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酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針（平成22年７月）のポイント 

○現行の酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針は、平成32年度を目標年度として、平
成22年７月に策定。 
○畜産・酪農所得補償制度の導入や６次産業化等を通じた多様な経営の育成・確保、平成22年の口
蹄疫発生を受けた家畜衛生対策の充実・強化等を中心に策定。 

第１ 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する基本的な指針 

 畜産・酪農をめぐる情勢、課題等を分析した上で、 
  ・畜産・酪農所得補償制度の導入 
  ・６次産業化の取組等による持続可能な酪農及び肉用牛生産への転換 
  ・家畜衛生対策の充実・強化等 
  ・資源循環型で環境負荷軽減に資する自給飼料基盤に立脚した酪農及び肉用牛生産への転換 
  ・消費者ニーズに応えた畜産物の生産・加工・流通と畜産に対する国民の理解の確保 
 等を柱として、各般の施策を一体的に推進。 

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需要の長期見通し、 
    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牛及び肉用牛 
    の地域別の飼養頭数の目標 

 食料・農業・農村基本計画の生産数量目標等に即し、各目標等を設定。 
  ・生乳の需要量：800万トン（飲用：404万トン、乳製品：390万トン、自家消費：6万トン） 
  ・生乳の生産数量：800万トン 
  ・牛肉の生産数量：52万トン 
  ・乳牛及び肉用牛の飼養頭数（乳牛：132万頭、肉用牛：296万頭） 
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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 

 第１の方向性の下での多様な経営展開に資するよう、様々な具体的取組を経営指標として例示的に
設定。   

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 

 集乳、乳業の合理化、ＨＡＣＣＰ対応工場数の目標のほか、肉用牛流通、食肉流通の合理化の目標
を設定。   
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◎畜産・酪農所得補償制度の導入 

 小規模な家族経営をはじめ、意欲あるすべての生産者が経営の継続・発展に取り組める環境を整
備する観点から、畜産・酪農所得補償制度のあり方や導入時期を検討 

酪肉近に基づく主要施策の取組状況 

現行酪肉近 

 

・各畜種別の経営安定対策について、実施状況を踏まえ､生産現場の意見を聴きながら不断の見直し
を実施｡ 

 
 
 
 
 
 
 
 

＜酪農経営安定対策＞ 
 酪農経営安定対策については、これまで有効に機能してきた加工原料乳生産者補給金制度を
基本とし、需要の伸びが期待できるチーズ向け生乳への支援を重点的に充実させていく方向で
整理。 
 
○チーズ対策の充実強化：平成23年度 
・チーズ向け生乳に対して助成金を交付するチーズ向け生乳供給安定対策（一般予算）を措置 
・加工原料乳生産者経営安定対策事業（ナラシ）の対象にチーズ向け生乳を追加 
○加工原料乳生産者補給金の対象にチーズ向け生乳を追加：平成26年度 
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◎多様化するニーズを捉まえた消費拡大 
・牛乳・乳製品を利用した料理の普及や学校給食における高付加価値牛乳の提供 
 

◎畜産や畜産物に対する国民理解の確保 
・国内生産を行うことの意義や生産コスト増を価格に転嫁せざるを得ないことについて国民の理解醸
成 
・酪農教育ファームなど体験活動や産地交流会など、畜産分野の食育の推進 

現行酪肉近 

 
 
 

 
・牛乳・乳製品の外食・中食等への新たな利用機会創出への支援のほか、学校給食において、高付
加価値の低温殺菌牛乳を提供する際に奨励金を交付。 
 

・畜産をめぐる情勢等、HPを活用して積極的に公表するほか、機会を捉まえて広く各層へ説明を実施。 
 

・消費者と生産者との交流という観点から、酪農教育ファームや６次産業化による畜産物の加工販売
等を支援。 

 
 
 
 
 
 
 

・生産者団体等の自主的な取組とも連携しつつ、畜産物の需要創出、情報発信等を進めて行く必要。 

酪肉近に基づく主要施策の取組状況 
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  年間を通じて牛乳を学校給食用に安定的かつ効率的に供給することにより、飲用習
慣の定着を図り、我が国酪農の健全な発展を図るとともに、児童・生徒の体位・体力の
向上に資する。 

  ・ 供給条件不利地域への供給対策支援 
  ・ 自県産生乳を用いた低温殺菌牛乳及び 
  はっ酵乳等の供給支援等 

○ 学校給食用牛乳等供給推進事業における供給支援 

  
学校種別 

２４年度 

総数 実施数 普及率（％） 

児童生徒数 
（千人） 

小 学 校 6,765 6,720 99.3 

中 学 校 3,553 2,740 77.1 

夜間高校 75 27 36.5 

特別支援学校 130 113 86.6 

計 10,522 9,600 91.2 

※ 飲用向け生乳の約１割を学校給食用牛乳として消費 
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○平成32年度目標の設定に当たっては、牛乳・乳製品の需要は、飲用牛乳を中心に減少が見込まれ
るものの、チーズの需要の伸び等により、基準年（平成20年度）とほぼ同じ水準の需要を見込み、国
内消費仕向量を1,123万トンと見込んだところ。 
○このうち、国内の需要量（国産生乳を乳業等で処理する量）の見通しから、生産量の平成32年度の
目標を800万トン として設定。 

795 800 

337 323 

平成20年度（基準） 平成32年度（目標） 

国内需要量 
    ・ 
国内生産量 

輸入量等 

1,132万トン 1,123万トン 

平成32年度目標のイメージ 

※国内消費仕向量は、国内生産量＋輸入量－輸出量－在庫増減量 

〔牛乳・乳製品の国内消費仕向量〕 
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○乳製品向け需要量は、チーズや生ク
リーム等の堅調な消費を背景に、想定を
やや下回る水準で推移。飲用向け需
要量は、減少が大きく、需要量計は低
迷。 

