平成２８年度事業報告書
自 平成２８年４月 １日
至 平成２９年３月３１日

Ⅰ. 事業活動の概況に関する事項
１．事業年度の主要経過
平成２８年度の日本経済は、年明けからの「マイナス金利」の導入、混迷する海
外情勢、自然災害の増加等の影響もあり、景気の低迷が続き、実質所得も伸びず、
個人消費も伸び悩んだ。このため政府は、６月に消費税１０％への引き上げ時期を
２年半先延ばしし、平成３１年１０月に再度延期した。
乳業界では、牛乳・乳製品の消費に関しては、健康志向の高まり等に支えら
れ、堅調な推移を見せた。生乳生産については、平成２７年度は３年ぶりにプラ
スに転じ、昨年上期まで好調を維持してきたが、平成２８年度は、台風による影
響や乳用牛頭数の減少等により、再び減少することになった。
さて、乳業界の大きな関心事であった TPP（環太平洋経済連携協定）について
は、国内的には昨年、その承認案及び関連法案が可決されたが、米国大統領がトラ
ンプ新大統領となり、TPP から正式に離脱したことにより、その発効が完全に不
透明になった。
学乳事業については、中学校給食におけるデリバリー制度や選択制度の導入に
より種々の課題や問題を抱えるとともに、輸送費や人件費など学乳関連コストの
高騰などにより、経営面でもリスクを背負った厳しい環境下に置かれた年でもあ
ったが、関係各位・機関の協力を得て大過なく執行を終えることができた。
こうした中で、当協会は、｢牛乳・乳製品の消費拡大｣「衛生管理の徹底や安全衛
生管理体制の構築」
「品質表示に関する公正規約の遵守」
「学校給食用牛乳の安定供
給や供給制度の改善」を図るため、次の事業実績に示す通り、各般の事業を実施し
たところである。

Ⅱ. 事業実績その１
１．牛乳･乳製品の消費拡大
牛乳･乳製品の消費拡大については、会員それぞれが新商品開発やホームページ
等を通じて消費拡大に努めるとともに、協会においては中央団体とも歩調をあわ
せて消費者に対する牛乳・乳製品への理解の醸成を図ったところである。さらに、
ブロック会議等への参加促進や中央団体からの情報伝達などを通じて会員一体と
なった消費拡大に向けた意識の共有化を図るとともに、昨年度に引き続いて学校

給食用牛乳供給事業の補助対象となっている新規利用推進事業等による生乳需要
拡大事業の定着に努めた。
１）ブロック会議等の開催を通じた会員への消費拡大の要請
一般社団法人日本乳業協会上期ブロック会議
平成２８年 ７月 ７日
大阪リバーサイドホテル
一般社団法人日本乳業協会下期ブロック会議
平成２９年 ２月１７日
大阪リバーサイドホテル
一般社団法人 J ミルクブロック会議
平成２８年 ４月１２日
大阪リバーサイドホテル
２）中央団体からの情報の提供
一般社団法人日本乳業協会、一般社団法人 J ミルクからの消費拡大に関する関
連情報を会員に発信し、その周知に努めた。
３）骨密度測定及び栄養指導事業の実施
一般社団法人日本乳業協会と都道府県協会会員との協同による育成・啓発活動
として、大阪府立布施北高校学校文化祭において骨密度測定及び栄養指導を実施
平成２８年１１月２日
測定人員 １４７人
２．衛生管理及び安全管理体制の構築
協会の重点事業として、牛乳・乳製品に対する事故防止及び安全性の確保等を図
るため、次の事業を実施した。
１）講習会等への参画
○ 官能評価員育成研修会
○ 牛乳微生物講習会

〇 HACCP 導入型基準講習会

平成２９年 １月２６日・２７日
（一財）日本冷凍食品検査協会（神戸市）
平成２９年 ３月 ３日
KKR ホテル大阪
平成２９年 ２月 ９日・１０日
（一財）日本冷凍食品検査協会（神戸市）

