割程度の低減

現状値及び目標値 評　　　価

・　肥育経営においては、肥育牛の生産費はもと畜費の影
響を大きく受けて変動すること、肉質の向上に重点を置いた
飼養管理が行われた結果、肥育期間の短縮化が図られな
かったこと等から、生産費は横ばいないしわずかな低減に
止まっている。

（注）　　　　　　　　　は、現行食料・農業・農村基本計画における目標値。網掛け

（２）　ゆとりある生産性の高い経営の実現



（３）経営の円滑な継承及び女性の役割

・重要な担い手である女性の役割を適正に評価し、男女が共同で経営活動等に参画する機会を確保。

・酪農経営については、後継者への円滑な継承を基本に、離農跡地の活用等経営の円滑な継承を推進。肉用牛経営につ
いては、後継者への円滑な継承と安定的な規模拡大を基本とし、複合部門としての繁殖経営への新規参入を促進。

○農外から畜産への新規参入者数の推移

単位：％

就業先 就業形態 稲作 施設野菜 果樹 酪農 肉用牛

経営の責任者 35.0 39.3 26.4 8.5 15.8

世帯員（家族） 58.7 55.4 67.4 84.8 62.1

雇われて農業に従事 2.1 0.3 0.5 3.6 1.1

経営の責任者 0.0 0.3 0.5 0.0 1.1

構成員 1.2 0.8 1.6 0.4 7.4

雇われて農業に従事 3.1 4.0 3.6 2.7 12.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

資料：農林水産省「農林水産業新規就業者調査結果概要（平成１４年６月１日現在）」

注：数値は、各部門における就業形態の割合。

農家

農業法人

計

○部門別の新規就農者の状況
単位：％

60～99 100～149 150～199 200～249 250日以上

酪農 0.8 3.1 7.2 4.6 84.3

肉用牛 8.9 1.0 12.6 20.9 56.6

施設野菜 0.8 3.2 7.3 11.0 77.6

果樹 3.6 6.9 16.2 29.9 43.4

稲作 22.2 19.4 26.3 18.1 14.1

資料：農林水産省「平成15年女性の就業構造・経営参画状況調査」

○女性就業者の就業日数別農家数割合（単一経営）

○女性起業の事例

資料：（社）農山漁村女性・生活活動支援協会「農山漁村の女性起業200選」

酪農においては世帯員（後継又は配偶者）の新規就農、
肉用牛においては、農業法人への被雇用の割合が高い。

資料：農林水産省生産局調べ（都道府県への聞き取り）

注：本人が経営者でない又は親等の経営を引き継いだ場合は除く。
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畜産における女性就業者の就業日数は多い傾向にあり、特に酪
農においては、250日以上が８割を超えている。

岡山県　Ｙ牧場

・後継者の就農を契機に、平成10年、新たに生乳加工部門を開始

し、奥さんがその代表に就く。

酪農（飼養規模：８５頭）
アイスクリームの製造・直売・宅配（年間販売額： 4,700万円）

・女性農業士として、農村の女性起業者のネットワークづくりにも取
り組んでいる。

・牧場は、酪農教育ファームの認証を受け、消費者や周辺住民と
の関わりも重視。



○ 適正管理及び利活用に欠かせない多様な管理形態

不適切な管理不適切な管理

野積み

条件に応じた多様な管理形態条件に応じた多様な管理形態
管
理
の
適
正
化

資
源
の
有
効
活
用

素掘り

汚水浄化

たい肥化

メタン発酵

簡易対応

炭　化

「家畜排せつ物法」の制定を踏まえ、施設設備、耕畜連携によるたい肥の広域利用、エネルギー利用等を推進。

３　環境問題への適切な対応

施設整備計画及び実績（１５～１６年度）

１５年度 １６年度

計画 実績 計画 実績

整備推進中５，８００戸 ５，７４４戸 ７，８００戸

１２～１６年度整備計画 １２～１５年度整備実績 進捗率
Ａ Ｂ Ｂ／Ａ

２７，８８８戸 ２０，０４１戸 ７２％

※ この他、１６年度に約８０００戸の簡易対応の実施を計画

○施設整備計画の進捗

○施設整備計画に基づいた施設整備の促進

管理基準の適用対象外

約８万戸

法施行以前に

対応済み

約２．６万戸

牛　　１０頭未満　・　豚１００頭未満

鶏２０００羽未満　・　馬　１０頭未満

管理基準の猶予管理基準の猶予

期限内に対応期限内に対応

約４万戸約４万戸

管理基準の適用対象外

約８万戸

法施行以前に

対応済み

約２．６万戸

牛　　１０頭未満　・　豚１００頭未満

鶏２０００羽未満　・　馬　１０頭未満

管理基準の猶予管理基準の猶予

期限内に対応期限内に対応

約４万戸約４万戸

資料：「畜産環境整備促進プロジェクト」総点検結果（15年７月）
なお、管理基準の適用対象外農家（約８万戸）からの家畜排せつ物発生量は、全体発生量の約５％

程度と推定。

◎「総点検」結果に基づく整備計画（ 工程表」の要約）「

12～14 15年度 16年度 合計
年度実績

14,300 5,800 7,800 13,600施設整備 戸（ ）

1,500 1,800 7,900 9,700簡易対応 戸（ ） (注)