 

○牛乳・乳製品の１人・１年当たりの消
費量は、輸入品を含めた堅調なチー
ズの消費に牽引され、増加傾向にある
ものの、国内のチーズ消費量に占め
る国産比率は２割にとどまる。 

 

○チーズ需要は今後の伸びが期待され
ることから、国産ナチュラルチーズの
需要創出と、チーズ向け生乳の供給
拡大を図る必要。 

 

○併せて、消費者ニーズにマッチした国
産ナチュラル チーズ等の生産体制の
整備を推進していく必要。 

 

○飲用牛乳等の消費の減少への対応
のため、引き続き学乳への支援を行う
とともに、新たな利用場面の創出等に
よる需要の拡大に取り組んでいく必
要。 

分析と課題 

○平成32年度の生乳の需 
 要量の見通しを800万トン 
 と設定。 
 
○800万トンのうち、飲用向け 
 需要量は404万トン、 
 乳製品向けは390万トン、 
 その他自家消費等は６万 
 トン。 
 
○平成24年度の飲用向け 
 需要量は、401万トンで、 
 想定よりも減少。 
 
○乳製品向け需要量は、増 
 減はあるもののほぼ想定 
 どおり。 

見通しと現状 

〔国産生乳の需要量の長期見通し〕  
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○１頭当たり乳量は増加しているもの 
 の、高齢化や担い手不足等による離 
 農農家数の増加に伴い飼養頭数が 
 減少傾向。 
 

○東日本大震災、平成22年の猛暑に  
 加え、近年続いている夏季の高温傾 
 向からくる暑熱ストレスや分娩のズレ 
 等を背景に生乳生産量が減少。 
 

○離農が進行する中で、特に都府県を 
    中心に離農農家の乳牛や畜舎等の 
    経営資源を円滑に継承させていく 
  等、生産基盤の維持が重要。 
 

○また、省力化、生産性向上のために 
  必要な機械装置の導入、酪農ヘル 
  パーやコントラクター、ＴＭＲセンター  
  の育成等労働力の軽減を図ることが 
   重要。 
 

○乳牛の遺伝的能力は、着実に向上し
ているが、新たに求められる泌乳持
続性、遺伝子解析技術を活用した能
力評価法の実用化に向けた取組を
引き続き着実に進めていくとともに、
繁殖管理の改善が必要。 

目標と現状 
分析と課題 

○平成32年度の生乳の生産 
 量の目標は、需要に即して 
 800万トンと設定。 
 うち、北海道は424万トン、 
 都府県は376万トンで、 
 都府県は減少するものの、 
 北海道の増産による達成 
 を見込んでいるところ。 
 
○北海道の平成24年度の 
 生産量は、393万トンで、 
 想定を下回って推移。 
 
○都府県の24年度の生産 
 量は、368万トンで、想定 
 以上に減少。 
 
 

＜北海道生産量＞ 

〔国産生乳の生産量の目標〕  
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目標と現状 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○集送乳については、 
①指定生乳生産者団体ごとの集送乳
路線の合理化・効率化への取組 
②酪農家の規模拡大等による１戸当
たり生乳出荷量の増大 

 により、集送乳の合理化・適正化が一定程  
 度進展。 
 

○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、更なる合理化を
図ることが重要。 

 
 
○飲用牛乳工場数は、計画を上回る
ペースで再編が推移。 

  一方で、飲用需要が見通しを下回っ
て減少しており、製造コストの減少等
に資する再編・合理化を一層推進す
る必要。 

 

○乳製品工場数は、基準年（20年度）

からわずかに増加。その要因として
は、はっ酵乳やチーズを中心とした需
要の増加により、工場数が横ばいと
なっていることが考えられるが、製造コ
ストの更なる低減等に向け引き続き再
編  ・合理化を推進していく必要。 

 
 
 
 
 
 

分析と課題 

○基準年（20年度）の工場数

の８割程度を目標に、再
編・合理化を推進。平成
32年度の合理化目標は、
飲用牛乳工場191程度、
乳製品工場34～38。 

○飲用牛乳工場について
は、減少傾向で推移して
おり、24年度で215工場。 

○一方、乳製品工場につい
ては、横ばいで推移して
おり、24年度で45工場。 

＜乳業の合理化＞ 

＜集乳の合理化＞ 

注：１日当たり生乳処理量２トン以上の工場数 

○平成32年の集送

乳等経費の目標
は平成19年度の７

～９割。集送乳業
務の指定生乳生
産者団体への集
約・一元化を進
め、酪農経営から
乳業工場までの集
送乳の更なる合理
化を推進。（直近
の数値については
集計中） 

指定生乳生産者団体別集送乳等経費

東北 10.32 30% 7.22
九州 7.77 20% 6.22
中国 6.77 10% 6.09
関東 6.63 10% 5.97
東海 6.26 10% 5.63
四国 6.15 10% 5.54
北海道 5.59 10% 5.03
北陸 5.27 10% 4.74
近畿 4.92 10% 4.43

指定生乳
生産者団体

19年度実績
(円/kg)

削減目標
(％削減)

32年度目標
(円/kg)

＜集乳の合理化＞ 

＜乳業の合理化＞ 

〔集乳及び乳業の合理化〕  
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目標と現状 

○乳業工場のHACCP導入率（71％ 
   （平成24年度））は、食品産業全体 
   （24％（平成24年度））よりもかなり 
   高い状況。 
 
○飲用牛乳工場については、HACCP手

法の導入率は高まっているものの、目
標を下回って推移。 

 
○脱脂粉乳を製造する乳業工場につ 
   いても、HACCP手法の導入率は増え 
   ているものの、目標を下回って推移。 
 
○乳業再編事業で乳業工場を新設・ 
   増設する場合は、HACCPを導入する 
   ことを事業要件としており、引き続き 
   推進していく必要。 
 
 
 
