
■ 4％の追加補てん停止条件に
■ 価格の期中改定と経営安定対策拡充
平成20年度の畜産・酪農対策は、飼料価格の高騰に

伴う酪農・畜産農家の経営が大幅に悪化していること

から、例年に比べて１ヵ月前倒しした２月に総額1871

億円に上る緊急対策として決定されていた。

しかし、緊急対策の議論の際には、配合飼料価格の

高騰に伴う生産者の負担を軽減するために補てん金を

交付し続けた結果、財源が枯渇していた配合飼料価格

安定制度の今後の運用の在り方などが未解決のままだ

った。特に、昨年７～９月期から通常補てんの中で特

例的に実施していた「４％の追加補てん」（配合飼料

価格の上昇に伴う生産者の実質負担額を直前の四半期

に比べて104％に抑える補てん）の交付により、通常

補てん基金からの補てん額が急増して財源が枯渇し、

市中銀行から借り入れしながら生産者に補てん金を交

付する苦しい状況に陥った。緊急対策決定後も、とう

もろこしの国際相場だけでなく、海上運賃も上昇傾向

で推移すると見込まれていることから配合飼料価格の

値下がりは想定しにくく、このまま「４％の追加補て

ん」を含む補てん金の発動が相次ぐと、配合飼料価格

安定制度が維持できなくなり、結果的に生産者の負担

が急増する事態が心配された。

このため、自民党は20年度の畜産・酪農対策決定後

の３月27日、党内に配合飼料高騰対策プロジェクトチ

ーム（ＰＴ）を設置して追加対策の検討を開始した。

ＰＴでは、①配合飼料価格安定制度の運用、②酪農・

畜産農家の経営安定対策、③生産コスト増加分の適正

な価格転嫁―の３点を中心に、酪農畜産関係団体から

のヒアリングなどを実施して議論を重ねた。

その結果、当初予定していた５月末から約２週間遅

れの６月12日、配合飼料価格安定制度の基本を維持す

るため、特例的に実施していた「４％の追加補てん」

を停止し、その代わりに生産コストが増加する分を史

上初めてとなる補給金単価などの酪農・食肉の政策価

格の期中改定と、酪農・畜産の経営対策を拡充するこ

となどを盛り込んだ「追加緊急対策」を決定し、７月

から実施されることになった。
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飼料高騰で

総額738億円の追加緊急対策決定
配合飼料価格の続騰で酪農・畜産農家の経営が大幅に悪化しているため、農水省は6月12日に平成20年度

の畜産・酪農対策の「追加緊急対策」を決定した。酪農関係では、加工原料乳生産者補給金制度下で初めてと

なる補給金単価の期中改定を実施したほか、北海道・都府県の酪農経営安定対策を創設、拡充した。対策の

総額は738億円となる。
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追加緊急対策の概要 

・牛肉の安定価格の引き上げ
・肉用子牛の保証基準価格
　の引き上げ　　　　4億円 

・豚肉の安定価格の 
　引き上げ 

・鶏卵価格安定対策事業に
　おける補てん基準価格の
　引き上げ 
・事業年度途中の無事戻し 

・加工原料乳生産者補給金
　単価の引き上げ 
　　　　　　　　　　5億円 

○ 政策価格等の 
　 期中改定 

・肉用子牛資質向上緊急支
　援対策　　　　　41億円 
　優良な種雄牛精液による
人工授精等により、肉用子
牛の資質向上を図る生産者
への支援 
・肉用牛肥育経営安定対策
　　　　　　　　　20億円 
　枝肉価格の低下による補
てん金の増加に備えた所要
額の確保 
・肥育牛生産者収益性低下
　緊急対策　　　　63億円 
　物財費割れを補てんする
マルキン事業補完対策につ
いて、7月以降の飼料価格
上昇分への追加措置 
・肥育牛経営等緊急支援特
　別対策　　　　　40億円 
　肥育期間の短縮など緊急
に生産性向上に取り組む生
産者への支援 

・枝肉価格が下落した場合
　に備えたセーフティネッ
　トを充実 
 
・肉豚価格差補てん緊急
　支援特別対策　24億円 
　一定水準を下回る場合
に補てんする肉豚価格差
補てん事業について、7
月以降の飼料価格上昇分
に対応した地域保証価格
の引き上げ 
 
