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２．具体的な実施手
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（２）特別枠の取得

 ① 特別枠Ａの設

  【設定方法】 
 ○ 『バター

の生乳需要

  [申請数量が

 当該数量

量に基づき

○ 設定した数

  【対策内容】 
 □脱脂粉乳：指

 □バター ：

 ② 特別枠Ｂ（又

  【設定方法】 
   ○対策の実施

  【対策内容】 
   □脱脂粉乳：
平成１８年度生乳計画生産・需給調整対策を決定 

農会議は東京・JA ビルにおいて第２８２回理事会を開催し、平成１８年度の生乳計画生産

策の基本方針を決定しました。 
を掲載しますので、ご参照ください。

めた厳しい国内生乳需給を考慮し、減産型の計画生産を実施 

の多様な生乳生産条件を念頭に、酪農生産基盤の弱体化を極力招来しないことに配慮 

基準数量に加えて、特別枠の設定と、地域・個別経営の実情に応じた選択的で適切な生乳

実施 

法 

」と「特別枠」の２段階設定による生乳出荷の抑制 

庫の積み増し回避を図るための）国内生乳需要から、脱脂粉乳在庫を 5 千㌧削減させる水

7.5 千㌧削減）の「販売基準数量」を設定 
に悪影響を与えず“量の確保”を志向する地域が選択できる「特別枠」を設定 
「供給目標数量」＝「販売基準数量」＋「特別枠」 

と対応 

定とその内容 

在庫の積み増しを回避するための生乳需要量』から、『脱脂粉乳在庫を 5 千㌧削減するため

量』の差を上限（15.7 万㌧）とし、指定団体からの申請に基づき設定 
特別枠Ａの上限を超える場合] 

の 1/2 を指定団体の申請に基づき、残りの 1/2 を指定団体毎の１７年度の加工原料乳限度数

、設定 
量は月別の計画を設定し、必ず実施 

定団体が、設定された特別枠Ａ見合いの生乳を脱脂粉乳に加工するか、既存の市場の脱脂

粉乳を買い上げ、当該脱脂粉乳を輸入調製品との置き替えや飼料用原料向けに限定して販

売 
特別な対策は必要無し 
はＣ）の設定とその内容 

実績に基づき設定 

特別枠Ａと同様に実施 



   □バター ： 
    ⇒[特別枠Ｂの場合] 
      脱脂粉乳の対策量に見合う量のバター（又は生クリーム）について、輸入調整品との置き換え等

を実施 
    ⇒[（原則禁止であるがやむなく発生した）特別枠Ｃの場合] 
      当該指定団体の責任で自主保管 

※当該バターは、１９年度末までの自主保管が可能であるが、１９年度期末の自主保管残量は、そ

の生乳換算相当量を当該指定団体の２０年度の販売基準数量から削減 
 

（３）計画生産を効果的に実施するためのその他の対策 

 ① 地域における生乳生産調整特別対策の導入（選択式） 

「増産賦課金・減産奨励金の実施」「県連、生産者による特別枠の選択と当該枠に係る選択者による経費

負担の実施」「体細胞等の規制強化による低乳質乳の出荷抑制」「駄牛淘汰による生乳生産の抑制」等 
 ② 牛乳消費拡大5ヵ年対策の拡充 

 牛乳等向け生乳販売量１kg 当り２０銭（前年比較＋５銭/kg の拠出増額）により「牛乳に相談だ」キャ

ンペーンの継続、拡充、など 
 ③ 乳製品の農村消費拡大対策の実施 

   １８年度末までに、原則、酪農家１戸当たり６０箱（1 箱＝２００ｇ）のバター消費割当を実施 
 
３．１８年度計画生産に関する販売基準数量（全国総量）の設定方法 
 

18年度の生乳供給量と18年度計画生産数量の関係
単位：千㌧（%）

生乳供給量(自然体)

8,155（99.2）

チーズ向 牛乳等向け需要量

330 4,662(98.4)

(100.0)

チーズ向

330 販売基準数量7,220.5（94.6）

(100.0) うち、7,170.4[　脱粉対策繰越数量除く　]

                         
　

自然体での生乳供給量
（市場に出荷される数量）

　計画生産の仕組み

特別枠
Ａ

157.1

脱粉対策

全国の指定団体で配分 17年度に脱脂粉乳在庫対策を実施した指定
団体のうち、該当する指定団体に追加設定

特別枠
B

最大50

脱粉・
ﾊﾞﾀｰ対

策

原則、抑制、
やむ得ない場合
脱粉対策・ﾊﾞﾀｰ

自主保管

注１）脱脂粉乳対策繰越数量＝17年度に脱脂粉乳在庫対策を実施した指定団体の、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『17年度最終供給目標数量（=販売基準数量＋脱脂粉乳在庫対策枠）』－『17年度計画生産実績』
注２）脱脂粉乳対策繰越数量、インサイダー率は計画生産実績、牛乳乳製品統計の実績数値により変更
注３）（）内の数値は、前年度供給実績又は処理実績見込対比

　国産生乳需要量

脱粉在庫5千㌧削減ﾍﾞｰｽ：7,805.5(94.9)