 
 
 

分析と課題 

○平成32年度の飲用牛乳
工場に占めるHACCP対

応工場数の目標は、全
体の９割以上と設定。 

○現状では、平成20年度
の65％に対し、平成24
年度は71％と微増。 

＜飲用牛乳工場に占めるHACCP対応工場数＞ 

＜脱脂粉乳を製造する乳業工場に占めるHACCP対応工場数＞ 

○平成32年度の脱脂粉乳

を製造する工場に占め
るHACCP対応工場数の

目標は、８割以上と設
定。 

○現状では、平成20年度
の53％に対し、平成24
年度は55％と微増。 

注１：HACCPとは、食品衛生法（昭和22年法律第233号） 
   に定める総合衛生管理過程をいう。 
注２：１日当たり生乳処理量２トン以上の工場 

注：１日当たり生乳処理量20トン以上の工場 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔牛乳・乳製品の安全性の確保〕  
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〔余白〕  
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◎農地や未利用地の有効活用 
・水田を有効活用し、飼料用稲（稲ＷＣＳ、飼料用米）の生産利用を拡大 
・地域条件に応じた多様な飼料生産を推進 
・放牧の推進 
 

◎国産粗飼料の広域流通の構築 
・広域流通拠点を整備し、耕種地帯から畜産地帯への粗飼料流通体制を構築 

現行酪肉近 

 
・水田活用の直接支払交付金による生産助成、低コスト生産技術・経営実証、調製・保管に必要な施
設整備、作業機械のリース導入の支援により、稲ＷＣＳ・飼料用米の生産・利用拡大を推進。 
・各地域の栽培条件に適した品種や飼料生産利用技術等の開発・普及等を推進。 
・放牧技術研修会の開催や放牧地・施設の整備、公共牧場の機能向上等の支援により放牧を推進。 
・国産粗飼料の広域流通拠点整備に必要な機械のリース導入や施設整備を推進。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・飼料用稲の生産は増加。更なる生産利用の拡大を図るため、多収性専用品種の普及等や利用
者側の体制整備、耕種と畜産とのマッチングの支援が重要。 
・今後とも優良品種や飼料生産利用技術の開発・普及等が重要。 
・公共牧場の利用を含め、放牧による省力的な生産の推進を図る必要。 

酪肉近に基づく主要施策の取組状況 
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Ⅰ水田活用による稲WCS及び飼料用米の生産利用 

耕作放棄地放牧 集約放牧 

Ⅲ放牧の推進 

○飼料費節減や飼養管理、飼料生産作業の省力化の観点か
ら放牧への取組が有効。  

○近年、低コストなソーラー電気牧柵等を活用した肉用繁殖
牛の耕作放棄地への放牧が増加。 

○ 酪農では、放牧地を複数に区分し効率的に牧草地を利用
する集約的な放牧が一部で実施。 

 

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） 

○ 稲WCSの作付面積（ha） 

 

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以降は新規需要米の取組計画認定面積。 

※注：Ｈ２５年の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 

 

・倒伏に強く、マメ科牧草との混播適性 

が高い早生チモシー品種「なつちから」 
・多収で耐病性に優れる中生オーチャード 

 グラス品種「まきばたろう」 

資料： （地独）北海道立総合研究機構 

    北見農業試験場 

なつちから ノサップ 

Ⅱ優良品種の開発・普及 

○倒伏に強い、耐病性に優れる等の特徴をもった地域に適合した 

  優良品種を導入することにより、粗飼料の収量や品質が向上。 

1番草における倒伏状況 
資料：（独）農業・食品産業技術 

    総合研究機構畜産草地研究所 
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稲ＷＣＳ 

飼料用米 

○稲ＷＣＳは、直接支払交付金等による支援に加え、収穫機の開 

   発普及や畜産農家での利用拡大の推進により着実に作付面積 

   は拡大。 

○飼料用米については、平成20年度より直接支払交付金の対象 

   作目となり、22年度の助成単価の引き上げにより作付面積が大 

   幅に拡大。26年度には、数量払いの導入や多収性品種の取組 

   に対する産地交付金の追加配分等により、更なる増産を推進。 

（千ha） 
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◎コントラクター、ＴＭＲセンター（支援組織）の活用 
・支援組織の経営安定を図るため、法人化や規模の拡大等による経営高度化を推進 
 

◎流通飼料の安定供給とエコフィード等の利用拡大 
・エコフィードの更なる普及 
・飼料穀物の急激な価格上昇が経営に及ぼす影響を緩和するための措置を実施 

現行酪肉近 

・コントラクター、ＴＭＲセンターの育成、経営の高度化に必要な機械のリース導入や施設整備等を支援。 
・食品残さ等を原料としたエコフィードを増産する取組を支援。 
・飼料穀物価格の高騰等を受け、配合飼料価格安定制度について、国が拠出する異常補塡を発動し
やすくする等の見直しを行い、農家が拠出する通常補塡の負担を軽減（平成25年12月）。 
 また、平成25年度補正予算により、異常補塡の補塡財源を確保。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・支援組織の育成、経営の高度化による効率的な飼料生産の拡大のほか､飼料生産技術者の資
質向上が重要。 

・エコフィードの更なる利用拡大に向け、活用が進んでいない外食産業等からの食品残さの活用を
進める必要。 
・配合飼料価格安定制度については、通常補塡基金の借入金を円滑に返済しつつ、安定的に運
営する必要。 

