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○攻めの農林水産業の展開の中で、「需要フロンティアの拡大」、「多様な業種と連携したバリューチェーンの構築」及び「生産 
  現場の強化」を掲げており、畜産・酪農施策もその中に位置づけ。 
○『需要フロンティアの拡大』においては、農林水産物・食品の輸出拡大の重点品目として牛肉を位置づけるほか、牛乳・乳製 
  品についても輸出促進。 
○『多様な業種と連携したバリューチェーンの構築』においては、６次産業化の推進のほか、地域ぐるみで収益力向上をめざす 
  体制（畜産クラスター）の構築を推進。畜産クラスターの取組は、地域ぐるみで生産コストの低減や付加価値の向上等に資す 
  るものであり、『生産現場の強化』にも関連。 
○『生産現場の強化』では、家畜改良の推進を図るとともに、農地集積の促進に合わせ、コントラクター等による飼料生産の外 
    部化と効率化、飼料用米、稲ＷＣＳの生産・利用の拡大等、飼料自給率の向上を推進。 
○その他、新品種・新技術の開発・保護・普及への取組の他、経営安定対策等についても着実に推進。 

需要フロンティアの拡大 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多様な業種と連携した 
バリューチェンの構築 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生産現場の強化 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

攻めの農林水産業 

牛肉をはじめとする畜産物の 
              輸出拡大 
・焼肉等の日本食文化と一体的な 
 プロモーション 
・ジェトロによる米や果物などとの一 
 体的な販売促進 
・輸出解禁に向けた衛生協議 
・HACCP等施設整備へ支援 
・ハラール認証取得に対するきめ細  
 やかな支援 

     
 
 
 
 和牛統一マーク 

焼肉店の海外進出 

集積された農地を活用した 
自給飼料生産の拡大 

・草地生産性向上対策   
・コントラクター、TMRセンターへの支援 

・国産粗飼料、飼料用米の生産・調製・
保管施設の整備 

 
 
 
 

１ 

畜産クラスターの全国的な展開 
 ・高収益型畜産体制構築事業 

攻めの農林水産業における畜産の位置づけについて 



○2012年の輸出額は51億円、輸出量
は863トンといずれも過去最高。 

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向 

○市場の大きい米国やＥＵで重点的に
活動する必要。 

○ 2012年８月に対米輸出が再開し、
現在香港、マカオ、シンガポール、
米国、タイ、カナダ、UAE等への輸
出が可能。 

○2013年３月には、EUへの輸出が認
められたところ。 （※） 

 
※ 輸出施設の認定が行われると、実際の輸出が

可能 

出典：厚生労働省ＨＰ 

  米国 カナダ EU 香港 UAE 
シンガ 
ポール 

マカオ タイ 

施設数 8 5 0 9 2 10 52  35 

輸出国・地域別の施設認定状況 （2013年11月現在） 

○ロース、ヒレ等の高級部位だけでなく、
バラ等多様な部位の販売促進が必要。 

○牛肉需要が見込まれる国・地域（ロ
シア、メキシコ、中国等）への輸出解
禁に向けた働きかけが必要。 

○相手国の要求するHACCPやハラー
ル認証等に対応した食肉処理施設の
整備が必要。 

和牛統一マーク 焼肉店の海外進出 

出典：米国農務省HP（2011年） 

（単位：1,000トン（枝肉ベース）） 

米国、ＥＵの牛肉消費量及び輸入量 

具体的な輸出拡大策 
  
 焼肉等の日本食文化と一体的なプ

ロモーション。 
 商談会開催や見本市出展等を支

援。 
 ジェトロによる米や果物などと一体

的な日本食材の販売促進。 

輸出環境整備 
  
 輸出解禁に向けた衛生協議 
   (ロシア、メキシコ、中国等と協議 
   中)。 
 HACCP等施設整備への支援。 
 ハラール認証を取得しようとする

取組に対し、きめ細やかな支援
を措置。 

米国 EU 

消費量 11,651 7,941 

輸入量   933  367 

○輸出額目標：２５０億円（４千トン相
当） 

【新興市場】 米国、ＥＵ、カナダ、香港、
マカオ、シンガポール、タイ、ＵＡＥ 

【有望市場】ロシア、メキシコ、中国、台
湾、イスラム圏（インドネシア、マレーシ
ア、サウジアラビア他）等 【平成25年１～９月実績】 

  

  輸出量  605トン (前年同期比
113%) 

