
平成１９年度
酪肉近代化基本方針工程表（案）

平成１９年９月

資料５

農林水産省生産局



Ⅰ 平成１９年度酪肉近代化基本方針行動計画の重点ポイント

１９年度行動計画のポイント

【肉用牛繁殖雌牛の増頭推進】

－１－

・ 飼料作物作付面積の減少に歯止めをかけ、増加に転換
・ 未利用資源の飼料化、家畜の生産性向上を推進
・ 飼料価格上昇の影響について、関係者へ理解醸成を推進

○ 配合飼料価格の上昇を踏まえた総合的な対策の推進

【配合飼料価格の上昇を踏まえた総合的な対策の推進】

【国産飼料の生産・利用の拡大】

○ 飼料作物作付面積の減少に歯止めをかけ、増加に転じさせるた

め、「飼料作物作付面積拡大プラン」の取組を推進

○ 利用の進んでいない食品残さの飼料化を推進するなど、ｴｺﾌｨｰ

ﾄﾞの安定的利用体制を整備するとともに、改正食品ﾘｻｲｸﾙ法の活

用等を推進

【家畜の生産性の向上、理解醸成】

○ 飼料価格の上昇を踏まえ、家畜の生産性向上へのさらなる取組
を強化

○ 配合飼料価格上昇により吸収できない生産コストの上昇が適正
に小売価格に反映されるよう、関係者への理解を醸成

○ 肉用牛繁殖雌牛の増頭推進

・酪農経営等を活用した肉用牛増頭の推進
・担い手への繁殖雌牛の計画的かつ円滑な継承を推進
・放牧の推進、公共牧場を活用した肉用牛繁殖基盤の強化

○ 飼料作物作付面積の減少に歯止めをかけ、増加に転換
（19年度作付面積拡大目標：２万ｈａ）

・稲発酵粗飼料の作付拡大 7,500ha(+2,500ha)
・青刈りとうもろこしの作付拡大 85,000ha( + 600ha)
・国産稲わらの自給100％の達成
・ 水田放牧の取組拡大 肉用牛放牧頭数 5,000頭へ

○ エコフィード（食品残さの飼料化）の取組の具体化を推進
・ 小規模店から発生する未低利用資源の利活用及び改正食品
リサイクル法を活用したエコフィード利用の推進

・ エコフィード認証制度の創設に向けた取組を推進

○ 効果的な飼養・衛生管理技術の普及や家畜改良の着実な
推進

○ 最近の畜産をめぐる情勢について、関係者に認識や理解を
共有してもらうための取組を推進

○ 繁殖雌牛年間1万2千頭の増頭

19年度は、飼料自給率向上に向けた飼料増産行動会議等の取
組とも連携しつつ、本年度から拡充した肉用牛繁殖基盤強化総
合対策事業等を有効活用することにより、前年度より１千頭増の
年間１万２千頭の意欲的な目標達成に向け、具体的かつ効果的
な行動を、年間の行動計画に明記し着実に成果が上がるように
関係者一丸となって取組を推進

