
■ 計画生産数量は1.7％増の775万8000㌧
■Ｊミルク予測の「中央値」を採用
21年度の計画生産対策は、昨年12月の第299回理事会

で、①全国ベースの目標数量は酪農生産基盤の維持を図

る観点から地域の生産力の実態を踏まえつつ、生産の回

復・拡大を図るよう設定する、②個別酪農経営レベルでは

20年度の生乳出荷実績数量以上の数量を配分する、③

国内の生乳需給の先行きが不透明なことから、「とも補償

対策」などセーフティーネットを構築する―などの基本方針

を決定していた。

本会はこの基本方針を踏まえ、日本酪農乳業協会（Ｊミ

ルク）が１月に発表した21年度のバターベースと脱粉ベース

の生乳需要予測数量の「中央値」にインサイダー率を乗じ

て算定、全国ベースの目標数量は20年度の受託乳量実績

見込対比1.7％増の775万8000㌧と設定した。

目標数量の内訳は、①生乳供給目標数量（販売基準数

量と特別調整乳数量の合計）、②チーズ向け数量、③全

乳哺育向け数量、④新規就農枠―の４つの生産枠で構

成している。

■ 指定団体の上限数量は774万2000㌧
■ 正式配分は20年度実績確定後の5月
Ｊミルクの生乳供給量の予測では北海道は101％、都

府県は96％となったが、酪農生産基盤の維持と国産生乳

の安定供給を図る観点から、指定団体に配分する計画生

産目標数量は20年度の受託乳量実績見込対比で北海道

は103％、都府県は100％の合計774万2000㌧を「上限数

量」と設定した。この上限数量に各指定団体の受託希望

数量を踏まえ、指定団体別の配分数量を設定した。

全国ベースの目標数量と各指定団体に配分する上限数

量の差の１万6000㌧の内訳は、「新規就農枠」が5000㌧、

中酪が預かる「保留枠」が１万1000㌧と設定した。「新規就

農枠」は各指定団体からの申請に基づいて配分すること

にしており、上限は個人経営500㌧、法人経営1500㌧。「保

留枠」は今後の需給動向を踏まえて取り扱いを協議する。

指定団体別の目標数量は３月末に仮配分するが、各指

定団体は４月末までに減量または上限数量の範囲内で増

量の申請ができる。その後、本会は20年度の計画生産実

績が確定した５月に、指定団体別に生産枠を正式配分す

る予定。

このほか、目標数量に対するペナルティーについて

は20年度と同様で、①超過した場合は22年度の販売基

準数量から削減する「数量ペナルティー」と、超過数量

に１㌔40円の「金銭ペナルティー」を課す、②未達の場

合は22年度の販売基準数量から削減する「数量ペナル

ティー」を課すことを決めた。

■ 値上げによる牛乳消費の減少に備え
■「飲用とも補償対策」を拡充継続
さらに、生乳生産の過剰や３月からの牛乳小売価格の値

上げなどに伴う需要の減少で、予想以上に生乳需給が緩

和した場合に備え、全国協調的なセーフティーネットの仕組

みとして「飲用とも補償対策」の拡充継続を決めた。

「飲用とも補償対策」は、牛乳の小売価格の値上げなど

の影響で、牛乳等向け生乳の販売数量が一定の基準を

下回った場合、基準を下回った指定団体に補てん金を交

付する仕組みとして20年度に創設したが、21年度について

は今後、新たな仕組みを検討することになった。

■ 牛乳の値上げで消費拡大緊急対策実施
■ テレビ、ラジオＣＭで「牛乳は100％国産」を強調
理事会ではまた、３月からの牛乳小売価格の値上げに

伴う消費の減少に備え、牛乳消費拡大緊急対策を実施し、

６月１日の「牛乳の日」に向けて、テレビ、ラジオなどのコマー

シャルをはじめ、食品メーカー３社やコンビニ、生協などの

製造・流通業界と連携した販売促進キャンペーン、酪農乳
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平成21年度計画生産など事業計画を決定
本会は2月13日の第300回理事会で、平成21年度の全国の生乳計画生産目標数量と、牛乳は100％国産

