総務管理課

☎ 0824-64-2071

中国自動車道では、トラックから落ちたスペアタイヤが原因と
なって交通死亡事故が発生しました。高速道路での積載物の落下
や飛散させた場合には、道路交通法（第 75 条の 10）により罰せら
れることがあります。
高速道路で落下物のほか、道路の穴ぼこ、路肩の崩壊などの道
路損傷、落下物や路面の汚れなど道路の異状があれば、全国共
通 #9910（24 時間受付・無料）に通報して下さい。

生産振興課

全酪新製品
“飼料用稲用 一発型肥料”
〜労力・コストの省力化へ〜
1

特

2

☎ 0824-64-2072

一発型肥料の銘柄は 2 種類
選択基準

肥料名

堆 肥 は 通 年 10 ア ー ル あ た り ゼンラク飼料米一発型
2~3 トンを施用されている圃場 38 号（38 ー 0 ー 0）

徴

ゼンラク飼料米一発型
34+A 号 （34 ー 4 ー 4）

それ以外の一般的な圃場

（1）
生育期間の長い作物に対して、安定して肥効を持 3 施肥量、規格
続させる肥料
（2）
肥効をコントロールしやすい、被覆樹脂コーティ （1）施 肥 量 :10 アールあたり 35kg~40kg を目安
チッソ換算で 12kg~15kg 投入
ングチッソを原料とする
（2）目標収量 : 適期刈取り時で 4~5 トンを目安
（3）チッソの溶出率
（3）規
格 :1 袋 20kg
田植え後
40 日で 50%
		
80 日で 75%
4 ご注意
		
120 日で 84%
		
140 日で 95%
作付けに際しては、土壌分析結果に基づき 銘柄、
※チッソが溶出するロングタイプの肥料
施肥量を決めるようにして下さい。

酪農乳業産業基盤強化特別対策事業
「提案型生産基盤強化対策」採択
本誌１１月号で紹介した「一般社団法人Ｊミルク」
が行う「酪農乳業産業基盤強化特別対策事の提案型生
産基盤強化対策において、性判別精液の利用は、前年
を上回る授精回数に対して助成を受ける内容について
採択され、また、申請した自家育成保留についても、
前年度を上回る保留頭数に対して助成が受けられる内
容が採択されました。
これらは何れも、当組会が行う衛生的乳質ペナル

ティ助成事業に合わせて行うこととし、年度末に実績
報告を受け、中国生乳販連を経由して申請することと
しています。
性判別精液は、授精状況が把握できる「繁殖台帳」等、
また、自家育成保留状況の確認は「出席報告カード」
等の証拠書類が必要となります。なお、事業内容の詳
細は、後日郵送の予定です。

抗菌剤の慎重使用を
ミルクパーラー

「抗菌性物質」は、疾病の治療を目的とした動物用医薬品や、飼料中の栄養成
分の有効利用を目的とした飼料添加物として、家畜の健康を守り、安全な畜産
物を安定的に生産するための重要な資材です。
しかし、家畜に抗菌性物質を使用し過ぎると、薬剤耐性菌が生き残って増え
ることがあり、抗菌性物質の効きが悪くなることがあります。
また、食品などを介して薬剤耐性菌が人に伝播した場合、人の治療のために
使用される抗菌性物質が十分に効かない可能性もあります。
生乳出荷組合員の皆さんには、「抗菌剤の慎重使用を徹底しましょう」とのパ
ンフレットを配布しますので、抗菌剤の適正使用をお願いします。
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Milk Parlor
生産振興課

☎ 0824-64-2072

生乳生産基盤調査結果（11 月 1 日現在）
〜前年同期から 5 戸減、経産牛 157 頭減〜

生産基盤調査結果を報告します。ご協力ありがとう
ございました。調査結果は次のとおりです。
平成 28 年 11 月との生乳出荷組合員の比較では、
今年 4 月より新規に 1 戸の加入があったものの、年齢
や後継者不足により組合員の減少に歯止めが掛からず
6 戸の生乳出荷組合員が廃業し、11 月 1 日現在の生
乳出荷組合員数は 127 戸となりました。
飼養頭数では経産牛頭数 157 頭、育成牛は 59 頭の
減少となり、今後将来の生乳生産基盤を維持するには、

単年度では経産牛頭数の 30%、分娩までを併せると
60% の育成牛確保が必要ですが、現状では 3,084 頭数
にして約 913 頭も少なく、生産基盤の脆弱化に歯止め
が掛からない状況にあります。
これらの対策を講じるため、平成 29 年 9 月 15 日
に「ひろらく若齢預託育成事業実行委員会」を立ち上
げ、今後の生産基盤確保に向けて検討を進めています。
なお、この調査結果は、去る 11 月 16 日に中国生
乳販売農業協同組合連合会に報告しました。