脱粉在庫積み増し回避ﾍﾞｰｽ：7,863(95.6)

ﾊﾞﾀｰ在庫積み増し回避ﾍﾞｰｽ(8.6千㌧のｶﾚﾝﾄ輸入を前提)：7,968(96.9)

H17脱粉
対策繰越

数量
50.1

乳製品向け需要

特別
枠C

輸入調製品
等と置換え

（　ﾁｰｽﾞを抜かした『脱粉在庫5千㌧削減ﾍﾞｰｽ生乳需要量』-「脱粉対策繰越数量」　）×ｲﾝｻｲﾀﾞｰ率（0.967）－1万㌧（新規就農者向け留保分）

<乳製品在庫見込>
　◆18年3月末：脱粉（ 86.4千㌧[5.5ヶ月]）／ﾊﾞﾀｰ（30.9千㌧[4.2ヶ月]）
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　◆19年3月末：脱粉（111.7千㌧[7.0ヶ月]）／ﾊﾞﾀｰ（38.1千㌧[5.4ヶ月]）

 



４．１８年スタート時の指定団体別・販売基準数量の設定 
 
○ 全国の指定団体で配分する販売基準数量の 3/4 を指定団体毎の 17 年度計画生産実績を基礎に、残りの

1/4 を 16 年度の計画生産実績を基礎に配分 
 
○ 指定団体毎の販売基準数量は、「牛乳等向け販売実績」に『18 年度牛乳等向けの需要の伸び率（17 年

度比 98.4％、16 年度比 95.1％）を乗じた数量に、「乳製品向け販売実績」に『18 年度乳製品向けの需要

の伸び率（17 年度比 87.7％、16 年度比 92.4％）』を乗じた数量を加えた数量のシェアに応じて配分し、

これに脱粉対策繰越数量を加えたもの。 
 
 ※ 需要の伸び率は、脱脂粉乳在庫対策繰越数量、牛乳乳製品統計の実績数値により変更 
 
 ＜18年度ｽﾀｰﾄ時の販売基準数量＞ 

 ※18 年 2 月 2 日時点の試算値  
 [千㌧]

指定団体
18年度ｽﾀｰﾄ時
販売基準数量

17年度
実績

見込比

17年度
ｽﾀｰﾄ時

販基数量比

北海道 3,186.3 92.2% 98.8%
東　北 678.6 96.0% 98.4%
関　東 1,297.1 96.8% 98.4%
北　陸 131.0 97.2% 98.4%
東  海 465.6 97.0% 97.9%
近  畿 231.2 97.7% 97.7%
中　国 322.1 96.8% 98.7%
四　国 162.0 96.2% 99.5%
九　州 746.6 95.8% 99.2%
都府県 4,034.2 96.6% 98.5%
合  計 7,220.5 94.6% 98.6%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平成18年度の生乳計画生産・需給調整対策の骨子 

 
  
１．基本的な考え方 

 
○脱脂粉乳の過剰在庫の削減を図る。 
○一方で、生乳生産基盤の弱体化を招かない。 
 
 
 

１．基本的な考え方 

 
○バター過剰も含めた厳しい国内生乳需給を考慮し、減産型の計画生産を実施 

○その際、わが国の多様な生乳生産条件を念頭に、酪農生産基盤の弱体化を極

力招来しないことに配慮 

○このため、販売基準数量に加えて、特別枠の設定と地域・個別経営の実情に応

じた選択的で適切な生乳出荷抑制を実施 
 

２．全国の販売基準数量及び計画生産数量（供給目標数量）の設定手法 

 

（１）全国の販売基準数量の設定 

  J ミルクの生乳需要予測値（脱脂粉乳在庫回避ベース）を踏まえて下記の

とおり設定。 
 
 ①「国産生乳需要量（7,575千㌧：16年度実績見込み対比96.0%）」     

  ＝「牛乳等向け生乳需要量(4,803 千㌧：16 年度実績見込対比 98.3%)」 
  ＋「乳製品向け生乳需要量(2,772 千㌧：同 92.4%／チーズ除く)」 
 
  ※注１ ただし、（16 年 11 月 9 日の需給調整等委員会における決定に基

づき、17 年度販売基準数量の算定にあっては、15 年度末在庫水準

又は 16 年度末在庫水準のどちらか低い水準以上に乳製品在庫を積

み増さないという観点から）16 年度末在庫水準が 93.2 千㌧（15 年

度末在庫水準）を上回った場合は、当該積み増し数量×11.48 を乳

製品向需要量から削減。 

２．全国の販売基準数量及び計画生産数量（供給目標数量）の設定手法 

 

（１）全国の販売基準数量の設定 

  J ミルクの生乳需要予測値（脱脂粉乳在庫回避ベース）を踏まえて下記のと

おり設定。 
 
 ①「国産生乳需要量（7,533千㌧：17年度実績見込み対比95.5%）」      

  ＝「牛乳等向け生乳需要量(4,662 千㌧：17 年度実績見込対比 98.4%)」 
  ＋「乳製品向け生乳需要量(2,871 千㌧：同 91.1%／チーズ除く)」 
  