・畜産経営安定対策との関係の整理や、飼料自給率の向上に係る政策との整合性を確保しつつ、
更なる制度の見直しを検討。 

酪肉近に基づく主要施策の取組状況 
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《エコフィードの利用状況》 

H15年度 H20年度 H25年度 

コントラクター 317  522  581     

ＴＭＲセンター 32 85 110 

《支援組織数の推移》 

• 市中銀行借入金の26年度返済額（180億円）のうち
90億円をALICに借換え。残金90億円についても必
要時に通常補塡に充当できるよう措置。 

 

• ALIC及び異常補塡基金からの借入分は、基金残高
等に応じ、猶予を含め柔軟化。 

 

• 異常補塡と同じく輸入原料価格の変化を捉えた仕組
みへと見直し、公正・客観な指標の下で制度を運用。 

通常補塡の指標の見直し 

借入金の本格的リスケジュール（返済圧力の緩和） 

• 通常補塡が苦しくなる時期に異常補塡が発動しやす
くなる発動基準の特例新設。 
 

• 補正予算での財源強化（100億円）。 
 

• 民間の異常補塡積立の円滑化 

異常補塡の機能強化 

（見直し後も、補塡金はこれまでと同時期に支払い） 

《平成25年12月における配合飼料価格安定制度の見直しの概要》 
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◎家畜排せつ物の管理の適正化と利用の促進 
・堆肥の自給飼料生産への利用 

・耕畜連携の強化による堆肥利用の促進として、堆肥の品質向上、調製・一時保管等を通じた堆肥の
生産・運搬・散布の円滑化 
・耕種農家のニーズに合った堆肥生産 

・バイオマスの積極的な利活用として、必要に応じ、炭化・焼却処理、メタン発酵等エネルギー利用を推
進 

現行酪肉近 

・堆肥化処理施設の整備のほか、処理・利用に関する機械のリース導入等を支援。 
・耕畜連携による、堆肥の調製保管施設のリース導入を支援。 
・平成24年７月１日から、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」に
基づく再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ）の開始。 

 
 
 
 
 

・堆肥は、畜産経営における副産物として収益向上にも貢献し得ることから、今後とも、堆肥の高品質
化や利便性の向上等に配慮する等、耕種農家のニーズに即した堆肥生産を推進していく必要。 

・ＦＩＴに基づく、家畜排せつ物を含むバイオマス発電設備の導入状況は、現状では、再生可能エネル
ギー発電設備全体の約２％に過ぎず､今後の普及が課題。 

酪肉近に基づく主要施策の取組状況 
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税制措置 
○公害防止関連施設（汚水等処理施設）に係る 
 固定資産税の課税標準の軽減（2/3控除） 

融資制度 
○ 日本政策金融公庫資金 
（畜産経営環境調和推進資金） 
 
○ 農業近代化資金 
○ 農業改良資金 

  
1.0％等 

 
 1.0％ 

 無利子 

○ 家畜排せつ物処理のための施設等の整備 
 ・ 強い農業づくり交付金のうち 
  畜産周辺環境の整備 234億円の内数 

○ その他 
 家畜排せつ物処理施設の整備に活用できる事業、 
 中山間地域等における農業集落の環境を保全管理 
  するための事業 等 

補助事業 
等 

ﾘｰｽ事業 
○ 畜産高度化支援リース事業38億円のうち 
・堆肥調整・保管施設リース事業（1/2補助付きリース）20億円 
・畜産環境整備リース事業（補助なしリース事業） 

○産地活性化総合対策事業29億の内数 
 畜産経営環境調和推進支援事業 
 畜産経営環境調和推進資金による整備に対し利子助成 
 （貸付当初から５年分、２％を上限） 

○ 家畜排せつ物処理・利用施設の整備のための 

各種支援策（平成26年度） 

注：金利は平成26年４月18日現在のもの 

利子助成 

メタン発酵 
ガス化 
発電 

廃棄物 
(木質以外) 

燃焼発電 

未利用 

木材燃焼発
電 

一般木材等 
燃焼発電 

リサイクル
木材燃焼発

電 

買取価格(円/kwh) 39.0 17.0 32.0 24.0 13.0 

買取期間 20年間 

買取価格(H26年度(税抜き))・買取期間について(バイオマス分野) 

○ 耕種農家のニーズに合った堆肥生産の例     

○ 固定価格買取制度（ＦＩＴ）について  

 再生可能エネルギー発電の飛躍的な導入促進を図るため、再
生可能エネルギー発電の標準的な発電コストをまかなえる価格
での買取りを一定期間保証する固定価格買取制度が平成24年７
月より開始。 
 
 固定価格買取制度とは、 再生可能エネルギー源（太陽光、風
力、水力、地熱、バイオマス）を用いて発電された電気を、 一定の
価格・期間で、 電気事業者が買い取ることを義務付ける制度。 
 

 堆肥のペレット化により、散布性や貯蔵性（防かび）の改善や、
乾燥・圧縮による貯蔵容積や輸送コストの削減が図れる。 

メタン発酵
施設の場合 

鶏ふん等の燃焼
施設の場合 

メタン発酵発電施設 ７１ 

FIT認定施設数 ５２ 

焼却発電施設 ９ 

FIT認定施設数 ６ 

メタン発酵による発電施設数(H26.3現在） 

鶏ふん等の直接燃焼による発電施設数(H26.3現在） 

18 



 
◎家畜衛生対策の充実・強化等 
・稲わら等も含めた輸入動畜産物検疫の的確な実施による検疫体制の強化 
・口蹄疫等悪性伝染病の発生に備えた危機管理体制の再点検・強化 
・生産者等の生活支援・経営再開のための必要な対策の実施 