注：将来的な施設整備のための緊急的な対応約３０００戸を含む。



４　流通・加工の合理化

・　生乳の流通・加工については、生産者団体による効果的な用途別計画生産及び広域需給調整、集送乳の合理化、余
剰生乳の適切な処理、乳業工場の規模等の適正化（Ｐ１７参照）を推進。　

○生乳流通について

・平成13年度にはすべての地域ブロックにおいて指定生乳生産者団体が広域化。

　　　47指定団体（都道府県ごと）→10指定団体（ブロックごと）

・酪農乳業情報センター（現（社）日本酪農乳業協会）が生産者団体及び乳業者の参画のもと策定し
　た生乳需給見通しを基礎に、生産者団体においては用途別（飲用牛乳・乳製品向け）の供給計画
　数量を設定（13年～）。

・域外への送乳体制が強化され需給調整機能が向上したことにより、余剰生乳は減少傾向。

　　　都府県の加工原料乳認定数量　　９年度：５２０千トン　→　15年度：２９９千トン

・北海道、九州からの生乳移入により大消費地の需要に対応。

○集送乳の合理化について

・集送乳の合理化に取り組み、コストの低減に成功した地域もみられる一方、合理化が進んでいな
い地域も存在。

別添　参考資料（Ｐ１～６）参照



・　肉用牛及び牛肉の流通・加工については、家畜市場・食肉処理場の再編、部分肉流通の促進、食肉卸売市場の整備
を推進。　（Ｐ19参照。）

◎牛の施設別処理頭数の推移

34%

36%

34%

45%

32%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｓ６０

Ｈ１４

食肉卸売市場 食肉センター その他のと畜場

部分肉流通の
拠点的な施設

資料：農林水産省「畜産物流通統計」

・　産地段階において、と畜・解体から部分肉処理までを
省力的かつ衛生的に一貫処理する産地食肉センターの処
理割合が向上し、効率的な部分肉流通が進展。

・　家畜市場は、初生牛から肉用子牛、成牛にいたるまで
の各ステージの肉用牛において、公正な取引及び適正な
価格形成を確保するとともに、肉用子牛生産地域の活性
化の観点からも重要。

・　市場規模の大型化に伴い市場数は減少傾向。

◎家畜市場数の推移(全国)

資料：農林水産省食肉鶏卵課調べ
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別添　参考資料（Ｐ14～17）　参照



消費者への情報の提供、表示の適正化、生産現場における消費者との交流やふれあい教育等の推進

受け入れ牧場と教育関係機関
が事前打合せを行い、学校の
授業の一環として活用

常時受け入れが可能で、子
供から老人まで手軽に参加

消費者

給餌、搾乳、授乳、ブラッシン
グ、牛追い、堆肥・畑作り、草
取り等

バター作り、搾乳、授乳、農
作業、野菜収穫、ファームス
テイ等

体験内容

酪農教育ファーム

（174牧場、個人経営中心）

ふれあい牧場

（164牧場、公共牧場中心）

○生産現場における消費者との交流

116

135

167
174
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200
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（牧場）

○酪農教育ファーム数の推移

・　平成12年度に「酪農教育ファーム認証制
度」が創設されて以降、年々増加。

・　学校の授業の一環として訪問するケース
が過半を占めるなど、教育活動の実践の場と
して高い評価。

５　生産者と消費者のパートナーシップの構築

資料：農林水産省畜産企画課調べ

・　ふれあい牧場における活動は、様々なプ
ログラムがあり、観光型、研修型など幅広い
ニーズに対応している。また、地域特産物の
調達など関係者との協力により地域の活性化
に寄与している。　

・　酪農教育ファームにおける活動は、参加
者に搾乳、哺乳、餌やり、堆肥処理などを実
際に体験させる体験学習が中心。



６　その他重要事項

・　家畜改良増殖の推進（Ｐ21～22参照)、新技術の開発普及（Ｐ22参照)、ヘルパー・コントラクターの育成、畜産物の安全

性確保、有機性資源の飼料化等を推進。

　　　　　　　　　　 Ｈ９年度 →　Ｈ１４年度
酪農ﾍﾙﾊﾟｰ組織
への加入率　　　　　　　５９．１％　　　　６８．８％

利用日数(日/年)　　　　１２．２　 　 １５．６

　　　　　　　　　　 Ｈ１０年 →　 Ｈ１５年
肉用牛ﾍﾙﾊﾟｰ組織
への加入率　　　　　　　２６ ％　　　　 ４８ ％

　 　　　　Ｈ９年度　→　Ｈ１５年度　Ｈ２２年度(目標)
飼料生産受託
面積(千ha)　　　 　　３８ 　　　　 　７７ 　　３倍程度の拡大

・　酪農ヘルパー組織への加入率は着実に増加傾向。

・　酪農ヘルパーの活用による労働の軽減、ゆとりある酪農の実現
を図るため、ヘルパー利用日数に応じた助成、ヘルパー要員の養
成研修等を実施。これにより、酪農ヘルパーの利用日数は増加傾
向。

・　肉用牛経営における労働負担の軽減を図るため、肉用牛ヘル
パー利用のための互助制度への支援等を実施。これにより、高齢
の経営者がいる繁殖経営を中心に肉用牛ヘルパー組織への加入
率は増加傾向。