  ※注１ 17 年度と同様（16 年度末在庫水準は、88.0 千㌧）。 
 
 

 



  
※注２ 16 年度に実施した脱脂粉乳在庫対策（以下、「脱粉対策」という。）

の数量（生乳換算数量、以下「脱粉対策数量」という。）に、不要

分が発生する場合、過剰乳製品を積み増さない観点から当該繰越数

量（以下、「脱粉対策繰越数量」という。）を 17 年度の乳製品向け

生乳需要量から削減。当該数量に係る生乳換算係数は、11.48 を活

用。 
 
②「全国の販売基準数量」 

   ＝『国産生乳需要量（千㌧未満四捨五入）－脱粉対策繰越数量（注３）』

×直近インサイダー率（注４）＋『脱粉対策繰越数量』 
  
  ※注３ 脱脂粉乳対策繰越数量（㌧単位未満四捨五入） 
      ＝「（16 年度に脱脂粉乳在庫対策を実施した指定団体の）16 年度

最終供給目標数量－16 年度計画生産実績」÷12.96（脱脂粉乳の

原単位）×11.48（J ミルク見通しによる 17 年度の特定乳製品見

込数量÷脱脂粉乳生産見込数量） 
 
 ※注４ 直近インサイダー率（小数点以下第４位四捨五入） 
     ＝「17 年度販売基準数量決定時における直近の用途別販売実績・

総受託乳量（㌧未満四捨五入）」÷「牛乳乳製品統計の全国生乳生

産量（㌧）－その他数量（㌧）」 
 

（２）販売基準数量の指定団体別設定数量（当初設定） 

  上記数量から新規就農枠分 1 万㌧を差し引いた、数量を、指定団体別に設

定する。 
  ただし、「脱粉対策繰越数量」は、当該対策実施指定団体に設定。 
 

  ※注２ 17 年度と同様。 
 
  ※注３ 現在の過剰感を少しでも解消するよう、既存在庫を 18 年度の 1 年

間で 8 千㌧相当以上減少させる観点から、当該数量に相当する生乳

数量（57.5 千㌧）を国産生乳需要量から差し引いて、販売基準数量

の算定を行う。 
 

②「全国の販売基準数量」 

  ＝『国産生乳需要量（千㌧未満四捨五入）－57.5 千㌧－脱粉対策繰越数量（注

４）』×直近インサイダー率（注５）＋『脱粉対策繰越数量』 
 
  ※注４ 脱脂粉乳対策繰越数量（㌧単位未満四捨五入） 
     ＝「（17 年度に脱脂粉乳在庫対策を実施した指定団体の）17 年度最終

供給目標数量－17 年度計画生産実績」 
 
 
 
  ※注５ 直近インサイダー率 
     17 年度と同様。 
 

 

 

（２）販売基準数量の指定団体別設定数量（当初設定） 

  17 年度と同様。 
 
 

 



  
（３）計画生産数量（供給目標数量） 

 ＝「販売基準数量」＋「脱脂粉乳在庫対策枠（対策実績に応じて配分）」  

 

（３）計画生産数量（供給目標数量） 

 ＝「販売基準数量」＋「特別枠」 
 

３．指定団体別の販売基準数量の設定方法 

 
（１）販売基準数量設定の基礎となる算出基礎数量（指定団体別）の算定 

 各指定団体の 16 年度生乳販売実績数量を、「牛乳等向け実績（飲用牛乳

向け、はっ酵乳等向け）」と「チーズ向けを除いた乳製品向け実績（特定乳

製品向け、生クリーム等向け）」に区分し、各々に、用途別需要の伸び率を

乗じて合計した数量（＝算出基礎数量）を算出。 
 
 

  ○「牛乳等向け伸び率（％／小数点以下第２位四捨五入）」＝ 
   「Ｊミルクの 17 年度牛乳等向け生乳需要量」÷「牛乳乳製品統計の 16

年度牛乳等向け処理実績（㌧）」 
  ○「チーズ向けを除いた乳製品向け伸び率（％／小数点以下第２位四捨五

入）」＝ 
   「Ｊミルクの 17 年度乳製品向け生乳需要量－脱脂粉乳対策繰越数量」

÷「牛乳乳製品統計の 16 年度乳製品向け処理実績（㌧）－16 年度用途

別販売実績・チーズ向け販売量（kg）」 
 

 

３．指定団体別の販売基準数量の設定方法 

 