取組内容

○ 肉用牛繁殖基盤が弱体化し、一方では枝肉・子牛価格が高水準
で推移している状況を踏まえると、繁殖雌牛を増頭し、国内の肉用
牛生産の増大を図ることは重要な課題

○ このため、肉用牛増頭戦略全国会議を開催し、全国及びブロック
毎に、繁殖雌牛の増頭目標を設定して各般の対策を推進



項目 18年度の取組で明らかになった課題 19年度の行動計画（案）の主な概要

４．畜産におけ
る食育の推進

平成１８年度の取組課題と平成１９年度行動計画（案）の主な概要

３．畜産物に
係る安全と消
費者の信頼の
確保

○HACCP手法を活用した衛生管理が行われている

農場を認証するための基準が必要
○ﾖｰﾈ病については、18年度に制定した要領に沿っ

た防疫対策の推進が必要
○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

○ HACCP手法を活用した農場の認証基準の策定を推

進
○ﾖｰﾈ病防疫対策要領に沿った防疫対応の推進
○食品中の農薬等の残留基準値の見直しに伴い、適切
に動物用医薬品の使用基準等及び飼料中の農薬残留
基準を見直し

－2 －

Ⅱ 総括

○担い手の育成・確保に向けたアクションプランの着
実な実施を推進し、引き続き、認定農業者の認定率
向上にむけた取組が必要

○地域計画等アクションプランに基づく認定率向上に向
けた取組を推進

○青色申告の推進、適正な資金計画や経営改善計画
の策定、これらに基づく法人化や多角化の推進等によ
る経営体質強化を通じた先進的経営の育成・確保

○有識者による、交流活動の展開方向等に関する提言
や、優良事例の情報共有等を通じ、交流活動の内容を
充実

○インターネットを通じた消費者への畜産関係情報の提
供や相互交流機能の充実及び活用を促進

○引き続き、飼料増産重点地区における飼料生産拡
大を図るとともに、重点地区における取組の定量的
な評価を行う必要

○飼料作物作付面積を拡大するため、飼料増産ネッ
トワークの積極的な活用及び体制の充実・強化が必
要

○飼料増産重点地区における具体的な数値目標値の
設定とその達成に向けた点検・指導の強化及び周辺
地域への波及促進により、稲発酵粗飼料をはじめとす
る飼料作物作付け面積拡大に向けた取組強化

○需給マップやネットワークの確立、仲介・斡旋活動の
強化

○繁殖雌牛年間１万２千頭の増頭に向けた取組を推進

○教育関係機関等との連携強化、優良事例紹介等を
通じた交流活動の内容改善を引き続き実施

○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

２．自給飼料基
盤に立脚した畜
産経営の育成

１．国際化の進展
に対応し得る産業
構造の確立



項目

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を支援

○国産乳用種牛肉の流通実態調査の実施を踏まえた

新たな販売戦略の策定・実施と、飼養管理技術マニュ

アルの普及・定着を推進

５．家畜排せつ
物の適正な管
理と利用の促
進

19年度の行動計画（案）の主な概要18年度の取組で明らかになった課題

○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
－3 －

乳

８．集送乳及び
乳業の合理化

○引き続き、集送乳の拠点となる貯乳施設の再編等
の合理化の推進

○引き続き、乳業再編全国ビジョンに則した工場再編
の推進が必要

○ターゲットの絞り込み、普及方法の工夫等取組の
強化が必要

○備蓄穀物の放出ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝの実施
○配合飼料価格安定制度の適切な運用
○ｴｺﾌｨｰﾄﾞに対する消費者等の理解醸成及び安定的な
利用体制等の確立を推進

○改正食品ﾘｻｲｸﾙ制度を活用し、ｴｺﾌｨｰﾄﾞの一層の利
用を推進するための方策を検討・実施

○機動的な備蓄穀物の放出を行うには関係者を交え
た放出ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝが必要

○原料価格が上昇しており、価格安定制度の適切な
実施を確保する必要

○ｴｺﾌｨｰﾄﾞに対して不安感を持つ消費者等への対応と、
改正食品ﾘｻｲｸﾙ制度の活用・対応が必要

○乳牛及び肉用牛の能力は着実に向上しており、引
き続き、牛群検定、後代検定等を効率的・効果的に
実施することが必要

○家畜の特徴的な遺伝子の解明にあたっては、効率
よく遺伝子解明及び特許取得が推進されるような環
境・体制整備が必要

○牛群検定、後代検定等を推進するとともに、牛群検定
情報の有効活用や肉用牛における新たな広域後代検
定体制への着実な移行

○研究資源に関するデータベースの構築、解析用サン
プルの共同利用等により、遺伝子特許取得に向けた
共同研究を推進

○繁殖雌牛年間１万２千頭の増頭に向けた取組を推進

○今後は、「家畜排せつ物の利用の促進を図るための
基本方針」に基づく都道府県計画の見直しが必要

○引き続き、家畜排せつ物処理・利用施設の整備、
ニーズにあったたい肥の生産、たい肥利用の促進、
農業環境規範の普及と実践の推進が必要

○簡易対応により対応した農家等における施設整備を
本年度中に完了

○新たな「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基
本方針」に即し、都道府県計画の見直しの推進

