
■ 酪農基盤強化対策など4つの重点事業盛る
■ 飼料高、価格転嫁など課題は多い・宮田会長
中央酪農会議は３月５日、東京・大手町のＫＫＲホ

テル東京で、理事会・通常総会を開き、平成20年度の

事業計画、収支予算案などを協議し、原案通り承認さ

れた。席上、主催者あいさつした宮田勇会長は、わが

国の酪農、生乳需給をめぐる状況にふれ、「２年連続

の減産型計画生産を推進した中で、飼料価格の高騰が

酪農経営を直撃して廃業が顕在化している。生乳需給

については、北海道の生乳生産は回復しているが、都

府県は計画生産目標数量を下回るほど生産が減少し、

乳製品の過剰在庫は一掃したが飲用消費は好転の兆し

はなく、今年の春休みの余乳処理については乳業メー

カーと協調した取り組みが必要だ」などと述べた。

さらに、宮田会長は、20年度の畜産物価格・関連対

策が例年に比べて１ヵ月早い２月に決定したものの、

直近の原油価格や飼料原料となる穀物価格が依然とし

て高騰している状況にふれ、「従来想定していなかった

事態が生じており、飼料価格高騰対策や価格転嫁対策

など残された課題はまだ多い。このような困難な課題

を乗り越えて、安定した、国民の信頼を得られる酪農産

業を築く必要がある。本会はこれらの課題に対応すべ

く、20年度は酪農基盤確保対策、生乳計画生産対策、生

乳取引・価格安定対策、国産牛乳の需要定着化と理解

醸成対策を重点事業としている」と述べ、厳しい酪農

情勢に対応した事業推進に重点を置く考えを示した。

■ 生乳需給に見合った計画生産実施を・平岩課長
■ 4月からの迅速な事業実施準備・木下理事長
理事会・総会には来賓として農水省生産局畜産部牛

乳乳製品課の平岩裕規課長、農畜産業振興機構の木下

寛之理事長が出席して祝辞を述べた。平岩課長は、最

近の生乳需給について、飲用消費が低迷している一方

で、生クリームなど液状乳製品の需要が堅調なことや

国際的な乳製品需給のひっ迫、北海道のチーズ工場が

本格稼働していることから、「生乳需給は厳しいながら

改善の方向にある。ただ、１つ心配な点は牛乳乳製品

の価格改定が進むことだ。価格改定が進んだ場合の消

費の動向がどうなるのか見極め、需給をきめ細やかに

調整する注意が必要だ。生乳需給と酪農経営の安定を

図ることは大事なことなので、中酪が中心となり、需

給に見合った生乳生産に取り組んでほしい」と述べた。

また、平岩課長は20年度畜産物価格・関連対策のう

ち酪農関係の緊急対策を説明したうえで、「生産者団

体には是非これらの事業を確実に実施してほしい。農

水省も新年度が始まる４月１日からすぐに事業が実施

できるように農畜産業振興機構と連携を図り、早急に

所要の規定を整備したい」と述べ、各種補助事業の迅

速で確実な実行を求めた。

一方、木下理事長は、乳製品をめぐる国内外の需給

事情が一変していることから、適切な乳製品の輸入、

売り渡しに努める方針を強調したほか、昨年12月に閣

議決定した畜産業振興事業の事業実施主体の公募制導

入にふれ、「20年度の新規事業の事業実施主体は原則

公募制とすることで農水省と協議している。特に、早

期の実施を求められている『畜産経営生産性向上支援

リース事業』については、３月中に事業実施主体を決

定して早期に実施できるように準備を進めている。そ

の他の事業についても３月中に事業主体を決定して実

施要領をまとめ、４月早々から事業を実施できるよう

作業を進めている。われわれとしては初めての試みな

ので、いろいろと試行錯誤しているが、円滑な実施に
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通常総会で平成20年度事業計画決定
中央酪農会議は3月5日、東京・大手町のＫＫＲホテル東京で、理事会・通常総会を開催し、平成20年度事

業計画、収支予算案を協議、原案通り承認された。20年度の重点事業は、「酪農産業基盤安定強化対策」、

「生乳計画生産・需給調整対策」、「生乳取引・価格安定対策」、「国産生乳需要定着化・理解醸成対策」の4

点となっている。今号では総会の模様と事業計画の内容などを紹介する。
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努めていきたい」と述べた。

