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項目 17年度行動計画 取組の実績と成果 取組の評価と課題

１．国際化の進展
に対応し得る産業
構造の確立

２．自給飼料基
盤に立脚した畜
産経営の育成

４．畜産におけ
る食育の推進

-1-

平成17年度行動計画の取り組み状況と評価

Ⅰ 総括

３．畜産物に
係る安全と消
費者の信頼の
確保

○飼養衛生管理基準の遵守、HACCP手
法の普及等のさらなる推進、ﾖｰﾈ病防疫対
策要領策定の検討が必要。
○食品中の農薬等の残留基準値の見直し
に伴い、動物用医薬品の使用基準等及び
飼料中の農薬残留基準について、見直し
が必要。

○飼料自給率向上戦略会議等
の設置、行動計画の策定

○飼料増産重点地区を137カ所
設置（目標120カ所）

○飼料増産運動の推進

○飼料増産重点地区への指導・支援を充
実させるとともに、取組を点から面へ広
げるため重点地区数の拡大が必要。

○需給ﾏｯﾌﾟやﾈｯﾄﾜｰｸを活用した稲WCS、
国産稲わら、放牧の仲介・斡旋活動等
の早期かつ重点的な取組が必要。

○ふれあい体験交流を通
じた食育の推進

○インターネットを使った
畜産情報の提供・相互
交流

○畜産の担い手及び経
営安定対策のあり方の
明確化

○人材の育成・確保、経
営体質強化等

○生産段階における衛
生管理の充実・強化

○ポジティブリスト化への
対応を具体化。

○飼養衛生管理基準の徹底及びＨＡ
ＣＣＰ手法の推進。豚ｺﾚﾗに関する防
疫指針を策定・公表
○ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞﾘｽﾄ化と同時に動物用医
薬品の使用基準の改正等及び飼料
中の農薬の残留基準値を設定

○都道府県において酪肉近基本
計画を策定

○平成18年3月の畜産物価格決

定と併せ経営安定対策の対象
経営に関する基本方向を決定

○人材の育成確保等に係る取り
組みを推進

○酪肉近都道府県計画の着実な達成に向け
た取組の推進による地域の生産構造改革が
必要。

○認定農業者の大幅な増加、認定農業者に
準ずる者の経営水準向上、後継者や新規参
入者及びｻｰﾋﾞｽ事業体の育成・確保等に向
けた取り組みや支援が必要。

○２１都道府県において、地域交
流牧場協議会を設置し、交流活
動等を展開

○LIN全体のアクセス数は2,800
万件/年と対前年１５％向上。

○各地域における教育関係機関等との連
携の更なる強化、優良事例紹介等を通じ
た交流活動の内容改善推進が必要。

○インターネットを通じた消費者ニーズに
対応した畜産関係情報の提供及び生産
者と消費者の相互交流の充実が必要。



項目 17年度行動計画 取組の実績と成果 取組の評価と課題

６．家畜改良の
推進と新技術の
開発・普及

７．流通飼料の
安定的な供給

９．肉用牛及び
牛肉の流通の
合理化

○家畜市場・食肉処理施設
の再編整備等
○国産乳用種牛肉の生産・
販売対策の策定及び実施

-２-

８．集送乳及び
乳業の合理化
に関する基礎
的な事項

○家畜市場・食肉処理施設の再編整備等
の加速化が必要。

○国産乳用種牛肉の実需者ニーズ等を踏
まえた販売戦略の策定・実施及び飼養管
理技術の普及が必要。

５．家畜排せつ
物の適正な管
理と利用の促
進

○集送乳の合理化の推
進

○乳業の合理化の推進
○牛乳の効用に着目した
消費拡大の推進

○引き続き、集送乳の拠点となる貯乳施設
の再編等合理化の推進が必要。

○今後、ﾋﾞｼﾞｮﾝに則し、工場再編を推進す
る必要。

○引き続き、機能性の訴求に重点をおいた
消費拡大に取り組むことが必要。

○乳用牛及び肉用牛の改
良の推進

○新技術の開発・普及

○牛群検定、後代検定の実施
○遺伝的能力評価等の実施
○バイオテクノロジー技術等の開
発・普及と消費者への情報提供

○家畜排せつ物処理施設
の整備

○たい肥利用の推進
○農業環境規範の各種支
援策への要件化

○家畜排せつ物処理施設の整備を
推進

○たい肥利用の取組みを支援
○農業環境規範の普及と各種支援
策における要件化を実施

○99.9%の対象農家が管理基準に適合。
○引き続き家畜排せつ物処理施設の整備、
ニーズにあったたい肥の生産、たい肥の
利用、農業環境規範の普及と実践の
推進が必要。

