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１．１戸１法人以外の協業法人や有限会社などの酪農経営の実態について

１戸１法人以外の酪農法人の平均像

（参考）

１戸１法人

・ 経産牛規模： 137頭 67頭

・ 出荷乳量： 1,042ﾄﾝ/年 527ﾄﾝ/年

・ 従事者数： 10.2人 6.1人

うち常勤雇用者数： 4.7人 3.0人

・ ﾌﾘｰｽﾄｰﾙ・ﾊﾟｰﾗｰ導入率：約5割 約3割

・ 飼料作付面積： 62.4ha 21.6ha

１頭当たり面積： 0.5ha 0.3ha

・ 肉用牛飼養法人の割合： 約4割 約4割

うち肉用牛飼養頭数： 152頭 61頭

（新技術の導入状況）

・ 多回搾乳実施： 10% 3%

・ ほ乳ﾛﾎﾞｯﾄ導入率： 6% 3%

・ TMR導入率： 50% 31%

・ 自動給餌機導入率： 12% 9%

・ PCによる牛群管理： 30% 14%

資料：（社）中央酪農会議「酪農全国基礎調査」（１４年３月）

調査した経営22,200戸

うち法人経営954法人（１戸１法人以外229法人、１戸１法人725法人）

・ 経産牛規模： 389頭

・ 出荷乳量： 3,363ﾄﾝ/年

・ 従事者数： 13.1人

うち常勤雇用者数： 8.5人

・ 飼料作付面積： 126ha

１頭当たり面積： 0.3ha

・ 肉用牛飼養農家の割合：約3割

うち肉用牛飼養頭数：441頭

資料：畜産振興課調べ

注①：平成１６年５月調査（調査票送付131戸）

注②：調査対象としたメガﾌｧｰﾑは、搾乳牛250

頭以上または年間出荷乳量2,000ﾄﾝ以上

（参考）
いわゆるﾒｶﾞﾌｧｰﾑの平均像

（調査戸数101戸）



２．家畜改良における乳脂肪に対する考え方について

乳脂率は現状維持を目標

無脂乳固形分率

３．９％ ３．９４％ ３．９％

８．７％ ８．９％８．７６％

平成22年度を目標年度と
する家畜改良増殖目標にお家畜改良増殖目標にお
いて、乳脂率については、いて、乳脂率については、
現状維持現状維持とすることとして
いる。
乳脂率については、乳蛋
白質率と正の遺伝相関があ
るため、乳脂率を向上させ
ずに乳蛋白質率のみを向上
させることは、改良上、容
易ではないが、畜産物の需
要の動向に即する目標とし
て設定。

目標策定時
（H9年度）

現 状
（H14年度）

目 標
（H22年度）

乳 脂 率

３．２％ ３．４％３．２１％乳蛋白質率

乳成分は飼料などの環境要因によっても変動

■乳用牛の泌乳能力（乳量・乳質）は遺伝的能力と環境要因の両方の影響を受ける。

■乳脂肪分については、遺伝的能力の寄与が概ね３割、飼料などの環境要因の寄与が概ね７割。

■乳脂率は、良質粗飼料の給与により上がる。

■乳用牛の泌乳能力（乳量・乳質）は遺伝的能力と環境要因の両方の影響を受ける。

■乳脂肪分については、遺伝的能力の寄与が概ね３割、飼料などの環境要因の寄与が概ね７割。

■乳脂率は、良質粗飼料の給与により上がる。

泌乳能力
（乳量・乳質）

泌乳能力
（乳量・乳質） 遺伝的能力遺伝的能力 環境要因環境要因＝ ＋

測定される能力 改良の対象 飼料、気候など



３．脱脂粉乳の消費拡大対策について

・ 脱脂粉乳の過剰在庫の主な要因は、加工乳、乳飲料の不振。
・ 加工乳等の栄養性等に対する理解促進、脱脂粉乳の新たな需要先の開拓、機能性等の調査により需要を開拓。