（１）販売基準数量設定の基礎となる算出基礎数量（指定団体別）の算定 

 各指定団体の 17 年度及び 16 年度の生乳販売実績数量を、「牛乳等向け実績

（飲用牛乳向け、はっ酵乳等向け）」と「チーズ向けを除いた乳製品向け実績

（特定乳製品向け、生クリーム等向け）」に区分し、各々に、用途別需要の伸

び率を乗じて合計した数量（＝算出基礎数量）を算出。 
 
※ 17 年度実績に基づき算出した数量は「算出基礎数量Ⅰ」、16 年度実績に

基づき算出した数量は「算出基礎数量Ⅱ」とする。 
 

＜17年度用途別実績に乗じる需要の伸び率＞ 

  ○「牛乳等向け伸び率（％／小数点以下第２位四捨五入）」＝17 年度と同様。 
  ○「チーズ向けを除いた乳製品向け伸び率（％／小数点以下第２位四捨五入）」

＝ 
 「Ｊミルクの 18 年度乳製品向け生乳需要量（チーズ抜き）－57.5 千㌧－

脱脂粉乳対策繰越数量」÷「牛乳乳製品統計の 17 年度乳製品向け処理実

績（㌧）－17 年度用途別販売実績・チーズ向け販売量（kg）」 
 

＜16年度用途別実績に乗じる需要の伸び率＞ 

  ○「牛乳等向け伸び率（％／小数点以下第２位四捨五入）」＝ 
   「Ｊミルクの 18 年度牛乳等向け生乳需要量」÷「牛乳乳製品統計の 16 年

度牛乳等向け処理実績（㌧）」 
 

 



  
 
 
 
 
 
 
（２）算出基礎数量に適用する実績値の修正 

   16 年度において、以下に該当する指定団体は、計画生産実績値の修正を

行い、修正後の計画生産実績数量を算出基礎数量に適用（17 年 5/16（月）

が申請締切）。 
 
  ① 16年度計画生産実績が最終供給目標数量を下回った指定団体 

   ア．対象となる事例 

    （Ａ）アウトイン異動量（16 年度未反映数量）、（Ｂ）災害数量、 
    （Ｃ）対前年チーズ向け販売増加量、（Ｄ）新規就農枠設定者の未達

数量（16 年度分） 
 （Ｅ）枠の流動化事業参加者の未達数量、（Ｆ）乳業事故等による不

測の加工発生数量 
   イ．実績修正の仕方 

     （Ａ）～（Ｅ）は当該数量を実績に追加（指定団体毎の牛乳等向け

実績と乳製品向け実績の比率で按分）。ただし、16 年度に脱脂粉乳在

庫対策を実施した指定団体は、（Ａ）～（Ｅ）に係る数量を脱脂粉乳

対策繰越数量の算定に際して差し引く。 
     （Ｆ）は当該分の乳製品向け実績（＝特定乳製品向け実績）を、牛

乳等向け実績に変更。 
 
 

  ○「チーズ向けを除いた乳製品向け伸び率（％／小数点以下第２位四捨五入）」

＝ 
   「Ｊミルクの 18 年度乳製品向け生乳需要量（チーズ抜き）－57.5 千㌧－

脱脂粉乳対策繰越数量」÷「牛乳乳製品統計の 16 年度乳製品向け処理実

績（㌧）－16 年度用途別販売実績・チーズ向け販売量（kg）」 
 

（２）算出基礎数量に適用する実績値の修正 

  ○ 17 年度の計画生産実績の修正に関しては、17 年度と同様。 
     ただし、17 年度において脱脂粉乳在庫削減対策の一部を、チーズにより

実施した場合、当該数量を乳製品向け実績の中に算入する。 
  ○ 16 年度の計画生産実績の修正に関しては、（Ｂ）の災害数量に関しての

み、17 年度に準じて修正することが可能。 
  ○ 申請締切日は 18 年 4 月 28 日（金） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  ② 16年度計画生産実績が最終供給目標数量を上回った指定団体 

   ア．対象となる事例 

     （Ａ）アウトイン異動量（16 年度未反映数量）、（Ｆ）乳業事故等に

よる不足の加工発生量 
    

   イ．実績修正の仕方 

     （Ａ）は当該数量を実績に追加（指定団体毎の牛乳等向け実績と乳

製品向け実績の比率で按分）。 
     （Ｆ）は当該分の乳製品向け実績（＝特定乳製品向け実績）を、牛

乳向け実績に変更。 
     ただし、修正後の数量は、当該指定団体の 16 年度最終供給目標数

量の 101％を上限。 
 
（３）指定団体別の販売基準数量の設定 

 実績修正後の算出基礎数量の指定団体別の構成比に基づき、販売基準

数量の全国総量（脱脂粉乳対策繰越数量除く）を按分。 
 脱脂粉乳対策繰越数量は、16 年度に脱脂粉乳対策を実施した指定団体

に設定。 
 
 

（４）16年度計画生産の未達数量（99％アローワンス）の取扱について 

 原則、実績修正等をした後の未達数量の 20％（㌧未満四捨五入）を 17
年度の販売基準数量から削減。 
 削減した数量の取り扱いについては、中酪預かりとし、需給の推移を

踏まえて必要に応じて、17 年度販売基準数量の増量を希望する指定団体

に対して追加配分を実施。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）指定団体別の販売基準数量の設定 

脱脂粉乳対策繰越数量を除いた、販売基準数量（＝『国産生乳需要量－

57.5 千㌧－脱脂粉乳対策繰越数量』×直近インサイダー率－新規就農枠 10
千㌧）の 3/4 を実績修正後の算出基礎数量Ⅰの指定団体別の構成比に基づ

き、残りの 1/4 を実績修正後の算出基礎数量Ⅱの指定団体別の構成比に基づ

き按分。 
 
（４）18年度計画生産の未達数量（99％アローワンス）の取扱について 

   17年度と同様。 

 