○指定生乳生産者団体（10ブロッ
ク）が合理化推進計画を策定

○全国乳業再編合理化協議会等を
立ち上げ、全国ﾋﾞｼﾞｮﾝ等を策定

○骨密度測定の実施等を通じた牛
乳等の消費拡大を支援

○米国のﾊﾘｹｰﾝの影響に対処
するため備蓄穀物を放出

○全国食品残さ飼料化行動会議
等の設置、行動計画の策定等
を実施

○飼料穀物の安定供給

○未利用資源の活用促
進

○米国のﾊﾘｹｰﾝの影響に対処し、国内の
混乱を回避。今後は備蓄穀物について
の放出ﾏﾆｭｱﾙの作成が必要。

○地方行政ﾌﾞﾛｯｸ毎においても推進会議
等を設置し、一層、関係者の理解醸成等
に取り組むことが必要。

○乳牛及び肉用牛の能力は着実に向上。
引き続き、牛群検定、後代検定等を推進
するとともに、能力評価等の実施が必要。

○家畜改良を効率的に進めるために家畜
の特徴的な遺伝子の解明を促進すること
が必要。

○家畜市場・食肉処理施設各９ヶ所
で再編整備等を実施

○乳用種牛肉ﾈｰﾐﾝｸﾞ・ﾛｺﾞﾏｰｸの策
定、飼養管理技術ﾏﾆｭｱﾙの作成
等を実施



項 目 17年度取組実績 評価・課題

酪肉近代化基本方針の周知・徹底

○酪肉近代化基本方針の周知

○県計画の作成・協議

－３－

Ⅱ 平成１７年度行動計画の取組実績と評価（各論）

４月中旬：酪肉近等に関する意
見の集約【団体、都道府県】

５月中旬～６月上旬：酪肉近等の説
明会を開催
【地方農政局等畜産課長会議、全国
課長会議、ブロック別会議、畜産関
係中央団体会議】

新たな施策の
周知・徹底

１２月：新しい考え方の
１８年度予算への反映

１．国際化の進展に対応し得る産
業構造の確立

○「担い手」として明確化すべき経営
形態の考え方

○経営安定のための施策の在り方

【4月】

認定農業者に関する実態調査を実施

「畜産の担い手」要件・経営
安定対策の見直し案につき
部内検討

・財務省・関係
団体との協議

【3月】

・畜産物価格の審議と併せ、畜産
の経営安定対策の対象経営に関
する基本方向を決定

認定農業者の掘り起こしによる認定率向上

経営安定対策ご
との「担い手」の
増加を推進

持続可能な地域畜
産生産構造の確立
を明記した地域の
ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝを策定

酪肉近県計画の策定

【担い手の育成・確保】

５月２７日：酪肉近県計画
作成依頼

１月中旬～３月下旬：酪肉近
県計画提出

２月上旬～３月下旬：酪肉近
県計画協議

○都道府県において、酪肉近都道府県計
画を策定。
○今後は、酪肉近都道府県計画の着実な
達成に向けた取組の推進による地域の生
産構造改革が必要。

○18年度予算について酪肉近で示され

た考え方を反映することができた。
今後とも、酪肉近で示された考え方に

基づいて施策を展開していく必要。

○ 肉用牛肥育経営安定対策事業及び
地域肉豚生産安定基金造成事業の対象
経営については、平成１９年度より、認定
農業者を基本とした上で、認定農業者に
準ずる者については、都道府県知事の特
認の形で個別に認定することとされた。

○都道府県において、認定農業者数増
加に係る地域計画を策定

○今後は、認定農業者の増加等に向
けて、地域のアクションプランの着実な
実行が必要。



項 目

－4 －

○サービス事業体の定着・普及

【酪農ヘルパー組織の充実・強化】

６月１日：全国会議
の開催

９月９日(東京）、１３日（大阪）、１４日（福岡）、３

月１７日（北海道）：ブロック会議の開催

１２月１４日：酪農ヘルパー
養成研修検討会開催

全国研修８回 特別研修７回 中堅研修３回 開催

17年度取組実績 評価・課題

○全国会議、ブロック会議において、酪
農ヘルパー組織の充実、・強化につい
て実務担当者へ周知。１７年度に３県
において組織の統合が行われるととも
に、３組合が新設された。今後も引き続
き、会議を通じて組織の充実・強化につ
いて周知が必要。

