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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・乳業政策のあり方を示したもの（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 
  （不足払いから固定支払方式へ、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。 

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・乳業対策大綱」について 

 
 
○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固定支払方式へ移行。 
 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） 
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市場実勢を反映した適正な価格形成のための制度改革について 

○ 大綱においては、昭和41年度に創設された加工原料乳生産者補給金制度については、従来の行政価格を廃止し、実際の 
 取引価格が市場実勢を反映して形成される制度へ移行することとされた。 
○ このことを受け、平成13年度から現行の固定支払方式へ移行。併せて、加工原料乳価格が下落した場合の経営への影響 
 緩和を図るための補塡金交付の仕組みも整備。  

旧加工原料乳制度（昭和41～平成12年度まで） 
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結果、合理的な価格形成に支障 

現行制度（平成13年度から） 

固定支払方式 

生産者 
手取り 

加
工
原
料
乳
価 

補給金 

乳業者 
支払い分 

加
工
原
料
乳
価 

積立金（生産者：国＝1:3） 

次年度の 
補給金 

生産費の 
増減率 × ＝ 

生産コストや市場動向等を
踏まえ、各指定団体と乳業
者間の交渉で決定 

26年度からはチーズ向
け生乳も制度の対象に
加え、充実・強化 
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に即した支援 
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プール乳価（補給金込み） 

生乳の生産コストと価格の推移（北海道） 

（注：本図の生産コストは、全算入生産費から実際の支出を伴わない自作地地代・自己資本利子を控除したものである。 
また、配合飼料価格安定制度の補塡金等を考慮している。） 

棒グラフは配合飼料の補給金を差し引いたもの。 



（参考）加工原料乳生産者補給金単価と交付対象数量の推移 
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補給金単価 交付対象数量 

脱脂粉乳・ﾊﾞﾀｰ等向け 
（円／kg） 

チーズ向け 
（円／kg） 

脱脂粉乳・ﾊﾞﾀｰ等向け 
（千㌧） 

チーズ向け 
（千㌧） 

13年度 10.30  ( － ) 2,270 (▲130) 

14 11.00  (0.70) 2,200 (▲70) 

15 10.74  (▲0.26) 2,100 (▲100) 

16 10.52  (▲0.22) 2,100 ( － ) 

17 10.40  (▲0.12) 2,050 (▲50) 

18 10.40  ( － ) 2,030 (▲20) 

19 10.55  (0.15) 1,980 (▲50) 

 20(4～6) 11.55  (1.00) 
1,950 (▲30) 

 20(7～) 11.85  (0.30) 

21 11.85  ( － ) 1,950 ( － ) 

22 11.85  ( － ) 1,850 (▲100) 

23 11.95  (0.10) 1,850 ( － ) 

24 12.20  (0.25) 1,830 (▲20) 

25 12.55  (0.35) 1,810 (▲20) 

26 12.80  (0.25) 15.41  ( － ) 1,800 (▲10) 520 ( － ) 

注：（ ）内は対前年度増減。 

【新設】 【新設】 



○  大綱を踏まえ、①酪農生産の地域的な特化や生乳流通の広域化が急激に進展していく中で、各県ごとの指定団体による集 
 乳・販売体制では、指定団体間の生乳の取扱量の差が拡大し、集送乳コストも増大していること、②不足払制度の廃止により、 
 乳価交渉における指定団体の役割は一層重要性を増すことを踏まえ、13年の法改正によって、都府県の指定団体を８ブロック 
 単位に広域化。 
○ 指定団体の広域化により、集送乳の合理化・適正化が一定程度進展。また、配乳の広域調整により県団体ごとに発生してい
た販売不可能乳が減少し余乳処理体制も強化。しかしながら、酪農家戸数の減少や、酪農家が点在化している地域もあること
から、クーラーステーションの再編・統廃合や集送乳の最適化、組織体制の見直し等に取り組み、さらなる合理化を図ることが
重要。 

指定団体のブロック化等生乳流通対策について 
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○ ①酪農生産の地域的な特化や生乳流通の広域化が急激に進展していく中で、各県ごとの指定団体による集乳・販売体制で 
 は指定団体間の集乳格差が拡大し、集送乳コストも増大していること、②不足払制度の廃止により、乳価交渉における指定団 
 体の役割は一層重要性を増すことから、大綱を受けた13年の法改正によって、都府県の指定団体を８ブロック単位に広域化。 
 
