
■ 需給緩和に備え「とも補償対策」を導入
中酪は昨年12月19日に開いた理事会で、20年度の生

乳計画生産対策の基本方針を決定した。指定団体別の

生乳計画生産目標数量（閏年修正後）は「19年度の生

乳計画生産目標相当数量」（19年度販売基準数量＋特

別対策Ａ、Ｂ数量＋チーズ・全乳哺育向け数量）対比

で北海道は103％、都府県は100％を基本に設定し、３

年ぶりに増産型計画生産（北海道103％、都府県100％

は、19年度計画目標比で配分する。19年度は、大多数

の地域で未達が見込まれるため、これらの地域で20年

度は実質増産となる）へ転換することとなった。

この背景には、飼料価格の高騰などに伴う生乳生産

コストの増加や２年連続の減産型計画生産で生乳生産

基盤が弱体化する一方、乳製品の国際相場の高騰や北

海道でのチーズ増産体制が本格化することで乳製品主

産地の北海道では生乳需給のひっ迫が見込まれている

ことから、今後、中期的な生乳生産基盤を確保してい

くためには「減産」から「増産」へ転換することで、

酪農家が意欲を持って生乳生産に取り組めるよう、必

要な生乳生産枠を確保する必要があった。

ただ、大手乳業者を中心に今春から30年ぶりに牛乳

の小売価格が値上げされる予定のため、値上げに伴っ

て牛乳の消費量がさらに減少し、飲用地帯の都府県で

は時期的な余乳の発生や予期せぬ生乳需給の変化が生

じるのではないかと心配されている。このため、20年

度の計画生産対策では、都府県には計画生産目標数量

の内数として「調整乳数量」を配分することとし、

100％の配分を受けるためには、「とも補償」を実施す

ることを要件とした。とも補償対策の概要は、指定団

体、全国連が連携して用途別の生乳需要や乳業工場の

立地などに適切に対応した生乳の供給、需給調整に取

り組むこととし、具体的な仕組みは、20年度計画生産

の具体的内容とあわせて決定することとした。

■ 計画生産数量は4つの生産枠を基本に設定
20年度の生乳計画生産目標数量は以下の４つの生産

枠で構成している。

①販売基準数量

Ｊミルクの生乳需要予測数量（チーズ向け需要量、

特別対策継続数量相当量を除く）にインサイダー率を

乗じた数量を全国の販売基準数量の総量とする。指定

団体に配分する販売基準数量は、（Ａ）19年度の計画

生産枠の配分方法を基本に算定した数量、（Ｂ）当該

指定団体の生乳計画生産目標数量からチーズ向け、全

乳哺育向け、特別対策継続数量を差し引いた数量―の

いずれか少ない量とする。

②チーズ・全乳哺育向け生乳販売計画数量

指定団体が取引乳業者と協議し、必要とする数量。

③特別対策継続数量

従来実施してきた特別対策数量のうち、輸入調製品

と代替してきたもので、指定団体と取引乳業者と協議

して20年度も引き続き実施する数量。

④調整乳数量

指定団体別の生乳計画生産目標数量から①～③の合

計数量を差し引いた数量。ただし、調整乳数量の配分

は、とも補償対策に参加することが要件となる。
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理事会で平成20年度計画生産基本方針決定
中央酪農会議は昨年12月19日に開いた第293回理事会で、平成20年度の生乳計画生産対策は3年ぶりに

「増産型」とするほか、飲用牛乳の消費減少で生乳需給に混乱が生じないように「とも補償対策」を新たに

導入することや、中期的計画生産は20年度上半期に検討して一定の方向を示すなどの基本方針を正式に決

定した。今後、日本酪農乳業協会（Ｊミルク）の生乳需要予測数量を基本に、2月7日の中酪理事会で指定

団体別の計画生産目標数量を設定、配分する。

また、理事会では、昨年10月から12月に中酪を始め、指定団体と会員組織などが実施した「酪農理解促進

生産者緊急活動の実施状況を報告した。
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前述の①～④の生産枠は、Ｊミルクの20年度生乳需