２）ブロック会議による衛生管理の周知
一般社団法人日本乳業協会上期ブロック会議
一般社団法人日本乳業協会下期ブロック会議

平成２８年 ７月 ７日
大阪リバーサイドホテル
平成２９年 ２月１７日
大阪リバーサイドホテル

３）各種情報の提供
国、大阪府、一般社団法人日本乳業協会、一般社団法人 J ミルク、全国飲用牛
乳公正取引協議会等からの通知や関連情報を会員に発信し、その周知･啓発に努め
た。
３．品質・表示にかかる公正規約の遵守
消費者の正しい商品選択と公正な市場競争に資するために「飲用乳の表示に関
する公正競争規約」等の遵守に努めるとともに定期成分検査の実施等品質・表示
の適正化に努めた。
また、公正規約の周知を図るため、全国飲用牛乳公正取引協議会が行う近畿ブロ
ック会議及び検査技術研修会への会員の積極的な参加に努めた。
１）ブロック会議の開催
全国飲用牛乳公正取引協議会上期ブロック会議
平成２８年 ７月 ７日
大阪リバーサイドホテル
全国飲用牛乳公正取引協議会下期ブロック会議
平成２９年 ２月１７日
大阪リバーサイドホテル
２）成分検査業務
期

１期成分検査

検体数

１０３

２期成分検査
１００

３期成分検査
１００

合

計
３０３

３）検査技術研修会
・開催状況 年間１０回開催（合併検査コース、分析基礎コース、細菌検査コース）
受 講 料：有料
実施場所：
（公財）日本乳業技術協会 乳業会館
・受講会員 日本酪農協同㈱、ビタミン乳業㈱

Ⅲ. 事業実績その２
１．衛生管理助言事業の実施
安全安心な牛乳を供給するため、公益社団法人大阪食品衛生協会食品検査センタ
ーの協力を得て HACCP に準ずる衛生管理にかかる助言・指導を次の通り実施した。
（対象会員４社）
（１）第１回
６月 ９日、 ６月１６日、 ６月２８日、 ６月３０日
（２）第２回
８月３０日、 ９月 １日、 ９月 ５日、 ９月１２日
（３）第３回 １１月１７日、１１月２４日、１１月２８日、１２月 ６日
（４）第４回
１月２６日、 ２月 ２日、 ２月 ６日、 ２月 ９日

２．乳質管理委員会の開催
良質かつ安全安心な生乳を安定的に確保するため、次の通り乳質管理委員会を開
催し、生乳等の検査方法の検討協議、病理情報の収集やその対策、牛乳・乳製品を
めぐる情勢をもとに酪農指導方法等の検討・協議を進めた。
・委 員
㈱明治、森永乳業㈱、雪印メグミルク㈱、協同乳業㈱、
日本酪農協同㈱、㈱いかるが牛乳、いかるが乳業㈱、
泉南乳業㈱、ビタミン乳業㈱ (委員長：
【株】明治)
・開催日
７月２５日、１０月２０日、１２月１６日、３月１６日
３．衛生研修会等の実施
食品工場における衛生知識や衛生管理技術の向上を通じて、より安全安心な牛
乳の供給を確保することを目的として、次の通り研修会を実施した。また、この
研修会が府民や保護者においても乳・乳製品を理解する上で有益な情報源となる
ことから一般参加を呼びかけるとともに、その内容をホームページで公開した。
○ 衛生研修会
平成２８年１１月１５日 マイドームおおさか
・
「産業廃棄物の適正処理について」
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課
調整グループ 古賀 清美氏
・
「食品の安全・品質を取り巻く国内最新動向」
多様化する世界で生き抜くために！
事例で考える改善方法の選択
公益社団法人 大阪食品衛生協会食品検査センター
山之内 香里氏
大西
景子氏

４．学校給食用牛乳供給事業
本事業は「酪振法」に基づき、安全で品質の高い国内産の牛乳を学校給食用に継続し
て計画的かつ効率的に供給することを内容とする事業であり、
「学校給食用牛乳供給対
策要綱」
（事務次官通知）
」によりその実施が図られている事業である。
当協会は、今年度においても国の施策の実施主体として、大阪府内において下
記の学校給食用牛乳供給事業の執行に努めた。