○ 指定団体の広域化により、集送乳の合理化・適正化が進み、集送乳コストが低減。また、県団体毎に発生していた販売困難 
 生乳が配乳の広域調整により減少し余乳処理体制が強化されることにより、生乳生産状況を反映した乳業者との適正な生乳 
 価格形成に一定の成果。 



乳業の再編・合理化について 

○ 大綱においては、乳業工場の製造販売コストの低減を図るため、稼働率の低い乳業工場の再編・合理化を推進することと 
 された。 
○ このため、酪肉近基本方針の中で目標値を設定するとともに、地域ブロックごとの「乳業再編地域ブロックビジョン」を更新し、 
 生産性の高い効率的な製造が行えるよう、乳業再編・合理化事業を推進。 

○ こうした中、飲用牛乳工場数は、再編・合理化の進展等により現行目標水準を上回るペースで再編が推移しているが、飲用
需要は見通しを下回って減少。他方、乳製品工場については、一時的に再編・合理化が進んだが、近年はっ酵乳やチーズを中
心とした需要増から、現行目標のすう勢には及ばない状況。 

  

第４次酪肉近目標 
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生産性の高い効率的・衛生的な乳業工場への再編を検討 

再編整備事業のイメージ 酪肉近基本方針目標 

※：新増設に当たっては、HACCP化が要件 
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学校給食用牛乳供給事業について 

６ 

○ 大綱を踏まえ、保護者、学識経験者、乳業者、生産者等から成る「乳製品・加工原料乳等検討委員会流通・消費部会」に
おいて、その改善方向を取りまとめ（１１年７月）。その中では、本事業については引き続きその強力な推進を図っていく必要
がある一方、競争原理の導入や事業の政策誘導性を高めることなどが指摘。 

○ これを受け、12年度から、供給事業者の選定及び供給価格の決定に競争原理（入札）を導入し、事業自体も輸送費の補
助等政策誘導性の高いものに転換。 

○ 一方、現在も供給事業者の一者応札が７割以上であり、より一層の競争原理の推進を図る必要。 
○ また、供給事業者のHACCP取得率は、向上が図られているものの、25年度でも61％にとどまっているところ。 

Ａ地域 Ｂ地域 

補助対象部分 

  条件不利地域への円滑な供給等による安定的需要 
     の確保のため学校給食用牛乳供給に対する支援を 
  行う（定額）。 
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0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

特別支援 

学校 

夜間高校 

中 学 校 小 学 校 

○ 25年度現在、全都道府県の 
 供給区域の７割以上 
（1,142区域中816区域）が一者応札 

【供給事業者の選定】 

• 新規参入を含め、効率的な事業者の参加を確保  
すること。 

• HACCP承認の取得を可能な限り早期に選定の要件
とすること。 

【供給価格の決定】 

• 入札等による透明性の高い価格形成手法を導入 
すること。 

【国の助成】 
• 一律の単価助成（90銭/200cc）に代えて政策誘導性

の高いものに転換すること。 
 

【供給事業者・供給価格の選定】 

• 学乳事業の供給事業者を都道府県による入札方式に
変更。  [11年度の２学期又は３学期～] 

• 供給事業者は、平成12年度からHACCP承認取得者

か、安定して安全で品質の高い牛乳の供給を行う者に
変更。（更に15年度に、HACCP承認を取得か、HACCP
に準じた衛生管理基準を整備している者へと強化）。 

 
【国の助成】 

• 輸送費の掛かり増し経費の補助や供給合理化のため
の保冷庫等の整備メニューに変更。 

   
 

乳製品・加工原料乳等検討委員会流通・消費部会 
報告内容（11年７月）（抜粋・概要） 

対応内容 

現行課題 
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計 960 1,052 91.2% 
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○ 期待された効果 