■前同月対比

（単位：戸・頭）

2017 年 11 月

地域名

戸数

経産

搾乳

2016 年 11 月
育成

戸数

経産

搾乳

前年との比較
育成

戸数

経産

搾乳

育成

備

北

39

1,790

1,561

704

39

1,883

1,645

713

0

-93

-84

-9

南

部

12

511

444

227

12

504

438

266

0

7

6

-39

西

部

39

1,225

1,058

510

41

1,236

1,076

486

-2

-11

-18

24

東

部

37

1,614

1,326

730

40

1,674

1,391

765

-3

-60

-65

-35

合

計

127

5,140

4,389

2,171

132

5,297

4,550

2,230

-5

-157

-161

-59

■市町別基盤状況

（単位：頭・kg）
経産牛

搾乳牛

乾乳牛

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

廃プラ回収のお知らせ
平成 29 年度第 4 回目の廃プラスチッ
ク回収を右の日程で行います。
回収希望の方は、回収日前日迄に申込
書を本所生産振興課、又は各事業所に提
出のうえ、最寄りの回収場所に時間厳守
でお持ち込み下さい。申込書は最寄りの
各事業所等に備えております。
広島
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回収場所

回収日

高宮ミルクボーイ

1 月 22 日（月）

西部事業所

1 月 23 日（火）

東部事業所

1 月 24 日（水）

みわ TMR センター

1 月 25 日（木）

庄原倉庫

1 月 26 日（金）

回収時間

午前 11 時 ~ 午後 3 時迄

午前 10 時 ~ 正午迄

生産振興課

☎ 0824-64-2072

平成 29 年 12 月 1 日からの”緊急病畜”の取り扱い変更
11 月 24 日、広酪に対して広島市中央卸売市場食肉
市場、広島食肉市場株式会社から「緊急病畜の取り扱
いついて」と冠する通知を受けました。
この通知の要点は、「同市場では、家畜の受付時間を
午前 7 時から午前 11 時までとし、一方、緊急病畜に限っ
て受け付け時間は、生産振興の視点から午後 4 時まで

とされています。しかし、実態として緊急性があると
は認めがたい病畜が午前 11 時以降にも搬入される例が
常態化している」ことの課題を指摘され、この課題解決
にあたり 12 月 1 日からは、緊急病畜の定義を①、②
のとおりとし、これに該当しないものは通常どおり午
前 7 時から午前 11 時まで受け付けとなります。

■緊急病畜の定義
①事前の治療経過がなく、突然の発病により、一両日中に死亡する見込みと獣医師が診断したもので、診断した
獣医師から緊急にと畜する必要がある旨、卸売会社に連絡があったもの
②転倒・転落等の不慮の事故による負傷（骨折など）し、緊急にと畜する必要がある状態になったもの（事故牛）で、
事故発生について獣医師または出荷者から卸売会社に連絡があったものこの他、火災や自然災害等で被災した
家畜については、上記によらず、状況に応じて対応する。

牛「結核病」・「ブルセラ病」定期検査廃止

結核・ブルセラ病は、非清浄地域において飼育されて
いる搾乳牛、種雄牛及びそれら同居牛の他、県知事が必
要と認めた牛について、検査並びに当該検査により摘発
した患畜については殺処分が行われています。また、発
生予防やまん延防止の徹底により清浄度の維持・清浄化
の達成を図ることに重点を置いた防疫対策を講ずるた
め、定期的に検査が行われてきました。

日本では、これまでの定期検査により、結核病やブル
セラ病に関しては清浄国宣言が可能と考えられるレベル
に達したため、定期的に全畜産農家を対象に行っていた
検査は廃止となります。
このため、平成３０年度以降は、都道府県ごとの家畜
飼養頭数に応じて検査頭数が割り振られ実施される方向
で検討されています。

（一社）中央酪農会議・
（社）酪農ヘルパー全国協会
全国酪農基礎調査の調査結果
（一社）中央酪農会議並びに（一社）酪農ヘルパー全国
協会は、昨今のわが国の酪農を巡る国内外の情勢が厳
しさを増す中、酪農経営の実態や酪農家の声を把握し、
今後の酪農関連施策の立案等に活用するための基礎的
データの構築を目的として、全国の酪農家を対象に「酪
農経営・労働条件実態調査事業」並びに「酪農労働力

1. 基本情報
法人関係の組織は全体の 16.5%、飼養体系も繋飼
からフリーバン・フリーストールも増えてきた。ま
た、今後、搾乳ロボットを導入する組合員もあり、
雇用を含めた経営も増加することが伺える。