・　コントラクターの利用促進を図るため、機械施設の整備、飼料収
穫作業等を受託した場合に各作業の受託面積に応じた助成等を実
施。これにより飼料生産受託面積は着実に拡大。

現状値及び目標値 評　　　価

酪農ヘルパー

肉用牛ヘルパー

コントラクター

網掛け（注）　　　　　　　　　は、現行食料・農業・農村基本計画における目標値。



第２　生乳及び牛肉の需要の長期見通しに即した生乳の地域別の生産数量の目標、牛肉の生産数量の目標並び
に乳用牛及び肉用牛の地域別飼養頭数の目標

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：万トン，kg）

　　　　　　 Ｈ９年度 → Ｈ15年度　 Ｈ22年度(見通し)
・牛乳の消費は少子化、他飲料との競合等により減少傾向で推移。また、加
工乳の消費が減少する一方、健康意識の高まり等によりはっ酵乳の消費が
増加。こうしたことから、飲用向けの消費は、９年度以降は増減を繰り返しな
がら減少傾向で推移。

・乳製品向けの消費は、チーズ消費が国民の食生活に定着・増加しているこ
と、高級志向等により生クリーム等の液状乳製品消費が増加していることか
ら、増加傾向で推移。

消　　費

現状値及び目標値 評　　　価

全体　　　　 1,210      　1,221 　　 1,318

うち飲用　　 （ 40.2）　 （　38.5）　　　　　　　　　

　　乳製品　（　52.8）　 （　54.4）　　　　　　　　　

　　　　　　 （ 　93.2）　 （　93.1） 　　　　 　　　（　100）

（　 41）

（　 59）

○生産量（単位：万ﾄﾝ）
　 　　　　　Ｈ９年度 → Ｈ15年度　 Ｈ22年度(目標)

　 全　国 　　 863             841    　 993
　 北海道 358             386           470～519
　 都府県 505             454           474～524

・小規模層を中心とした酪農家戸数の減少に伴ない飼養頭数は減少し
ており、これを規模拡大農家の飼養頭数増加分で補いきれていないこ
と及び経産牛1頭当たり乳量が目標に対して伸び悩んでいること等から、

生乳生産量、飼養頭数ともに減少傾向で推移。

生産数量等

○飼養頭数（単位：万頭）
　　　　　　 Ｈ９年度 → Ｈ15年度 Ｈ22年度(目標)

　 全　国 　　 186 　　 169               180
　 北海道 88 86 91～100
　 都府県 98            　83           80～ 89

・　牛乳・乳製品の消費量については、カルシウム等の摂取を増やすことが望ましいこと、チーズ・生クリーム等の消費の伸びが見込
まれることから、平成２２年度における望ましい消費量として、1,318万トンと見込む。

・　生乳の生産数量については、１頭当たり乳量の増加等を通じた生産コストの低減等の生産課題が解決された場合に実現可能な
目標として、近年の酪農経営の動向、飼料生産基盤の地域差、乳牛の能力向上等を考慮し、設定。

注１：上段は１年当たりの国内消費仕向量（万トン）、下段の（　　）内は１人１年当たりの供給純食料（ｋｇ）である。

注２：　　網掛け　は、現行食料・農業・農村基本計画における「望ましい消費の姿」。 別添　参考資料（Ｐ11～12）参照



○生産量（単位：万ﾄﾝ）
　　　　　 Ｈ９年度 → Ｈ15年度 Ｈ22年度(目標)

　 全　国 　 53               51      　 63
・　乳用種・交雑種については、肥育に必要なもと牛が、酪農の副産物とし
て供給されており、乳用牛自体の飼養頭数の減少が進んでいることから、
乳用種・交雑種肥育牛の飼養頭数は減少傾向で推移。

現状値及び目標値 評　　　価

生産数量等

　北海道 　41　　　　　 45        60～ 66
　都府県 243　　　 234       251～257

○ 飼養頭数（単位：万頭）
　　　　　 Ｈ９年度→ Ｈ15年度 Ｈ22年度(目標)

　全　国 　　 　 285　　　 279  　 317
　　(乳用種･交雑種肥育牛) ( 111)         ( 108)        
　　(肉専用種肥育牛) (  75)         (   72)            

・　肉専用種については、小規模繁殖農家の離脱が進展していること、分
娩間隔の短縮等による効率的な肥育もと牛生産が図られていないこと等
により、肉専用種肥育牛の飼養頭数は減少傾向で推移。

網掛け

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：万トン，kg）

　　　Ｈ９年度　　→　 Ｈ15年度　　 Ｈ22年度(見通し)

　　　　147　　　　　　　　129 　　　 166

・　消費は、１３年度のＢＳＥ発生により一時減退したが、１４年度以降
かなりの程度の回復がみられている。ＢＳＥの影響は、ヨーロッパの例
では３年程度でほぼ回復していること等からすれば、今後増加傾向で
推移していくものと見込まれる。

