平成 30 年度酪農政策・予算確保に関する要請
我が国酪農は、政府・与党の尽力における経営安定対策を始め、畜産クラスター事業、働き方改革事業等、
諸対策の実施にも拘わらず、戸数、頭数の減少に一向に歯止めがかかっていないのが現状であり、生乳生
産は 14 カ月の連続減産となっている。
廃業の主たる要因には、長期的視点から見た財務内容（内部留保等）が不十分であること、新たな加工原
料乳生産者補給金制度の施行や日 EU・EPA、CPTPP 等自由貿易協定発効後の行方に対する将来不安が考え
られる。
酪農は重要な食料供給機能に限らず、国土・環境の保全、雇用創出、食と命の教育資源等の多面的機能
も担っており、地域農業や地域社会の維持に不可欠な産業として全国津々浦々に存続していくべきである
と認識している。
一方、世界人口、自然災害発生の増加等により世界の食料不足（現在の飢餓人口 :8 億人）の加速化は明白
であり、政府の自給率目標 45%（食料・農業・農村基本計画）や生乳生産量目標 750 万トン（酪肉近代化基
本方針）は必達事項として重要である。
本年度補正予算及び来年度予算の編成に向けて、下記事項について強く要請する。
記
1

後継牛確保対策
・生産基盤強化のための乳用後継牛の確保対策
2 自給飼料対策
・国産飼料の生産・利用拡大を協力に推進するための対策
3 経営安定対策
・新たな加工原料乳生産者補給金制度においては、補給金・集送乳調整金の交付を適正、適確に実施し、
生産者間の公平性を確保すること
・新制度においても需給調整、用途別調整、乳質保全等の機能をしっかりと維持すること
・CPTPP や日 EU・EPA 等、自由貿易拡大へ生産現場が対処していけるよう体質強化と経営安定に係る
万全の対策を講じること
4 その他対策
（1）酪農経営体生産性向上緊急対策事業（働き方改革）の継続と拡充
（2）畜産クラスター事業の拡充
（3）酪農ヘルパー事業への支援継続
（4）鳥獣被害対策の充実、強化
（5）後継者対策・新規就農対策（仕組み作り含む）の充実、強化
以上

全酪連情報

機構改正のお知らせ

▼全 国酪農業協同組合連合会（代表理事会長

砂金

甚太郎）は、去る 11 月 1 日付をもって、今後予想さ
れる酪農を取り巻く環境変化へ柔軟に対応すべく、
事業戦略の企画・立案から事業の管理・統制、対応
行動への展開を効率的に行うこと、及び同連合会の
事業の位置付けをより明確にすることを目的に機構
を改正された。
▼同 連合会は、これを機に各位の期待に応えるため、
役職員が一丸となり一層努力して事業を推進にあた
るとしている。

●機構改正内容
■指導・企画部の企画課と管理部を統合して「企
画管理部」とされた。
■指 導・企画部の指導組織課は「組織対策課」に
名称を改めて「総務部」に移管された。
■新しい「企画管理部」において、企画管理部の下
に「総合企画室」を置き、企画課、管理課、関
連事業室を統合された。
■購買部を「購買生産指導部」と改称された。
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酪政連の窓

日本酪政連

自民党酪政会等に要請

■平成 30 年度酪農政策・予算確保
■平成 30 年度畜産物価格及び関連対策に関する要請
日本酪農政治連盟
（委員長 佐々木 勲）は、11 月
同連盟は、①平成 30 年度酪農政策・予算確保、
29 日常任・中央委員合同委員会を開催し、自民党酪 ②平成 30 年度畜産物価格及び関連対策について、こ
政会等への要請事項を取り纏め、同委員会終了後には、 れら措置を求めて次の要請活動にあたった。
衆参の議員会館を訪問し、同政会に属する関係議員へ
要請文は、以下のとおりである。
の要請活動にあたった。