○生産現場における「農業環境規範」の普及・啓発を実
施

○既存貯乳施設を再編した大型施設の整備に対して支
援

○ビジョンに即した乳製品工場の再編に向けて支援
○関係団体によるワーキングチームの設置や消費者
ニーズに即した新商品の開発促進等の取組を支援



項 目 19年度の取組内容 備考

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

－4 －

Ⅲ 平成１９年度行動計画（各論）

９月：第1回畜産部会開催

・平成18年度行動計画の取り組み実績の報告

・平成19年度行動計画の提示

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

【担い手の育成・確保】

７月：認定農業者に関する実態調査

各県のアクションプランに基づく担い手の増加に向けた取り組みの推進
（専門家支援チームによる支援・指導、人材育成のための研修会開催等）

○青色申告の推進、適正な資金計画や
経営改善計画の策定、これらに基づく法
人化や多角化の推進等による経営体質
強化を通じた先進的経営の育成・確保。

○19年度
第1回畜産部会において、１８年度の

取組等を報告。

○都道府県計画に沿った市町村計画
に基づき、地域の生産構造改革を推進。

地域計画等アクションプランに基づく認定率向上に向けた取組を推進

○都道府県が策定した認定農業者数
の増加に係る地域計画等のアクション
プランについて、取組状況の把握ととも
に、今後とも認定農業者の認定率向上
に向けた積極的な取組を推進。



項 目

－5 －

○サービス事業体の定着・普及

ヘルパー組織の再編統合、ヘルパー業務の多角化についての検討

５月：全国会議
の開催

９月、１２月：ブロッ
ク会議の開催

ヘルパー要員の確保・研修の充実についての検討

全国研修７回 特別研修９回 中堅研修４回 開催

19年度の取組内容 備考

10月：ｺﾝﾄﾗｸﾀｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ研修の

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 １月：集計・分析

【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
調査の実施

全国飼料増産行動会議による
関係者への取組みを周知

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

需給マップやネットワークの確立、仲介・斡旋活動の強化

○ＴＭＲ(完全混合飼料)センターを核と

した地域システム構築に必要な施設等
の整備推進のための、TMR施設等の

実態調査の実施。

○都道府県ごとに実情に応じて策定し
た計画に基づき、酪農ヘルパー組織の
充実・強化を引き続き推進。

【酪農ヘルパー組織の充実・強化】

○コントラクターアドバイザーの活用や、
コントラクター養成研修等による中核的
組織への発展を促進。

コントラクターによる受託面積拡大

H19作業受託面積目標：120千㌶



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

○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】

【新規就農の促進】
７月～８月：新規就農・経営継承データ
ベースに関する説明会の開催

【女性が活躍しやすい環境の整備】

５月：全国会議
の開催

普及・啓発

傷病時、出産時のヘルパー活用の一層の推進

９月、１１月：ブロック
会議の開催

19年度の取組内容 備考

新規就農希望者・経営移譲希望者の登録・引き合わせ等

１０月：新規就農情報
交換会の開催

【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

牛群検定の実施

○青色申告の推進、適正な資金計画や
経営改善計画の策定、これらに基づく法
人化や多角化の推進等による経営体質
強化を通じた先進的経営の育成・確保。

各県のアクションプランに基づく担い手の増加に向けた取り組みの推進
（専門家支援チームによる支援・指導、人材育成のための研修会開催等）

○データベースを活用して、データ収集
を強化しつつ、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。

○今後とも出産時等における酪農ヘル
パーの活用が図られるよう、ブロック会
議等を通じヘルパー制度の普及・啓発
を実施。

５月：
関連事業説明会開催

８～９月・２月：
ブロック会議開催 ○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。また、牛群検定情報の有効活用に
ついて、普及を図る必要。

牛群検定普及率

H12：46.5％→H18：55.6％



項 目

－7 －

○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

19年度の取組内容 備考

【畜舎建築基準の緩和措置等の活用】

7月
畜舎建築基準
に関する検討会

２月～３月
畜舎建築基準に
関する検討会

１０月
畜舎建築基準に関する
検討会

【食料供給コスト縮減に向けた強力な取組】

３月
取組の実施

状況・成果を
点検

アクションプランに基づき
取組を実施

○「21世紀新農政2006」において、食料

供給コスト縮減に向けた取組を強力に推
進する旨が表明され、昨年9月アクション
プランが策定された。今後は、5年間で2
割の削減を目標に、各年度の取組につ
いて点検を行うとともに、コスト縮減の具
体的な検証を行っていく。