 リアルタイムな価格情報
の提供 

  →需給実勢を反映した価 
   格指標の形成 
  →大口需要者価格形成  
   への反映 

 生産者の委託加工乳製品
等の安定的販路の確保 

 中小需要者の安定的仕入
れルートの確保 

 スポット的需要にも対応す
る取引場の提供 

○ 実施状況 
 市場への上場は、ALICが売り出す輸入乳製品と生

産者団体が保有する国産乳製品（乳業者への委
託加工品）のみで、不定期の開催にとどまった。 

 14年度以降は国産品の上場は行われず、輸入品
のみとなり、市場の維持が困難となったため、22年
に終了するに至った。 

○ 評価 
 価格情報等は相対取引へ反映されなかった。 
 安定的な販路、仕入れルートとはならなかった。 

 乳価の変更が年１回であり、また、国内乳製品価
格が国際市況と切り離されていることから、相対取
引から入札取引への移行は困難であった。 
 

○ 現在の乳製品取引状況 
 平成13年以降、乳製品価

格の硬直化の一因であっ
た行政価格は廃止された
が、引き続き、農水省から
主要乳製品の大口需要者
価格を公表。 

 ALICの輸入乳製品の入札
結果は即日公表。 

 こうした指標を基に、乳製
品の取引が行われてい
る。 

乳製品取引市場について 

○ 大綱においては、 「市場実勢を反映した価格の形成を推進するため、入札による透明性の高い取引を行う場として 
 乳製品取引市場を創設・定着する」こととされた。 

○ これを受け、11年10月、パイロット市場の開設と、情報提供等を的確に実施するための「乳製品取引市場運営機 
 構」を新たに設置。 
○ 14年に｢酪農乳業情報センター｣(現Jミルク)に引き継がれたが、市場の維持が困難となったため、22年に終了。  
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大綱（概要） 措置状況等 

 
 
 
 
(1)市場実勢を反映した適正な価格形成の実現 
①乳製品・加工原料乳 
  計画生産等の的確な実施により生乳需給全体   
 の安定を図りつつ、実際の取引価格が市場実勢 
 を反映して形成される制度に移行。 

 
 
 
 
 
 
 需要に応じた生乳の計画生産及び新規需要開発の推進、カレントアクセス（以下
「CA」）輸入の適切な管理等により生乳需給の安定を図っている。 
 補給金については、市場実勢を反映した適正な価格形成を促進するため、13年
度以降、行政価格を廃止しそれまでの不足払い方式から固定支払方式に移行。 

②飲用向け等の生乳 
  指定団体の広域化等による生乳共販体制の強 
 化を図りつつ、透明性の高い公正かつ適正な価 

 格形成システムを構築。 

  
 「生乳取引のあり方についての考え方」（乳製品・加工原料乳等制度検討委員会
報告・12年11月）において、①生乳取引への入札の導入は困難との結論と②相対
取引についての論点が示された。これを受け、酪農乳業情報センターにおいて、16
年1月までに相対取引に当たっての基本的な考え方が整理され、現在まで相対取
引が実施されている。 
 

(2)酪農経営の安定の確保 
①計画生産等による需給調整 
  生産者団体による計画生産を一層効果的に実 
 施。また、指定団体の広域化を踏まえ、全国レベ 
 ル及びブロック内での需給調整機能を強化。 

 
 
 計画生産については、生産者団体の自主的な取組の下、24年度から生乳需給の
変動に伴う短期間での増・減産を繰り返さないよう、中期計画生産に転換。 
 また、広域化された指定団体と全国連との連携による全国レベル及びブロック内
での需給調整体制が進展。 

②乳製品の需給安定 
  引き続き所要の国境措置と国家貿易の下、農畜 
 産業振興事業団による外国産乳製品の適切な輸 
 入・放出を行うとともに、乳業者による調整保管に 
 対し所要の支援を実施。 

 
 （独）農畜産業振興機構（以下「機構」）によるCA輸入を適切に実施するとともに、
国内需給のひっ迫時には、追加輸入を実施して需給の安定を図っている。 
 乳業者等の行う乳製品の調整保管は、６年を最後に実施されていない。現在は、
必要な場合に予算要求（機構の畜産振興資金）することとしている。 

大綱の措置状況等 

Ⅱ 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実現及び酪農経営の安定の確保 

８ 



大綱（概要） 措置状況等 

③加工原料乳生産に係る酪農経営の安定対策 
  加工原料乳地域における生乳の再生産を確保 
 し、生産者の経営の安定及び所得の確保を図る 
 観点から、加工原料乳の生産者に対し、所要の 
 措置を講ずる。 

 
 補給金については、不足払い方式から固定支払方式に移行するとともに、加工原
料乳価格が需給変動等により低落した場合に、国と生産者の積立金からその低下
額の８割を補塡する「加工原料乳生産者経営安定対策事業」を創設。 
 26年度から、チーズ向け生乳についても補給金の対象に追加。 
 新制度の下、安定した補給金の交付と、価格が変動した際のセーフティネットが整
備。用途別取引の下、相対的に価格が低くならざるを得ない加工原料乳価を下支
えし、飲用を含めた生乳需給全体の安定を図っているところ。 
 