平成 30 年度畜産物価格及び関連対策に関する要請
我が国酪農は、戸数、頭数の減少に一向に歯止めがかかっていないのが現状であり、今後の牛乳・乳製
品の安定供給について懸念されている。
廃業の主たる要因には、長期的視点から見た財務内容（内部留保等）が不十分であること、新たな加工原
料乳生産者補給金制度の施行や日 EU・EPA、CPTPP 等自由貿易協定発効後の行方に対する将来不安が考え
られる。
このような不安を払拭し、酪農経営の永続性を確保するためには、特に経営安定対策、担い手対策の充
実、強化が必要である。
新たな加工原料乳生産者補給金制度は来年 4 月より施行される。同制度の国の運用については、酪農の
安定経営に不可欠な需給調整、用途別調整、乳価交渉力、乳質保全等の諸機能が損なわれないよう、また、
補給金の交付を受ける生産者間に不公平感を生じさせないよう努めていただきたい。さらに、予期せぬ新
たな課題についても迅速適確な対応をお願いしたい。
以上のことを含め、平成 30 年度畜産物価格などの決定に向けて、下記事項について強く要請する。
記
1

加工原料乳生産者補給金単価等について
（1）補給金及び集乳調整金の単価は適正に決定すると共に、経営意欲の持てる価格とすること
（2）交付対象数量は国内の需給状況を考慮し適切に決定すること
（3）加工原料乳生産者経営安定対策事業は継続すること
2 緊急対策について
（1）後継牛確保対策
①酪農経営支援総合対策事業に係る予算の増額
②畜産酪農生産力強化対策事業に係る予算の増額
③乳用雌子牛の生産やその育成預託事業に対する支援及び支援強化
（2）自給飼料対策
①国産粗飼料（飼料稲含む）の生産及び利用拡大に資する事業の拡充
②飼料生産型酪農経営支援事業の継続
③飼料用作物生産に対する支援対策の強化
3 その他対策
（1）畜産クラスター事業及び楽酪事業に係る予算の増額
（2）酪農ヘルパー要員確保に資する支援対策の強化
以上
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優良賞

末國

茉優さん「しろいかれーらいす」

平成 年度中国地区牛乳・乳製品
料理コンクール
おめでとうございます

優秀賞

優秀賞 末國茉優さん（総合技術高）
優良賞 福光未羽さん（安芸高）

普及協会の窓

29

!

福光未羽さん「真っ白な餅にカッテージチーズ ~ はちみつレモン風味 ~」

平成 29 年 11 月 11 日（土）、岡山県学校給食会学校給食総
合センターにおいて、中国生乳販売農業協同組合連合会（以
下「中国生乳販連」
）主催の平成 29 年度中国地区牛乳・乳製
品料理コンクールが開催された。今年度は中国 5 県 1196 点
の応募の中から、各県 2 作品の 10 作品で競われた。
広島県からは 10 月 13 日開催の広島県大会で上位 2 名の
作品、広島県立総合技術高校の末國茉優（すえくに まゆ）
さんの「しろいかれーらいす」と、広島県立安芸高等学校の
福光未羽（ふくみつ みう）さんの「真っ白な餅にカッテージ
チーズ ~ はちみつレモン風味 ~」をもって出場された。
大会は中国生乳販連の東山基会長の挨拶で開会し、広島
県代表の 2 名は「県大会から更に練習を重ねて挑んだ」とい
うだけあって、調理は手際よく順調に進められ、調理時間
内に作品が完成。その後、公益社団法人岡山県栄養士会会

長 森 惠子先生をはじめ、関係機関を含め 5 名の審査員
による厳正な審査が行われた。
審査の結果、最優秀賞（中国四国農政局長賞）には山口県
代表の作品が選ばれ、続く優秀賞（中国生乳販連会長賞）に
は、末國茉優さんの「しろいかれーらいす」が選ばれた。福
光未羽さんの作品は優良賞を受賞された。
閉会には、広島県牛乳普及協会の鈴木道弘事務局長が「み
なさんには今一度牛乳の良さ、必要性を再認識して、ぜひ
牛乳・乳製品を活用して頂きたい」とお願いと謝辞を述べ閉
会した。
来年のコンクール開催に備えて、是非あなたも、牛乳・
乳製品を使ったアイデアあふれる独創的な手料理を応募し
てみませんか ? ご応募お待ちしております。