  輸出額 37.9億円（前年同期比
125%） 

（トン） （億円） 

前年比 
数量：151.4% 
金額：146.3% 

50.6 

２ 

牛肉の輸出戦略について 



○ 近年、牛乳・乳製品の輸出は、香港・中国・ 
 台湾など、近隣諸国等向けが増加傾向で推移。 
   

○ しかし、口蹄疫(2010年）や原発事故(2011年)に 
 伴い、各国・地域の輸入規制措置や安全性への 
 信頼低下等から、輸出額は大幅に減少。 

輸出の現状 分析 対応方向 

 ○ 急増するアジアの牛乳・乳製品 
 需要を取り込めれば、国内の酪農・ 
 乳業の発展のチャンス。 
   
○ 輸出する乳製品の戦略的な検討 
 が必要。 
 ・チーズ等、付加価値の高い乳製品 
 ・アジア市場との近さを活かした 
  フレッシュな乳製品 
 ・「日本ブランド」を活かせる乳製品等 
   
○ 中小乳業に対して販路の確保等の

初期の事業展開への支援が必要 

 
輸出環境整備 

 

 牛乳・乳製品の輸出について、 
   乳業メーカー（特に中小乳業）の 
   理解を啓発。 

 

 意欲のある中小乳業等に 
   対して、商談会の開催やマーケ 
   ティング活動など、輸出の取組を 
   支援。 

 

 特にチーズについては、チーズ 
   工房等における情報交換等を 
   推進。 

 

 輸入規制などの情報提供と、 
   その解消に向けた関係各国・ 
   地域との調整。 

 

 日本製品の信頼やブランド 
   イメージの回復に向け、主要な 
   輸出先国・地域において安全性 
   や品質等の情報を発信。 
 

○ 輸出額目標 
 牛乳・乳製品を含む加工品（調味 
 料類、菓子類、清涼飲料水を除く） 
 として、 

 

   2012年   814億円  
        ↓ 
   2020年 2,000億円 へと拡大。 

○ 輸出品の大半は、大手乳業（その子会社）又は 
 準大手による製品であり、企業体力の問題等 
 から中小乳業による輸出の取組は低調。  

○ 品目別でみると、 
  LL牛乳及び育児用 
  粉乳が半分以上を 
  占め、チーズは１割 
  程度。 

出典：財務省 
「貿易統計」 

（注：アイスクリームは、氷菓も含む） 

ＬＬ牛乳 

育児用粉乳 

ｱｲｽｸﾘｰﾑ 

チーズ 

その他 
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年 
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（億円） 

○ 輸入規制（口蹄疫、原発事故）や 
 食品衛生規制（食品添加物）への 
 対応・協議の加速化が必要。 
   

○ 低下した信頼やブランドイメージの 
 回復が必要。 
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牛乳・乳製品の国・地域別輸出額の推移 
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出典：米国GTI社「Ｇｌｏｂａｌ Trade Atlas」 
（注：ＬＬ牛乳、育児用粉乳、チーズの輸入額の合計） 

 

中国・台湾・香港における 
牛乳・乳製品の輸入額の推移 

出典：財務省「貿易統計」 
（注：ＬＬ牛乳、育児用粉乳、ﾁｰｽﾞの輸出額の合計） 

 
品目別輸出額 

３ 

牛乳・乳製品の輸出戦略について 



【有限会社 フジタファーム】（新潟県新潟市） 

・牧場の生乳を地元の 
   ジェラート製造販売業者が 
   使用し、季節に応じた 
   ジェラートを製造販売。 
・酪農教育ファームとして 
  小学校等の乳搾りや 
  ジェラート加工体験等を実施。 

【経営概要】 
・経産牛65頭、育成牛15頭 
・地元稲作法人との耕畜連携により、地元粗飼料（WCS、 
 デントコーン）を利用 

連携先のジェラート加工販売 

地元法人との連携による６次産業化 

体験交流施設 

酪農教育ファームを核とした地域交流 

【廣野牧場】（香川県三木町） 

・ログハウス、加工体験施設、 
 宿泊施設を備えた酪農教育 
 ファームの運営 
・地域の子供や一般消費者 
 を 4,500人/年 受入 

搾乳体験の様子 

みきちょう 

にいがたし 

○畜産・酪農を行うことは、畜産物の供給だけではなく、地域経済の活性化や良好な景観の形成、国土保全等の多面的機能の 
  発現にも貢献する等、国民全体が享受するものであることから、その意義について幅広な情報発信に努め、国民に理解を求 
    めていくことが必要。 
○農林水産省としては、農林漁業者等と連携し、消費者の食生活改善を促す実践的取組や、食や農林水産業への理解を深め 
  る取組を推進。その一環として、酪農教育ファームの取組や、６次産業化による畜産物の加工販売等を支援。 
○平成26年度予算概算要求では、学校教育の場において、教科等と関連づけた教育ファームのプログラム開発や、学校給食 
  の食材として地場産農林水産物を安定的に生産・供給するモデル的な取組を支援する等、文部科学省とも連携を図りつつ、   
 食育を国民運動として展開していく施策を推進。 