 
 
(1)新規就農の促進 
① 就農ルートの多様化や経営管理技術の高度化 
 に対応した、農業大学校等におけるカリキュラム 
 の拡充や実践的な経営体験研修のための施設整 
 備等を実施。 

 
 
 
 農業大学校を含め民間団体等が、新規就農を希望する酪農ヘルパーや後継者
等に対して行う経営研修等への支援を実施。 
 新たな飼養管理技術を習得・実践するための研修施設整備等への支援を実施。 

② 新規就農者が経営を一括して継承する場合に、 
 濃密な経営・技術指導等を行う体制を整備。 

 新規就農者への経営・技術指導等を行う地方公共団体や畜産関係団体等の職
員への畜産技術研修の実施を支援。 
 

２ 経営体・担い手対策－ゆとりある生産性の高い酪農経営の確立 

９ 



大綱（概要） 措置状況等 

(2)法人化・協業化の推進 
 法人化・協業化は、施設・機械の共同利用等によ
る生産性の向上、多様な担い手の役割分担、定期
的な休日の確保のみならず、農村社会の活性化や
経営に円滑な継承等にとって重要であることから、
経営実態に合わせた法人化・協業化を推進。 

 
 法人化・協業化を推進するため、地域の指導者に対して、指導マニュアルの提供、
専門家の派遣等の支援を実施。 
 協業法人化に当たって、共同利用フリーストール牛舎等の施設整備への支援を
実施。 

(3)経営継承の円滑化 
① 農場リース事業等の活用による離農跡地の農 
 地及び施設の円滑な継承を図る。 

 
 農協等が離農農家等の経営資源を補改修して新規就農者や規模拡大者にリー
スを行う取組の支援を実施。 

② 後継者不在の健全な酪農経営と就農希望の酪 
 農ヘルパー等を円滑に結びつけるなど、我が国 
 の実態に合うような経営継承システムの確立に向 
 けた検討を進める。 

 後継者不在の畜産経営を新規就農者へ円滑に引き継ぐため、経営移譲に関する
情報提供などへの支援を実施。 
  

(4)地域経営支援システムの構築 
① 労働時間の軽減及び周年拘束性の解消を図る 
 ため、酪農ヘルパー等支援組織の普及・定着を 
 促進。 

 
 ２年度から国及び地方により造成した基金等により酪農ヘルパー制度の普及・定
着を促進。 
 ※利用農家１戸当たりの年間ヘルパー利用日数 H12：14.1日/年→H24：20.2日/年 
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大綱（概要） 措置状況等 

 
 
(1)指定生乳生産者団体の広域化 
① 集送乳の合理化による流通コストの削減、より 
 的確な需給調整等による適正な生乳価格の形成 
 を図るため、指定団体の広域化を推進（12年度末 
 までに都府県８ブロック化）。 

 
 
 
 ８ブロックの広域化を実現し、13年４月から業務を開始。 
 都府県内の生産者団体については、11県で一県一酪農協(農協)を実現している
が、効率的な生乳の受託販売を行い得る体制の実現のため、更なる取組の強化が
必要。 
 生乳の需給調整については、基本的にブロック内は指定団体が実施し、ブロック
を越えた取引については全国的な需給調整を行える全国団体に再委託することで、
域内・域外と役割分担して対応。 
 

② 広域化された指定団体について、需給調整等 
 の機能が一層効果的に果たされるよう、そのあり 
 方を検討。 

 広域化以降、指定団体間において必要に応じて課題検討を実施。 
  なお、今般、全国団体と指定生乳生産者団体において、これまでの取組を検証し
つつ、今後の在り方について検討を開始。 

(2)透明性の高い生乳取引の推進 
  入札等市場取引の導入や相対取引のルール化 
 等透明性の高い公正かつ適正な生乳取引につい 
 て検討。 

 
 〔Ⅱ－１－(１)－②と同〕 

(3)乳脂肪分及び体細胞数に係る取引上の制約の  
 見直し 
  11年度末までを目途に、3.5％未満の生乳も受 
 乳されるよう見直すほか、体細胞数についても取 
 引基準の見直し及び適切な運用を実施。 

  
 