○酪農ヘルパーを対象とした各種研修
を実施。また、研修主催者を対象とした
研修内容等に関する検討会を開催。

３月：全国コントラクター
連絡協議会の開催

７月：ＴＭＲ施設等
実態の調査

全国飼料増産行動会議による関
係者への取組み推進の周知

ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ･TMRに重点化した対策の検討

取組（利用者拡大）拡大に向けた対策の検討

農作業全般作業受託や、民間他業種の活用等についての検討

新技術(GISｼｽﾃﾑ等)を活用した効率作業技術等の導入検討

○国の直接採択によるTMRセンターの施

設整備を実施。

○TMRセンターの整備の一層の推進が

必要。

【コントラクター育成・強化の推進】

【ＴＭＲセンター整備の推進】

飼料生産受託組織の育成、生産収穫機械・施設整備対策の推進

５月～：コントラクター実態調査の実施、需給
マップの作成、ネットワークの構築

10月：ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ立上げ研修（ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ養成）の開催

○コントラクターの組織数が増加。

○地域的な偏りや共同作業的な組織にと
どまっている例が散見されることから、全
国的な組織化の推進や人材育成が必要。



項 目

－5 －

○人材の育成・確保

【対象者や地域を重点化した経営支援指導による経営体質強化】

専門家支援チームによる支援・指導、研修・セミナーの実施等

【新規就農の促進】

酪農ヘルパーの新規就農を推
進するための会議を開催

（２月２３日(福島）、３月１６日(北海道））

【女性が活躍しやすい環境の整備】

６月１日：全国
会議の開催

９月９日(東京）、９月１３日（大阪）、９月１４日（福岡）、

３月１７日（北海道）：ブロック会議の開催

17年度取組実績 評価・課題

○新規就農・経営継承データベースを
地域段階で入力できるよう整備。今後
は、データ収集の強化とともに、新規就
農希望者と経営移譲希望者とのマッチ
ングを推進することが必要。

○全国会議、ブロック会議において、出
産等の際の傷病時ヘルパー制度の普
及啓発を実施。今後も引き続き、会議
等を通じ傷病時ヘルパー制度の導入・
充実に向けて、普及・啓発を行うことが
必要。