○畜舎・堆肥舎の建築設計に係る告示・
解説等の改定を行い、コスト低減を推進。

○飼養環境改善や家畜防疫が図られて
いる畜舎等事例について、情報提供を
推進。

パンフレット等を活用した畜舎建築等に係る基準緩和の理解促進及
び畜舎等の現地実態調査結果等の情報提供による畜舎等の建築コ
スト低減を推進

畜舎建築等に係る調査実験
低コスト畜舎等事例調査の実施

９月
取組の実施

状況・成果を
点検

４月
アクションプ

ランの改定



項 目

－８－

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

10月：放牧利用促進（放牧伝道師

養成研修の開催

飼料増産戦略会議の行動計画達成に向けた対策の検討

４月：全国飼料増産行動会議の開催
（19年度行動計画の策定等）

19年産稲WCS作付け

増進重点活動の実施

９月：放牧サミットの開催

○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

○放牧の推進

優良品種普及、生産技術実証等対策の推進

３月頃：飼料自給率向上戦略会議の
開催（19年度行動計画の点検・
検証と20年度行動計画の策定）

３月頃：全国飼料増産行動会議の開
催（19年度行動計画の点検・検
証と20年度行動計画の策定）

19年度の取組内容 備考

需給マップやネットワークの確立、仲介・斡旋活動の強化

20年産WCS作付け

増進重点活動の実施

需給マップやネットワークの確立、仲介・斡旋活動の強化

19年産稲わら仲介・斡

旋重点活動の実施

８月～：19年産稲わら収

集活動の強化

10月～：19年産稲わら
(広域)需給調整の実施

需給マップやネットワークの確立、仲介・斡旋活動の強化

放牧可能地の仲介・斡旋
（水田放牧可能地について重点的に取り組む）

肉用牛増頭戦略会議：全国・ブロック毎に繁殖雌牛の増頭目標を設定して各般の対策を推進

５月～：ブロック会議の開催

４月：飼料増産重点地区の
19年度計画取りまとめ

７月～：飼料増産重点
地区の追加登録

12月：飼料増産重点地区

の実績調査

(水田放牧の推進）

5月：現地検討会

の開催

○飼料作物作付け面積拡大に向けた
取組強化。
（H19年度作付面積拡大目標：２万㌶）
・ 飼料増産ネットワークの活用強化
・ 飼料増産重点地区における目標値の
設定とその達成に向けた点検・指導
の強化及び周辺地域への波及促進
飼料増産重点地区数の拡大
H19年度目標：50地区以上追加
（H18年度実績：213地区）

7月：全国飼料増産行動

会議幹事会の開催

○耕畜連携水田活用対策を活用した

飼料作物作付け拡大。
・ 水田裏を活用した飼料作物
(ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟ用麦等）の作付けを推進

・ 稲WCSｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ研修の開催

稲発酵粗飼料の作付面積拡大
H20年度作付面積目標：7,500㌶
（H18年度実績：5,182㌶）

○稲わらの需要量に見合った自給率
100％を実現。

・ストックポイントの設置、再梱包機（コ
ンパクトベーラ）等の普及・導入等、モ
デル的な広域流通体制の確立を推進

○放牧伝道師を活用した実証展示や現
地研修会の開催による理解醸成。
・ 現地研修会やシンポジウムを内容と
する放牧サミットの開催
H19年度水田放牧頭数目標：5,000頭
（H17年度実績：3,270頭）