消　　費

　　　 （ 　7.2） 　　　 （　6.2） 　
　　　 　　　

（　8.0）

注１：上段は１年当たりの国内消費仕向量（万トン）、下段の（　　）内は１人１年当たりの供給純食料（ｋｇ）である。

注２：　　　　　　　　は、現行食料・農業・農村基本計画における「望ましい消費の姿」。

・　牛肉の消費量については、増加傾向で推移しており、今後ともこれまでの傾向が継続し、ゆるやかに増加するものと見込まれたこ
とから、平成２２年度における望ましい消費量として、１６６万トンと見込む。

・　牛肉の生産数量については、経営規模の拡大等を通じた生産コストの低減等の生産課題が解決された場合に実現可能な目標と
して、近年の肉用牛及び乳牛の飼養構造の変化等を踏まえ、設定。
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第３　近代的な酪農経営及び肉用牛経営の基本的指標

・　他産業並みの所得、労働時間を確保し得るゆとりある生産性の高い経営を実現することを旨として、10年程度後を目標として「経
営指標」を設定。

・　多様かつ実現可能な類型を、酪農経営及び肉用牛経営（肉専用種繁殖、肉専用種肥育、乳用種育成、乳用種肥育）について設
定。

・　土地基盤に立脚した循環型大家畜経営を確立する観点から、飼料生産～家畜飼養～家畜排せつ物の還元を一体的にとらえ、そ
れぞれの部門の処理に関する基本的な指標を提示。

１　酪農　　８類型

　　　　　　経営類型 飼料生産
家畜排せつ物

処理方式

８０頭 混播牧草 液肥化（ｽﾗﾘｰ）

放牧主体 ５０頭 混播牧草 たい肥化・液肥化

５０頭 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ たい肥化・液肥化

法人経営 ２５０頭 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ 液肥化（ｽﾗﾘｰ）

寒冷地 ４０頭 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ たい肥化・液肥化

暖地 ６０頭 ｲﾀﾘｱﾝ・ﾄｳﾓﾛｺｼ たい肥化・液肥化

混住化 ４０頭 ｲﾀﾘｱﾝ・ﾄｳﾓﾛｺｼ たい肥化

中山間 ３０頭 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ たい肥化・液肥化

２　肉用牛　９類型（繁殖４、肉肥２、育成１、乳肥２）

飼料生産
家畜排せつ物

処理方式

１００頭 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ たい肥化

５０頭 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ たい肥化

８０頭 ｽｰﾀﾞﾝ・ｲﾀﾘｱﾝ たい肥化

２０頭 ｽｰﾀﾞﾝ・ｲﾀﾘｱﾝ たい肥化

肉専 ３００頭 ﾄｳﾓﾛｺｼ・ｲﾀﾘｱﾝ たい肥化

肥育 １００頭 混播 たい肥化

乳雄
育成

北海道 ５００頭 混播 たい肥化

北海道 ４００頭 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ たい肥化

肥育牛 ３００頭

育成牛 １５０頭

専業

専業乳
雄
肥
育

専業・一貫都府県 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ たい肥化

中山間・複合

専業

北
海
道

牧草地

畑主体

飼養規模
（経産牛）

専業

専業

複合

都
府
県

複合

北海道

都府県

肉
専
繁
殖 都府県

畑又は
水田

経営類型 飼養規模

現行経営指標 ２７年度経営指標の考え方

・　従来どおり、家族経営を基本としつつ、法人化によ
る経営管理の合理化、信用力の強化、経営継承の円
滑化を図る観点から、都府県における法人経営を類型
として提示することとしてはどうか。（現行は北海道の
み。）

・　従来どおり、家族経営を基本としつつ、法人化によ
る経営管理の合理化、信用力の強化、経営継承の円
滑化を図る観点から、法人経営を類型として提示する
こととしてはどうか。（現行は家族経営のみ。）

・　繁殖・肥育一貫経営の推進により、経営の合理化・
安定化を図る観点から、肉専用種繁殖・肥育一貫経営
という類型を新設することとしてはどうか。



第４　集乳及び乳業の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する基本的な事項

１　集乳及び乳業の合理化に係る基本的な事項

・生乳の計画的かつ安定的な供給のため、生産者団体の自主的な取組による計画生産の効果的な実施、指定生乳生産者
団体の広域化を踏まえた集送乳の合理化、需給調整体制の整備等の推進。（Ｐ１０参照）　
　また、乳業の合理化を図るため、乳業工場における牛乳・乳製品に係る製造販売コスト、乳業工場数の目標を設定。

　　 　　　　　　　　　　Ｈ１０年度　→　　Ｈ１４年度　　 　　　　　Ｈ２２年度(目標)

現状値及び目標値 評　　　価

牛乳・乳製品

○工場数　　　　　　 Ｈ１０年度　→　 Ｈ１５年度

　乳製品工場数 　　 ５５　　　　 ４４ （▲20％） 　　　

○製造販売コスト（指数）　

　 原料用バター 　 　　１００ 　　　　　９７　
　脱脂粉乳 　　 １００　　　　　　　 ９４

飲用牛乳 　１００ ９２

　飲用牛乳工場数 ３５０　　 ２７７ （▲21％） 　　　
　 　全体工場数 ４０５　　 ３２１ （▲21％） 　　　

現状の７～８割
現状の７～８割

現状の８割程度

現状の６～７割

現状の７～８割
現状の７～８割

・　乳業の再編合理化を推進することにより、飲用牛乳工場
は目標のすう勢を上回って、乳製品工場はほぼ目標のすう
勢どおりに減少。

（１）　集送乳の合理化及び乳業の合理化

・　飲用牛乳工場は比較的小規模な工場がより規模の大き
な工場に集約化される形で減少。一方、乳製品工場は小規
模な工場を中心に廃止。

・　原料用バター及び脱脂粉乳製造販売コストは、減少傾向
で推移しているものの、近年、脱脂粉乳の生産量が低下す
る中で製造関係経費の削減が進まなかったことなどから、
目標のすう勢には及ばない状況。