であることを強調した「牛乳に相談だ。」キャンペーンを中心とした牛乳消費拡大緊急対策の実施を決めた。

さらに、3月4日の第301回理事会・通常総会では、21年度の事業計画を決定した。
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業関係者と連携した活動を展開することを決めた。

牛乳消費拡大緊急対策の実施については、昨年12月

の理事会で決定し、すでに２月上旬から「牛乳に相談だ。」

の20年度分の予算を使って、一部のキャンペーンが始まっ

ている。

５年目を迎える21年度の「牛乳に相談だ。」キャンペーンで

は、牛乳の原料である生乳は国産100％であることを強調

しながら、３月からの生産者乳価値上げに伴う小売価格の

値上げについて消費者に理解を求め、消費拡大を図る。

国産100％を強調する理由としては、本会が昨年12月に全

国の既婚女性500人を対象に実施した消費者緊急調査の

結果で、消費者が牛乳は国産100％であると意識した場

合、牛乳の値上げに対する抵抗感が弱まり、値上げの許

容額が若干上昇することが確認されたことなどがある。

このため、２月中旬から始まったラジオコマーシャル

をはじめ、テレビコマーシャル、新聞、雑誌広告では、

「牛乳は100％国産」を中心にアピールするとともに、牛

乳の「栄養コスト」や酪農生産現場の実態を訴えていく。

■ 食品メーカー、生協と連携した販促展開
■「牛乳の日」に向け各地で街頭イベント
さらに、牛乳の小売価格の値上げが始まる３月からは、

明治製菓、森永製菓、ミツカンの食品メーカー３社の商品

と牛乳を組み合わせた販促キャンペーンを全国計8000店

で実施することや、主要生協（400店）などと連携した牛乳

売り場の販促活動などを実施する。

このほか、６月１日の「牛乳の日」、６月の「牛乳月間」に向

けて、中央、地域の各地で街頭イベントを開催し、消費者

に「牛乳は国産100％」であることや、乳価の値上げに至っ

た酪農現場の実態を訴える活動を展開し、消費者の理解

を求める。

■ 通常総会で21年度事業計画決定
■適切な需給調整が大きな課題・茂木会長
一方、本会は３月４日、東京・大手町のＫＫＲホテル東京

で第301回理事会・通常総会を開き、21年度事業計画を

協議、決定した。

席上、主催者挨拶した茂木守会長は、景気後退の深刻

化で予想以上に乳製品の需要が冷え込み、需給の緩和

傾向が強まっているとした上で、「今月から飲用向け乳価10

円をはじめ生産者乳価が値上げされたが、値上げの影響

で牛乳乳製品のさらなる消費減少が危惧される。このよう

な状況の中で、生乳の生産基盤と酪農経営の安定を図る

一方、生乳需給を適切に調整するという難しい舵取りを迫

られている」と述べ、需要に応じた適切な生産が大きな課

題であるとの見解を示した。

また、茂木会長は３月からの牛乳小売価格の値上げで

消費が減少しないように、６月１日の「牛乳の日」に向けた牛

乳消費拡大緊急対策の実施に会員の協力を求めたほか、

「ＷＴＯ農業交渉の帰趨をはじめ、政府の食料・農業・農

村基本計画や酪肉近代化基本方針の検討内容を踏まえ

ながら、わが国の中長期的な酪農の安定的な発展のため

の総合的な対策について、組織的な討議を行うなど取り

組むべき重要な課題を21年度の事業計画に盛り込んだ」

と述べた。

来賓出席した農畜産業振興機構の木下寛之理事長は

21年度畜産物価格・関連対策にふれ、「関連対策が決定

して全容が明らかになったらすぐに事業実施主体の公募

に入り、新年度に入る４月早々から対策が実施できる体制

を準備している」と述べ、21年度当初から速やかに関連対

策を実施することを強調した。

21年度の事業計画の具体的な実施内容の概要は次頁

の通り。
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■ 21年度の具体的な事業実施内容
1．酪農産業基盤安定強化対策