・口蹄疫特別措置法に基づく家畜伝染病予防法の抜本的な見直しを含め、所用の措置の実施  
◎畜産物に係る安全と信頼の確保 
・産業動物獣医師の確保、口蹄疫等に対応する獣医師の養成 
・農場ＨＡＣＣＰの普及・定着化の推進 
・動物用医薬品の新薬導入の迅速化 

現行酪肉近 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・近隣アジア諸国等では口蹄疫、鳥インフルエンザ等が継続して発生していることから、それらの発生予防及びま
ん延防止のため、今後も家畜防疫を徹底していくことが必要。 

・近年、発生頭数が増加するなど問題となっている牛白血病や、昨年、我が国で７年ぶりに発生が確認されたＰＥ
Ｄ（豚流行性下痢）等の届出伝染病について、清浄化や感染拡大防止を図ることが必要。 
・産業動物獣医師等の地域偏在を解消するため、確保・育成に資する対策を継続実施する必要。 

・農場ＨＡＣＣＰの定着・拡大を進めるため、農場指導員を更に養成し、取組体制を強化していくことが重要。その
上で、畜産物の輸出に資するよう、戦略的な農場ＨＡＣＣＰのアピールを検討。 
・新薬導入の更なる迅速化を図るため、引き続き、承認審査プロセスの改善等に取り組む必要。 

酪肉近に基づく主要施策の取組状況 

・口蹄疫対策検証委員会の指摘を踏まえ、平成23年に家伝法を改正し、家畜防除体制を強化。 
・口蹄疫、鳥インフルエンザ等の発生農場に対して、家伝法に基づく手当金の交付、経営再開のための資金の低利
融資措置、発生時の損害を生産者が互助保証する仕組みへの支援等を実施。 
・産業動物獣医師等の確保・育成に資する対策を実施。 
・農場ＨＡＣＣＰの導入や認証取得を促進する農場指導員を養成することにより、約4,600農場（平成25年３月時点）が
農場ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理を行い、31農場（平成25年12月時点）が認証を取得。 
・承認審査手続の見直しや国際的なガイドラインに基づく承認審査資料の共通化等により、安全で効果の高い新薬
導入を迅速化。 
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《平成23年度家伝法改正のポイント》 

《農場段階におけるＨＡＣＣＰ方式を活用した衛生管理の推進》 

《産業動物獣医師の確保・育成対策》 
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酪肉近に基づく主要施策 取組状況 現状分析 

◎畜産・酪農所得補償制度の導入 

 小規模な家族経営をはじめ、意欲あるすべ
ての生産者が経営の継続・発展に取り組める
環境を整備する観点から、畜産・酪農所得補
償制度のあり方や導入時期を検討 

 
・各畜種別の経営安定対策について、実 
 施状況を踏まえ、生産現場の意見を聴 
 きながら、不断の見直しを実施。 

（チーズ対策の充実・強化、肉用子牛対
策のシンプル化、新マルキン地域算定
のモデル実施等） 

 

・配合飼料価格が高止まりする中で、配合
飼料価格安定制度の見直しを踏まえ、現
行経営安定対策のあり方も併せて検討す
る必要。 

◎多様な経営の育成・確保 
 規模拡大だけではなく、６次産業化の取組
を含め、地域の特性を踏まえた多様な取組を
展開 

 

・Ａ－ＦＩＶＥ、６次産業化関連事業等によ
り、６次産業化の取組を推進。 
・地域ぐるみで収益性向上に向けた新た 
 な取組を推進。 

 
・６次産業化の推進とともに、農家だけでは  
  なく、地域の関連産業等関係者を含め、 
  地域の特性を踏まえた取組の展開が重要。 

◎６次産業化の取組等による所得向上 
・加工や直接販売への進出、農商工連携、 
  ブランド化等による付加価値向上 
 
・自給飼料中心の給与体系への転換、飼養 
  管理技術等を通じたコスト低減・省力化 
 
 
 
 
 
・集乳等の合理化及び酪農経営の創意工夫 
  を活かした多様な生産形態にも配慮した中 
   小・農協系乳業の再編・合理化による更な 
   るコスト低減 
 

 

・６次産業化の推進のほか、地域ぐるみ
で収益力向上に向けた新たな取組を推
進。 

・自給飼料の増産対策のほか、生産性向
上に資する機械装置の導入を支援。 

・労働負担の軽減や傷病時の経営継続
のため、酪農や肉用牛ヘルパーの維
持・強化を支援。 

 
 

・合理的な価格形成に資するため、酪肉
近の数値目標に向けて、乳業再編・合理
化事業を継続して実施。 
 

 
・６次産業化の推進とともに、農家だけでは 
  なく、地域の関連産業等関係者を含め、地 
  域の特性を踏まえた取組の展開が重要。 

・飼養管理技術の向上等により生産性は向
上しているものの、生産費に占める割合
が高い流通飼料費が増加しているため、
経営全体としては生産コスト低減が進ん
でいない。 

・新技術の開発・普及を通じたコスト低減や
省力化等が引き続き重要。 

・乳業の再編合理化について、飲用工場数
は、目標を上回って推移している一方、乳
製品工場については、一時的に再編・合
理化が進んだものの、近年は現行目標の
すう勢に及ばない状況であり、引き続き、
推進が必要。 

酪肉近に基づく主要施策の取組状況 
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酪肉近に基づく主要施策 取組状況 現状分析 

◎販売・出口戦略、高付加価値化 
・輸入チーズの国産ナチュラルチーズへの 
 置き換え 
 
 
 
 
・脂肪交雑重視から多様な和牛肉生産への 
 転換 
 
 
 
 
 
 
 
・地域の特色あるチーズづくりを支援 
 
 
 