 生産者団体等において乳脂率3.5％未満の生乳取引について検討し、乳業者とも
協議を行っているが、牛乳パックの成分表示の改訂（引下げ）が必要であり、これに
よる牛乳価格とこれを通じた飲用乳価の引き下げにつながる懸念等の課題につい
て、生産者団体、乳業者ともに多様な意見があり、実質的に3.5％未満の生乳の取
引が困難な状況。 
 体細胞数については、指定生乳生産者団体ごとに乳質自主規制を制定し、基準
値に応じた乳代支払を実施。なお、搾乳牛の供用期間の延長等の観点から、更な
る見直しが必要。 
 

３ 生乳の流通対策 

11 



大綱（概要） 措置状況等 

 
 
  
 乳業工場の統廃合等についての目標を設定し、
地域の実態に即したきめ細かな再編・合理化対策
を実施。 
 

 
 
 
 第4次酪肉近（12年4月）以降、乳業工場の製造販売コストの目標、工場数の目標
を設定。 
 ８年度から作成している「乳業再編地域ブロックビジョン」を12年度に更新し、再
編・合理化を進めるとともに、これを通じた合理的な価格形成に資するため、８年度
から実施している乳業再編・合理化事業を継続して実施。 
 飲用工場数については、目標を上回るペースで再編が推移しているが、飲用需要
は見通しを下回って推移。一方、乳製品工場については、一時的に再編・合理化が
進んだが、近年ははっ酵乳やチーズを中心とした需要増から、現行目標のすう勢に
及ばない状況。乳業工場全体としては、現行目標をやや上回るペースで推移。 
 

４ 乳業対策－地域の実態に即した乳業の再編・合理化－ 
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大綱（概要） 措置状況等 

 
 
 
 
(1)家畜ふん尿の管理の適正化及び利用の促進 
① 家畜ふん尿の管理の適正化及び利用の促進を 
 図るための新たな法制度を制定するとともに、融 
 資、税制等の支援措置を実施。 
 
② 補助事業やリース事業、制度資金等により、家 
 畜ふん尿処理施設の計画的整備を推進し、今後 
 ５年間で不適切な管理の解消を目指す。 
 
  堆肥利用の促進のため、成分表示や畜産と耕 
 種の連携の強化、堆肥の需給ネットワークの整備 
 等を推進。また、効率的かつ低コストな悪臭防止 
 技術や浄化処理技術の開発・普及を推進。 
 
  

 
 
 
 
 
 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」施行（11年11月）。 
 本法律では、堆肥舎等の施設の構造設備に関する基準や管理の方法に関し畜産
業を営む者が遵守すべき基準（管理基準）を決定。このうち、構造設備に関する基
準については５年間の猶予期間を設け、その間、補助事業、リース事業、制度資金
等により集中的かつ計画的に施設整備を実施。 
 直近の法施行状況調査（24年12月）では、管理基準対象農家（一定規模以上の
農家）の99.98％が管理基準に適合。 
 
 耕畜連携の推進については、家畜ふん尿の約９割が堆肥として生産・利用。また、
堆肥等による土作りと化学肥料、化学合成農薬の使用軽減に一体的に取り組むエ
コファーマーの認定の推進、耕畜連携のための地域協議への支援等により、その
流通・利用を促進。 
 
 悪臭防止技術や浄化処理技術等について、（独）農業・食品産業技術総合研究機
構畜産草地研究所や（財）畜産環境整備機構を中心に、技術の開発・普及を進めて
いるところ。 
 また、施設の低コスト化については、堆肥舎の設計基準の見直しや「堆肥舎等建
築コストガイドライン」、処理施設等の経済性を含めた技術的評価として「家畜ふん
尿処理施設・機械選定ガイドブック」を取りまとめ周知し、普及を図ったところ。 
 

Ⅲ 改革を進めるための条件整備 

１ 畜産環境対策の推進 
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大綱（概要） 措置状況等 

 
 
(1)飼料増産推進計画の策定及び増産運動の展開 
  飼料自給率の向上、環境問題への対応等を図 
 る観点から、具体的な数値目標及び推進方策等 
 を定めた「飼料増産推進計画」を策定し、飼料増 
 産運動を展開。 

 
 
 12年度に飼料増産推進計画を策定し、21年度までに毎年度、全国飼料増産行動
会議を開催。当該会議において、飼料増産の取組を推進。22年度からは検討会等
の見直しに伴い、飼料関係担当者会議として毎年開催(原発事故直後の23年度は
除く)。 
 ※現行基本計画における目標  （飼料自給率） 26％(H20)→38%(H32) 
                     （飼料作物） 435万TDNﾄﾝ(H20)→527万TDNﾄﾝ(H32) 
 ※全国飼料増産行動会議メンバー 
  農林水産省、都道府県、全国農業協同組合中央会、(社)中央畜産会、(社）日本草地畜産種子協会等 