要予測数量を踏まえ、２月７日の中酪理事会で決定し、

各指定団体に配分する予定となっている。
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20年度計画生産の基本的な考え方（概念図） 

【19年度生乳計画生産目標数量】 

【20年度生乳計画生産目標数量の設定】 

【20年度指定団体別用途別の生産枠算定基礎】 

【20年度指定団体別生産枠の設定】 

チーズ・全哺 
381千t

20年度北海道の生乳計画生産目標数量 
（19年度対比103％） 

20年度都府県の生乳計画生産目標数量 
（19年度対比100％） 

20年度需要量（インサイダー） 

販売基準数量 
7,093千t

7,783千t（生乳計画生産目標数量） 

北海道 

7,402千t（生乳供給目標数量） 

特対Ａ 
242千t

特対Ｂ 
66千t

チーズ向け 販売基準数量 
特　対 
継　続 

チーズ向け 販売基準数量 
特　対 
継　続 

北海道 都府県 

販売基準数量 

販売基準数量 

チーズ・全乳哺育向け 

特別対策継続数量 

都府県 

20年度全国の生乳計画生産目標 

【20年度需要予測数量（チーズ・全乳哺育等含む）】 

北海道供給困難・不安定 
（都府県生産基盤維持） 

生産希望数量 

新規就農枠 特別対策 

調整乳 

○調整乳の配分は、とも補償等の対策に参加することを要件に配分。 
○とも補償等の具体的な仕組みについては今後、協議・決定することとし、その際、今後、飲用牛乳等の 
　生乳需要量が減少した場合の対策も含め検討を行う。 
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■ 地域の生産基盤確保に追加枠を設定
さらに、地域の酪農家の生産意欲や生産基盤の確保