1）酪農生産基盤安定のための中長期的課題への対応

顕在化しつつある酪農生産基盤の弱体化をめぐる

様々な課題については、政府による酪肉近代化基本方

針の検討内容を踏まえつつ、生産現場の不安等の緩和

と展望を示す観点から、中長期的課題を明確にすると

ともに生産者組織としての総合的な対応方向と対策に

ついて検討し、これらの対策について関係団体と連携

して推進する。また、必要な提言、献策活動を展開する。

2）WTO交渉等への対応

WTO農業交渉は20年12月にファルコナー農業交渉

議長のテキスト改訂版が示され、今後、大枠合意に向け

た動きが加速化する可能性がある。わが国酪農にとっ

ては、乳製品47品目のタリフラインのうち、どの品目が

重要品目として位置づけられ、現在のカレントアクセ

ス数量、特に国家貿易部分がどの程度拡大されるのか

が最大の関心事項である。

また、日豪EPA交渉は農畜産物や重要品目などの取

り扱いについて両国に主張の隔たりがあり、交渉の長

期化が見込まれている。

本会は引き続きWTO農業交渉の帰趨について注視

するとともに、一定の方向性が見出された場合、理事会

の下に「WTO対策検討委員会」（仮称）を設置し、対応策

について検討を行うこととしている。

こうした情勢を踏まえ、適切な情報収集、指定団体等

への情報提供を行うとともに、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。

2．生乳計画生産・需給調整対策

1）21年度計画生産対策の適切な推進

①21年度計画生産の具体的な実施

日本酪農乳業協会（Jミルク）の生乳需要予測数量

に基づき、21年度に指定団体が受託できる生乳数

量として全国の生乳計画生産目標数量を設定する。

指定団体の生乳計画生産目標数量は、酪農生産

基盤の維持と国産生乳の安定供給を図る観点か

ら、20年度総受託乳量（実績）比で北海道は103％、

都府県は100％を上限（上限数量）に、指定団体の生

産基盤の実態を念頭に申請された生乳受託希望数

量を踏まえて、指定団体別に配分する。また、全国の

生乳計画生産目標数量の内数として、新規就農枠を

５千㌧設定する。

各指定団体に配分する生乳計画生産目標数量の

内数として、①販売基準数量、②特別調整乳数量、③

チーズ向け数量、④全乳哺育向け数量の生産枠を

配分する。

②全国協調的なセーフティーネットの仕組み

生乳需給の予測を超えた緩和（生乳の生産過剰

や需要の減少）が生乳の流通や取引、酪農経営に悪

影響を及ぼさないようにするために、全国協調的な

セーフティーネットとして以下の対策を実施する。

（ア）飲用とも補償対策

牛乳の小売価格の値上げ等の影響で、牛乳等

向け生乳の販売数量が一定の基準を下回った場

合、基準を下回って飲用牛乳向けを販売した指

定団体に対して、飲用とも補償を実施する。

（イ）緊急過剰在庫対策

生乳生産者団体においては、本会議が生乳需

給の緩和により必要だと判断した場合、生乳流通

に混乱を及ぼす過剰乳製品について市場から隔

離する緊急過剰在庫対策を実施する。

③円滑な広域需給調整を実施するための対策

生乳や牛乳乳製品需給の季節特性および短期的

需給動向の変化に、生乳供給と製品製造を弾力的

に対応させることがより重要となっていることを

踏まえ、以下の対策を実施する。

（ア）指定団体が作成する月別・用途別販売計画

の取りまとめ

（イ）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

（ウ）指定団体別の月別・旬別の生産動向の把握、

Jミルク等への必要な情報の提供

（エ）生乳や製品の需給に係る短期的な動向とそ

の変動要因を把握し、これらへの対応策等

について検討するとともに、Jミルク等と

の情報の共有化を図る。

2）平成22年度計画生産・需給調整対策の策定

22年度の計画生産・需給調整対策については、生乳需

給の動向、酪農経営および生乳需給をめぐる環境の変

化、Ｊミルクにおける22年度需給見通し等を踏まえ、21

年度内に策定する。
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3．生乳取引・価格安定対策

1）適切な生乳取引の推進

21年３月以降に予定されている飲用牛乳の小売価格