・　一方、飲用牛乳については、ほぼ目標のすう勢どおり減
少。

別添　参考資料（Ｐ７～９）参照



（３）　国産牛乳・乳製品の消費拡大

・牛乳・乳製品については、消費者ニーズに対応した適切な情報の提供及び正しい知識の普及、新しい消費スタイルの提
案などきめ細かい消費拡大対策等を推進。

・品質向上や安全性を求める消費者の要請に応えるとともに、乳業の発展基盤を構築するため、牛乳・乳製品の製造過程におい
てＨＡＣＣＰ手法の導入を推進。

　　　　　　　　　　Ｈ１０年度→　Ｈ１４年度　　　Ｈ２２年度(目標)
・一定規模（１日当たり生乳処理量２㌧）以上の飲用牛乳工場におけるＨ
ＡＣＣＰ手法の普及率は、乳業の再編合理化の進展により飲用牛乳工場
数が減少してきた一方、安全性に対する消費者の要請を踏まえ同手法を
導入する工場が増加してきたことから、ほぼ目標のすう勢どおりに増加。

現状値及び目標値 評　　　価

飲用牛乳工場におけるHACCP手法の普及

飲用牛乳工場に
占める割合 ４５％ ６２％　 ７割以上

（２）　牛乳・乳製品の安全性の確保

　牛乳類を飲む理由
　　全国牛乳普及協会

　　「牛乳・乳製品の消費動向に関する調査」

　・「栄養があるから」

　　11年度45.1％→14年度49.2%
　・「カルシウムがあるから」

　　11年度54.8%→14年度60.6%

・栄養価値に対する理解は浸
透
・ただし、そのペースは緩慢

（参考）
ＨＡＣＣＰ承認
工場数

具体的には、
・TVＣＭ、新聞広告等により、牛乳の栄養価値や飲用習慣の普及啓
発。また、停滞している牛乳消費に対応し、ジュースやコーヒーなど
の他飲料に混ぜて飲む消費スタイルを提案

・「太る」などの理由で牛乳飲用量が低下している中学・高校生を対
象に、牛乳には体脂肪率低減の効果の可能性があるとの研究委託
により得た成果を雑誌等を通じて普及

・消費者参加型の牛乳乳製品利用料理コンクールや料理講習会を開
催し、栄養価値やおいしさをＰＲ

などの取組を実施。

１５９ １７９　

別添　参考資料（Ｐ10）参照

別添　参考資料（Ｐ13）参照



○家畜市場の取引頭数

　年間取引頭数 　　　　 2,680頭　　　　　3,076頭　　　　　　

・　家畜市場については、その機能を十分に発揮させるため、
比較的小規模な市場の統廃合が行われているところ。これによ
り、一市場当たりの年間取引頭数は目標水準に達しているが、
開場日１日当たりの平均取引頭数は、一市場当たり平均開催
日数の増加により目標を下回っている状況。

肉用牛及び牛肉

　　 　　　　　　　　　　　　　Ｈ９年度　→　Ｈ１４年度　　　　　Ｈ２２年度(目標)

開場日1日当たりの
平均取引頭数　　　
　　　　　　　　　　　
　　

160頭　 　　　 156頭　　　　　　　

○食肉処理施設

　1日当たりの処理能力 　　470頭 　　600頭　　　

　稼　働　率 　　 　　　　６０％ 　　 ６２％ 　　　　

3,000頭以上

250頭以上

500頭以上

８０％

・　食肉処理施設については、関係者の主体的な取組を基本と
して、食肉処理施設の再編整備を推進。これにより、1日当たり

処理能力は目標を上回ったが、稼働率については、処理能力
が大幅に増加したことによりわずかな上昇。

・　肉用牛及び牛肉の流通の合理化を図るため、家畜市場の再編整備、産地食肉処理による部分肉流通の促進、食肉処
理施設の再編整備等を推進。また、このため、家畜市場の取引頭数、食肉処理施設の処理能力等の目標を設定。