・食育活動の全国展開事業委託費 

 教科等と関連付けた教育ファームのプログラム等を開発するとともに、企業における教育
ファームの活用方法を検討することにより、食育の全国展開を推進。 

・日本の食を広げるプロジェクト 
 学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に生産・供給するモデル的な取組を 
支援するとともに、児童への食育効果の検証等を行い、成果を普及。 

地元法人との連携による６次産業化 

文科省との連携事業 

・酪農教育ファームでの受入人数
は、平成22年度の口蹄疫発生によ

り一時減少したものの、最近では、
家族連れなどの個人体験等を中心
に増加傾向 
（平成24年度実績約83万1246人 
（前年比111.7%）） 

データ元：中央酪農会議HP 

 

酪農教育ファーム受入人数増加 
約84万人 

約75万人 

約42万人 

約88万人 

約71万人 

約23万人 
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文部科学省との連携事業（26年度要求） 

４ 

生産者と消費者のつながりについて 



   

 データの分析 

 

  
酪農経営 
 

 

         泌乳データ      体型データ  

【現状】 【課題】 

○ 牛群検定が継続的かつ効果
的に実施されるよう確実なデー
タ収集が必要。 

 
○ 乳牛改良を迅速かつ効率的

に進めるため、ＳＮＰ検査※の
データ蓄積が必要。 

 
※ ＳＮＰ検査（ＤＮＡの塩基配列の小さな

相違についての検査）の結果と乳量等
の関係を分析することで能力を推計可
能 

牛群検定のしくみ 

収
集 

・乳量・乳質の向上 
・繁殖成績の改善 
・交配する種雄牛の選択 

 等の経営改善に活用  
成
績 

○ 乳牛改良は、乳量の増加等を通じ、経営基盤の強化を図る上で重
要。このため、個々の酪農経営から乳量・乳質、繁殖成績等の記録を
収集・分析し、結果をフィードバックする牛群検定を実施。 

 
○ 乳牛改良により、経産牛１頭当たりの年間乳量については、年当たり約

80kgのペースで増加してきたものの、近年は伸び悩み傾向。このような中、
ＤＮＡ解析による新たな改良手法の活用が期待。 

 
○ 乳牛改良を着実に推進していくため、以下の事業等を実施。 
    牛群検定システム高度化支援事業（25年度：415百万円） 
      牛群検定におけるデータ収集への支援 
      ＤＮＡ解析により家畜の能力を推定する手法の精度向上 

乳牛改良について 

５ 



都府県酪農について 

○ 都府県の酪農は、飼養戸数・頭数が急激に減少。 
    飼養戸数 25,100戸（H11） → 12,200戸（H25）と51％の減少 
    飼養頭数 937,800頭（H11） → 616,600頭（H25）と34％の減少 
 
○ その結果生乳生産量も減少傾向で推移。 
 
○ 近年頻発する猛暑により、乳用牛の廃用や牛体へのダメージによる乳量の 
 減少（H22は記録的な猛暑）。 
     都府県における生乳生産量 
    H22. 4- 6：101万㌧ （対前年増減率▲2.9％） 
    H22. 7-  9： 91万㌧ （同▲4.8％） 
    H22.10- 12：  91万㌧ （同▲5.7％） 
    都府県における暑熱による廃用・死亡頭数 666頭（H22） 
    ※ 230頭（H23） 、 358頭（H24） 
○ 25年度において、生産基盤の強化を図るための事業を措置。 
 ・ 酪農生産基盤回復緊急支援事業（25年度：1,003百万円） 
 
○ 都府県での自給飼料の普及率が低い。 

【現状】 【課題】 

○ 離農した酪農家の経営資源
（乳牛、施設、機械）の継承推
進。 

 
○ 適切な暑熱対策の普及。 
 

○ 牛乳・乳製品の販売等、都市
部に近いといった立地条件を 
活用した取組の推進。 

 