○繁殖雌牛年間１万２千頭の増頭。
・肉用牛繁殖基盤強化総合対策事業等

を有効活用

+2,500ha
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○飼料生産の外部化の推進

○飼料作物の生産性の向上 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】

６月：公共牧場協
議会の開催

９月：公共牧場実
態調査の実施

【ＴＭＲセンター整備の推進】

７月：ＴＭＲ施設等実態調査の実施

19年度の取組内容 備考

【コントラクター育成・強化の推進】

需給マップやネットワークの確立、仲介・斡旋活動の強化

10月：ｺﾝﾄﾗｸﾀｰｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ研修の開催

５月：コントラクター
実態調査の実施

１月：集計・分析

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

３月：全国コントラクター
連絡協議会の開催

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

○奨励品種リストやパンフレットの配布
等による優良品種の普及促進。

○青刈りとうもろこしの作付拡大
19年産青刈りとうもろこし

作付け増産重点活動

20年産青刈りとうもろこし

作付け増産重点活動

○低コスト化と省力化につながる、細断
型ロールベーラ作業体系、地域に適し
た奨励品種の普及・導入を推進。

青刈りとうもろこし作付面積拡大
H19年度作付面積目標：85,000㌶

○ＴＭＲ(完全混合飼料)センターを核と

した地域システム構築に必要な施設等
の整備推進のための、TMR施設等の

実態調査の実施。

○コントラクターアドバイザーの活用や、
コントラクター養成研修等による中核的
組織への発展を促進。

コントラクターによる受託面積拡大
H19年度作業受託面積目標：120千㌶

○公共牧場の利用状況、管理運営者
の意向等を把握し、利用推進及び再
編統合等の検討を実施。

+600ha

○家畜の生産性向上、理解醸成
【家畜の生産性向上】

飼養技術情報の集約、普及・指導

【理解醸成】

５月：中央推進協議会の設置

９月：地方説明会 等

○効果的な飼養・衛生管理技術の普及や
家畜改良の着実な推進。

○最近の畜産をめぐる情勢について、関
係者に認識や理解を共有してもらうため
の取組を推進。
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○生産段階における衛生管理の
充実・強化

○加工・流通段階における安全性の
確保

19年度の取組内容 備考

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

○飼料・飼料添加物及び動物用
医薬品に係る安全性の確保

６月：畜産農家の飼料使用状況巡回調査（１８年度）の結果とりまとめ及び公表

飼料規制、動物用医薬品の適正使用の周知徹底のための
関係者に対するパンフレット配布・説明会等の実施

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
に伴う監視指導の実施

食品安全委員会により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、適切に動物用医薬品の使用基準及び飼料中の農薬残留基
準値等を見直し。

畜産農家、獣医師、医薬品販売業者等に対する動物用医薬品及び飼料
の適正な使用（特に使用基準及び動物用医薬品の休薬期間の遵守）、
販売のための指導を徹底

必要に応じた指
針の見直し

特定家畜伝染病防疫指針に基づく疾病の発生予防・まん延防止

３ 畜産物に係る安全と消費者の
信頼の確保

【ポジティブリスト制度への対応】

【飼料に関するその他の対応】

○衛生的な食肉処理施設の整備を
推進。

○ポジティブリスト制度の導入に伴う対
応が引き続き必要。

○食品中の農薬等の残留基準値の見
直しに伴い、適切に動物用医薬品の使
用基準及び飼料中の農薬残留基準値
等を見直し。

ポジティブリストへの対応
・生産者の農薬等使用履歴の記帳等の取組を継続的に推進
・生産者の記録・記帳の補完のための生産者・乳業者による定期的検査を引き続き実施

・HACCP手法を活用した衛生管理が行われている農場を認証するための基

準を策定（農場生産衛生管理技術等向上対策事業）

○HACCP手法を活用した農場の認証

基準の策定を推進。

○ヨーネ病防疫対策要領に沿った防疫
対応の推進。
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４ 畜産における食育の推進

○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

【その他畜産物の対応】

○トレーサビリティへの対応

19年度の取組内容 備考

【その他畜産物の対応】

【牛肉トレーサビリティシステムの適切な運営】

【ふれあい体験交流を通じた食育の推進】

２月
中央委員会の開催

○地域交流牧場協議会、交流会等の開催
○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
○交流活動におけるアンケート調査の実施
○中央委員会による、「交流活動の留意点」についてのとりま
とめ公表
○優良事例の情報共有等を通じた、交流活動の内容の充実

５月：ＬＩＮ推進協
議会開催

６月：ＬＩＮ団体連
絡会開催

生産者情報の充実、消費者モニターの確保、情報
交流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

９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】

５ ～６月

：中央委員会の開催
○有識者による、交流活動の展開方向
等に関する提言や、優良事例の情報共
有等を通じ、交流活動の内容を充実。

○インターネットを通じた消費者への畜
産関係情報の提供や相互交流機能の
充実及び活用を促進。

ＤＮＡ鑑定の実施、販売業者等への指導・監視

届出内容確認システム（地方農政事務所で届出内容をチェックするた
めのシステム）を活用した農場等への指導・監視

○牛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。

生産者・食品事業者による自主的な導入を促進 ○他の生産～小売系統の流通経路情
報等を利用できる相互乗り入れ可能な
システム及び加工・流通段階の安全管
理に活用できるHACCP等と連結したシ

ステムの開発。
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５ 家畜排せつ物の適正な管理と
利用の促進