１）国庫補助事業実施状況(事業実施主体事業)
（単位：円）
区

分

１学校給食用牛乳等供給 学校給食用牛乳等推進協議会の開催
円滑化推進事業

精算金額
16,000

学校給食用牛乳供給事業実施計画策定等に係
る会議の開催
実態調査等

２学校給食用牛乳安定需 学校給食用牛乳安定需要確保対策事業

119,000
623,874
73,899,056

要確保対策事業

0

３高付加価値牛乳地域利
用推進事業
４学校給食用牛乳新規利

6,212,652

用推進事業
計

80,872,582

２）大阪府学校給食用牛乳推進協議会等の開催
｢大阪府学校給食用牛乳推進協議会規約｣に基づき、学校給食用牛乳供給の円滑
な推進に向け本年度は、
「大阪府学校給食用牛乳推進協議会規約の改正について」
「紙化促進について」
「災害等予備費の取り扱いについて」
「学校給食用牛乳における
飲み残し等残乳調査」等々について協議を行った。
（１）推進協議会
７月２７日、１２月１９日
３）学校給食用牛乳供給事業にかかる代表者会議
（１）学校給食用牛乳供給代表者会議
平成２９年 ３月 ３日 ホテルモントレグラスミア大阪
・平成２９年度学乳供給事業の全容について
・国庫補助事業について
・全国学乳価格状況について
（２）学校給食用牛乳供給事業者担当者会議
平成２９年 ３月 ６日 ダイワロイネットホテル四ツ橋
・平成２９年度学乳供給事業についての全容及び事務に係
る処理等の説明
・国庫補助事業について
・緊急連絡体制について
・学乳供給にかかる各学校の納品時間について

Ⅳ．協会の運営状況に関する事項
定時総会及び理事会を開催し、定款に基づき協会の重要な意思決定及び協議を行っ
た。
１）総会の開催
第４０回定時総会
ア 開催日時
平成２８年６月１６日
イ 出席会員数
１２社
ウ 出席理事･監事数
７名
エ 開催場所
兵庫県 南淡路温泉郷
オ 主な議案と議決状況
「平成２７年度事業報告及び収支決算報告」
、
「平成２７年度決算剰
余金の処分案｣、
「公益目的支出計画実施報告書」
「平成２８年度事業
計画案及び収支予算案」
以上の４議案を審議し満場異議無く承認された

２）役員会の開催
（１）第１回役員会
ア 開催日時
平成２８年 ５月２５日 １４時
イ 出席理事数
８名
ウ 出席監事数
２名
エ 開催場所
大阪リバーサイドホテル
オ 主な議案の議決状況
「第４０回定時総会の開催日程について」
、
「第４０回定時総会議案
書について」
（平成２７度事業報告及び収支決算報告の件）
、
（平成２
７年度決算剰余金処分案の件）
（公益目的支出計画実施報告書）
（平
成２８年度事業計画案及び収支予算案の件）
審議の結果、以上の議案及び協議事項について出席した全役員が了
承した。

（２）第２回役員会
ア 開催日時
イ 出席理事数
ウ 出席監事数
エ 開催場所

平成２８年１２月１５日 １７時３０分
９名
１名
かに道楽 網元本館

オ 主な議案の議決状況
・平成２９年度中学校給食等の動向について
・新年互礼会の開催について（平成２９年１月１２日開催）
・平成２９年度学乳事業についての日程等
（３）第３回役員会
ア 開催日時
平成２９年 ３月２３日 １５時
イ 出席理事数
７名
ウ 出席監事数
１名
エ 開催場所
大阪府牛乳協会 会議室
オ 主な議案の議決状況
「平成２８年度決算見込みに関する件」
、
「平成２９年度暫定予算（案）
」
が審議されるとともに「２９年度監事監査、第 1 回役員会及び定時総
会開催日程」について協議がなされた。
審議の結果、以上の議案及び協議事項について出席した全役員が了
承した。
３）監事監査の実施
ア 開催日時
平成２８年 ５月１７日 １４時
イ 開催場所
大阪府牛乳協会 会議室
ウ 監査結果
鵤勝彦、高田佐知子監事による監査の結果、適正との監査結果報告を
受けた。

Ⅴ．諸会議に関する事項
１）乳業再編ブロック説明会の開催

２）新年互礼会の開催
平成２９年１月１２日

参加者３６名

平成２８年 ７月２５日
大阪リバーサイドホテル

帝国ホテル大阪

３）近畿ブロック乳業協議会の開催
平成１６年３月に設立された当ブロック会議を開催し、乳業界が抱えている「諸課
題」並びに「学校給食用牛乳供給問題」についての協議を行った。
・平成２９年 ２月 ９日 大阪リバーサイドホテル
４）中央団体の総会等
一般社団法人日本乳業協会定時社員総会

平成２８年 ５月１３日
ホテルグランドパレス

一般社団法人 J ミルク定時総会

平成２８年 ６月１７日
ベルサール東京日本橋

全国飲用牛乳公正取引協議会定時委員会

平成２８年 ５月２０日
ホテルメトロポリタンエドモンド

５）他団体の総会等
公益社団法人大阪食品衛生協会総会

平成２８年 ５月３１日
大阪会館

一般社団法人大阪府畜産会定時総会

平成２８年 ６月２８日
大手前建設会館

公益財団法人大阪府学校給食会給食大会

平成２８年 ７月２２日
大阪市中央公会堂