○ 地域に存在する耕種農家との
連携強化。 

 

○ 規模拡大が困難な経営では
乳牛の高能力化や飼養管理の
改善を促進。 

 
○ 自給飼料の活用の推進。 
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○ 酪農ヘルパーは、毎日の搾乳や飼養管理が不可欠な酪農経営におい
て、休日の確保や傷病時の経営存続に重要な役割。また、新規就農希望
者の確保や後継者の研修の場として非常に重要。 

 
○ 酪農ヘルパー制度の円滑な運営を図るため、以下の事業を実施。 
  ・ 酪農ヘルパー事業円滑化対策事業（H16～H25） 
      酪農ヘルパー利用組合の運営経費等に対して支援。 
  ・ 酪農経営安定化支援事業（25年度：403百万円） 
      傷病時利用の円滑化やヘルパーの雇用環境整備（財物賠償保険等の 
       加入）への支援に加え、25年度には、離農農家の円滑な継承を図るため 
      の派遣研修や利用組合の経営診断等の支援を拡充。 

【現状】 【課題】 

○利用農家1戸当たりの利用日数推移 

○ヘルパー要員数推移（毎年8月1日現在） ○搾乳・飼養管理以外の作業を実施している組合数（H24年8月1日現在） 

○ヘルパーからの新規就農規模者数 

年度 

17.4 17.5 17.5 
18.2 

18.5 

19.7 

18 19 20 21 22 23

324 99 22 22 88 27 10
(31%) (7%) (7%) (27%) (8%) (3%)

( ) 内は、全利用組合(324)に対する割合

うち搾乳・飼養管理以外の作業を実施している利用組合数利用組合数

牛群
検定

粗飼料
生産

肉用牛の
飼養管理

削蹄・
除角等

堆肥
生産

　１８年度 　１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度

8人 6人 6人 9人 8人 5人

日 

○ 円滑化事業（地方基金：国が1/2）
が平成25年度で終了することを踏ま

えた今後の酪農ヘルパーの安定的
な運営。 

 
○ 近年、ヘルパー要員数が減少する

中でヘルパーの作業内容が多様化
していることを踏まえ、ヘルパー要員
（専任・臨時）の確保・資質向上・定着
に向けた取組が必要。 

1,269  1,238  1,200  1,179  1,178  1,173  1,155  

1,335  1,271  1,181  1,139  1,066  1,035  1,027  

2,604  2,509  
2,381  2,318  2,244  2,208  2,182  

18 19 20 21 22 23 24

専任ヘルパー数 臨時ヘルパー数 

※臨時ヘルパーとは、臨時にヘルパー業務を行うもの（酪農後継者等） 

酪農ヘルパーについて 
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○ 肉用牛繁殖は、中山間地域や離島等における基幹的な農業部門の一
つであり、地域経済にも重要な位置付け。 

 
○ 高齢化の進む小規模繁殖経営の離農等により、飼養頭数が減少する中、

子牛価格は堅調に推移。  
 
○ 肉用牛繁殖基盤の強化を図るため、繁殖経営に対する経営安定対策に加え

て以下の事業を実施 
 
  ・ 強い農業づくり交付金（25年度：24,422百万円の内数） 
    ほ育・育成のための共同利用畜舎の整備や離農農家等の経営資源の有効    
    活用等への支援。 
  ・ 肉用牛経営安定対策補完事業【拡充】（25年度：3,326百万円） 
    ①新規参入者への畜舎等の貸付や簡易牛舎等の整備、②優良繁殖雌牛

増頭による中核的な繁殖経営の育成（拡充）、③地域の肉用牛改良に必要
な優良繁殖雌牛導入（拡充）、④肉用牛ヘルパーの推進等を支援。 

【現状】 【課題】 

○ 繁殖部門への新規参入の
促進、中核的経営の育成な
ど、担い手の確保が必要。 

 

○ 肥育農家の一貫経営化や
受精卵移植による乳牛を活
用した肉専用種の生産など、
飼養頭数の拡大が必要。 

 