○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

19年度の取組内容 備考

４月～：「家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針」（Ｈ１９年３月３０日公表）に即し、

都道府県計画（目標年度：Ｈ２７年度）の見直しを推進

４月～：家畜排せつ物処理施設の計画的な整備

【家畜排せつ物の利用の促進等】
【耕畜連携によるたい肥利用の推進】

○新たな「家畜排せつ物の利用の促進

を図るための基本方針」に即し、都道府
県計画の見直しの推進。

○経営規模や地域の実情に応じた施
設整備、ネットワークづくりによる

たい肥利用を推進。

○生産現場における「農業環境規範」の

普及・啓発を実施。

【家畜排せつ物の管理の適正化】

４月～：家畜排せつ物利活用施設の整備

４月～：耕畜連携によるたい肥利用の実証展示地区の整備や、家畜排せつ物の高度利用に
伴い発生する副産物(メタン発酵による消化液等)の利用を推進するモデル的な取組に
対する助成を実施するとともに、シンポジウムの開催等を通じて、その普及を推進

○家畜排せつ物法管理基準に、やむ

を得ず簡易対応により対応した農家
等における施設整備（1/2補助付き

リース事業）を本年度中に完了。

【環境規範の導入】

各種支援策への要件化 ○順次、各種支援策への要件化を

検討。
○生産現場における「農業環境規範
の普及・啓発を実施。
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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】

【後代検定の推進】

【改良事業の安定的実施のための検討】

牛群検定の実施

○肉用牛の改良の推進 【後代検定等の推進】

１０月：検定成績の評価

１１月：全国会議開催、共同利用種
雄牛の選抜

【全国枝肉情報データベースの充実】

９月：評価技術検討会

【優良雌牛の整備】

５～3月：ブロック別増頭会議、現地検討会の開催

・繁殖雌牛の増頭の推進
【繁殖能力の向上】

繁殖管理技術の徹底及び繁殖能力の向上に関連した器具導入の推進、
繁殖性の遺伝的能力評価の実用化に向けた検討

５月：遺伝性疾患の公表

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

８～９月・2月：

ブロック会議の
開催７～８月：事業計

画の策定等

５月：関連事業説
明会の開催

データベースの普及、利用の推進

新たな広域後代検定体制への着実な移行

19年度の取組内容 備考

～3月：遺伝的多様

性の調査分析

４月：全国増頭会議

５月：関連事業説
明会の開催

１０～１２月：地域毎の推進会議の開催
と意向調査の実施

○牛群検定及び後代検定の推進ととも

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。さらに、遺伝的
能力評価の実施と評価精度の向上。

経産牛１頭あたり乳量

H13：7,388kg→H18：7,864kg

○牛群検定情報の有効活用や今後の

乳牛の改良体制のあり方に対する課題
の周知のための地域毎の推進会議の
開催と意向調査を実施。

○２３年度から始まる新たな広域後代

検定体制等への移行に向け、関係道
県との連携を図る。また、遺伝的能力
評価の活用や遺伝的多様性の状況把
握、効率的な確保方法の検討を実施。

種雄牛の産肉能力間接検定成績

（黒毛和種）
BMS№

H12：8.1 →H17：9.3
1日平均増体量

H12：0.92kg→H17：0.94kg

○枝肉情報データベースの更なる充実

及び利用の拡大。

○酪農家等による繁殖雌牛の増頭、繁

殖農家のコスト削減及び生産性向上の
ための取組等を強化し、全国で繁殖雌
牛１万２千頭の増頭を推進。

○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。

２月：全国増頭会議１０月：全国増頭会議現地検討会

６月：基準種雄牛の選定

２月：分析利用委員会
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○新技術の開発・普及

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

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

19年度の取組内容 備考

全国の研究機関等をメンバーとして、
共同研究（技術・サンプル提供等）及
び特許取得を効率的に推進するため
の協議会を設立。

家畜の遺伝子解析の研究開発の促進等

搾乳ロボットやほ乳ロボット等のハイテク
技術を用いた飼養管理技術

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

○研究資源に関するデータベースの
構築、解析用サンプルの共同利用等
により、遺伝子特許取得に向けた共
同研究を推進。
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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】