・養豚経営緊急安定化特
　別対策　　　　15億円 
　枝肉価格が低落した場
合において、配合飼料使
用量の低減に資する飼養
管理方法の改善に取り組
む生産者への支援 

・北海道酪農緊急経営強化
　対策　　　　　　27億円 
　自給飼料の生産拡大など
緊急に生産性向上に取り組
む生産者への支援 
 
・都府県酪農緊急経営強化
　対策　　　　　　49億円 
　生産性向上の取り組みに
対し交付金を交付する現行
対策を拡充し、新たな取り
組みに対応した交付金単価
を上乗せ 

○ 経営安定対策の 
　 充実・強化 

・リース事業の貸付枠の前倒し 
・執行予算枠の確保等による草地改良・更新の強化 

○ その他 

738億円（配合飼料価格安定制度関係450億円＋経営安定対策関係288億円） 合　計 

・異常補てんの発動基準の引き下げによる通常補てん基金からの補てんの軽減　　　　　　　　　　　　　　100億円 
・通常補てん基金に対する長期無利子貸付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　350億円 
　ただし、4％の追加補てんを停止 

○ 配合飼料価格安定 
 　制度の安定運用 

肉用牛 養　豚 養　鶏 酪　農 区　分 



■ 配合飼料安定制度関係は450億円
■ 価格・経営安定対策には288億円
「追加緊急対策」の内訳は、配合飼料価格安定制度

の安定的な運用のための対策費として450億円、加工

原料乳生産者補給金単価など酪農・食肉の政策価格の

期中改定や経営安定対策費として288億円の総額738億

円となった。

配合飼料関係については、通常補てん基金の財源枯

渇に対応するため、通常補てん基金に資金を交付する

異常補てん基金の発動基準を７月から来年３月まで引

き下げた。この結果、通常補てん基金への財源が100

億円程度確保されると同時に、通常補てん金の負担も

同じ額（100億円程度）だけ軽減された。

また、通常補てん基金の安定的な運営のためには、

市中の金融機関からの資金借入枠を上回る補てん財源

が必要なことから、19年７～９月期から交付していた

「４％の追加補てん」を停止し、その代わりに配合飼

料価格安定制度の基本的な機能である「通常補てん」

を維持するための必要な財源として、国が350億円を

無利子で貸し付けることになった。

■ 補給金単価は30銭引き上げ
■ 都府県追加対策は7月から計9000円加算
酪農関係では、２月に決定した加工原料乳生産者補

給金単価、「都府県酪農緊急経営強化対策」（都府県対

策）が、「４％の追加補てん」の交付を前提に措置さ

れていたが、今回の追加緊急対策で「４％の追加補て

ん」が停止されることになったため、停止に伴う生産

コストの増加分を補給金単価の期中改定や都府県対策

の拡充という形で措置された。

補給金単価については、農水省は「４％の追加補て

ん」の停止に加え、配合飼料価格が７～９月期は前期

に比べて１㌔当たり2200円、10～12月期には2000円そ

れぞれ値上がりすると予測した結果、２月に決定した

１㌔当たり11円55銭を30銭引き上げて11円85銭と決定

した。農水省は引き上げ額30銭のうち、「４％の追加

補てんの停止分」は18銭の上げ要素になったとしてい

る。補給金単価の期中改定は、旧不足払い制度時代も

含めて史上初めてとなった。

一方、都府県対策については、既存事業に参加してい

る都府県の酪農家が、さらにもう１つの生産性向上の

取り組みを実施した場合、７月から四半期ごとに経産

牛１頭当たり3000円（第２・四半期から第４・四半期ま

で合計9000円）の加算金が交付される仕組みとなった。

具体的には、既存事業に参加して配合飼料価格安定

制度に加入している酪農家が、既存事業での取り組み

に加え、さらに生産性向上の取り組みを１つ（既存事

業の取り組み要件の半分程度に緩和）実施した場合に

加算金が交付される。加算金が交付される取り組み要

件としては、①２毛作や２期作の実施面積が10％以上