 



  
（５）供給目標数量（＝計画生産数量）の考え方 

○「供給目標数量」＝「販売基準数量」＋「脱脂粉乳在庫対策枠」 
 

（５）供給目標数量（＝計画生産数量）の考え方 
○「供給目標数量」＝「販売基準数量」＋「特別枠」 

 
４．販売基準数量・計画生産数量の期中での管理 

 
（１）販売基準数量の指定団体間調整措置について 

無償による指定団体間の販売基準数量調整措置を実施（①東日本・西日

本、②都府県全体、③全国の順） 

   12/22（木）が申請締切日 
 

（２）新規就農枠数量の設定 

   １万㌧を上限として、申請に基づき順次設定。とする。（17 年 1 月～12
月末） 

   1 万㌧を超過した場合、超過した分は指定団体間調整で「減量希望数量

≧増量希望数量」の場合、当該数量を上限に追加設定。 
 
（３）アウトイン異動数量の設定  
   アウトサイダー・インサイダーの異動が生じた場合、指定団体の申請に

基づき販売基準数量に対する加減を設定。（17 年 1 月～12 月末） 
 

（４）個人別生産枠の流動化 

   必要に応じて個人別生産枠の調整を実施する。 
   指定団体間調整等を行った後、必要に応じて、実施要領等を定め、個人

別生産枠の調整を実施。 

     
 
 

４．販売基準数量・計画生産数量の期中での管理 

 
 17 年度と同様。 

 
 

 



  
（５）販売基準数量の期中見直し 

 期中に大幅な生乳需給変動があると見込まれる場合は、Ｊミルクの生

乳需給見通しを踏まえ、理事会の承認を経て、期中における販売基準数

量の見直しを行うことが可能。 
 

 
 
 
 
 

５．脱脂粉乳在庫対策及び脱脂粉乳在庫対策枠について 

 

（１）脱脂粉乳在庫対策の考え方 

通常の脱脂粉乳需要とは重複しない、新規用途仕向け・飼料用仕向け等、

需給改善効果が確実と見込まれるものに限定。 

中酪は当該実施要領を設定（５月開催の需給調整等委員会にて）。 

 
（２）脱脂粉乳在庫対策枠の換算係数について 

脱脂粉乳在庫対策枠の取得に係る生乳換算係数は、下記のとおり換算。 
○ 脱脂粉乳で実施した場合：実施製品数量×11.48 
○ 全脂粉乳で実施した場合：実施製品数量× 8.68 

 
（３）脱脂粉乳在庫対策枠の申請について 

  在庫対策枠を希望する指定団体は、当初設定される販売基準数量を踏ま

え、申請を行なう。 
  17 年 6/30（木）を第一次申請期限とするが、期中においても、追加及び

新規の申請が可。 
 
（４）脱脂粉乳在庫対策枠の取り扱いについて 

脱脂粉乳在庫対策の実施後は、実施数量等の報告を行い、中酪の承認を受

ける。 
17 年度の在庫対策枠について、実績数量の見合いで不要分が発生する（ 

５．特別枠及びその内容について（新設） 

（１）特別枠Ａの設定とその内容 

 ① 設定方法 

○ 次の算式で示される数量を特別枠Ａの上限として設定 
   特別枠Ａの上限数量 

  ＝『“7,638 千㌧[J ミルクの生乳需要予測値（バター在庫回避ベース、チ

ーズ抜き）]－脱粉対策繰越数量”×直近インサイダー率－新規就農枠

10 千㌧』－『“7,533 千㌧[Ｊミルクの生乳需要予測値（脱粉在庫回避

ベース、チーズ抜き）] －57.5 千㌧－脱粉対策繰越数量”×直近イン

サイダー率－新規就農枠 10 千㌧』 
 
 ② 特別枠Ａの申請について 

 ○ 各指定団体は、特別枠Ａの希望数量（ただし、対策が可能な数量）につ

いて、原則として、４月 28 日（金）までに中酪に申請。 
 ○ 中酪は、前記申請数量を基礎に、特別枠Ａの数量を指定団体に配分する。 

    なお、申請数量の総数が特別枠Ａの上限数量を超過した場合は、当該指

定団体に対して、特別枠Ａの上限数量の 1/2 をその申請数量の比率によ

り、残りの 1/2 を 17 年度加工原料乳限度数量の比率により配分する。 
○ 特別枠Ａの配分を受けた指定団体は、当該数量見合いの脱脂粉乳の処

理・販売（買い取りを含む）について、全国連、乳業者等と協議・合意

し、その年間月別計画を５月末までに提出する。 
○ 特別枠Ａの配分を受けた指定団体は、計画した対策数量を必ず実施 

 