新規就農・経営継承データベースの再整備

○専門家集団による経営支援、人材育
成研修を実施。引き続き、専門家による
経営支援指導等による経営体質の強化
が必要。



項 目

－6 －

○生産段階におけるコスト低減や省
力化の推進等による経営体質強化

【畜舎建築基準の緩和措置の活用】

【牛群検定情報の活用による生産性向上や乳牛の能力向上】

牛群検定の普及定着の推進 ６～７月
関連事業説明会開催 ブロック会議開催

牛群検定の実施

（９月・２月）

17年度取組実績 評価・課題

○全国畜舎等建築実務者アンケート（全国
２６団体）では、補助事業で畜舎等の設計
を行う場合に、基準の緩和措置が有効活用
されていると報告。

○緩和基準は建築・設計業者において活用
されているが、今後生産者のさらなる理解
を促進するため、よりわかりやすいパンフ
レットづくり等が必要。

○説明会等を通じて、生産者等関係者から
の意見を集約、今後の規制緩和の可能
性について検討。

４月
生産者向け
パンフレット
の作成

30,000部

6月～：
(社)中央畜産会ＨＰでの情報提供

○主な配布先（部数）
・国、地方農政局（４８０）
・都道府県（１４，７００）
・都道府県畜産会（３，８４０）
・農協、農協連等（５，４７０）

5月～6月
①各種畜産関連会議等
計7回

②全国ブロック別酪肉基本
方針等説明会
（全国6ブロック）

7月～8月
畜舎建築基準の
緩和に係るブロッ
ク別説明会
（全国３ブロック）

２月
畜舎建築に係る
関連基準に関す
る検討会

○乳牛の能力（検定牛の遺伝的能力(乳
量））は着実に向上。引き続き、牛群検定
の着実な実施とともに、牛群検定の実施
率の向上に向けた取組を推進すること
が必要。



項 目

－７－

２ 自給飼料基盤に立脚した畜産
経営の育成

１０月：ＷＣＳコーディネー
ター養成研修の開催

９月：放牧利用促進（放牧伝道師
の育成）に関する研修会の開催

飼料増産戦略会議の行動計画達成に向けた対策の検討

稲わら等流
通実態調査
の実施

新たな稲わら確保対策についての検討

稲発酵粗飼料生産利用拡
大に向けた対策の検討

放牧利用拡大に向
けた対策の検討

５月～：稲わら需給マップの作成、ネットワークの構築

５月～：ＷＣＳ需給マップの作成、ネットワークの構築

10月：放牧サミットの開催

７月～：放牧可能対象地（調整水田、耕作
放棄地等）と畜産農家の需要マップの
作成、ネットワークの構築

畜産関連事業での自給飼料
生産拡大「規範」の検討

○飼料増産運動の推進

○水田における稲発酵粗飼料をはじ
めとする飼料作物の作付拡大

○国産稲わらの利用拡大

○放牧の拡大

優良品種普及、生産技術実証等対策の推進

５月：第１回飼料自給率向上戦略会議の設置・開催
（17年度行動計画の策定等）

２月：第２回飼料自給率向上戦略会議
の開催（17年度行動計画の点検・

検証）

２月：第２回全国飼料増産行動会議の開
催（17年度行動計画の点検・検証）

17年度取組実績 評価・課題

○47都道府県において増産行動計画を策定。

○飼料増産重点地区が、目標を上回る地区で
設置。（重点地区目標120地区→137地区）

○飼料増産重点地区への指導・支援を充実。
取組を点から面へ広げるため重点地区数の拡
大が必要。

○需給マップやネットワークを活用した仲介・
斡旋活動の強化等の早期かつ重点的な取組
が必要。

○強い農業づくり交付金等施策のうち畜産関
連事業について、飼料自給率向上計画の策定
を18年度実施分から要件化。

○WCS作付け面積が増加。

○地域水田農業協議会への情報提供や畜産
関係者の積極的な参画を通じた産地づくり対
策におけるWCSの位置づけの向上が必要。

○WCS作付増進活動など早期かつ重点的な

取組が必要。

○水田等を活用した肉用牛の放牧の取組が
拡大。

○水田放牧について、肉用牛増頭計画に合わ
せた全国的な取組を早期かつ重点的に行うこ
とが必要。

○放牧に係る人材育成が必要。

３月：「畜産関連事業にお
ける飼料自給率向上計
画の策定について」(コ
ンプライアンス)を策定

６月：ブロック会議の開催

○前年を上回る国産稲わらを確保。

○完全自給のための保管場所の確保、輸送
経費低減等による広域流通体制整備が必要。

○稲わら仲介・斡旋活動など早期かつ重点的
な取組が必要。

５月：第１回全国飼料増産行動会議の設置・開催
（17年度行動計画の策定等）

５月：飼料増産重点地区の強化・増進 ２月：飼料増産重点地区の決定
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○飼料生産の外部化の推進

全国飼料増産行動会議による関係
者への取組み推進の周知

ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ･TMRに重点化した対策の検討

農作業全般作業受託や、民間他業種の活用等についての検討

新技術(GISｼｽﾃﾑ等)を活用した効率作業技術等の導入検討

○飼料作物の生産性の向上

飼料生産受託組織の育成、生産収穫機械・施設整備対策の推進

優良品種普及、生産技術実証等対策の推進

【公共牧場の利用率向上に向けた取り組みの推進】

８月：公共牧場協議
会の開催

９月：公共牧場実
態調査の実施

10月：ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ立上げ研修（ｱ

ﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ養成）の開催 ３月：全国コントラクター
連絡協議会の開催

５月～：コントラクター実態調査の実施、需給
マップの作成、ネットワークの構築

【コントラクター育成・強化の推進】

【ＴＭＲセンター整備の推進】

７月：ＴＭＲ施設等
実態の調査

取組（利用者拡大）拡大に向けた対策の検討

17年度取組実績 評価・課題

○公共牧場の利用状況、管理運営者の
意向等を把握。

○把握した利用状況等をもとに、今後も再
編統合推進のための検討を実施。

○コントラクターの組織数が増加。

○地域的な偏りや共同作業的な組織にと
どまっている例が散見されることから、全
国的な組織化の推進や人材育成が必要。

○国の直接採択によるTMRセンターの施

設整備を実施。

○TMRセンターの整備の一層の推進が

必要。

○奨励品種リストやパンフレットの配布、奨
励品種選定試験のブロック化等を実施。

○引き続き優良品種の普及促進活動が必
要。
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３ 畜産物に係る安全と消費者の信
頼の確保