(2)自給飼料基盤の強化 
  草地の造成・整備、転作田・水田裏等への飼料  
 作物の作付拡大、林地、耕作放棄地等の低・未  
 利用地の活用等により飼料生産基盤の拡大を推 
 進。このほか、国産稲わら等の低・未利用資源の  
 活用を促進。 

  
 飼料生産基盤の整備を着実に実施するとともに、水田フル活用の推進と連携して、
飼料用米・稲ＷＣＳの利用拡大を推進。栄養価の高い青刈りとうもろこし等の良質
国産粗飼料の作付拡大や飼料作物の生産・調製・保管に必要な施設整備、作業機
械のリース導入を支援。また、広域流通拠点の整備やコントラクターの活用等によ
り飼料作物や低利用資源の利用拡大を支援。 

(3)生産性及び品質の向上 
  飼料作物の収量及び品質の向上を図るため、 
 作付規模の拡大、団地化による作業単位の大型 
 化、栽培管理技術の向上、新品種の開発・普及 
 等を推進。 
 

 栽培管理技術の高位平準化、飼料作物の優良品種の開発・普及、優良品種導入
等による草地改良等を通じて良質国産粗飼料生産を推進するとともに、飼料用稲・
とうもろこしのロールベール体系の開発などの飼料作物の効率的生産・利用技術
の開発・普及を推進。 

※優良品種の開発例 「なつさかり」：耐倒伏性・耐病性チモシー、採草用晩生品種 
               「たちぴりか」：サイレージ用とうもろこし、多収な極早生品種 
               「モミロマン」：飼料用米・ＷＣＳ兼用品種、耐倒伏性に優れた中晩生品種 
※次世代農業機械の開発例 「細断型ロールベーラ」：収穫物の細断、ロールベール状の成形が可能 

(4)飼料生産の組織化・外部化の推進 
  飼料生産の労働負担の軽減等のため、機械の 
 共同利用、コントラクターの育成等を推進。 

 飼料生産の組織化・外部化を推進するため、コントラクターやＴＭＲセンターに対
する受託作業面積に応じた支援、経営の高度化に必要な機械のリース導入や施設
整備等の支援、飼料生産技術者の資質向上のための研修会等の開催等を支援。 
 ※コントラクターの組織数 152（H11） → 581（H25）   ＴＭＲセンターの数 32（H15）  → 110（H25） 

(5)日本型放牧の推進等 
  我が国の土地条件、自然条件に適応した放牧 
 技術の活用、林地の放牧利用、公共牧場の草資 
 源の活用等により、草地畜産を振興。 

 地域の条件にあった放牧を推進するため、技術研修会の開催、放牧地・電気牧
柵・給水施設等の整備、水田を活用した放牧、公共牧場の人材育成や施設等の改
修等を支援。特に、山口型放牧など都府県における放牧が進展。 
 ※山口型放牧：耕作放棄地を利用した移動放牧。肉用牛経営の省力化、低コスト化、耕作放棄地 
   の解消、農村の景観の保全等への貢献が高く、山口県内全域に幅広く普及。 

２ 自給飼料の増産 
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大綱（概要） 措置状況等 

 
 
(1)新たな「家畜改良増殖目標」の策定及び家畜改 
 良の推進 
  後代検定や牛群検定を強化するとともに、新技 
 術の開発・実用化及び活用を更に推進し、乳用牛 
 の能力の一層の向上を図るため、新たな「家畜 
 改良増殖目標」を策定。 
 

 
 
 
 
ア 15年度からインターブルによる国際的な種雄牛の遺伝的能力評価に参加。現 
 在では、我が国の種雄牛の遺伝的能力は着実に伸び、酪農主要国と肩を並べる 
 水準に到達。後代検定はこれまでと同様の規模、手法で引き続き実施。 
  ※インターブル（International Bull Evaluation Service）とは、乳用牛の遺伝的能力の国際的な比較を促進す  
    ることを目的に、1983年にICAR(家畜の能力検定に関する国際委員会)の小委員会として設立された組織。 
  ※後代検定実施頭数 H11:185頭→H24:185頭 
 