  
脱脂粉乳在庫対策枠を加算した最終供給目標数量を計画生産実績が下回

る）場合、当該数量について、18 年度に繰越可。 
※繰越しの方法については、18 年度の計画生産の基本方針（18 年２月予

定）と併せて決定。 

しなければならない。 
 
③ 特別枠Ａの対策内容 

○ 設定された特別枠Ａ見合いの生乳を脱脂粉乳に加工するか、既存の市場

の脱脂粉乳を買い上げ、当該脱脂粉乳を輸入調整品置換え・飼料用仕向

け等に限定して販売。 
 
（２）追加的な特別枠Ｂ（又は止む無く実施するＣ）の設定とその内容 
  ① 設定方法 

○ 特別枠Ａを超える生乳生産が見込まれる指定団体は、追加的な乳製品対

策を行うことにより追加的な特別枠を取得出来る。 
② 特別枠Ｂ（又はＣ）の申請について 
○ 期中において当該特別枠に係る乳製品の処理・販売（買い取り、保管を

含む）について、全国連、乳業者等と協議・合意し、その年間計画を申請。 
 

③ 特別枠Ｂ（又はＣ）の対策内容 

○ 脱脂粉乳については、特別枠Ａと同様の対策を実施。 
○ 特別枠Ｂの場合、脱脂粉乳の対策数量に見合う量のバター（又は生クリ

ーム）について、輸入調整品置換え等を実施。 
○ 原則禁止であるが、止む無く発生した特別枠Ｃの場合、脱脂粉乳の対策

数量に見合う量のバターの自主保管を実施（ただし、当該バターについて

19 年度末時点における自主保管残量があった場合、当該バターの生乳換算

相当量を当該指定団体の 20 年度の販売基準数量から削減する）。 
 

（３）特別枠に関する換算係数について 

  ○ 特別枠の取得に係る生乳換算係数は、下記のとおり換算。 
ア．脱脂粉乳換算係数 ：11.50   

 



  
 イ． バター換算係数  ：25.94 

ウ．生クリーム換算係数：生クリームの成分の実態を考慮し、別途協議 
エ．全脂粉乳換算係数 ：8.68（全粉で実施する場合は、脱脂粉乳・バター

両方の在庫対策となることから、特別枠Ｂとする） 
 

（４）特別枠に関する期中の管理 

① 特別枠に係る対策については、当該乳製品の処理・販売等の年間月別計画

に基づき実施した対策の実績について、当該月の実施内容を翌月末までに、

「新規用途、飼料用に振り向けたことが明確となる資料」を添付の上、中酪

に提出し中酪の承認を受ける。中酪はこれをもとに、特別枠の適正な管理を

行う。 
② 特別枠に係るバターの自主保管については、生乳需給調整円滑化事業（乳製

品調整保管事業[生乳出荷調整保管事業、過剰在庫調整保管事業]）の内容を

踏まえ、保管した乳製品の管理を行う（倉荷証券、在庫証明書、月々の保管

状況報告書の提出、など）。 
 
（５）特別枠に係る乳製品製造等の協調的な仕組み 

 都府県については、加工処理工場の地域的な制約があることを踏まえ、公

平かつ協調的な対策の推進を図る観点から、特別枠に係る乳製品の売買によ

り生じた経費（委託加工料、売買差額、配送費、保管料等）については、該

当指定団体でプールして平準化する仕組みとする。 

 このため、特別枠に係る乳製品の処理・販売等については、全国連で集約

して実施。 
 

（６）特別枠に係る繰越について 

 17 年度同様、18 年度の在庫対策枠（特別枠Ｃを除く）について、実績数

量の見合いで不要分が発生する（特別枠を加算した最終供給目標数量を計画

生産実績が下回る）場合、当該数量について、19 年度に繰越可。 



 
  
 
 
 
 
 
 

※ 繰越しの方法等については、19 年度の計画生産の基本方針（19 年２月予

定）と併せて決定。 
 
（７）その他 

特別枠取得に係る詳細な手続き、スケジュール、実施要領については、関

係者と協議の上、本会が策定し、別途通知。 
 

６．脱脂粉乳ベース５千㌧の脱脂粉乳在庫削減対策について 

 

（１）脱脂粉乳在庫削減対策の考え方 

  近年の生乳需給状況を踏まえ、過剰脱脂粉乳（＝Ｊミルクの 16 年度末在庫

見通し 93.7 千㌧／6.6 ヶ月）を長期的な視点で適正在庫（＝28.6 千㌧～42.9 千

㌧／2～3 ヶ月）に戻していく観点から、適正在庫（＝42.9 千㌧と仮定）に戻

すための削減量（50.8 千㌧）の約 1 割である５千㌧を指定団体ごとに割り当

て、各指定団体が、販売基準数量の内数で、割当量に応じた対策を実施。 
中酪は当該実施要領を設定（５月開催の需給調整等委員会にて）。 

 
（２）対策数量５千㌧の指定団体別割り当ての考え方 

  16 年度特定乳製品向け生乳販売量割合を基本に、飲用牛乳向け生乳販売量

割合も一部加味する（北海道４千㌧、都府県１千㌧）。 
 
（３）対策内容 

  ① 既存の脱脂粉乳又は生産した脱脂粉乳を処理する対策 

  ア．新規用途向け（輸入調製品置換え）・飼料用向けの脱脂粉乳向け生乳

の販売 
  イ．指定団体が委託製造した飼料用脱脂粉乳又は全脂粉乳の農家への配布 

６．脱脂粉乳ベース５千㌧の脱脂粉乳在庫削減対策について（削除） 

 
 18 年度は実施せず。 

 