○ キャトルステーション、肉用
牛ヘルパー等の活用により
労働負担を軽減するなど、高
齢者の経営離脱を抑制する
必要。 

繁殖農家戸数及び繁殖雌牛飼養頭数の推移 

単位：頭／戸 

平成 15年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 

全国 7.6 9.6 10.2 10.7 11.3 11.4 11.7 

  北海道 25.9 26.1 29.3 33.0 35.2 34.5 32.2 

  都府県 7.1 9.0 9.5 9.8 10.3 10.4 10.7 

出典：畜産統計 

単位：千戸、千頭 

平成 15年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 

戸数 84.5 69.7 66.6 63.9 59.1 56.1 53.0 

  北海道 2.5 2.4 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 

  都府県 82.1 67.3 64.2 61.5 56.7 53.8 50.7 

頭数 642.9 667.3 682.1 683.9 667.9 642.2 618.4 

  北海道 63.4 63.5 72.2 79.5 84.8 79.8 73.7 

  都府県 579.5 603.7 609.8 604.3 583.2 562.4 544.9 

（注）四捨五入の関係で合計は一致しない場合あり 出典：畜産統計 

一戸当たり繁殖雌牛頭数の推移 

肉用牛繁殖基盤について 
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Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 H25 

104 292 1,611 4,129 14,883 33,955 34,525 21,802 

○ 飼料用米の作付面積（ha） 

○ 飼料用米及び稲発酵粗飼料（稲WCS）の作付面積は、平成22、23年度で順調に拡大。平成24年度については、これまでのよ
うな急速な伸びは見られなくなっているものの増加（それぞれ対前年１０２％、１１１％）。平成25年度は、飼料用米については、
備蓄米、加工用米へ転換したことにより減少（対前年６３％）。稲WCSについては増加（対前年１０４％）。   

○ 水田活用の直接支払交付金等により、生産・利用の拡大を推進。 

水田活用の直接支払交付金 

【25年度】飼料用米、WCS用稲の生産に対して 8万円/10a を助成  ※ さらに、飼料用米のわらの飼料利用に 1.3万円/10a の助成 
  

【26年度】飼料用米について数量払いを導入し 最大10.5万円/10aを助成 ※ さらに、多収性専用品種の取組に対し 1.2万円/10aの産地交付金の追加配分 

      （WCS用稲については現行どおり 8万円/10a を助成）              飼料用米のわらの飼料利用に  1.3万円／10a の助成 

○ 稲WCSの作付面積（ha） 

メリット 課題 

・連作障害がない。 

・良好な栄養価を有し、牛の嗜好性も 

 高い。 

・長期保存が可能。    

・低コスト栽培技術の導入や多収品 

 種の活用によるコスト低減 

・安定した供給。 

・効率的な保管・流通体制の確立。 

・品質の向上・安定化が必要。 

【25年度】 産地活性化総合対策事業 

 国産粗飼料の生産性を向上させるため飼料生産拠点の育成等の取組
を支援するとともに、これらの取組に必要な農業機械等のリース導入を
支援。 

飼料用米 
稲WCS 

※ 稲WCSとは、稲の穂と茎葉を丸ごと乳酸発酵させた粗飼料（ホールクロップ
サイレージ：Whole Crop Silage）のことをいう。 

【25年度】 強い農業づくり交付金 

 主食用米との区分管理に必要な乾燥調製施設の整備や飼料用米の
保管・調製に必要な共同利用施設の整備を支援。 

メリット 課題 

・連作障害がない。 

・農機具などの新規投資不要。 

・輸入とうもろこし代替として容易に

利用が可能。 

・低コスト栽培技術の導入や多収品
種の活用によるコスト低減。 

・安定した供給。 

・効率的な保管・流通体制の確立。 

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

5,182 6,339 9,089 10,203 15,939 23,086 25,672 26,600 

資料：Ｈ19までは畜産振興課調べ。H20~24は新規需要米の取組計画認定面積。 資料：Ｈ19までは畜産振興課調べ。H20~24は新規需要米の取組計画認定面積。 

飼料用米及び稲発酵粗飼料の生産・利用の推進について 
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○ 耕種農家は、農協に出荷することで、自ら需要先の確保を図る必要がなく、飼料用米の生産に取組可能。 
○ 農協は、CEや耕種農家が乾燥した飼料用米を地域の農業倉庫等で保管。 
○ 農協と出荷契約を締結した全国団体は、飼料メーカーの要望に応じ、工場近くの営業倉庫等で開袋・バラ化作業を行い、工場に搬入。 
○ 飼料メーカーは、とうもろこしの代替として飼料用米を配合し、畜産農家に出荷（工場は、在庫として保有せず、計画的に受入・配合）。 
 
○ 飼料工場では、次の課題をクリアすれば、受入量の増加に対応可能。 
 ・ 配合飼料の主原料（とうもろこし等）と同等またはそれ以下の価格での供給 
 ・ 工場への長期的かつ計画的な供給と集荷・流通の円滑化（例えば、半年程度前から供給量の調整を行い、計画的に搬入）    