平成20年度事業の基本的な考え方と重点事業の概要

は以下の通り。

■ 20年度事業の基本的な考え方
（1）

牛乳乳製品の消費及び流通等の市場環境、国際的な

需給構造の変化や競争条件、輸入飼料価格の高騰によ

るコスト条件、安全な生乳供給及び食育などの社会的要

請など、わが国の酪農をめぐる国内外の環境変化に的確

に対応していく観点から、関連する情報の収集・提供の

業務を強化する。また、会員組織との情勢認識・問題意

識の共有化を図るとともに、わが国の酪農産業基盤の確

保を図るための対応方向及び適正な取引や価格形成な

どの生乳流通の在り方、指定団体等の組織機能の強化

等に関する具体的な対策について検討、推進する。

（2）生乳計画生産・需給調整対策

牛乳の消費減退及び乳製品の需給ひっ迫などの国内

生乳需給を考慮し、用途別生乳需要の変化に対応した

適切な計画生産対策を実施するとともに、多様な生産条

件を念頭に、酪農生産基盤の維持・確保を図るための特

別対策及び担い手対策の適正な推進を図る。

また、的確かつ弾力的な広域需給調整を推進するた

め、生乳需要の変化などのきめ細かな需給情報の収集・

提供などをするとともに、特に都府県における的確な用途

別計画生産及び牛乳消費が予想を超えて減少した場合

などに対応したとも補償対策の円滑な実施、効率的な余

乳処理、新たな需要の開発・拡大など指定団体の生乳

販売機能の強化対策について必要な検討と推進を図る。

（3）生乳取引・価格安定対策

生産コストの増嵩に対応した取引条件の改定、生乳

需要に対応した適切な出荷調整、需要拡大が期待され

る生乳用途の取引拡大、季節的な生乳需給の構造に対

応した取引の推進などを通じて、酪農経営と生乳供給

の安定に資するとともに、需給実態を反映した適正な

生乳流通の推進を目指す。また、牛乳市場の適正化及

び乳業の再編促進を図る上で、生産者として取り組む

べき内容などについて検討する。

加工原料乳補給金単価などの政策価格と生乳流通や

酪農経営の安定のための関連対策については、生産者

の意向が反映され、適切に決定されるよう献策活動を

実施する。

（4）広域指定団体の機能強化対策

指定団体の生乳販売機能及び需給調整機能の一層の

強化を図るため、集送乳の合理化と高度管理、広域生

乳検査体制の整備、生乳生産・供給情報の一元的な集

約化とデータベースの充実など指定団体が推進する諸

施策及び各種補助事業への支援を実施する。

また、指定団体の総合的な指導力・支援力の強化を
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図るため、酪農生産現場の課題抽出及び酪農経営対策