○生産段階における衛生管理の充
実・強化

○飼料・飼料添加物及び動物用医
薬品に係る安全性の確保

○加工・流通段階における安全性の
確保

17年度取組実績 評価・課題

○生産者団体により、農薬等の使用履
歴の記帳運動等がされたところ。
○引き続き、取組の確実な普及、啓発を
図っていく必要。
○衛生的な食肉処理施設の整備を９箇
所で実施。
○引き続き、衛生的な食肉処理を推進
することが必要。

・飼養衛生管理基準の遵守の徹底
・HACCP手法の普及・定着等の推進

ヨーネ病防疫対策の検討（５月、１２月、１８年２月に検討会開催）

豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針の策定・公表（１８年３月３１日）

12月：畜産農家の飼料使用状
況巡回調査（１６年度）の
結果とりまとめ及び公表

食品衛生法改正によるポジティブリスト制導入に
伴う動物用医薬品の使用基準の見直し等

畜産農家、獣医師、医薬品販売業者等に対する要指示医薬品の適正な
使用、販売のための薬事監視員による指導を徹底

18年5月29日に施行

抗菌性飼料添加物について、指定見直し等を順次実施

飼料規制の実効性確保の強化のためのＢＳＥ国内措置見直し
に伴う監視強化の実施

飼料規制の周知徹底のための関係者に対する
パンフレット配布等の実施

18年1月～：食品衛生法改正による
農薬等の残留基準値のポ
ジティブリスト化に対応した
基準値を順次設定

○食品安全委員会の評価結果を受け
た食品中の農薬等の残留基準値の
見直しに伴い、動物用医薬品の使用
基準、休薬期間及び飼料中の農薬残
留基準について、見直しが必要。

農薬等使用履歴を記帳する
チェックリストの作成・配布

４月～：衛生的な食肉処理施設
の整備に係る要望の把握

事業の実施

○飼養衛生管理基準の普及・指導に
ついて具体的な取組み事例を収集。
今後、標準的なチェックリストの策定
等について検討が必要。
○ＨＡＣＣＰ対象農家が増加（Ｈ16年
度879戸→H17年度1022戸）。引き続
き普及が必要。
○要領作成にむけてさらに検討が必
要。

○予防的なワクチンを全面中止し、今後、
指針に基づき防疫体制を強化。

８～１０月：ポジティブリスト等に
対応するための酪農家、乳業者
の取組内容を検討
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４ 畜産における食育の推進

６～７月
：委員会の開催

７月：全国説明会
の開催

地域交流牧場協議会の設置

○ふれあい体験交流を通じた食育
の推進

12月：委員会の

開催

ふれあい牧場サポータ・交流牧場関係者養成研修会の開催

11月：アンケート調査の実施

５月：ＬＩＮ推進協
議会開催

６月：ＬＩＮ団体連
絡会・推進委
員会の開催

動画情報の提供、消費者モニターの確保、情報交
流用等を通じて生産者と消費者双方向のパート
ナーシップの向上を推進

12月：ＬＩＮ推進

委員会開
催

○インターネットを使った畜産情報
の提供・相互交流

【その他畜産物の対応】

○トレーサビリティへの対応

17年度取組実績 評価・課題

必要に応じて情報提供を行い、生産者・食品事業者による自主的な導入を促進

【牛肉トレーサビリティシステムの適切な運営】

届出内容確認システム（ＲＯ(Regional Office)システム：地域段階（農

政事務所）で届出内容をチェックするためのシステム）を活用した指導・
監視

ＤＮＡ鑑定を踏まえた販売業者等への指導・監視

○牛肉トレーサビリティシステムの適切な
運営のため、地方農政事務所による指
導・監視活動を実施。

○今後とも、適切な指導・監視活動を継続。

○ 各地域における交流活動への教育
関係機関の参加促進を図り、学校教育
カリキュラムにおける交流活動の定着
化を推進する必要。

○ 交流活動に関する教育関係機関等
のニーズを把握し、交流活動へ反映。

○ 交流活動の優良事例紹介や有識者
の意見とりまとめ等を通じた交流活動
内容改善に係る支援を行う必要。

○ 掲示板についてのＰＲ強化やＬＩＮ参
加団体のHPの更新・充実等、ニーズに

対応した情報提供を実施する必要。
生産者と消費者の相互交流のための掲示板の設置

○生鮮食品及び加工品について、トレー
サビリティの確保とともに食品の安全管理
等の向上や消費者が簡単に入手できる情
報の充実等を図ることが可能となるシステ
ムの開発などを実施。
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５ 家畜排せつ物の適正な管理と利
用の促進