・地域資源を活用した牛肉のブランド化を 
 支援 
 

 
・乳価の低いチーズ向け生乳の仕向け量
が増加しても酪農経営の安定が図られ
るよう、供給量に応じて一律の助成金を
交付することとし、さらに平成26年度か
らは補給金制度の対象に追加。 

 

・６次産業化の推進のほか、生産、加工、
流通及び販売業者が一体となった国産
和牛肉の新たな需要の創出、牛肉輸出
の拡大等による国産和牛肉の需要を拡
大。 

 
 
 
 
・チーズ工房向けのチーズ製造マニュア
ルの作成や研修会を実施するとともに、
６次産業化に向け、「未来を切り拓く６次
産業創出総合対策」を活用し支援。 

・牛肉については、 
①オレイン酸等の「おいしさ」に相関の高 
  い成分の指標化を推進 
②赤身肉の生産能力が高い等の特性の 
   ある褐毛和種等について、粗飼料を多 
   給する等の取り組みに対して支援 
 等を実施。 

・乳脂率の高いジャージー種やチーズ適
性の高いブラウンスイス種等の導入を
支援し、多様な酪農経営を推進。 

 

・輸入が自由化され、乳価が生産コストを下
回っているチーズ向け生乳を支援すること
により、需要に応じた供給量の拡大と酪
農経営の安定を図ることが重要。 

・海外市場も視野に入れた消費者ニーズに
応じたチーズの高品質化が重要。 

・６次産業化の推進とともに、多様な国産和
牛肉の特性について生産、加工、流通及
び販売業者が一体となった情報発信が重
要。 

・観光業等異業種との連携、地域特産物と
のコラボレーション等による総合的なブラ
ンディングが重要。 

・指標化項目や評価手法について更に検
討を進める必要。 

 
 
 
 
・ブランド化など「強み」のある畜産物の創 
 出を図るため、用途に適した品種の活用 
 や新技術の開発・普及が重要。 
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酪肉近に基づく主要施策 取組状況 現状分析 

◎畜産物の輸出の促進 
・二国間の技術的協議により輸出可能な相手 
 国・地域を拡大 
・牛肉に加え、牛乳・乳製品輸出も促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・輸出認証基準に適合した施設整備を推進 
 

 
・牛肉については、24年8月に対米輸出 
が再開。25年3月には、対EU輸出が認
められたところ。 
・「農林水産物・食品の国別・品目別輸出 

 戦略」に牛肉、加工食品（牛乳・乳製品
を含む。）を位置付け（H25.8）。 

・牛肉については、二国間協議の結果、
香港、マカオ、シンガポール、タイ、UAE、
米国、カナダ、EU、メキシコ等への輸出
が可能となった。 

・牛乳・乳製品については、口蹄疫に伴う
輸入規制を行った中国と二国間協議を
進めているところ。 

 
・HACCPやハラール認証等に対応した 
 施設整備を推進。 

 
・市場の大きい米国やEUのほか、需要が見 
 込まれる東アジア等への展開が重要。 
 （輸出解禁に向けた衛生協議等） 
・商談会等マーケティング活動の支援、米 
 や果実等と一体的な日本食材の販売促 
 進が重要。 
・口蹄疫清浄国への復帰や「無視できるBSE

リスク」の国のステータス認定等を追い風
とし、「農林水産物・食品の国別・品目別
輸出戦略」を踏まえ、引き続き二国間の技
術的協議を戦略的に実施し、輸出可能な
国・地域をさらに拡大するとともに、すでに
輸出可能な国・地域に対しても、輸出条件
の緩和に向けた検疫協議を推進していく。 
・HACCPやハラール認証等に対応した施設
整備を引き続き推進することが重要。 

◎家畜改良や新技術の開発・普及等 
   による生産性向上 
・乳牛：泌乳持続性に着目した改良による生 
  涯生産性の向上 
 
・肉用牛：早期に十分な体重に達し、適度な 
  脂肪交雑が入る畜種の改良 
 

 
 

・乳牛の改良に当たり、新たに「泌乳持続
性」の項目を追加。これによってより長
い間泌乳量が持続する種雄牛を作出。 

・肉用牛では、「脂肪交雑」以外の「増体
性」をより考慮した成長が早く適度な脂
肪交雑のある種雄牛の生産を推進。 

 
 

・「泌乳持続性」のさらに効率的な改良に向
け、必要なデータの収集・分析が必要。 

 

・成長が早く適度な脂肪交雑のある種有牛
の生産の推進のため、「飼料利用性」等に
ついても着目することが必要。 
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 酪肉近に基づく主要施策 取組状況 現状分析 

◎家畜衛生対策の充実・強化等 
・稲わら等も含めた輸入動畜産物検疫の的  
 確な実施による検疫体制の強化 
・口蹄疫等悪性伝染病の発生に備えた危 
 機管理体制の再点検・強化 
・農場に出入りする車両の消毒等衛生管理 
 の徹底、経営を大規模化する際に予め家 
 畜等の埋却場所を確保 
・口蹄疫が発生した場合、地域の実情を踏 
 まえ、科学的知見に基づき、迅速かつ的 
 確な防疫措置の実施。 
・生産者等の生活支援・経営再開のための 
 必要な対策の実施 
・口蹄疫特別措置法に基づく家伝法の抜本 
 的な見直しを含め、所用の措置 

 

・口蹄疫対策検証委員会からの指摘を踏
まえ、平成23年に家伝法を改正し、 

①入国者への質問、携帯品の消毒等、
動物検疫の強化 

②口蹄疫の発生時等の国・県等の役割
分担の明確化及び連携の強化、防疫指
針の見直し 

③飼養衛生管理基準を見直し、埋却地
の確保、消毒設備の設置等を規定、遵
守状況の把握 

④都道府県による地域の実情を踏まえ
た消毒ポイントの設置と通行車両等の
消毒の義務化 
等を実施し、家畜防疫体制を強化。 

・口蹄疫、鳥インフルエンザ等の発生農
場に対して、家伝法に基づく手当金の
交付、経営再開のための資金の低利融
資措置、発生時の損害を生産者が互助
保証する仕組みへの支援（家畜防疫互
助事業）等を実施。 