（既存事業は20％以上）、②自作地の10％以上（20％以

上）の借地を活用した飼料作物の作付け、③エコフィ

ードの給与割合が濃厚飼料給与量の2.5％以上（５％

以上）、④牛群検定に加入し、四半期（５月、８月、

11月、２月）のうち２回以上（４回）体細胞数の平均

値が30万以下、⑤平成20年度から３年以内に肉用繁殖

雌牛を３頭以上（５頭以上）購入して保留する、⑥①

～⑤以外の取り組みで知事が特別に認める取り組み―

としている。

ただ、高齢等の理由により、①から⑥の取り組みを

行うことが著しく困難であると都府県知事が特に認め

る酪農家については、取り組みの実施を免除するとし

ている。

NO.516 Japan Dairy Council 05

SPECIAL REPORT ■

補給金単価と限度数量の推移 

注）期中改定は補給金単価のみ。 

（単位：円/kg、千㌧）

10.30 11.00 10.74 10.52 10.40 10.40 10.55 11.55 11.85補給金単価 

2,270 2,200 2,100 2,100 2,050 2,030 1,980 1,950限 度 数 量 

01 02 03 04 05 06 07 08
期中 
改定 

年　　　度 
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■ 北海道に経営安定対策を創設
■ 7月から1頭当たり計5700円交付
さらに、今回の追加緊急対策では、北海道の酪農家

の経営安定対策として「北海道酪農緊急経営強化対策

事業」（北海道対策）が創設された。

この対策は、都府県対策と同様に、「４％の追加補

てん」が停止されたことで北海道酪農の収益性が悪化

しないようにする目的で、20年度限りの事業として措

置された。

参加要件は、計画生産に参加し、かつ配合飼料価格

安定制度に加入し、経産牛１頭当たり10㌃以上の飼料

作物作付実面積を有する酪農家が、３カ年の酪農経営

強化計画を策定して自給飼料生産の拡大などに取り組

んだ場合、７月から四半期ごとに経産牛１頭当たり

1900円（第２・四半期から第４・四半期合計で5700円）

の交付金を交付する仕組みとなっている。

具体的な取り組み要件は、前述の都府県対策の加算

部分の要件と同水準だが、北海道対策独自の要件とし

ては、①20年度中に経産牛を経産牛飼養頭数の３％以

上増頭する、②肉用繁殖雌牛を20年度以内に乳用経産

牛飼養頭数の３％以上導入する―要件を盛り込んだ。

①については、今回の北海道対策が不足するバター等

乳製品向け生乳の需給改善にも貢献することを想定し

て設けられた。

なお、都府県対策、北海道対策の事業実施主体となる

中央酪農会議は、７月に事業説明会を開催し、都道府県

庁、指定団体などの担当者に事業の内容を説明した。

■ 緊急対策で北海道72銭、都府県1円14銭増
■ 飲用乳価3円再値上げで交付金打ち切り
今回の追加緊急対策で、補給金単価の期中改定に加

え、北海道、都府県の酪農経営安定対策が措置された

ことで、自民党と農水省は「生乳１㌔当たりで北海道

は72銭、都府県は１円14銭の対策が追加措置された」

としており、特に都府県については、既存事業分の㌔

２円10銭と合計して３円24銭が乳価に上乗せされたこ

とになる。

ただ、農水省は、今回の北海道と都府県対策は生産

コストの増加分が価格（乳価）転嫁できるまでの「つ

なぎの対策」と位置づけている。このため、指定団体

と乳業メーカーの20年度の乳価再交渉で、飲用向け乳

価が３円以上（北海道は飲用乳価３円以上または総合

乳価が75銭以上）値上がりした場合、期中で交付金は

打ち切られることになっており、今後の酪農経営の安

定は、乳価の再交渉など生産コストの適正な価格転嫁

の取り組みに委ねられた形となった。

都府県酪農緊急経営強化対策事業の拡充イメージ 
「酪農経営強化計画」に基づき、生産性向上に向けた取り組みを実施する酪農家が、 
二つ目の取り組みを実施する場合、交付金を上乗せ。 