2. 飼養管理状況（今年 8 月 1 日現在）

3. 昨年度の実績等（H28.4.1 〜 H29.3.31）

飼養頭数は 22 戸、126 頭の増加したものの 90 頭
が減少している。しかしながら、乳用種と交雑種の
分娩割合を見ると概ね 50% の割合であり、乳用種へ

の授精状況も増加傾向とも見受けられる。
将来の生乳生産状況では、生産中止が 2 戸、減産
が 10 戸あるものの、66 戸は現状維持、26 戸は増産
に向けた検討が行われている。当組合では、今後支
援を行う方向で検討する。

4. 酪農ヘルパー（搾乳作業等受託組織）制度

酪農ヘルパー事業の利用者は、回答者の内 70.6%
が利用。酪農ヘルパー事業の重要性や期待感がうか
がえる。酪農ヘルパー利用回数においても 23 戸の
組合員から増やしたい意向が示された。当組合では、
今後需要と供給を鑑み委託ヘルパー員の増員につい
て検討する。

5. ケガや病気時の対応

傷病時の利用は、怪我等がない組合員が多く見
受けられるものの、万一怪我等が発生した場合を
想定し、傷病互助制度の必要性についは約 97%
の組合員が必要としている。

ミルクパーラー

飼養管理状況を見ると、地域でのコントラクター
を立ち上げ、飼料作物の利用や飼料用稲 WCS の生
産を行う組織が見受けられる。また、TMR 利用の回
答を受けた内容からは約 45.6% を占め、今後は利用
したいとの意向を示す組合員数は 3 戸あった。
また、性判別精液や受精卵の利用状況も約 71% を
占め、生産基盤の確保や和牛受精卵生産による所得
向上を目指す組合員が多かった。

セーフティーネット強化事業」に係る酪農全国基礎調
査を行うこととし、この調査協力を受け、当組合は生
乳出荷組合員 127 戸を対象に調査した結果、103 戸（回
収率 81.1%）から回答を受けました。
この調査概要と結果は次のとおりです。ご協力あり
がとうございました。
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3 年延長 「肉用牛売却所得の課税の特例措置」
肉用牛売却所得の課税の特例措置については、所得
税法等の一部を改正する等の法律（平成 29 年法律第 4
号）及び地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改
正する法律（平成 29 年法律第 2 号）が平成 29 年 4 月 1
日から施行され、その適用期限を 3 年延長することと
されております。
この特例措置は、肉用牛生産農家が経営体質を強化
し、国産牛肉の安定的な供給を図っていく観点から措

置されている制度です。
家畜取引法に規定する家畜市場や農林水産大臣から
指定または認定を受けた食肉卸売市場などで肉用牛
を売却したとき、売却証明書が発行され、その証明書
を税務申告時に提出することにより、1 頭あたり 100
万円（交雑種 80 万円、乳用種 50 万円 ) 未満であれば、
年間の売却頭数が 1,500 頭まで、所得税や住民税が免
除されるという仕組みとなっています。

【特例措置対象肉用牛】
・肉用種の雄牛（種雄牛を除く）及び雌牛
・肉用仕向けの乳用種の雄牛（種雄牛を除く）及び雌牛

【特例措置非対象牛】
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ※

種雄牛
肉用牛の子取り用雌牛で、固定資産に該当する牛
乳牛の雌のうち、子牛の生産の用途に使われた牛（経産牛、妊娠牛）
100 万円以上で売却された肉用種の牛で、高等登録牛又は育種登録牛ではない牛
80 万円以上で売却された交雑種の牛
50 万円以上で売却された乳用種の牛
飼養期間が 2 カ月未満の牛

※特例措置非対象牛の「キ」に触れて、飼養期間 2 カ月未満で肉用牛として仕向ける” ヌレ子” の売却時にお
ける解釈は、以下「解釈ポイント」の下線部に該当する取引では無いことから特例措置対象肉用牛となり
ます。

「解釈ポイント」
「肉用牛の飼養期間が極端に短く、単なる肉用牛の移動を主体とした売却により生じた所得は、本措置の
適用対象ならず、2 カ月以上飼育した場合に本措置の適用対象となる。」とする