２　肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する基本的な事項

現状値及び目標値 評　　　価

（１）　肉用牛及び牛肉の流通の合理化

（２）　国産牛肉の安全性の確保

・　食肉処理施設については、Ｏ157による食中毒事故やＢＳＥ

の発生を背景とした規制の強化に対応し、高度衛生管理プロ
グラムの作成やＢＳＥへの対応に必要な機器及び施設等の整
備を図っているところ。

と畜場法に基づいた衛生管理基準の遵守等ＨＡＣＣＰ手法を取り入れた食肉処理の推進

○衛生管理や構造設備の基準の強化

◎と畜場法施行令の一部改正の主な内容

・給湯設備の設置
・器具及び手指の洗浄消毒施設の設置
・冷却設備の設置

◎と畜場法施行令の一部改正の主な内容

・衛生管理責任者等の設置、作業の記録・保管
・牛等の直腸及び食道の結さく

・ナイフ等の摂氏８３度以上での温湯消毒
・作業工程ごとの手指の洗浄、軍手の不使用
・枝肉等の摂氏１０度以下での保管

別添　参考資料（Ｐ14～17）参照

別添　参考資料（Ｐ18～19）参照



（３）　国産牛肉の消費拡大

・牛肉については、原産国表示の徹底、消費者への食肉知識の啓発普及、産地等銘柄の確立、需要者のニーズに対応
した牛肉及び加工品の提供を推進。

原産国名国産である旨
・都道府県名、市町村名そ
の他一般に知られている地
名での記載可。

輸　入　品国　産　品

◎牛肉の表示の具体例

◎原産地の表示方法

・　牛肉（生鮮）の表示については、ＪＡＳ法に基づき、名称、
原産地の表示が義務付け（平成１２年７月１日より）。

・　その他、加工食品について、原料原産地の表示が義務
付けられる品目（生鮮食品に近い調味した食肉等）が
拡大（平成１８年１０月１日より）。

・　　「食肉の表示に関する公正競争規約」により、黒毛和
種、褐毛和種、日本短角種、無角和種の４品種以外は
「和牛」と表示できない。

　　これら４品種間の交雑種について「和牛」と表示できる
こととする方向で、現在、全国食肉公正取引協議会で
調整中。

・　国産牛の個体情報を消費者に提供し、消費者が安心し
てこれを購入できるようにするための仕組みとして、牛
肉トレーサビリティ法が流通段階においても施行（平成
１６年１２月１日より）。

和牛 ロースステーキ用
消費期限 加工年月日

04.12.3 04.12.1 個体識別番号
0100030013

100ｇ当たり

（円）

保存温度４℃以下

正味量
（ｇ）

1060
150

加工者 ㈱山田畜産

東京都港区港南○丁目○番地○号

1590
通常価格（円）

（○○県産）

国産牛 肩ロース切り落とし
消費期限 加工年月日

04.12.3 04.12.1

100ｇ当たり

（円）

保存温度４℃以下

正味量
（ｇ）

260
150

加工者 ㈱山田畜産

東京都港区港南○丁目○番地○号

390
通常価格（円）

（△△県産）

荷口（ロット）番号
A0123

和牛 ロースステーキ用
消費期限 加工年月日

04.12.3 04.12.1 個体識別番号
0100030013

10 0ｇ 当た り
（円）

保存温度４ ℃以下

正味量
（ｇ）

1060

150

加工者 ㈱山田畜産

東京都港区港南○丁目○番地○号

1590
通常価格（円）

（○○県産）



第５　その他酪農及び肉用牛生産の近代化に関する重要事項

１　家畜改良・新技術開発等

・　乳用牛の泌乳能力（乳量、乳成分）及び肉用牛の産肉能力（肉質、増体等）の向上と斉一化の推進。
・　雌雄産み分け等の受精卵移植関連技術の普及､搾乳ロボット等の飼養管理技術、日本型放牧技術、飼料生産　
　利用技術などの新技術の開発・普及。
・　バイオテクノロジー等の新たな畜産技術の開発・普及については、消費者の理解を得ながら推進。

現状値及び目標値
評価

・　乳量は着実に伸びてきているものの、平成１２年の猛
暑の影響や平成１３年のＢＳＥの発生による更新の遅れ
等から生乳生産が停滞し、目標に比して伸び悩み

・　分娩間隔は、短期化の目標を設定したが、搾乳期間の
延長により長期化傾向

９年度 → １４年度 目標(22年度)

乳量 ７，３００　kg ７，４６９　kg ８，８００　kg

乳脂率 ３．９　％ ３．９４　％ ３．９　％

無脂乳固
形分率

８．７　％ ８．７６　％ ８．９　％

乳蛋白質
率

３．２　％ ３．２１　％ ３．４　％

分娩間隔 １３．６　か月 １４．１　か月 １３．０　か月

初産月齢 ２７　か月 ２６　か月 ２６　か月

乳用牛の能力

９年度 → １４年度 目標(22年度)

1日平均増体
量

０．８９　kg ０．９２　kg ０．９５　kg

1kg増体当た
りTDN量

６．６　kg ６．５　kg ６．４　kg

脂肪交雑
　　BMS No.

７．５
　　BMS No.

８．２
　　BMS No.