各種支援策への要件化
（バイオマスの環づくり交付金
等において要件化）

【家畜排せつ物の利用の促進】
【耕畜連携によるたい肥利用の推進】

【家畜排せつ物の管理の適正化】

６月～：家畜排せつ物利用促進に係る調査検討を実施

４月～：家畜排せつ物処理施設（共同及び個人）の計画的な整備を実施

１月：作物生産農家のニーズを
活かしたたい肥づくりの手
引きの作成、配布

○耕畜連携によるたい肥利用の
推進

○環境規範の導入

○家畜排せつ物の管理の適正化
と利用の促進

17年度取組実績 評価・課題

９月：農業環境規範のパンフ
レットを作成、配布

○経営規模や地域の実情に応じ、
引き続き施設整備を推進することが
必要

○管理基準適用農家のうち９９．９%
が管理基準に適合（平成１７年１２
月現在）

○たい肥の利用者にたい肥の特性を
理解してもらう一方で、生産者にお
いても利用者のニーズにあったたい肥
を生産する努力が必要

○引き続き地域や農業者団体等の
主導によるたい肥利用の推進が必要

○引き続き農業環境規範の現場での
普及と実践が必要

４月～：都道府県等地域の主導によるたい肥利用の取組を支援

４月～：農業者団体等が行う、たい肥の利用を促進するために行うモデル的な取組
に対する助成を実施し、その確立・普及を推進

３月31日：農業環境規範を策定
点検活動の手引きを
作成・配布
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６ 家畜改良の推進と新技術の開
発・普及

○乳用牛の改良の推進
【牛群検定の推進】 （９月・２月）

【後代検定の推進】

【改良事業の安定的実施のための検討】

５～６月：第２回
ＷＧ開催

牛群検定の実施

改良事業の費用負担
議論の醸成

○肉用牛の改良の推進 【後代検定等の推進】

９月：検定成績の評価

１０月：全国会議開催、共
同利用種雄牛の選抜

４月～：家畜改良事業
団の検定方法変
更の検討

【全国枝肉情報データベースの充実】

３月：技術的検討会
開催

【優良雌牛の整備】
優良な繁殖雌牛の導入の推進

【繁殖能力の向上】

繁殖管理技術の徹底及び関連器具導入の推進

８月：遺伝子型検
査結果の公表

１１～１２月：育種資源確保検
討会開催、資源確保

後代検定の実施

ブロック会議
の開催７～８月：事業計

画の策定等

６～７月：関連事業
説明会の開催

データベースの普及推進、統一評価の実施

広域後代検定等の着実な実施

17年度取組実績 評価・課題

○肉用牛の能力は着実に向上。引き
続き、広域後代検定等を着実に
実施するとともに、今後、新たな改良
体制の構築に向けた検討を行う。

○家畜改良事業団の新たな検定方法
へのスムーズな移行、遺伝的能力評
価の活用、遺伝的多様性の状況把握
や効率的な確保方法の検討が必要。

○枝肉情報データベースの更なる充実
及び利用の拡大が必要。

○全国、ブロック毎の増頭会議の実施、
水田放牧や乳牛を活用した肉用牛生
産の推進等により、繁殖雌牛の増頭
を図ることが必要。

○繁殖管理技術の徹底等の他、繁殖
性に関する遺伝的能力評価手法の実
用化に向けた取組を推進することが
必要。

７月：増頭全国会議、７月以降随時ブロック会議

○乳牛の能力（検定牛の遺伝的能力(乳
量））は着実に向上。引き続き、牛群検
定及び後代検定を着実な実施とともに、
牛群検定の実施率及び後代検定娘牛
生産のための調整交配実施率の向上
に向けた取組を推進することが必要。
さらに、遺伝的能力評価の実施と評価
精度の向上を図ることが必要。

○今後の乳牛の改良体制のあり方につ
いて、課題の解決方向をとりまとめ、具
体的な課題の解決に向けた検討が必
要。
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○新技術の開発・普及
クローン技術や雌雄産み分け技術等のバ
イオテクノロジー技術の開発・普及