改定が、用途別の生乳価格にどのような影響を及ぼす

のか懸念されている状況にある。このため、情報の収

集・提供・共有化を通じた適切な生乳の用途別取引の推

進を図る。また、指定団体および全国連における生乳取

引交渉が円滑に実施されるよう必要な情報の収集・提

供等を行う。

2）22年度酪農関連対策の確立

22年度加工原料乳生産者補給金単価、限度数量、酪農

関連対策の決定に際しては、生乳流通および酪農経営

の実態が反映され、適切に決定されるよう関係団体等

と連携し、政府・国会等に対する献策活動を実施する。

３）加工原料乳生産者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、農畜産業振興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・支援を行う。

4．生乳生産者団体の機能強化対策

1）検討会等の実施

全国段階および都道府県の東日本地域、西日本地域

ごとに指定団体長、指定団体・全国連の実務責任者・担

当者を対象とした会議を必要に応じて適宜開催し、主

に以下の事項について検討を進める。

①広域指定団体の今後の組織強化の方向性

②指定団体における適切な情報提供等のあり方

③集送乳合理化・生乳流通の高度管理に関する事項

2）指定団体における需給調整機能強化の支援

地域の抱える課題等の実態に即して、指定団体の機

能強化を図るための支援を実施するため、主に以下の

事業について支援を行う。

①集送乳の合理化を効果的に推進するため、統一的

な生乳量の測定及び生乳検査に係るサンプル採取

等流通体制整備への支援。

②生乳の生産・供給情報の集約および配乳調整等を

支援するシステムの活用と指定団体が運営するホ

ームページの支援等。

5．国産生乳重要定着化・理解醸成対策

1）牛乳消費安定・飲用需要構造改善事業の継続強化　

景気の急速な冷え込みと生活不安の高まりから、消

費者の購買行動は生活防衛的なものに変化する中、21

年３月以降、生乳価格の値上げによる牛乳小売価格の

上昇が見込まれるため、牛乳消費の一層の減退が懸念

される。このため、牛乳の消費減退を抑えることや乳業

者・小売流通業者に価格引き上げの必要性についての

理解促進を目的に緊急的な消費拡大対策に取り組む。

「牛乳に相談だ。」キャンペーンについては、これまで

４年間の活動で蓄積された極めて高い認知率（若年層

85％、母親層90％）を基礎に、昨年12月に実施した緊急

消費者調査結果をもとに整理した訴求ポイントの「国

産100％」、「安全・安心」、「栄養コスト」（家族の栄養を低

コストでバランスよく確保できる）を踏まえた各施策

を実施する。

具体的には、テレビ・ラジオCMによるイメージ訴求

を基礎に、牛乳の機能および栄養コストについて、新聞、

雑誌、パブリシティー等で訴求する。また、乳業や食品

メーカー、小売流通業者とタイアップしたプロモーシ

ョンを強化する。

なお、６月１日の「牛乳の日」、６月の「牛乳月間」を中

間到達点と位置づけ、地域での消費拡大の取り組みと

の相乗効果を高めるとともに、Ｊミルクと連動した事

業推進に努める。

さらに、生乳生産コスト等を踏まえた適正な価格転嫁

を推進する観点から、乳業者、小売流通業者に対して、

酪農経営および生乳生産基盤の実態や環境についての

正確な情報について、積極的かつ迅速に発信する。

2）酪農理解醸成消費拡大対策事業の推進

国産生乳市場の中長期的安定と需要の定着を図る観

点から、わが国酪農の持つ多面的機能の開発、利用、酪

農業への消費者の共感と国産牛乳乳乳製品に対する信

頼や愛着など醸成するため、以下の事業を実施する。

①酪農家、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21年度は、この活動の質的な向

上を図るため、酪農教育ファームの教育的効果の

検証と社会的認知の促進、教育関係者のネットワ

ーク組織への支援を行うとともに、新たな認証制

度の定着、酪農教育ファームファシリテーターと

教育関係者への研修の充実、地域段階での教育関
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係者と酪農家の連携、「感動通信」等を通じた情報