平成 31 年 10 月 1 日〜
■軽減税率制度の概要

消費税の軽減税率制度

平成 31 年 10 月 1 日から軽減税率（8%）と標準税率の
消費税等（消費税及び地方消費税）の税率が、平成 複数税率となります。事業者は、消費税等の申告・納税
31 年 10 月 1 日に、現行の 8% から 10% に引き上げら を行うために、取引を税率の異なるごとに区分して記
れます。これと同時に「酒類を除く飲食料品」と「週 2 帳するなどの経理（区分経理）を行う必要があります。
平成 31 年 10 月 1 日以降は、こうした区分経理に対
回以上発行される新聞（定期購読契約に基づくもの）を
応した帳簿及び請求書等
（区分記載請求書等）の保存が
対象に消費税の軽減税率制度が実施されます。
要件となります
（区分記載請求書等保存方式）
。
軽減税率制度の実施にともない、消費税等の税率は、
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お願い ! 酪農ヘルパー事業利用者の皆さんへ
「確実な作業指示」と「搾乳機器の適正使用」

１．酪農ヘルパー員に対する作業指示書

酪農ヘルパー出役時には必ず「酪農ヘル
パー員に対する作業指示書」の提示をお願い
します。

２．クォーターミルカー等の適切な使用
クォーターミルカーでの搾乳は、体細胞
数の高い乳汁を廃棄するための器具です。
抗生物質による治療牛をクォーターミル
カーで搾乳され、分房の取り違い等による
事故が発生しております。対象治療牛はバ
ケットミルカーで搾乳し、全分房分の生乳
を廃棄して下さい。
※自 らの牧場の生乳廃棄だけではなく、他人の生乳ま
で汚染される事案も発生しています。

おいしい酪農経営 !!

世界の酪農 2050 年を展望する
全国酪農業協同組合連合会

購買部酪農生産指導室課長

た ん ど

第 15 回
やすし

丹戸

靖氏

年末年始を迎えると、どんな 1 年だったか ? どのような
1 年になるのか考えることが多くなると思います。しかし!
たまには、もっと先を見通してみませんか ? 次世代のこと
も考えると約 30 年、西暦 2050 年の世の中や酪農業につ
いて考える必要があるのではないでしょうか ?
地球上の人口は現在 72 億人。2050 年には 96 億人に達す
ると国連は予測しています。今月は、世界の人口増加と酪農に
ついて考えてみたいと思います。壮大なテーマですね !

開発国
先進国
全世界

世界の多様な食生活を賄うためには、何が求められるので
しょうか ?
まず、世界各国の 1 日 1 人当たりのタンパク質摂取量
が高い地域として北米 (112g)、西欧 (105g)、豪州 (101g) が
挙げられます。次に多い地域が東欧 (97g)、東アジア (93g)
等、摂取量が低い地域は東南アジア (65g)、西アフリカ
(63g)、南アジア (59g) となっており、最も多い地域と少な
い地域では約 2 倍の差があることが分かります。
次に、摂取されたタンパク質の由来を見てみると、北米、
西欧、豪州は乳製品や肉の動物性タンパク質が半分以上
を占めているのに対し、それ以外の地域では、大豆等の植
物性タンパク質が大半を占めています。ただし、開発国で
あっても経済の成長に伴い、動物性タンパク質の需要は急
速に伸びる傾向にあり、中でも、乳製品の消費拡大は大き
かったようです。今後も開発国の人口は増えていきますか
ら、乳製品の需要はますます増えます。
それでは、今後の乳製品の消費・生産はどうなるので
しょうか ?2050 年までの生乳生産と消費の増加率を 3 つの
期間に分け、予測したものが次の表です。

過去からの世界的な乳製品需給を見てみると、人口が増
加している開発国の生産が追いついておらず、先進国から
の輸入に依存しています。それでは、開発国において生乳
の増産は可能なのでしょうか ?1 頭以上の乳牛を飼養する
酪農家の数は、全世界で約 1.5 億戸に達し、その多くは小
規模農家です（100 頭以上を飼養する酪農家は全体の 0.3%
しかいない）。
酪農関連産業に従事している人数は約 2.4 億人なので、
生乳 100kg に対し 1.2 人の雇用を生み出している計算にな
ります。これは、酪農乳業は単なる食品の供給だけではな
く、生活には欠かせない” 仕事” を供給していると言える
のではないでしょうか。開発国で乳業を広める意義はここ
にもあるのです
人口増加に伴って、インドを中心として乳製品の消費は
増加します。もちろん、開発国での生乳生産も伸びますが、
供給に追いつくことはなく、先進国からの輸入に頼ること
になります。これらのことから、国際的な乳製品市場は堅
調に推移すると考えられます。
来月は中国の様子を見てみたいと思います。

表

生乳生産及び消費の増加率
生産の増加率 (%)
消費の増加率 (%)
直近 15 年 -2030 年 -2050 年 直近 15 年 -2030 年 -2050 年
4.2
2.1
1.8
3.9
2.1
1.7
0
0.5
0.3
-0.1
0.5
0.3
1.6
1.3
1.1
1.6
1.3
1.1
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