【配合飼料価格安定制度】

【丸粒とうもろこしの利用拡大】

【配合飼料の情報提供】

価格安定制度を適切に運用

融資・税制等を通じた製造・流通の合理化の推進

19年度の取組内容 備考

【配合飼料の製造・流通の合理化】

○備蓄穀物の放出ｼｭﾐﾚｰｼｮﾝの実施。

○引き続き、飼料穀物備蓄事業や配合
飼料価格安定制度等を適切に運用し、
流通飼料の安定供給を確保。

○飼料自給率の向上及び生産性向
上に資するエコフィードの具体的な取
組の普及・定着。

○ｴｺﾌｨｰﾄﾞに対する消費者等の理解
醸成及び安定的な利用体制等の確立
を推進。
○改正食品ﾘｻｲｸﾙ制度を活用し、ｴｺ
ﾌｨｰﾄﾞの一層の利用を推進するための
方策を検討・実施。

○エコフィード認証制度の創設に向け
た取組を推進。

６月：放出ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ
の実施

飼料穀物の需給ひっ迫の事態には

機動的に備蓄穀物を放出

９月～：基金間移動
の開始

年度通じて生産者に必要量を割当

主な配合飼料メーカーが配合飼料価格等の
情報提供を実施

認証制度
立ち上げ

ｴｺﾌｨｰﾄﾞ認証制度の検討

4月：全国食品残さ飼料
化(ｴｺﾌｨｰﾄﾞ)行動会議

改正食品ﾘｻｲｸﾙ法の活用（調査・分析の実施）

・推進会議、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ等の開催
・食育等の取組の一環として現地見学等の推進

食品残さネットワークづくり
(調査結果の取りまとめ・公表)

食品循環資源の排出
食品残さ加工（飼料化工場）
畜産農家の利用

実態調査

ｴｺﾌｨｰﾄﾞ専門家の連携体制整備



項 目

－１６－

８ 集送乳及び乳業の合理化

○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

19年度の取組内容 備考

【牛乳・乳製品の消費拡大の強化】

【乳業の合理化】

・消費拡大の個別の取組の連携強化
（関係団体によりワーキングチームを設置）

・機能性・有用性を的確かつ強力にアピール
（骨密度測定の実施等）

・消費者ニーズに則した新商品の開発促進
（ビタミン等を付加した牛乳の技術的検討等）

・乳業再編全国ビジョンの具体化に向けて検討等を行うとともに、
乳業の合理化を推進するための施設の整備等を支援

・衛生管理技術等の講習会等
・異常風味等の官能育成研修会

【製造段階における衛生管理の向上、安全確保】

【生産者団体のチーズ、液状乳製品等向け生乳供給の拡大】

・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

・指定生乳生産者団体の供給拡大に
向けた取組への支援

○19年度末から北海道でチーズ新増設
工場が稼働することを踏まえ、19年度か
らの3年間で、今後とも需要の伸びが見

込まれるチーズ、生クリーム、発酵乳等
向け生乳の供給拡大を支援。

４月～：集送乳合理化に向けた体制整備を推進
・統一的な乳量測定機器等の導入支援
・既存貯乳施設の再編による大型施設整備への支援

・（社）日本酪農乳業協会による生乳の需給に関する情報の的確な提供
・生産者団体による需要に応じた生乳の計画生産の着実な実施

【需要に応じた生乳生産の推進】

【合理化の推進】

○ビジョンに即した乳製品工場の再編に
向けて支援。

○既存貯乳施設の再編による大型施設
整備への支援。

○関係団体によるワーキングチームの
設置や消費者ニーズに即した新商品の
開発促進等の取組を支援。



項 目

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

・乳用種牛肉の生産・販売対策の実施

【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

事業の計画ヒアリング

【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】

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

19年度の取組内容 備考

流通実態調査の実施

・全国的な販売戦略の策定

・飼養管理技術マニュアルの普及

事業の実施

事業の実施

【表示の改善】

○国産乳用種牛肉の流通実態調査の
実施を踏まえた新たな販売戦略の策
定・実施と、飼養管理技術マニュアルの
普及・定着を推進。

○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を推進。

○食肉処理施設の再編整備等を推進。

○家畜市場の再編整備等を推進して
いくため、都道府県段階の取組を支援。

－１7 －

和牛等特色ある食肉の表示に関するガイドラインの
普及・啓発

○ガイドラインに沿った表示の実施状
況を把握しつつ、引き続き普及・啓発
を推進。

普及状況の
フォローアップ
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