（審査員に話しかけられる末國さん：右）

（閉会挨拶に立つ鈴木事務局長）

出場者みんなで記念スナップ
※広島県代表 末國 茉優（すえくに まゆ）さん（前列右から 2 人目）、
福光 未羽（ふくみつ みう）さん（後列中央）
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メンバーズの窓

11/27、倉敷アイビースクエア（岡山県倉敷市）

第 24 回酪友フォーラム
「5W1H」でコミュニケーション

広酪メンバーズクラブ（委員長 砂子拓也）は、西日本酪農青
年女性会議
（会長 砂子拓也）主催の第 24 回酪友フォーラムが
開催され、73 名の参加があった。当クラブからは、砂子拓也委
員長のほか、吉川栄樹監事、事務局から経営支援課 加藤祐一
主任が参加した。
砂子委員長は、西日本酪農青年女性会議の会長として「来年
の全国酪農発表大会が広島県で開催されることから、ぜひ参加してほしい」と挨拶された。
最初に「コミュニケーションの大切さ」と題して、岡山県農林水産総合センター農業大学校 佐藤和久准教授
を軸に家畜保健所、備中県民局等の職員で構成する岡山県酪農支援チーム 7 名による講演を受けた。
これにはコミュニケーションの基本として、①聞き手のスキルアップ、②相手の伝えたい内容を最後まで聞く、
③話し手のスキルアップとして「如何に伝えるか」など、5W1H（いつ・どこで・だれが・なにを・なぜ・どのよ
うに）と相手に合った伝え方の工夫が必要であり、大切である伝えられた。

中国生乳販連情報

平成 30 年度 乳価交渉方針 副産物価格の下落基調を見込み
全生乳換算で 3~5 円 / ㎏の引き上げを要求
中国生乳販連は、平成 30 年度の乳価交渉方針の在
り方に関して、11 月 2 日開催の第 3 回生乳受託販売
委員会に諮問し、ここでの意見をもとに同日開催の同
連の第 9 回理事会で方針を決定した。
この内容は、平成 29 年度の酪農経営収支において、
平成 29 年度下期より副産物価格の下落に連動して収
益性が低下傾向にあること、並びに引き続き平成 30

リサイクルコーナー

年度においても副産物価格が下落基調で推移した場合
も想定し、所得ベースで全生乳換算 3~5 円 /kg の低下
があると見込み、この試算価格をもって要求乳価とし
た。
交渉においては、今後の推移を踏まえて平成 30 年度
期中での改定交渉も視野に置くとした。なお、12 月内
の決着を目指す交渉は理事会に一任するとしている。

譲り渡したし 譲渡希望申込最終期日 1/19

小用酪農協業組合 ( 庄原市小用町 ) からの譲渡物件を以下のとおり紹介します。
○物件 1
コンプリートフィーダー
( 計量器付き ) 1 基（6 ㎥）
製造元 : 丸井工業（株）形式 CM-70DK

○物件 2
コンベア（5 基）
① 2m50cm × 1 基
② 3m × 1 基
③ 5m × 2 基
④ 8m × 1 基
○物件 3
ダンプボックス
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1基

■譲渡方法
小用酪農協業組合 ( 庄原市小用町 ) にて現地・現状渡し
■譲渡者の選定方法
入札によって決定します。書面に①譲渡希望者の住
所・氏名・連絡先電話番号、②譲渡希望品・数量、
③税込譲渡希望金額を記入のうえ、封書書面に「リ
サイクル品譲渡希望入札書在中」と記載のうえ、広酪
生産振興課（名越）宛に書面にて申し込みください。
落札者には、おって連絡致します
■応募（入札）締切日
平成 30 年 1 月 19 日（金）消印有効
■問い合わせ及び申込先
広酪本所生産振興課 名越（電話 0824-64-2072）