搾乳ロボット等のハイテク技術を用いた飼
養管理技術

推進協議会開催やパンフレット配布等により、関係者へ取組推進の周知・徹底

17年度取組実績 評価・課題

○消費者にも理解しやすい形で新技術
の情報を積極的に提供。引き続き、消費
者等の新技術に対する正しい理解を推
進。

○研究開発、安全性の検証、現場への
普及が着実に進展。 引き続き、これら

の取り組みの継続が必要。

○家畜改良を効率的に進めるために家
畜の特徴的な遺伝子の解明を促進す
ることが必要。

消費者への正確で分かりやすい
情報提供を図り、その理解を求
めつつ推進

コストにも配慮しつつ推進
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７ 流通飼料の安定的な供給

○飼料穀物の安定供給

○未利用資源の活用促進

【飼料備蓄】

・備蓄運営の効率化を検討

・備蓄運営の明確化（放出基準
等）の検討

【配合飼料価格安定制度】

【丸粒とうもろこしの利用拡大】

生産者等への利用啓発

【配合飼料の情報提供】

関係者による情報提供の現況の検証

配合飼料の製造ライン、配送設備の近
代化等の検証

年度途中での加入基金の変更など生産者
にとって利用しやすい制度運用の検討

・備蓄穀物の「放出基準(案)」を作成(H18.2)
・備蓄穀物の簿価を時価並みに引き下げ

・米国のハリケーン「カトリーナ」の影響に対処
するため備蓄穀物を放出（H17.9）
・18年度から大麦の備蓄を特例的に全量米に
振替えることを決定

・年度通じて、生産者に必要量を供給

・本制度に対する要望調査を関係者に実施

するとともに、丸粒とうもろこしの流通実態

調査を実施

製造ライン等の近代化に資する
融資、税制措置の活用

６月：第１回全国食品残さ
飼料化行動会議の設
置・開催（17年度行動計

画の策定等）

５月：第１回飼料自給率向
上戦略会議の設置・開
催（17年度行動計画

の策定等）

２月：第２回飼料自給率
向上戦略会議の開
催（17年度行動計画

の点検・検証）

２月：第２回全国食品残
さ飼料化行動会議の
開催（17年度行動計

画の点検・検証）

17年度取組実績 評価・課題

○全地方行政ブロック毎に「エコフィー
ド推進会議」等が設置されるなど一
定の進展が図られた。

○行動会議等で明らかとなった課題解
決に向け、引き続き行動会議を軸に
進めることが必要。

【配合飼料の製造・流通の合理化】

○簿価と時価の「逆ざや」問題を解消
○ハリケーン「カトリーナ」に起因する
事態に適切に対処し、国内の関係
者における混乱を回避。

○今後は放出基準に基づく「放出マ
ニュアル」を作成する必要。

○米の需給安定対策にも協力。

○配合飼料の製造・流通の合理化を目
的とした支援措置の活用を通じて製造
ライン等の近代化を推進。

○丸粒とうもろこしは関税割当品目
であるため、引き続き関係部局に
対して必要量を要請・確保。

○要望調査結果等を参考に、生産者
等に利用を啓発。

関係者による検討結果を踏ま
えた具体案の作成

○年度途中での加入基金の変更等の制
度変更について、関係者間の協議が
整った。今後は定款等を改正。

○１８年度中に配合飼料の価格等の
情報提供を行うことについて関係
者間の協議が整った。

検討結果を踏まえた改善を逐次実施

・食品残さの提供者、利用者
のネットワークづくりの取組

・シンポジウムの開催
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８ 集送乳及び乳業の合理化に関す
る基本的な事項

○生乳の計画的かつ安定的な供給
及び集送乳等の合理化

○乳業の合理化と牛乳・乳製品
の安全の確保

○消費者ニーズに対応した牛乳・乳
製品の生産・供給体制の構築による
需要の拡大

指定生乳生産者団体の取組状況のフォローアップ

【集送乳合理化に向けた体制整備の支援】

【合理化の推進】

・指定生乳生産者団体へ需給情報を集約するｼｽﾃﾑの開発
・広域生乳検査体制の整備
・集送乳経費に係る情報公開

【牛乳･乳製品の効用に着目した消費拡大の推進】

【乳業の合理化】

・６月：乳業再編全国協議会の開催及び全
国ビジョンの策定

・団体の消費拡大策への支援
・ｶﾙｼｳﾑの効用に重点化した消費拡大策
の推進等

17年度取組実績 評価・課題

○平成１７年度のチーズ、液状乳製品等
向け生乳の供給量は、前年度を大きく上
回り、拡大したところ。
○引き続き、需要が見込まれる液状乳製
品等に向けた生乳供給を拡大していくこと
が重要。