  
ウ．既存の過剰在庫脱脂粉乳の飼料用向け販売 

 
（４）脱脂粉乳の生産を回避する対策 

  ○ 割り当てられた脱脂粉乳見合いのチーズ向け生乳の販売 
 

 
 
 
 
 

７．17年度供給目標数量に対する計画生産実績の超過・未達の措置 

 

（１）超過ペナルティについて 

17年度の計画生産実績が、最終供給目標数量の101%を超えた指定団体は、

当該数量について金銭ペナルティ（40 円／kg）を徴収。 
徴収した金額の使途については理事会で決定。 

 

（２）未達数量削減（未達ペナルティ）について 

17年度の計画生産実績が、最終供給目標数量の99%を下回った指定団体は、

当該数量の20％を18年度の販売基準数量から削減。 

 
（３）ペナルティ対象外数量について 

  ① 超過の場合 

 ○ 需要期供給促進特別規定 

 17 年７～10 月の計画生産実績総量が 16 年同期の計画生産実績総

量を上回った数量。 
 

  ② 未達の場合 

ア． 期中の災害数量、 
イ．対 16 年度チーズ向け生乳の販売増加量 
ウ．新規就農枠設定者の未達数量（17 年度分）、 
エ．枠の流動化事業参加者の未達数量 

７．18年度供給目標数量に対する計画生産実績の超過・未達の措置 

 
 17 年度と同様。 
 

 



  
（４）超過及び未達ペナルティに係る指定団体内の取扱いについて 

  指定団体の超過・未達ペナルティの会員及び農協等に対する取扱いは、指

定団体の任意。 
 

 
 
 
 

８．その他の事項（計画生産関連） 

 

（１）生産者への目標数量設定 

   指定団体は、供給目標数量の範囲内で、会員又は農協等を介して、生産

者に対する数量設定を行うことを基本とし、会員及び農協等、会員は農協

等及び生産者の目標数量を把握し、期中での管理に努める。 
 
 

 

（２）指定団体内における個人別生産枠流動化の推進 

指定団体は、必要に応じて、意欲ある生産者・地域が安定的に生産でき

るよう、県単位・農協単位・指定団体内での生産枠の調整・流動化につい

て、指導・推進する。 
 
 

 

 

８．その他の事項（計画生産関連） 

 

（１）生産者への目標数量の設定 

生産現場において計画生産を確実かつ円滑に実施するため、必要に応じ、

個人別目標数量（生産枠）を設定する。 
なお、個人別目標数量の設定に際しては、18 年度の計画生産を先取りした

酪農家段階における 17 年度下期の増産（実績作り）を防止するため、17 年

度上期までの出荷実績を基準とするなどの措置を講ずる。 
 

（２）指定団体内における個人別生産枠流動化の推進 

   17 年度と同様。 
 
（３）生乳生産調整特別対策の導入（新設） 

 個別酪農家の生産条件に対応した適切な出荷抑制を推進するため、指定団

体がそれぞれの地域の実情を踏まえて、次の生産調整対策を選択的に導入・

実施出来る。 
 

ア．増産型生乳生産を実施する酪農家からの増産賦課金の徴収と、減産型生乳

生産を実施する酪農家に対する減産奨励金の支払い。（伸び率によって徴

収・支払い単価を増額することにより、超過ペナルティや離農奨励等の要素

を組み入れる。） 
イ．会員（県連）や個別酪農家における、特別枠の選択と、当該枠に係る選択

者による経費負担の実施。 
 



  
 
 
 

ウ．体細胞等の規制を強化による、低乳質生乳の出荷抑制。 
エ．駄牛淘汰による、生乳の生産の抑制、等 

 
９．用途別販売計画及び円滑な広域需給調整の推進等 

 

（１）用途別出荷販売計画案の策定 

指定団体は、取引乳業者別の取引希望数量の積み上げを踏まえ、17 年度

計画生産数量（見込み）の範囲内で、16 年度の用途別出荷販売計画案を策

定し、17 年 5/16（月）までに中酪に提出。 
  
（２）加工計画販売数量の国への届け出 

省令の定めに従い、指定団体が策定した加工販売計画数量について中酪が

全国調整を行ない、国に届け出る。 
 
（３）円滑な広域需給調整と余乳の抑制 

 ①指定団体は、月別・用途別販売計画と域内の取引計画を年度当初、全国連

に報告。 

  全国連は、広域流通生乳の透明性を確保するため、年度当初の月別配乳計

画及び広域生乳取引内容を指定団体と共有。 
 
 ②生乳流通調整推進会議等を適宜開催し、需要期・不需要期の配乳調整、需

給情報等に係る情報交換・検討を行う。加えて、余乳発生リスクの公正負

担ルールの策定と余乳処理工場の運営維持及び効率的な余乳処理のルール

化、等についても、実務的な検討を行う。 
③需給状況の把握・提供等 

指定団体は、域内の生乳生産実績を少なくとも旬単位で把握するととも

に、短期的な生産予測の精度化向上に努める。 

９．用途別販売計画及び円滑な広域需給調整の推進等 

 