提供活動を強化する。なお、具体的な事業の進め

方は、酪農教育ファームファシリテーター、教育

関係者などで構成する酪農教育ファーム推進委員

会での検討を踏まえ、推進する。

②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わが国酪農を支援する

消費者オピニオンリーダーの育成等を引き続き行

う。また、地域における酪農理解促進のための消

費者イベント等の活動を支援する。

③ホームページ等を通じた酪農理解醸成の訴求、消

費者イベント、食育関係イベント等への参加など

を通じて、消費者への情報提供を推進する。また、

22年度に北海道で開催予定の第13回全国ホルスタ

イン共進会での消費者交流イベントに対する準備

を推進する。

④酪農オープンファーム登録制度を通して牧場を地

域住民に開放し、農家民宿や農家レストランなど

の各種の消費者交流を行う酪農家を支援する。ま

た、地域や生乳生産現場という特性を活かした乳

製品の製造に関する研修会を開催し、酪農家を対

象に基礎的な知識と技術の習得の機会を提供する

とともに、すでに乳製品の製造に取り組んでいる

酪農家のスキルアップを図る。

⑤上記の活動の円滑な推進をはかるため、地域交流

牧場全国連絡会への支援と活動の連携を強化する

とともに、機構の補助事業の有効な活用を行う。

6．生乳生産基盤強化対策

1）BSE対策酪農互助システムによる支援

BSEの発生により、疑似患畜の殺処分が行われた農

家に対する乳牛導入費補助や所得低下緩和など経営再

建支援のためのBSE対策および残留農薬対応酪農互助

基金を準備する。また、BSE発生などが地域酪農に影響

を与えないよう指定団体、農協連などとの連携の下、情

報収集に努めるとともに、適宜、必要な対応を講じる。

2）酪農生産構造の実態等に係る調査の実施

酪農生産構造の実態および今後の酪農経営意向や課

題等に関する情報を的確に把握するため、全国の酪農

家を対象とする調査を実施し、激変する経営環境に耐

え得る低コストで安定的な酪農生産構造の構築、全国

的な生乳供給体制の確立、集送乳の合理化、生乳需給調

整機能の強化、安定的な生乳取引の推進などに資する。

3）酪農飼料基盤拡大の推進

酪農飼料基盤拡大推進事業については、環境と調和

した酪農経営を確立する観点から、環境保全、飼料自給

率の向上に資する取り組みを実践している生産者に対

して、飼料作物作付面積とその拡大に応じた支援を行

うため、機構が奨励金交付を円滑に交付できるよう以

下の事業を実施する。

①機構の円滑な奨励金交付を推進

飼料基盤に立脚した環境調和型の酪農経営を確立

するため、一定規模以上の飼料作物作付面積を有す

る酪農経営者であって、環境保全、飼料自給率の向上

に資する取り組みを実践する生産者に対し、飼料作

物作付面積に応じた奨励金を機構が指定団体を通じ

て円滑に交付できるよう補助事業に係る推進事務を

行う。

②酪農飼料基盤拡大強化推進

飼料基盤に立脚した環境調和型の酪農経営の確立

の推進と、円滑な奨励金交付の実行を図るため、推進

会議の開催、事業実施のための助言と指導、その他事

業の推進に必要なことなどに要する経費に助成する。

7．生乳の安全・安心・品質管理対策

1）生乳の安全・安心確保対策

消費者の食の安全・安心への関心の向上、食品や農畜

産物への国産志向の高まりへの対応のため、生乳の安

全・安心に係る生産現場での取り組みのさらなる強化

が求められている。このため、引き続き、生産段階での

記録、記帳をベースに、全国・地域段階の「生乳の安全・

安心に係る協議会」の活動を強化し、的確な生産現場で

の支援を行う。

特に、活動４年目を迎えるにあたって、農協等の指導

担当者向けの研修会などの開催を通じて、取り組みの

意義の理解促進を図り、生産履歴の記帳・記録・保管を

確実に実施するための全国段階・地域段階のサポート

体制を強化する。あわせて、残留危険性の高い物質、薬

剤等について、生産現場への周知徹底を図り、農薬等の

適正使用に係る指導の重点的な実施を促す。

2）ポジティブリスト対応、安全・安心に係る不足の

事態への対応

Jミルクを中心に実施する酪農乳業界のポジティブ

リスト対応については、酪農乳業関係者との連携の下
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で、乳業への安全・安心の取り組みに対する理解促進、