 
・平成23年度以降、我が国において口蹄疫、

鳥インフルエンザ等は発生していないもの
の、近隣アジア諸国等では継続して発生
していることから、それらの発生予防及び
まん延防止のため、今後も家畜防疫を徹
底していくことが必要。 

・また、近年発生頭数が増加するなど問題
となっている牛白血病や我が国で７年ぶり
に発生が確認された豚流行性下痢等の
届出伝染病ついて、清浄化や感染拡大防
止を図ることが必要。 
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酪肉近に基づく主要施策 取組状況 現状分析 

◎農地や未利用地の有効活用 
・水田を有効活用し、飼料用稲（稲WCS、飼 
 料用米）の生産利用を拡大 
 
 
 
 
・地域条件に応じた多様な飼料生産を推進 
 
 
 
・放牧の推進 

 

・水田活用の直接支払交付金による生産助
成、低コスト生産技術・経営実証、調製・
保管に必要な施設整備、作業機械のリー
ス導入の支援により飼料用米・稲ＷＣＳの
利用拡大を推進。 

 

・各地域の栽培条件に適合した品種や飼料
生産利用技術の開発・普及等を推進。 

 
 

・放牧技術研修会の開催や放牧地・施設の
整備、公共牧場の機能向上の支援により
放牧を推進。 

 

・各種施策により飼料用米の生産は増加。
更なる生産利用の拡大を図るため、多収
性専用品種の普及、団地化の推進等によ
る生産コスト低減や生産拡大に対応した
利用者側の体制整備、耕種農家と畜産農
家とのマッチング活動の支援が重要。 

・多様な気象条件や土地条件等に適合した
飼料の生産・利用が図られており、今後と
も優良品種や飼料生産利用技術の開発・
普及等が重要。 
・生産者や飼養頭数減少に対応した、公 
  共牧場や放牧を活用した省力的な 生産 
  の推進が重要。 

◎国産粗飼料の広域流通の構築 
・広域流通拠点を整備し、耕種地帯から畜 
 産地帯への粗飼料流通体制を構築 
 

 

・国産粗飼料の広域流通拠点整備に必要
な機械のリース導入や施設整備を支援。 

 
・広域流通のさらなる拡大のため、効果的 
  な流通方法の確立や品種向上を図るため 
  の生産体制の整備が重要。 

◎コントラクター、TMRセンター 
           （支援組織）の活用 
・支援組織の経営安定を図るため、法人化  
 や規模の拡大等による経営高度化の推 
 進 
 
・技術指導やコミュニケーションの場などの 
 視点も含めて育成 

 
 

・コントラクター、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を
支援。 

・飼料生産技術者の資質向上のための技
術研修会等の開催を支援。 

 
 
・経営の大規模化等が進み作業の外部支 
  援組織への委託が増加。 
  コントラクターやＴＭＲセンターの育成を図 
  るため、今後とも飼料生産技術者の確保 
  や生産技術の向上が重要。 
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酪肉近に基づく主要施策 取組状況 現状分析 

◎流通飼料の安定供給と 
       エコフィード等の利用拡大 
・エコフィードの更なる普及 
 
 
・飼料穀物の急激な価格上昇が経営に及 
 ぼす影響を緩和するための措置を実施 
 

 
 

・活用が進んでいない食品残さ等を原料と
してエコフィードを増産する取組を支援。 

 
・飼料穀物価格の高騰等を受け、配合飼料 
  価格安定制度について、国が拠出する異 
  常補塡を発動しやすくする等の見直し行 
  い、農家が拠出する通常補塡の負担を軽 
  減（平成25年12月）。また、平成25年度補 
  正予算により、異常補塡の補塡財源を確 
  保。 

 
 
・外食産業などから排出される食品残さは
分別が必要といった理由から飼料化が進
んでいない。 
・通常補塡基金の借入金を円滑に返済し 
  つつ、飼料穀物価格の高止まりに対応し、 
  制度をより安定的に運営する必要。畜産 
  経営安定対策との関係の整理や、飼料自 
  給率の向上に係る政策との整合性を確保 
  しつつ、更なる制度の見直しを検討。 
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酪肉近に基づく主要施策 取組状況 現状分析 

◎家畜排せつ物の管理の適正化と
利用の促進 
・堆肥の自給飼料生産への利用 
 
・耕畜連携の強化による堆肥利用の促進 
 
 
 
 
・バイオマスの積極的な利活用 

 
 
・ 家畜排せつ物の管理の適正化・利用の
促進のために必要な施設の整備に係る融
資や利子助成を行うとともに、地域内の家
畜排せつ物の利活用に向けた畜産農家と
耕種農家の連携の取組を支援。 

 
 

・ 家畜排せつ物がその需要量を超えて過
剰に発生している地域等において、メタン
発酵や燃焼等によるエネルギー利用に取
り組む事例も見られる。 

  特に、平成24年７月に開始された再生

可能エネルギーの固定価格買取制度のも
と、家畜排せつ物を利用したエネルギー
利用施設の整備も着実に増加。 

 
 
・ 発生する家畜排せつ物の９割は、堆肥
化され自給飼料生産や耕種農家で利用。 

  需用者のニーズに即した適切な堆肥生
産を行い、必要に応じ地域内のみならず、
地域を超えた堆肥利用が促進されるよう
体制の整備を図る必要。 

 