８．３

肉用牛の種雄牛の能力

・　種雄牛の能力については、脂肪交雑が重視されてきた
ことから、脂肪交雑は着実に向上しているが、１日平均増
体量及び１kg増体当たりＴＤＮ量（飼料利用性）は緩やか
な向上に留まっている。

注)数値はホルスタイン種。泌乳能力は、搾乳牛1頭当たり305日、2回搾乳の場合。

注)１．数値は黒毛和種。

　　２。網掛けは現行の家畜改良増殖目標。



○　雌雄産み分け技術

１０年度 → １４年度
判別卵の
移植頭数

１,６６４　頭 １,７６１　頭

受胎率
(凍結卵)

２８．２　％ ３８．９　％

○　飼養管理の省力化

１１年度（Ｈ11.9） → １５年度（Ｈ15.10）

搾乳ﾛﾎﾞｯﾄの
導入台数

１６　台 １６１　台

ほ乳ﾛﾎﾞｯﾄの
導入台数

１７１　台 ９４９　台

現状値及び目標値 評価

去勢肥育牛の能力

・　肉質に重点をおいた肥育牛の飼養管理が行われた結
　　果、肥育期間の短縮が進まず、1日平均増体量も横ば

いで推移。

注)数値は黒毛和種。目標値に係る中心となる黒毛和種の枝肉規格は、A3～A4．

畜産新技術の開発

・普及状況

９年度 → １４年度 目標(22年度)

肥育終了時
月齢

３０　か月 ３０　か月 ２４-２５　か月

1日平均
増体量

０．６５　kg ０．６５　kg ０．８５　kg

・雌雄判別した受精卵による産み分け技術は、県の畜産
試験場を中心に行われ、現在では、実用化段階にある。

・搾乳ﾛﾎﾞｯﾄは、労働時間の大幅な削減、生産量の増加
に寄与し、これまで酪農家等に約１６０台が導入されてい
る。

・ほ乳ﾛﾎﾞｯﾄは、ほ育作業の省力化と子牛の発育の向上
に寄与し、酪農及び肉用牛経営等で約９５０台が導入さ
れている。



２　経営実態に応じた指導体制の整備

・　地域全体として効率的な経営・生産等を行うため、経営体に関する生産技術・経営管理情報データベース化及び情報
交換のためのインフラ整備等の推進。
・　効率的な経営指導を行うため、畜産関係団体や生産者団体等指導関係機関の連携強化・情報ネットワーク化の推進。

・畜産経営体
・支援指導者

・消費者
・教育者等

中央情報
ユーザ

　　全国ＤＢ
　登録件数８，２２２

Ａ団体
経済情報

Ｅ団体
経済情報

Ｄ団体
経済情報

　
ＤＢ

Ｃ団体
個体情報

　
ＤＢ

Ｂ団体
牛検情報

　
ＤＢ

・・・

　Ａ県

地域情報

・・・Ｂ県 Ｃ県 Ｄ県

ＬＩＮポータルサイト

インターネット

ＤＢの活用による
ア）個体能力と収益性の分析
イ）肥育牛の在庫管理、出荷予測等
ウ）生産コスト＋技術水準等の　　　　
　全国平均値との比較等

畜産関係組織・団体情報のネットワーク化による
的確・迅速な情報の提供
ア）畜産経営者向け
　　補助事業、優良事例、家畜改良、畜舎環境整
　　市況情報、研修会等
イ）消費者向け
　　家畜疾病、畜産物の安全性確保対策、栄養価
　　料理、ふれあい等
　　　　　　　　年間アクセス件数２，４００万件

中央畜産会

畜産経営体

　
地域ＤＢ

　　地域畜産関係機関等

畜産協会

農
協

普
及
セ
ン
タ
ー

畜
産
団
体

市
町
村

そ
の
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（
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間
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等
）

自ら直接ＤＢを利用する経営体

ユーザ

地域の畜産協会、畜産関係団体の
連携による
ア）経営診断に基づく改善指導
イ）経営管理指導
ウ）生産技術指導
エ）フォローアップ指導
　　　年間指導件数３，８００件

・　平成７年より畜産情報ネットワーク（ＬＩＮ）を構築し、中央・地域畜産関係機関等が持つ各種情報を一元的、かつ的確・迅速に提供。

・　中央及び地域段階において、経営体に関する生産技術・経営管理情報をデータベース化。このデータベースを、個別経営体が経営の自
己管理に活用するとともに、支援組織の連携による経営管理指導、生産技術指導等にも活用。



・　労働負担の軽減、周年拘束性の解消を図るため、酪農・肉用牛ヘルパー、コントラクター（飼料生産受託組織）等支援
組織の普及・定着の推進。（Ｐ１３参照。）

３　畜産経営の支援・連携体制の整備

現状値等 評　　　価

　　　　　　　　　　　　　 Ｈ９年度　→　Ｈ１５年度

作付面積
　　水　田　　　　　　　　118千ha　　　128千ha
　　うち稲発酵粗飼料　　　25ha　　　5,214ha

稲わら
　　飼料仕向量 1,267千ﾄﾝ　 1,011千ﾄﾝ
　　輸入量　 243千ﾄﾝ 　150千ﾄﾝ

・　生産調整の拡大に伴い、水田における飼料作物の作付は増加傾向で推移し
ており、特に、稲発酵粗飼料は、稲作農家にとっては作りやすく、畜産農家にとっ
ては飼料価値の高い飼料作物として作付が増加。

・　稲わらの飼料利用については減少傾向であったが、平成１２年の口蹄疫発
生を契機として、国産稲わらの利用拡大を推進したことから、平成１４年出来秋
分では９割の自給率となった。