の検討・推進などに関して、指定団体の会員組織など

への情報提供、研修活動に対する支援を実施する。

（5）国産生乳需要定着化・理解醸成対策

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、最も牛乳離れが顕著な若年齢層の消費減退を食

い止める観点から、「牛乳に相談だ。」キャンペーンに

ついては、これまでの活動で培われたキャンペーン資

産を活用しつつ、体験共有型のコミュニケーションや

流通などとのタイアップを強化し、牛乳飲用による効

能認知を確実に進めるなどの新たな展開を目指す。

また、酪農経営の実態や牛乳小売価格の値上げにつ

いて消費者の理解促進を図るための活動を従来にも増

して積極的に展開する。

さらに、酪農生産への理解や共感を得ることを通じ

て、長期的な国産生乳需要の定着と消費者との信頼関

係の強化を図るため、酪農教育ファーム活動を中心と

した酪農家による消費者交流活動の推進と支援をする

とともに、ミルククラブやWEBサイトなどを活用した

消費者向け情報提供活動の更なる充実・強化を図る。

なお、これらの事業は独立行政法人農畜産業振興機

構（機構）などの支援も有効に活用するとともに、社

団法人日本酪農乳業協会（Jミルク）や、地域での消

費拡大の取り組みなどとの相乗効果を高める効率的な

事業推進に努める。

（6）生乳生産基盤強化対策

乳製品の国際需給が逼迫基調にあるなかで、輸入品

と一定の競争力を有するチーズ、需要の伸びが期待さ

れる液状乳製品及びはっ酵乳に仕向けられる国産生乳

の需要拡大対策、環境保全・飼料自給率の向上など環

境調和型の経営に取り組む酪農家を支援する対策など

を機構の支援を得て推進する。また、酪農経営の安定

的な継続に資するため、飼料価格高騰など経営環境の

変化を踏まえた緊急対策の円滑な実行を推進する。

（７）生乳の安全安心・乳質確保対策

ポジティブリスト制度への対応、生乳の安全・安心

を確保するための品質管理体制を強固なものとするた

め、衛生的な生乳生産の実施、農薬等の適正な管理と

使用に係る記帳・記録と保管、検証指導などJミルク

や地域の酪農乳業関係者とも連携して、生産現場での

法令遵守を徹底させる取り組みを推進する。

なお、Jミルクが実施する生乳検査技術の向上、精

度管理体制の高度化、検査機器のキャリブレーション

などの取り組みを支援する。

■ 20年度の重点事業の具体的な実施内容
（１）酪農産業基盤安定強化対策

１）酪農産業基盤強化の検討

わが国の酪農経営をめぐる環境は、原油価格の値

上がりと輸入飼料穀物や乾牧草価格の高騰による生

産コストの大幅な増嵩などにより、近年にない危機

的な状況に立たされている。

こうした状況下、酪農生産者組織として、生乳の

取引及び価格の適正化を推進するとともに酪農生産

基盤の安定確保を図るためには、①生乳の取引の在

り方、②価格形成の在り方、③指定団体等の機能強

化や組織の在り方、④牛乳市場の適正化及び乳業の

再編促進を図る上での生産者として取り組むべき内

容、⑤土地利用の拡大、経営部門の多角化等を推進

するとともに、担い手・新規参入対策などについて

具体的な取り組み方策と指定団体・関係組織の役割

などについて検討を実施する。

２）ＷＴＯ交渉等に関する具体的な対応の実施

WTO農業交渉については、平成19年内のモダリ

ティの合意には至らなかったものの、今年２月には

ファルコナー農業交渉議長がモダリティ案の改訂版

を示し、大枠合意に向けた詰めの交渉が行われてい

る状況にあるが、日本の主張とは隔たりのある内容

となっており、予断を許さない状況が続いている。

一方、日豪のEPA交渉については、19年中に３回の

会合が開催され、今年２月には東京で農産物の関税の

取扱いなどについて本格的な交渉会合が開かれた。

こうした情勢を踏まえ、本会議では適切な情報収

集、指定団体等への情報提供をするとともに、必要

に応じて、政府・国会における各種施策の検討に際

し、生乳生産者の意見が反映されるよう必要な提

言・献策活動を展開する。
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（２）生乳計画生産・需給調整対策