【既存対策】 

「酪農経営強化計画」に基づき、飼料自給率の 
向上を基本とした生産性向上の取り組みを実施。 

経産牛1頭当たり16,500円以内 

【拡充対策】 
既存対策の取り組みに加え、追加の取り組み 
を実施。 

経産牛1頭当たり9,000円以内 

既
に
取
り
組
ん
で
い
る
場
合
で
も
補
助
対
象
と
し
て
い
る
。
 

【具体的な取り組み】 
（下記の既存対策の取り組みからもう1つ選択） 
・要件について既存対策の1/2程度に緩和 
・その他知事特認 

【具体的な取り組み】 
（以下から1つ選択）　　　　　　　　　（追加対策の要件） 
・二期作・二毛作の実施 
　（飼料作物作付実面積の20％以上）　　　　　　　 →10％以上 
・借地を活用した飼料作物の作付 
　（借地割合が自作地のの20％以上）　　　　　　　　→10％以上 
・エコフィールドの給与 
　（給与割合が濃厚飼料給与量の5％以上）　　　　　→2.5％以上 
・体細胞数の抑制 
　（牛群検定に加入し、四半期毎の体細胞数 
　 の平均値が30万以下）　　　→4回のうち2回以上30万以下 
・肉用繁殖雌牛の導入 
　（3年以内に5頭以上導入）　　　　　　　　　　　　　→3頭以上 
・その他知事特認 
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このほか、追加緊急対策では、２月の緊急対策で新

設されて農家からの要望が多かった「畜産経営生産性

向上支援リース事業」（３分の１補助付きリース事業、

３カ年で所要額134億円）の20年度の貸付枠を45億円

から70億円に増枠することで、貸付を前倒しで実施す

ることが決まった。

■ 価格転嫁、乳業再編は中長期対策に
■ 自民ＰＴ存続して協議へ
一方、自民党は、今回の追加緊急対策でまとめ切れ

なかった価格転嫁対策や飼料用米など自給飼料対策に

ついて、今後も配合飼料高騰対策プロジェクトチーム

（ＰＴ）を存続させて検討する方針を決めた。

ＰＴが６月５日にまとめた「中間とりまとめ素案」

によると、「短・中期的対策」として、適正な価格転

嫁を促進するために指定団体の機能強化、中小・農協

系乳業の再編、生産者・生産者団体の意識改革、公正

取引委員会との連携強化を挙げた。また、価格転嫁へ

の取り組みを見据えつつ、必要に応じて補完的経営安

定対策を検討して機動的に実施することや、飼料用米

や稲ホールクッロプサイレイージの実証研究予算を確

保するなど自給飼料基盤定着化に向けた誘導対策を検

討することも盛り込んだ。さらに、自民党は、今後の

穀物の国際価格の動向も踏まえながら、生産者が安心

して畜産物の生産ができるように、党として必要に応

じて補完的な経営安定対策を機動的に打ち出す方針も

示した。

「中期的対策」については、諸外国並の法整備を視

野に入れながら価格転嫁のためのルールと環境を整備

することや、自給飼料定着化のために工程表を作成す

るなど政策メニューを確立すること、畜産物の安全安

心確保対策の確立などを盛り込んだ。

ただ、「短・中期的対策」、「中期的対策」の内容は、

品目によっては既存の制度や業界の大改革につながる

事項があることから、検討には相当困難な道のりが予

測される。

配合飼料価格安定制度 
4％追加補填の発動停止 

飼料高騰による収益性の低下 

自給飼料の 
生産拡大を 
支　援 

3．参加の申し込み 

4．取組の実施 

5．支援交付金を受給 

○第2四半期から 
　第4四半期まで四半期毎に交付 
○経産牛1頭当たり 
　5,700円／年 

農協等による確認・指導・助言 

北海道酪農緊急経営強化対策 

1．交付対象者 
（基礎要件） 
・生乳の計画生産に参画 
・配合飼料価格安定制度に加入 
・経産牛1頭当たり10アール以上の飼料作物作付実面積 

・自給飼料の生産基盤の拡大（自作地の5％以上を新たに購入・借入） 
・借地を活用した飼料作物の作付（自作地の10％以上） 
・エコフィールドの給与（濃厚飼料の2.5％以上） 
・体細胞数の抑制（牛群検定に参加し、3四半期のうち2回以上30万以下。又は新規参入） 
・経産牛の増頭（経産牛飼養頭数を3％以上増頭） 
・肉用牛部門の導入（経産牛（乳牛）飼養頭数の3％以上導入） 
・その他知事特認 

ただし、要件以上の土地の確保（所有・借入・国産良質粗飼料の購入）が困難な地域である 
ことを知事が特に認めた場合は免除。 

以下のいずれかの取組を一つ実施 2．取組要件 

協議会による認定 

酪農経営強化計画に基づく取組の実施 

農協に事業参加申込書など必要書類を提出 

※必要書類（予定） 
・事業参加申込書 
・酪農経営強化計画書 