・ メタン発酵後に残る残渣（消化液）は、液
肥として利用が可能であるが、散布のた
めの十分な耕地が確保出来ない場合等
は取り組むことが困難。 

 

・ 送電網が脆弱な地域においては、太陽
光等の他の再生可能エネルギーとの競合
により、畜産農家のバイオマス発電の開
始が困難な場合あり。 

◎畜産環境に関する排水対策・悪臭
防止対策 
・水質汚濁防止対策 
 
・悪臭防止対策 
 
 

 
 

・ 環境と調和した畜産経営の確立を推進
するため、畜産環境問題に適切に対処す
るために必要な施設整備等を支援。 

 

・ 畜産排水の汚濁防止対策を進めた結果、
水質汚濁防止法に基づく硝酸性窒素等の
暫定排水基準を引き下げ（平成H25年７月
より900 → 700mg/lへ）。 

 
 

・ 規模拡大や混住化の進展に伴い、畜産
経営に起因する苦情の多くは、悪臭及び
水質に関係するものであり、地域の関係
者を交えた対応策の検討及び適切な対応
が必要。 

・ 水質汚濁防止法に基づく硝酸性窒素等
については将来的に一般排水基準
（100mg/l）を見据えた施設等の管理・整
備が必要。 
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酪肉近に基づく主要施策 取組状況 現状分析 

◎畜産物に係る安全と信頼の確保 
・産業動物獣医師等の確保、口蹄疫等に対 
 応しうる獣医師の養成 
 
 
・農場HACCPの普及定着化を推進 
 
 
 
 
 
 
 
・飼料用稲の適切な栽培管理を徹底 
 
 
 
 
 
・動物用医薬品の新薬導入を迅速化 

 

・産業動物獣医師等（産業動物診療獣医師
及び家畜衛生公務員獣医師）の確保・育
成に資する対策を実施。 

 
・農場HACCPの導入や認証取得を促進する
農場指導員を養成。これにより約4,600農
場（平成25年３月時点）が農場HACCPの考
え方を採り入れた衛生管理を行い、31農
場（平成25年12月時点）が認証を取得済。 

 
 
 

・稲発酵粗飼料生産・給与マニュアルを平
成24年３月に、飼料用米の生産・給与技
術マニュアルを25年12月に改訂し、農薬
使用を含めた適切な栽培管理の徹底を推
進。 

 

・承認審査手続の見直し（英文資料への和
訳添付の一部廃止、海外施設での臨床試
験データの受入れ等）や、国際的なガイド
ラインに基づく承認審査資料の共通化等
により、安全で効果の高い新薬導入を迅
速化。 

 

・産業動物獣医師等の地域偏在を解消す
るため、その確保・育成に資する対策を継
続して実施する必要。 

 

・消費者へより安全な畜産物を供給する観
点から、農場HACCPの定着・拡大を進める

必要がある。このため、農場指導員を更
に養成し、取り組む体制を強化していくこ
とが重要。その上で我が国の畜産物の輸
出に資するよう、戦略的な農場HACCPのア
ピールを検討していく。 

 
・研究成果による新たな知見を随時 マニュ

アルに反映し、農薬使用を含めた適切な
栽培管理を引き続き徹底していくことが重
要。 

 
 

・これまでの取組により、一定の成果が得ら
れているが、新薬導入の更なる迅速化を
図るため、引き続き、承認審査プロセスの
改善等に取り組む必要。 
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酪肉近に基づく主要施策 取組状況 現状分析 

◎多様化するニーズを捉えた 
                 消費拡大 
・牛乳・乳製品を利用した料理の普及や学 
 校給食における高付加価値牛乳の供給 
 
 
・国産牛肉の品種ごとの商品特性を分かり 
 やすく消費者に情報提供 
 

 
 

・牛乳・乳製品の外食・中食等への新たな
利用機会の創出への支援。 

・学校給食において、高付加価値の低温殺
菌牛乳を提供する際に奨励金を交付。 

・６次産業化の推進のほか、生産、加工、
流通及び販売業者が一体となった国産牛
肉の新たな需要の創出、牛肉輸出の拡大
等による国産牛肉の需要を拡大。 

 
 

・生産者団体等の自主的な取組とも連携し
つつ、牛乳・乳製品の需要創出に取り組
むことが重要。 

 

・多様な国産牛肉の品種ごとの商品特性に
ついて生産、加工、流通及び販売業者が
一体となった情報発信を行い、多様化す
るニーズを捉えた消費拡大につなげてい
くための国産牛肉の需要拡大のための一
層の取組が必要。 

◎畜産や畜産物に対する 
            国民理解の確保 
・自給飼料基盤に立脚して国内生産を行う 
 ことの意義や飼料等が高騰する場合、生 
 産者が吸収できないコスト増へ転嫁せざ 
 るを得ないことについて国民に理解を求 
 めていく 
・酪農教育ファームなど体験活動や産地交 
 流会など、畜産分野における食育の取組 
 を推進 

 
 

・畜産をめぐる情勢等、ホームページ等を
活用して積極的に公表するほか、機会を
捉えて、広く各層へ説明を実施。 

・生産者等と連携し、食や農林水産業への
理解を深める取組を推進。 

・消費者の食生活の改善を促す実践的な
取組や、酪農教育ファームの取組・６次産
業化による畜産物の加工販売等を支援。 

 
 

・少子高齢化、ニーズの多様化等消費構造
が変化している中、今後とも引き続き、我
が国畜産・酪農に対する国民理解の促進
を図っていくことは重要。 

 

・酪農教育ファームの受入人数の増加等
（H20 ：71万人→H24：83万人）を踏まえ、

引き続き、積極的な情報発信等について、
生産 者等と連携しながら推進していく必
要。 
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