○17年度の国産チーズ割合が、対前年
2.3ポイントの増加したところであり、一定

の成果を得たところ。
○引き続き、国産ナチュラルチーズの消
費拡大に対する取組を始めとする牛乳･
乳製品の機能性の訴求に重点をおいた
消費拡大に取り組むことが必要。

○予定通り、全団体において計画策定が
達成されたところ。

○需給情報システムの開発や１地域にお
いて検査機器の導入が図られる等、広域
生乳検査体制の整備が進展したところ。

○引き続き、集送乳の拠点となる貯乳施
設の再編等合理化の推進が必要。

５月：合理化推進文書（生産局長通知）の発出
を通じた生産者団体等への指導
５月下旬～６月上旬：集送乳の合理化に関する
ブロック別説明会の開催

○今後、各ビジョンに則した、乳業工場再
編を推進する必要。

○生産段階における農薬等の使用に関
する情報の共有、検査体制の整備等が着
実に実施されたところ。
○引き続き、取組を継続していく必要。

１１月～２月：国産ナチュラルチーズフェア
等を開催

７月～３月：骨密度測定の実施等を通じ
た牛乳等の消費拡大への支援

【ポジティブリスト等への対応】

３月：集送乳に関する実態調査の
実施
～３月：指定生乳生産者団体によ
る合理化推進計画の策定

８～１０月：ポジティブリスト等に
対応するための酪農家、乳業者
の取組内容を検討

農薬等使用履歴を記帳する
チェックリストの作成・配布

・各指定生乳生産者団体によるチーズ、液
状乳製品等向け生乳の供給拡大に向けた
計画策定・取組

各地域・都道府県においてビ
ジョンの策定

・指定生乳生産者団体の供給拡
大に向けた取組への支援

【生産者団体のチーズ、液状乳製品等向け生乳供給の拡大】
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９ 肉用牛及び牛肉の流通の合理
化

○肉用牛の流通の合理化

○牛肉の流通の合理化

○消費者ニーズに対応した牛肉の
生産・供給体制の構築による需要
の拡大

【国産牛肉の需要の拡大】

家畜市場の再編整備、機能高度化を図
るための施設整備の推進

国産牛肉等市場開拓
協議会の開催

・新事業による乳用種牛肉の生
産・販売対策の実施（１０月～）

【乳用種牛肉の新たな市場獲得】

食肉処理施設の再編整備
等に係る事業要望の把握

新事業の計画ヒアリング（８月）

【家畜市場の再編整備の推進】

事業進捗状況のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ

【食肉処理施設の再編整備の推進】

17年度取組実績 評価・課題

○全国の家畜市場数

１８８ケ所（Ｈ１５）→１８６ケ所（Ｈ１６）

○施設整備を実施した家畜市場数

９ケ所（Ｈ１７：機能高度化）

○今後とも、家畜市場の再編整備、機能
高度化を推進していくため、都道府県
段階の取り組みを支援。

○国産乳用種牛肉のネーミング（「国産
若牛」）とロゴマークを策定し、全国的
な広報活動を展開。

○乳用種肉用牛の飼養管理技術マニュ
アルを作成し、生産農家に配布。

○今後は、流通実態調査を踏まえた販
売戦略の策定・実施と、生産農家への
飼養管理マニュアルの普及が必要。

第１回（６月） 第２回（７月） 第３回（８月） 第４回（３月）

○再編整備等に係る食肉処理施設の
整備を９箇所で実施。

○引き続き、食肉処理施設の再編整
備の推進が必要。

○実需者ニーズにきめ細かく対応した
部分肉加工等を行うための食肉処
理施設の整備を９箇所で実施。

○引き続き、低需要部位の高付加価
値化等を通じた国産牛肉の需要拡
大の推進が必要。

○牛肉の品種等について消費者の理
解が不十分。

○わかりやすい表示のあり方等につ
いて検討が必要。

消費者等の意見把握のた
めの調査内容の検討

【表示の改善】

調査の実施

４月～：食肉処理施設における実需者ニーズにきめ細かく対応した部分肉
加工等を通じた低需要部位の高付加価値化を推進

事業の実施
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