イ 牛群検定普及率は向上してきたものの、20年頃からは伸び悩んでいる状況。こ 
 のため、22年から牛群検定データを酪農家ごとの経営改善に活かせるように繁殖 
 台帳Webシステムの提供等の取組を実施。 
  ※繁殖台帳Webシステムとは、毎月の牛群検定で得られるデータを利用し発情や交配状況、分娩予定など

の繁殖カレンダーや牛群検定結果などをPCや携帯電話、スマートフォン上で確認できる牛群管理システム 
 

ウ 22年度までは、ホルスタイン種を含む乳用牛品種に対し、22年度以降は、ホル
スタイン種を除く乳用牛品種に対し受精卵導入に関する支援を実施。 

  ※受精卵移植による産子数 H11:18,543→H23:19,404 
 

エ 12年度から21年度にかけて性判別精液生産機器（フローサイトメーター）の導入

を支援。現在では、ホルスタイン種性判別精液、性判別受精卵を民間事業体が
一般販売しており、性判別技術は現場段階で普及。 

  ※性判別精液販売状況 H18:774本→H24:96,155本(H18年から一般販売開始） 
 

オ 遺伝的不良因子など特異な形質を示す遺伝子を特定するための遺伝子解析技 
 術の調査研究が進み、実用化の段階。 
  また、優良牛の効率的選抜に向け、ＳＮＰを活用した遺伝子解析技術の実用化 
 に向けたデータ蓄積の取組を実施中。 
  ※ＳＮＰ（Single Nucleotide Polymorphism：一塩基多型）とは、牛１頭ごとの塩基配列の僅かな差のこと 
 

３ 家畜改良の推進及び飼養管理技術の高度化 
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大綱（概要） 措置状況等 

 
カ 21年度には食品安全委員会において、体細胞クローン牛肉及び豚肉について 
 は、「従来の食品との安全上の差異はないものと想定される。」との評価。 
  一方で、食品安全委員会の審議結果に対するパブコメにおいて、多くの方々か 
 ら食品として流通することを懸念する意見が寄せられたところ。 
  これを踏まえ、農水省では、消費者からの意見、現在の技術水準、利用状況等 
 に鑑み、体細胞クローン家畜及び後代家畜は研究機関において飼養し、その生 
 産物については同機関において、焼却、埋却等により適切に処分することについ 
 て通知。 
 ※寄せられた意見（抜粋） 
  ・出産の割合は10％以下と非常に低く、安全であるとする根拠が、理解できない。 
  ・食肉・乳の安全性の確認が十分に行われたか。 
  ・現時点における科学的見地とありますが、明日の知見ではNGかもしれないということか。 

(2)飼養管理技術の高度化 
  搾乳ロボットの実用化等、新しい飼養管理技術 
 の開発・実用化等を推進。 
 

  
 飼料給与や搾乳作業の効率化、栄養管理の向上等の飼養管理技術の高度化に
関する新技術の普及・定着のため、実用化マニュアルを作成するとともに、共同利
用の施設機械に対するリース導入に助成を行い、着実に進展。 
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大綱（概要） 措置状況等 

 
 
(1)牛乳類の表示の適正化 
 消費者の的確な商品選択に資する観点から、原
則として生乳を主な原料とするものに限って「牛乳」
の文言の使用を認める等、牛乳類の表示の改善を
図る。 
 

  
 
 
 牛乳類の表示については、12年８月から「飲用牛乳等の表示のあり方等に関する
検討会」を開催（４回）し、14年に乳等省令における牛乳等の種類別分類等を改正。 
 業界内でも公正競争規約を改正し、自主的に表示の適正化に向けた取組を実施。 

(2)学校給食への牛乳の供給の促進 
 学校給食用牛乳供給対策のあり方を見直し、競
争条件の整備等により、速やかに効率的な実施方
式に転換。 

  
 11年4月以降、「乳製品・加工原料乳制度等検討委員会」を開催し、7月に学校給
食用牛乳供給対策の今後のあり方について取りまとめ、安全性の観点からHACCP
を早期に選定の要件とすることや、供給事業者については、競争条件を整備するこ
とが求められた。また、国の助成については、一律の単価助成に代えて政策誘導
性の高いものに転換することが求められた。 
 これを踏まえ、12年度に学校給食用牛乳供給事業実施要領（12年3月24日付け畜
A第643号農水省畜産局長通知）を発し、各都道府県の実情に配慮しつつ、入札の
導入等の競争による価格決定を促進。 
 しかしながら、25年度現在、全都道府県の供給区域の７割以上（1,142区域中816
区域）が一者応札の状況。 
 供給事業者のHACCP承認取得については、12年度からHACCP承認取得者であ
るか、又は安定して安全で品質の高い牛乳の供給を行う者とされ、更に15年度には、
HACCP承認を取得しているか、又は、HACCPに準じた衛生管理基準を整備してい
る者へと強化されている。こうしたこともあり、11年のHACCP取得率は42%であり、そ
の後向上が図られているものの、25年度でも61%にとどまっている。 
 国の助成については、一律の単価助成から、輸送費の掛かり増し経費への助成
や、供給合理化のための保冷庫等の整備メニューに変更した。 
 