に配慮するため、20年度生乳需要予測数量が、前述の

４つの生産枠で構成する生乳計画生産目標数量を上回

った場合、生乳需要予測数量の範囲内で希望する指定

団体に「生産希望数量」、「新規就農枠数量」として当

該指定団体の生乳計画生産目標数量に加算する。加算

する数量は、「生産希望数量」を優先的に追加設定し、

その後、更に需要量と配分した生産枠の総量に差があ

った場合、「新規就農枠数量」の追加設定をする。

「生産希望数量」は、補助事業や公的機関の融資な

どを受けているものの、減産型計画生産下で新規就農

枠や規模拡大枠が十分に配分されずに経営が中断され

た担い手となる酪農家など、地域で特別な配慮が必要

な場合に追加配分する数量で、希望する指定団体は１

月21日までに中酪に申請し、配分が可能な場合は２月

29日までに追加配分する。

「新規就農枠数量」は、20年１月～12月に確実に新規

就農の予定がある指定団体に配分する数量で、個人経

営の場合は500㌧、法人経営は1,500㌧を上限としてい

る。希望する指定団体は６月30日までに中酪に申請し、

その後、配分が可能な場合は当該指定団体に配分する。

このほか、生乳需要予測数量を超えるものの、指定

団体と乳業者が協議して新たに輸入調製品や飼料用粉

乳などへの置き換えが確実にできる場合、従来と同様

に生産枠を追加配分する「特別対策数量」を設定する。

なお、計画生産枠の超過・未達ペナルティの対象と

なる「生乳供給目標数量」は、①販売基準数量、②特

別対策継続数量、③調整乳数量、④生産希望数量・新

規就農枠数量、⑤特別対策数量の５つで構成し、「チ

ーズ・全乳哺育向け数量」は従来通り、ペナルティの

対象外となる。

■ 超過ペナルティは、㌔40円に緩和
超過ペナルティは、20年度の生産実績数量が供給目

標数量を超過した場合、超過実績数量を21年度の販売

基準数量から削減する数量ペナルティと超過実績分に

対して㌔40円（19年度の㌔50円に比べて10円減額）を徴

収する金銭ペナルティの２種類を設けた。ただし、

「販売基準数量と調整乳数量（生産希望数量、新規就農

枠数量含む）の合計の1.0％以内」、「需要期（９～11月）

の生産実績が一定水準を超えた場合」はそれぞれ超過

ペナルティの対象外となる。

一方、未達ペナルティは未達実績数量を21年度の販

売基準数量から削減する数量ペナルティのみを設定し

た。なお、各指定団体は域内の円滑な生産枠の流動化

を促進するため、独自に金銭ペナルティを設定するこ

とができる。未達ペナルティの対象外となる数量は、

「販売基準数量と調整乳数量の合計の0.5％以内（原

則）」、「災害などによる生乳生産量の減少分」などと

なっている。

このほか、今後の地域の酪農生産基盤の安定やメガ

ファームなど大規模酪農経営との連携・協力、指定団

体の受託販売の機能強化と事業の円滑化を図る観点か

ら的確な情報発信や意見交換を行う。また、生産者団

体としてメガファームに代表される企業型大規模酪農

経営との連携及び支援、アウトサイダーへの対応方法

などについて検討を始めることも決めた。

■ 中期計画生産は20年度上期に方針示す
さらに、20年度の計画生産対策の議論の中で浮上し

た「中期的な計画生産対策」については、生乳需要を

めぐる環境は極めて不透明な状況にある中で、中期的

な生乳の需要動向を予測することは技術的に難しいこ

とや、生乳需給が緩和時の対応についてもあらかじめ

準備しておく必要があるなどの検討課題が多いことか

ら、20年度からの導入は見送った。

しかし、中期的に酪農生産基盤を強化、確保してい

く必要があることから20年度上半期に、中期的な計画

生産の実施について検討し、一定の方向性をとりまと

める方針を決めた。

■ 酪農組織が総力挙げて理解促進活動展開
一方、理事会では、飼料価格の高騰に伴う酪農生産

コストの急激な上昇による国内の酪農経営の窮状や、

国際的な乳製品需給のひっ迫、価格の高騰など牛乳乳

製品を取り巻く状況が大きく変化していることについて

消費者に理解してもらうため、中酪、指定団体など全国

の酪農生産者組織が昨年10月から12月まで全国で実施

した「酪農理解促進生産者緊急活動」の内容を報告した。

緊急活動の第１弾として、中酪は、昨年10月12日に

一般紙、テレビ局など報道関係者を対象にした記者懇
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談会を開催して、酪農家の窮状や牛乳乳製品をめぐる

構造的な変化を訴えたほか、翌13日には関東生乳販連

が全国の指定団体に先駆けて、東京都内で酪農への理

解促進を消費者に訴える活動を展開。その後、全国の

指定団体が中心となって、全国各地で酪農家の窮状を

訴えるリーフレット（街頭活動用は184万部、牧場用

は5万部）の配布、乳業者や牛乳販売店、小売流通業

などに理解を求める活動を展開し、文字通り全国の酪

農組織が総力を挙げた活動となった。これらの活動は、

新聞、テレビのニュース番組などでその内容が大きく

取り上げられた。

20年度生乳計画生産対策における生産配分のイメージ 

注：特別対策継続数量は、調製品との置き換えを実施したものであって、19年度に飼料用の置き換えを行った特別対策数量は除く。 

【19年度供給目標数量等】 【平成20年度の生産枠の配分等】 
－都府県の場合－ 

【平成20年度の生産枠の配分等】 
－北海道の場合－ 

差は配分せず 

差を調整乳数 
量として配分 

用途別需要
予測数量か
ら算出され
る数量（19
年度の配分
と同様の方
法で算出） 
 
＝ 
 

販売基準数量 

用途別需要
予測数量か
ら算出され
る数量（19
年度の配分
と同様の方
法で算出） 

生乳計画生産 
　目標数量 

供
給
目
標
数
量 

供
給
目
標
数
量 

調整乳数量 

供
給
目
標
数
量 

販売基準数量 
販売基準数量 

特別対策数量 
特別対策継続数量 

特別対策継続数量 

チーズ・全乳 
哺育向け数量 

チーズ・全乳 
哺育向け数量 

チーズ・全乳 
哺育向け数量 

特別対策継続数量 

チーズ・全乳 
哺育向け数量 

19年度に対して 
100％を設定 

生乳計画生産 
　目標数量 

19年度に対
して103％を
設定 