１）平成20年度計画生産対策の適切な推進

平成20年度の計画生産・需給調整対策は、乳製品

過剰在庫の解消、生乳需要の増加が予想される一方、

流通飼料等の生産資材価格の高騰、２年連続の減産

型計画生産の実施による生産現場の疲弊などが危惧

されることから、生乳生産及び需給をめぐる情勢を

踏まえつつ、中長期的な生乳生産基盤の確保を図る、

増産型の計画生産を実施することとし、具体的には

以下の通り実施する。

①平成20年度計画生産の具体的な実施

平成20年度の計画生産については、全国的に増産

型計画生産を行うため、19年度までの「供給目標数

量」に19年度の指定団体別チーズ向け、全乳哺育向

け生乳販売計画数量を加算した「計画生産目標数量」

を指定団体別に設定する。計画生産目標数量は、19

年度の相当数量に対して、北海道は103％、都府県

は100％に設定する。

計画生産目標数量の内数として、上記の基本的な

考え方を踏まえつつ、Jミルクの生乳需要見通し

（脱脂粉乳在庫積み増し回避ベース）から算出・配

分する「販売基準数量」、19年度に引き続き輸入調

製品との置き換えを実施する「特別対策継続数量」、

追加的に輸入調製品と置き換える「特別対策数量」、

「チーズ向け数量」、「全乳哺育向け数量」の生産枠

を設定する。さらに、これらの生産枠を配分しても

計画生産目標数量に達しない指定団体に対しては、

「調整乳数量」を設定する。

20年度は意欲ある酪農経営の生産基盤を維持し、

新規就農を促進する観点から、指定団体別に「生産

希望数量」を設定するとともに、19年度に一時休止

した全国ベースでの新規就農枠の設定を再開する。

このほか、期中には指定団体に配分した計画生産数

量について、「アウトイン異動等に伴う販売基準数

量の期中調整」、「地域間調整」を適切に実施すると

ともに、「アローワンス」などを適切に運用する。

また、指定団体へのヒアリングや月々の用途別販

売実績の報告を通じて、各指定団体の生産・販売状

況を把握し、それに基づく計画生産数量の運用指導

を行うとともに、指定団体の用途別生乳販売計画策

定の推進などをする。

②需要期生産の推進、不需要期の需要拡大対策

季節的な生乳需要の変動に応じた生乳供給に資す

るため、需要期の生乳販売量に対するペナルティ除

外措置を実施するなど指定団体の需要期生産への取

り組みを推進する。

③計画生産対策の円滑な推進を図るための対策

20年度計画生産で調整乳数量を設定した地域で

は、加工原料乳向け生乳の販売が増加することが見

込まれることから、全国連との連携のもとで脱脂乳

等への販売など液状化を一層推進するとともに、調

整乳に係る円滑な生乳流通とコストの平準化などの

対策を推進する。

また、牛乳消費が予想を超えて減少した場合にお

ける生乳流通の混乱を防止する観点から、政府及び

機構の支援なども活用したとも補償対策を実施する。

なお、効率的な余乳処理、余乳処理に係る指定団

体間の一定の平準化対策、都府県における効率的な

余乳の処理などを引き続き推進する。

④メガファーム及びアウトサイダー対策

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、メガファームなどの大規模酪農経営

に対しての的確な情報発信、意見交換などを推進す

るとともに、メガファームとの連携と支援の考え方

などを検討する。

また、アウトサイダーについては、生乳需給を不

安定にすることのないよう、乳業者及び所轄官庁に

対して計画生産を実施させるよう引き続き要請する

とともに、今後の対応方法などを検討する。

⑤適切な広域生乳流通の実施

生乳流通圏の異なる東日本と西日本で、適宜、生

乳流通調整推進会議を開催し、日々の生乳需給変動

に係る情報の共有化を図るとともに、適切な広域生

乳流通の実現を通じた生乳需要の安定化を図る。

⑥中長期的な課題への対応等

現在、顕在化しつつあるわが国の酪農乳業をめぐ
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る様々な不安定要因について、生産現場の先行き