協力要請なども含め必要な対応を行う。

3）検査精度向上対策の推進

Jミルクと日本乳業技術協会が21年度から始める生

乳検査施設への検査精度に関する認証制度の運用を踏

まえ、生産者サイドの生乳検査機関に対する認証制度

の普及、定着のための必要な支援を行う。

8．生乳需要拡大奨励対策と補助事業の実施

輸入乳製品と一定の競争力があるチーズと、需要の伸

びが期待される液状乳製品に仕向けられる生乳の需要

拡大とともに、発酵乳向け生乳取引の推進を図るため、

農畜産業振興機構の円滑な奨励金交付の実行に必要な

推進事務および必要な事業を以下の通り実施する。

1）生乳需要構造改革事業の推進

チーズ向け、液状乳製品、発酵乳向け生乳の供給拡大

と定着を図るため、これらの用途で取引される生乳の

拡大量に対して、機構の円滑な奨励金の交付のための

推進会議の開催、交付事務に係る指導を実施する。

2）国産ナチュラルチーズ開発促進事業の実施

国産ナチュラルチーズの消費を拡大し、チーズ向け

生乳需要を増大するため、国産ナチュラルチーズとホ

エイの製品開発団体の活動に対して補助するととも

に、嗜好実態調査と情報交換会議の開催、製造技術の向

上などに必要な情報提供等の事業を実施する。

3）国産ナチュラルチーズ等知識普及事業の実施

国産チーズの利用方法など消費者への知識普及・定

着を図るため、「第７回ALL JAPAN ナチュラルチーズ

コンテスト」を実施するとともに、各地での展示会等の

開催に必要な経費の補助、知識普及啓発冊子の作成、推

進会議の開催と指導などを実施する。

9．Jミルクへの的確な意見反映と拠出金集金の協力

Jミルクの普及、学乳、需給・取引専門部会などにおけ

る協議で生産者団体の意向が確実に反映されるよう努

める。また、Jミルクの拠出金について、乳業関係団体等

との連携により、引き続き、指定団体の協力を得て円滑

な集金に努める。

10．調査・情報活動の推進

1）広報・情報提供活動の積極的な推進

①酪農生産、生乳流通などの実態や課題等について、

消費者および関係者の理解や認識の共有を図るた

め、プレスリリースや報道用資料の提供、記者セミ

ナー開催などを通じた広報活動の強化を図る。

②酪農生産現場の具体的・実践的な課題を日常的に

把握するとともに、本会および指定団体の事業に

対する理解を醸成するため、会員専用サイト「酪農

家情報ネットワーク」等を通した情報提供活動を

強化する。

③会議資料や情勢などの資料等をホームページ上に

迅速に掲載するなど、指定団体および会員への情

報提供の充実を図る。

2）調査・情報の収集および提供

①調査・研究の実施

（ア）海外の酪農政策・生産動向・消費拡大活動等に

関する調査研究

（イ）生乳生産・経営状況等に関する調査・研究

（ウ）その他酪農乳業の動向等に関する調査・研究

②情報の収集および提供

（ア）WEBサイトを活用した酪農関連情報の迅速

な提供と「中酪情報」の発行（隔月）

（イ）「中酪VOICE」と「ミルククラブ」を統合した

酪農家向け情報の発行（隔月）

（ウ）用途別販売実績数量及び取引価格、生乳出荷

農家戸数の迅速な収集と指定団体等への詳細

なデータの提供

（エ）その他必要な情報の収集と迅速な提供