 17 年度と同様。 
 
 

 



  
中酪は、指定団体からの情報を集約するとともに、Ｊミルク等に必要な

情報を提供する。 
 
（４）需要期生産の誘導 

指定団体は供給目標数量に基づき、需要期生産に配慮しつつ、各会員毎に

月別・四半期別の出荷計画数量の設定及び管理を行う。 
これを踏まえ、各会員においても、需要期生産を踏まえた月別・四半期別

目標設定、具体的対策を講じることにより、目標達成に努めるよう各生産者

別に管理する。 
 
（５）指導・調査・報告等 

 ①用途別販売実績数量の報告 

   指定団体は中酪に対し、月別の用途別販売実績数量を報告。 
   用途別販売実績数量を毎四半期ごとに確定し、中酪に報告。 
   指定団体は併せて、工場別の販売実績を、中酪に報告。 
 
 ②中酪への報告 

   指定団体及び全国連は、生乳の販売・流通に関する正確な情報を、中酪

の求めに応じて、調査するとともに報告。 
 
（６）アウトサイダーへの指導等 

  指定団体は会員等を通じ、アウトサイダーについて、乳業者並びに所轄官

庁に対して、計画生産を実施させるよう要請する。 
 

 

１０．広域生乳需給調整支援対策事業（とも補償事業）について 

 

（１）生産者負担の方法（需給調整対策基金） 

１０．広域生乳需給調整支援対策事業（とも補償事業）について 

 

○ 広域生乳需給調整支援対策事業に関しては、必要が生じた場合、実施内容 
 



  
「生乳需給改善緊急５ヵ年対策」の決定内容を踏まえ、牛乳等向け生乳販

売量（飲用牛乳向け販売数量とはっ酵乳等向け販売数量の合計）1kg 当た

り５銭の拠出を原資。 
 
（２）使途及び残金の精算方法 

  ①国事業に係る対象「委託加工向け」に係る生産者負担分、②中酪補完事

業助成経費、の優先順位で使用、基金残は従来の精算方法を継続。 
   
（３）広域生乳需給調整支援対策事業の内容 

 ①国事業 

  予期せぬ需給変動等により発生する余乳の効果的な処理対策として、指

定団体が策定した事業実施計画における「委託加工向け」生乳数量を対象

生乳の数量限度とし、「委託加工向け」とも補償を継続実施（補助率等に

ついては 16 年度と同様）。 
②中酪補完事業 

 ア．限度数量超過対策 

○ 限度数量を超えた特定乳製品向け生乳数量に対し、需給調整対策

基金の範囲内で 17 年度の補給金相当額の 90％を補填する事業を継

続。 
○ 限度数量を超過した数量のうち対象となる生乳数量は、販売基準

数量から特定乳製品向け以外の用途別販売量の合計（チーズ向けは

除く）を差し引いた数量を上限。 
○ 脱脂粉乳在庫対策を実施した場合にあっては、生乳換算した当該

対策数量を上回る数量を対象数量。 
 

イ．販売不可能乳（乳業の廃業等による）対策 

乳業者の廃業・倒産等から発生する予期せぬ販売不可能乳に対して、 

及び拠出単価等に関して、指定団体会長・実務責任者会議における協議・検

討を行う。 
 
 

 



  
補填する事業を継続。   

   「（予想された単価－実際に精算され受け取った単価）×0.9 以内×対

象数量」により算出し補てんする。なお、事故発生月の翌月の２ヶ月

以内に限る 
 

 
 
 
 

 
 
 

１１．牛乳乳製品の消費拡大対策の実施について（新設） 

（１）牛乳消費安定・飲用需給構造改善事業の実施 

○ 飲用牛乳の消費減退が構造的なものであることを踏まえ、「牛乳に相談

だ。」キャンペーンを 18 年度も継続して実施。 
  なお、全国的な酪農現場での活動の盛り上がりに対応するため、全国均

霑的なマスメディアの展開等を図るとともに、酪農家等の関係者が地域の

乳業者等と連携して実施する活動、将来的に需要を維持する観点からの学

校給食での取り組みを強化するため、必要な事業規模の拡充を図る。 
○ 18 年度事業に係る拠出金は、牛乳等向け販売量 1kg 当たり 20 銭（対前

年比較＋５銭/kg）とする。 
※ 具体的な内容については、18 年度の補助事業や J ミルクの 18 年度事業

計画等を踏まえ、牛乳消費拡大促進委員会で検討し、４月中を目途に決定。 
    
（２）乳製品の農村消費拡大対策の実施 

○ 酪農家における乳製品の恒常的な利用促進を目指すとともに、乳製品需

給の厳しい現状について生産者の理解醸成を図るために、バターについて

生産者に割り当てを行なう事業を 18 年度末までに、原則、酪農家 1 戸当

たり 60 箱（1 箱＝200ｇ）のバター消費割当を実施。 
  ※ 実施要領については、過去の対策内容等を考慮し本会が策定し、別途通

知。 
 
 
 