加工乳・乳飲料の販売不振の主な意見（アンケート調査から）

加工乳
・ 消費者の需要が加工乳から牛乳へシフト
・ 新たな開発商品がない

・ 消費者離れが定着して、安く販売しても売れない 等

乳飲料
・ 牛乳、健康飲料、機能性飲料等へのシフトが続く
・ 売上げが期待される商品がない
・ おいしくないとの声

脱脂粉乳を使用した新商品の開発

脱脂粉乳等について団体、大学等への新規需要
開拓のための新商品開発、研究委託

脱脂粉乳の機能成分の調査・研究

大学、医療機関への牛乳乳製品（脱脂粉乳を含
む）の機能性微量成分の分析・研究、効能試験
の委託

国の取組（国産生乳需要拡大定着化事業）

・ 製造条件（超低温度（はっ酵乳向き）、超高温度（パン向
き））を変えた脱脂粉乳による新たな需要の開拓
・ 麺類への利用の検討
・ 植物たんぱく質と組み合わせたアミノ酸バランスに優れ
た新たな食品の設計 等

・ 脱脂粉乳中の糖タンパク質の特徴性や生理機能の検索
・ 脱脂粉乳の腸内免疫機能と食品への応用
・ カルシウム強化脱脂粉乳の調製法に関する研究 等

普及広報活動（１５年度）

（１６年度のテーマ）

新聞広告による、牛乳、加工乳、乳飲料の正しい
理解の醸成。脱脂粉乳を使用したプロ向け洋菓
子講習会の開催

１５年９月掲載 １５年１１月掲載



海外における脱脂粉乳の生産利用状況

米国 「３－Ａ－Ｄａｙ」「ＧＯＴ ＭＩＬＫ？（ミルクマスタッシュ：牛乳の口ひげが有名）」などのキャンペー
ンのほか、ＴＶＣＭ、新聞広告などを生産者、乳業者の拠出金で実施。

豪州 「Dairy．The Food of Life（牛乳乳製品－命の糧）」キャンペーン＝伝統的な「カルシウム製品」
でなく、「完璧な栄養パッケージ製品」としてのPR。3 serves every day=豪州版３－Ａ－Ｄａｙ
キャンペーン等を生産者の拠出金で実施

ＥＵ ①飲用乳の増加 ②乳製品消費の強化 ③若者向け消費の促進を目的に各国が行う消費拡
大運動について、１／２の費用を助成。

海外における牛乳・乳製品の消費拡大への取組

米国（６９万ｔ）
EU（９５万ｔ）

豪州（２６万ｔ）
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ（２３万ｔ）

仕向け割合 脱脂粉乳年間生産量

生乳生産量の８～９％
を脱脂粉乳へ仕向け

生乳生産量の２０～２４％
を脱脂粉乳へ仕向け

日本（１８万ｔ）
生乳生産量の２２％
を脱脂粉乳へ仕向け

うち１０～１５％
は輸出向け

米国

ＥＵ

豪州

ＮＺ

日本

うち７５～９０％
は輸出向け

主な国内需要先
①製パン等食品原料
②チーズ用
③飼料用

（自給自足型）

①途上国向け還元乳等
②飼料用（輸出型）

１００％国内需要
（加工乳・はっ酵乳・食品原料等）

（農畜産業振興機構「畜産の情報【海外編】」、牛乳乳製品統計 （米国は２００２年、ＥＵ・豪州は２００１年、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞは１９９９年、日本は２００３年度の数値）