飼料工場 

 

 

畜
産 

農
家     

【集荷・保管】 

稲
作 

農
家      

 
 
農業倉庫〔又は産地ＣＥ〕 
  玄米、フレコンでの 
  保管が大半 

農協 
飼料工場近くの営業倉庫等
で開袋、バラ化 

ＣＥからバラ出荷 

【搬入前のバラ化作業】 【受入・配合作業】 

配合 
飼料 

・工場の要望に応じて
その都度搬入 

資料：農水省調べ（生産量は飼料メーカー聞取り、配合可能割合は畜産栄養有識者からの聞取り
及び研究報告をもとに試算） 

注：利用可能量は、平成24年度の配合飼料生産量に配合可能割合を乗じて算出。 

（参考） 24年度飼料用向け供給量56万トン（飼料用米18万トン、備蓄米2万トン、ＭＡ米36万トン）。 
     ※ 上記、「24年度使用量」のほか、畜産農家への直接供給は9万トン程度。 

畜種別のコメの利用可能量（試算） 配合飼料工場の立地状況 

（平成25年10月1日時点） 

全国生産者団体による飼料用米の集荷・流通体制 

企業数：６８社 
工場数：１１８工場 

  うち全国生産者団体による飼料用
米利用工場：２２工場（  印に
立地） 

   飼料工場は、主に、太平洋側の
港湾地域に立地 

   畜産主産地を後背地に持ち、新
たに整備・開発された港湾地域
への集約が進展   

【※家畜の生理や畜産物に影響を与えることなく給与可能と見込まれる量】 1 

4
3 

4 

6 

8 

7 

配合飼料メーカーへの飼料用米の供給について 
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○「新たな酪農・乳業対策大綱」（以下「大綱」）は、農業基本法が抜本的に見直され、食料・農業・農村基本法が制定される流 
 れの中で、「農政改革大綱（平成10年12月）」に即し、酪農・乳業政策の在り方を示したもの（平成11年３月策定）。 
○具体的には、市場実勢を反映した適正な価格形成を促すため、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の抜本的な見直し 
  （不足払いから単価固定方式へ、指定団体の広域化（都道府県団体からブロック団体へ））等を示したもの。 
○中長期的な政策の在り方については、食料・農業・農村基本法等に基づき、「食料・農業・農村基本計画」や「酪農及び肉用 
  牛生産の近代化を図るための基本方針」（酪肉近）の中で検討・打ち出し。 

 
 
 
○農政改革大綱、農政改革プログラムの 
  公表（平成10年12月） 
    →新基本法の制定（平成11年７月） 
 
○農政改革大綱においては、乳製品・加工原 
   料乳の価格形成に市場実勢が一層反映さ 
     れるようにすること等の検討方向が明記 
 
○農政改革プログラムにおいては、牛乳・乳 
   製品について、 
 ①乳製品価格、加工原料乳価格への市場  
   実勢の反映、 
  ②透明で公正な市場環境の整備を図るため  
   の生乳取引の改善 
 等が示され、加工原料乳の価格形成のあり  
 方の見直し、指定団体の広域化の推進等が 
 明記。 
 
 

 
 

＜主要な改革の方向＞ 
 ①市場実勢を反映した適正な価格形成のための制度改革 
 ②経営体・担い手対策 
 ③指定団体のブロック化等生乳流通対策 
 ④乳業の再編・合理化 
 
＜実施してきた主な対応＞ 
 ①については、安定指標価格、国産乳製品の売買操作、基準取引価格 
 等を廃止し、不足払いから現行の単価固定方式へ移行。 
  ③については、都道府県毎の指定団体をブロック毎の指定団体に広域 
 化。また、生乳取引に関しては、当事者間の情報の共有化、国民への情 
 報提供等により、透明性の高い生乳取引を推進。 
   ②、④については、酪肉近において、経営の基本的指標、生産性向上 
 の目標、工場の統廃合や製造販売コストの削減等について目標を設定 
  しつつ、各般の施策を推進。 
 

そのほか、改革を進めるための条件整備として、畜産環境対策、自給飼料
の増産、家畜改良の推進、生産資材費低減等の推進などを明記。 
 

背景 新たな酪農・乳業対策大綱（平成11年３月策定） 

新たな酪農・乳業対策大綱策定の背景と主な内容 

「新たな酪農・乳業大綱」について 
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