不安などを緩和する観点から、中長期的な構造的

課題を明確にするとともに、生産者組織としての

対応方向の検討、検討内容の生産現場への情報提

供などの取り組みをJミルクと連携して実施する。

２）平成21年度計画生産・需給調整対策の策定

20年度の生乳生産・需給の動向を勘案するとと

もに、Jミルクの21年度需給見通しなどを踏まえ、

20年度中に21年度の計画生産・需給調整対策を策

定する。

また、生乳生産基盤の強化を図るため、中期的

な生乳計画生産の実施について、20年度上半期を

目処に一定の方向性を取りまとめる。

３）生乳生産・販売動向等に係る情報の収集・提供

的確な需給調整を図る観点から、きめ細かな需

給情報の収集・提供などを行うため、以下の取り

組みを実施する。

①指定団体からの用途別販売計画の取りまとめ

②指定団体からの用途別及び工場別販売実績報

告の取りまとめ、指定団体ヒアリングの実施

③特別対策に係る計画や実施状況の取りまとめ

などを通じた適切な管理

④上記データとJミルクなどの各種情報を活用

した正確な需給動向の把握及び円滑な需給調

整の支援

⑤本会議とJミルクなどの各種データの各指定

団体に対する迅速な情報提供

（３）生乳取引・価格安定対策

生乳需給をめぐる環境変化のなかで、酪農経営の

安定を図る観点から、以下の生乳取引・価格安定対

策を推進する。

１）適切な生乳取引の推進

生乳需要は、乳製品需要が好調に推移し、当面

の間は堅調に推移することが見込まれる。しかし、

牛乳消費の減退基調は今後も継続するとともに、

４月以降は牛乳小売価格の値上げで、消費はさら

に減少することが危惧されている。

一方、酪農経営をめぐる環境は、輸入飼料価格

の高騰が続き、さらに厳しくなることが想定され

る。各指定団体は今年４月以降、20年度の生乳取

引価格について一定の値上げを実現しているが、

実際の生産コストを賄える乳価水準ではないこと

から、引き続き、指定団体及び全国連の調整、情

報交換などを通じて、交渉の適切な推進を図る。

２）平成21年度酪農関連対策の確立

平成21年度加工原料乳生産者補給金単価・限度

数量と、生乳流通や酪農経営の安定等に資するた

めの酪農関連対策の決定に際しては、生乳流通と

酪農経営の実態が反映されて適切に決定されるよ

う、関係団体等と連携し、政府・国会などに対す

る献策活動を実施する。

３）加工原料乳生産経営安定対策の実施

加工原料乳価格が低落した際の酪農経営の安定

を図る観点から、必要な補てん金の交付に充てる

ため、引き続き、機構の補助を受けて、指定団体

に造成されている加工原料乳生産者経営安定対策

事業生産者積立金への補助を行うとともに、適切

な補てん金の交付に対する指導・支援をする。

（４）国産生乳需要定着化・理解醸成対策

１）牛乳消費安定・飲用需要構造改善事業継続強化

飲用牛乳の消費減退が生乳需給緩和の構造的か

つ基本的な要因であることを踏まえ、その後の生

涯にわたる牛乳の消費行動に大きな影響を与える

年齢であり、かつ最近はもっとも牛乳離れが進ん

でいる世代である中高生などの若年齢層を対象

に、中長期的な効果を期待した「牛乳に相談だ。」

キャンペーンを継続して実施する。

なお、３年間の活動を通して、ターゲットであ

る中高生などの若年齢層とその母親層のキャンペ

ーンの認知度と好意度や、牛乳に対する意識変化

の度合いは相当に高くなってきたが、実際の飲用

に十分には結びついていない点を踏まえ、牛乳の

持つ効能への認知を実際の飲用に結びつけるた

め、訴求する効能の絞り込み、「体験の共有」を

意識したＣＭ表現の開発、ターゲットが情報を受
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け取る場所や機会（コンタクト・ポイント）の新たな

開発（外食やＣＶＳ等）、乳業や流通とタイアップし

た販促プロモーション強化などに取り組む。

さらに、生乳生産コストなどの適正な価格転嫁や

牛乳小売価格の値上げによる消費減退を緩和する観

点から、酪農生産の実態や価格値上げへの好意的な

理解を促進する消費者理解促進生産者緊急活動を、

機構の補助事業等も活用しながら、従来に増して積

極的に取り組む。

２）酪農理解醸成消費拡大対策事業の推進

日本酪農への消費者の共感及び国産牛乳乳製品に

対する信頼や愛着などを醸成するとともに、国産生

乳市場の中長期的安定と需要の定着を図るため、以

下の事業を実施する。

①酪農家及び生産者組織などが教育関係者と連携

して実施する「酪農教育ファーム」活動を全国

的に推進し支援する。特に本年度は、新しい認

証制度の定着と活動のさらなる促進を図るた

め、地域推進委員会と一体となった活動を展開

するとともに、モデル的な取り組みの他の認証

牧場への普及、教育関係者への啓発など事業の

拡充に向けて取り組む。

②地域における酪農理解促進のための消費者イベ

ントなどの活動を支援する。特に本年度は、消

費者酪農理解促進生産者緊急活動との連動を強

化するとともに、他の活動との相乗効果を高め

る取り組みを目指す。

③牧場を地域住民に開放して消費者交流や酪農体

験活動などに取り組む酪農オープンファームを

支援する。特に本年度は、酪農オープンファー

ムの登録を推進するとともに、登録酪農家の活

動情報の発信などによる支援を強化する。

④会員制組織ミルククラブの活動を通じて、消費

者と生産者を結ぶ情報発信や日本酪農を支援す

る消費者オピニオンリーダーの育成などをする。

⑤ホームページなどを通じた酪農理解醸成の訴

求、酪農啓発イベント、食育関係イベントへの

参加、啓発図書の発行、効果的情報システムの

運営などをする。

⑥上記の活動の円滑な推進を図るため、地域交流

牧場全国連絡会との連携や支援をするととも

に、機構の補助事業を有効に活用する。

なお、事業計画では、これらの重点事業のほかに、

「広域指定団体の機能強化対策」、「生乳生産基盤強化

対策」、「生乳の安全安心・乳質確保対策」、「生乳需要

拡大奨励対策と補助事業の実施」、「Ｊミルクへの的

確な意見反映と拠出金集金の協力」、「調査・情報活動

の推進」などに取り組むことが盛り込まれている。
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