４．総合衛生管理製造過程（ＨＡＣＣＰ）承認制度の適切な運用を図るための取組

ＨＡＣＣＰ方式監視体制の現状

都道府県等による確認

地方厚生局の監視指導

１２年以降の取組

厚生労働省

ＨＡＣＣＰ承認制度に係る承認及び監視指導

●「総合衛生管理製造過程承認制度実施要領」を改定。

《承認要件の追加等》 （１２年１１月）

●地方厚生局による監視・指導体制の強化。

（１３年１月～）

●食品衛生法の一部改正（１５年５月）

○ＨＡＣＣＰ承認に３年毎の更新制度を導入。

（１６年２月）

１５年度の取組

連携

厚生労働省
地方厚生局 都道府県等

ＨＡＣＣＰ承認取得
食品等事業者

衛生管理状況
について立入
検査の際、ＨＡ
ＣＣＰ方式の実
施状況を確認。

ＨＡＣＣＰ方式
の実施状況に
ついて、立入検
査及び指導。

連携

・７年の食品衛生法改正において、ＨＡＣＣＰ手法を普及するため「総合衛生管理製造過程承認制度」を任意の承認制度として創設。
・１２年の食中毒事件を契機に、地方厚生局による監視指導を強化。
・１５年に食品衛生法の一部が改正され、更新制度を導入。

都道府県等

ＨＡＣＣＰ方式の実施状況を確認

●ＨＡＣＣＰ承認制度に係る都道府県等の役割

・管轄区域内の食品事業者施設の立入検査の際、当該施

設がＨＡＣＣＰ承認を取得している場合、通常検査と

併せて、ＨＡＣＣＰ方式の実施状況を確認。立入検査

により問題が判明した場合、直ちに地方厚生局に通報。

・承認に係る事前相談に対する助言・指導。



参考 衛生管理体制の強化に向けた取組

農林水産省としても、関係団体と連携し、乳業関係者の資質向上に対する支援を実施。

農林水産省

１２年以降の取組

● 農林水産省において、乳業者の衛生管理水準の向上を図り、事故の

発生を防止する観点から次の対応を実施。

① 都道府県に対し、衛生管理・危機管理のマニュアル整備、周知徹

底等について指導。 （１３年５月）

② 地域において、発生事故の検証、模範的マニュアルの普及等につ

いての対策会議を開催。 （１３年５～６月）

③ 衛生管理・危機管理マニュアルの整備及び管理者の対応状況につ

いて現地調査及び指導の実施。 （１３年７月）

● 乳業事故を未然に防ぐため、乳業者に対する品質管理検査手法の研修

会の開催を支援。

● 乳業事故の発生時には、個別に品質管理、衛生管理の向上の徹底を図

るための指導を実施。

１５年度の取組

乳業団体

●事業者の資質向上

○研修会・講習会の開催

・ＨＡＣＣＰに準ずる衛生管理

・事故防止対策

・自主衛生管理

・品質管理

・検査方法 等

○巡回指導の実施

専門指導員により実施

○マニュアル・ガイドラインの作成

・品質事故防止マニュアル

・危機管理マニュアル

・検査手法

・自主検査ガイドライン

・製造技術 等



　○海外における事業展開の事例

0

５　乳業の国際化への対応

・　主要乳業メーカーの中には、海外に進出して事業を展開しているところもあり、多くは１９９０年代。
・　そのほとんどは、欧州・豪州等の乳原料を使った育児用粉乳等のアジア地域での販路の拡大。

海外に生産拠点を有し、日本以外に販路を拡大
（Ｄ社）
　・生産地：オーストラリア
　・品　目：育児用粉乳
　・販売先：タイ、マレーシア、香港等
（Ｅ社）
　・生産地：タイ
　・品　目：牛乳、ヨーグルト
　・販売先：タイ国内

海外企業に製造・販売委託し、日本以外に販路を拡大
（Ａ社）
　・生産地：オーストラリア
　・品　目：育児用粉乳の原料粉他
　・販売先：東南アジア
（Ｂ社）
　・生産地：オランダ
　・品　目：育児用粉乳
　・販売先：パキスタン、マレーシア等
（Ｃ社）
　・生産地：インドネシア
　・品　目：育児用粉乳
　・販売先：インドネシア国内

海外に販売拠点を有し、日本製品を輸出販売
（Ｆ社）
　・生産地：日本国内
　・品　目：ﾏｰｶﾞﾘﾝ、ｺｰﾋｰﾎﾟｰｼｮﾝ等
　・販売先：東南アジア

海外に製品・調達拠点を有し、日本に輸入
（Ｇ社）
　・生産地：フランス
　・品　目：チーズ、粉乳等
　・販売先：日本