飼料作物

・　飼料・たい肥の交換、広域流通等の定着を図るため、耕種経営との連携強化の整備。



　平成１３年のＢＳＥの発生では、初動対応が不
十分となり不必要に混乱を招いたことから、発
生を想定した緊急対応マニュアルを策定するこ
とが求められている。

　食品の安全性を確保する観点から、家畜の所
有者が衛生管理を徹底することで家畜の伝染
性疾病の発生を予防することが求められている。

　畜産物に対する消費者の信頼確保のために
は、生産段階から安全であるだけでなく、より安
心できる畜産物の生産に努めることが求められ
ている。

　特に総合的に発生の予防及びまん延の防止措置を講ずる必要が
ある家畜伝染病に関して、関係機関が連携して取り組むための指
針を作成（特定家畜伝染病防疫指針：口蹄疫､BSE､高病原性鳥ｲﾝ
ﾌﾙｴﾝｻﾞの3疾病について作成）

　家畜の所有者が飼養に係る衛生管理の方法に関して遵守すべ
き基準（飼養衛生管理基準）を定めるとともに、家畜の所有者に当
該基準の遵守を義務付け。

　生産段階におけるＨＡＣＣＰの考え方を取り入れたガイドライン（取
組は任意）について、地域一体の取組による普及・定着を推進。

・　畜産物の安全性の確保等のため、生産衛生管理体制の整備・充実を図るとともに、農場段階でのＨＡＣＣＰ手法の開発・普及
等生産段階から流通段階まで一貫した衛生対策の実施による畜産物の安全性を確保。また、海外悪性伝染病等を対象とするサー
ベイランス体制の強化と危機管理体制を構築。

課　　　題 対　　　応

４　家畜衛生及び畜産物の安全性の確保



５　国内有機性資源の活用等

・食品産業の副産物等国内有機性資源の利用の促進を図りつつ、飼料穀物の適切な輸入と価格安定及び備蓄対策の適
切な運用の実施

現状値等 対応状況

食品廃棄物の飼料化の状況　（Ｈ１５年度）

飼料穀物の備蓄の状況　（Ｈ１５年度）

とうもろこし・こうりゃん　　　　　　　６０　万トン

　　　　大　　麦　　　　　　　　　　　　３５　万トン

資料：農林水産省「食品循環資源の再生利用等実態調査」（平成16年10月）

・　食品廃棄物のうち１７％が飼料として再生利用されてい
るものの、大部分が焼却や埋却処分されている。

・　飼料利用を進めるため、豆腐かすや焼酎粕等を利用した
飼料化施設を整備。

・　食品製造副産物のうち、大量に安定供給されるもの（米
ぬか、ビートパルプ等）については、配合飼料メーカーの原
料として利用が進んでいる（TDNベースで172万ｔ ： 国産濃
厚飼料（約200万ｔ）の86％）

・　学校給食等から出る残飯類については、安全性、供給量
や品質の安定性、保存性、コスト面等の課題があることから、
利用可能なものは限られている。（TDNベースで1.6万ｔ ： 全
飼料給与量（約2,500万ｔ）の0.06％）

・　輸出国の凶作や輸送ルートの障害等の不測の事態に対
応するため、配合飼料主原料について備蓄を実施。

再利用率（％）

飼料化（％） 肥料化（％） その他（％）

食品製造業 487 78 30 34 14

食品卸売・小売業 336 35 9 13 13

外食産業 312 19 5 4 10

計 1,135 49 17 20 12

食品廃棄物
の年間発生
量（万ｔ）



異常補てん

積立金1/2
(社)配合飼料供給安定機構国

異常補てん基金
異常補てん
積立金12/

異常補てん交付金配合飼料
メーカー

(社)全国配合飼料供給安定基金（全農系）通常補てん
(社)全国畜産配合飼料価格安定基金（専門農協系）積立金
(社)全日本配合飼料価格・畜産安定基金（商系）

通常補てん基金

通常補てん通常補てん異常補てん
交付金積立金交付金

飼料販売
畜産経営者

異常補てん

積立金1/2
(社)配合飼料供給安定機構国

異常補てん基金
異常補てん
積立金12/

異常補てん交付金配合飼料
メーカー

(社)全国配合飼料供給安定基金（全農系）通常補てん
(社)全国畜産配合飼料価格安定基金（専門農協系）積立金
(社)全日本配合飼料価格・畜産安定基金（商系）

通常補てん基金

通常補てん通常補てん異常補てん
交付金積立金交付金

飼料販売
畜産経営者

配合飼料価格安定制度の概要

①　制度の目的
　配合飼料価格の変動が畜産経営に及ぼす影響を緩和し、畜産経営の安
定を図る。

②　制度の仕組み　

③　補てんのイメージ　

補てんのイメージ
四半期の配合飼料価格

異常補てん

通常補てん

補てん基準額

直前１年間の配合飼料価格の平均価格

( Ⅰ Ⅱ Ⅲ四半期）Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

・　畜産経営においては、生産費に占める配合飼
料の割合が高いことから、配合飼料価格の上昇が
畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、民間の
自主的な積立てによる通常補てん制度と通常補
てんでは対処し得ない異常な価格高騰に対応す
るための異常補てん制度を措置。

・　最近では、海上運賃の上昇やとうもろこし、大
豆等の国際相場の高騰を受けて、１６年度第１及
び第２四半期と２期連続して異常補てんが発動
（平成８年度以来８年振り）。