４ 牛乳・乳製品の流通・消費対策 
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大綱（概要） 措置状況等 

(3)牛乳・乳製品の消費拡大対策 
 消費者ニーズに対応し、需要の伸び悩んでいる
年齢層等に着目し、牛乳の有する優れた効果を普
及するなど、消費拡大対策をきめ細かくかつ重点
的に推進。 
 

 
 消費拡大については、個別品目ごとの対策から品目横断的な対策へと変遷しつ
つ、継続して実施。 

(4)安全で良質な牛乳・乳製品の製造及び効率的 
 な流通 
  製品製造段階へのHACCP手法の普及等により 
 牛乳・乳製品の衛生・品質管理を徹底。 

 
 
 乳業再編事業における乳業施設の新設・増設を行う際には、HACCP化することを
要件化。また、12年度から学乳事業においても供給事業者である乳業者について、
HACCPを導入している等の要件を追加し、衛生・品質管理の向上を推進。 
 大綱が策定された10年度の飲用乳業工場のHACCP取得率は45%であったが、現
在は71%と上昇。 
 

(5)乳製品取引市場の創設・定着  
  市場実勢を反映した価格の形成を推進するため、 
 入札による透明性の高い取引を行う場として乳製 
 品取引市場を創設・定着。 

 
 11年度に乳製品取引市場運営機構を設立し、乳製品取引パイロット市場を開設。
市場への上場は、機構が売り渡す輸入乳製品と生産者団体が保有する国産乳製
品のみであり、不定期な開催となった。その後、業務は14年に酪農乳業情報セン
ター（現Jミルク）に引き継がれたが、輸入品のみの上場となり、市場の維持が困難
となったため、22年に終了。 
 しかしながら、13年以降、乳製品価格の硬直化の一因だった行政価格が廃止され
た後も、引き続き農水省から主要乳製品の大口需要者価格が公表されており、ま
た、機構の輸入乳製品の入札結果も踏まえ、取引が行われているところ。 
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大綱（概要） 措置状況等 

 
 
(1)配合飼料価格安定制度等 
  配合飼料価格安定制度についての発動基準の 
 透明性の確保等を図るための見直しを行うほか、 
 備蓄飼料穀物の効果的な活用等を推進。 

 
 
 
 10年度の制度見直しにおいて、異常補塡の発動基準を配合飼料のメーカー公表
価格から輸入原料価格に変更。さらに、昨年12月の見直しにおいて、通常補塡の
発動基準についても、メーカー公表価格から輸入原料価格に変更。 
 また、飼料穀物備蓄対策については、これまで大規模災害発生時等において貸
付限度数量の引き上げや貸付料の引き下げ・免除等の要件緩和を行い、備蓄穀物
の円滑な放出を実施。 
 国家貿易による外国産飼料麦の輸入については、11年度からＳＢＳ方式を導入し、
19年度から全量をＳＢＳ方式に移行。 

(2)生産資材費の低減 
  流通飼料、動物用医薬品、畜舎等の生産資材 
 のより低廉な供給のため、規制緩和等を推進。 

  
 11年度から、ワクチンの国家検定に代わる品質管理手法としてシードロットシステ
ムを導入、抗生物質製剤の国家検査の廃止、体外診断用医薬品の検定の合理化、
承認申請の英文翻訳資料の一部廃止など動物医薬品に係る累次の規制緩和を推
進。 
 畜舎の設計基準については、建築基準法に基づく国土交通省告示（14年、15年、
16年）によって緩和。さらに、一定の規格を満たす構造の鉄骨造の畜舎等について
は、複雑な構造計算を不要とするようなシステムを構築（23年12月国土交通大臣認
定）する等、畜舎の建築コスト低減に向けた取組を進めてきたところ。 
 こうした内容については、パンフレット等を作成し、畜産関係者に対して周知。 
 

５ 生産資材費低減対策等の推進 

19 


