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リレーコラム

オーストラリア酪農の強みと弱み

1．保護の厚かった酪農部門

日豪EPA（経済連携協定）によってオーストラリア農業は大きな利益を得ると一般的

に見られているが、WTO（世界貿易機関）やFTA（自由貿易協定）などの自由化の中

で、オーストラリア農業を支えてきた家族農業はむしろ厳しい状況に置かれている。例

えば酪農部門は保護水準が低い農業部門にあって、ある意味では日本以上に規制と保護

がなされてきた。飲用乳部門は、南北戦争を抑えるために州を越える生乳・牛乳の移送

が禁止される中で、州マーケティングボードによって生産者、卸売、小売の各乳価が統

制されてきた。また、加工原料乳部門は、連邦ボードによって全生産者から徴収された

課徴金を原資とする輸出補助が実施されてきた。

しかし、こうした手厚い保護も20年ほどの期間で徐々に撤廃され、2000年にはWTO

との関連で一切の保護規制措置が撤廃された。ただし、2010年までの10年間にわたって、

牛乳１リットルにつき11セント（約12円）を小売価格に織り込んで、それを原資とした

生産者への賠償支払いが行われている。生産者に支払われる金額は出荷乳量によって異

なるが、単純平均すると一農場当たり約1,000万円にも達する。また、酪農規制緩和に

よる地域経済への影響を考慮して、地域活性化資金の投入も行われている。

2．規制緩和―自由化で急激な大規模少数化

こうした助成策にもかかわらず、生産条件の劣る北部のクイーンズランド州やニュー

サウスウエールズ州の酪農家の廃業や経営転換が相次いでいる。その結果、地域集中化

が進行し、日本の北海道に当たる酪農州ヴィクトリア州のシェアは３分の２にまで達し

た。90年代半ばからの10年程の間に、生産乳量は日本と同じ850万㌧程度から1,000万㌧

を超えるまでに、また農場当たり経産牛頭数はほぼ100頭増え225頭に、さらに１頭当た

り乳量は1割以上増えて5,000kgを突破している。乳量増加のため濃厚飼料の給与量は日

本の３分の１程度の年間１㌧に及んでおり、かつての草地酪農のイメージは変わりつつ

ある。

１頭当り乳量の増加と頭数規模拡大の結果、農場当り出荷乳量は1,141㌧（2006年）

へ「メガファーム」が平均となるまでに拡大した。オーストラリア酪農の強さは、牛舎

を持たない周年昼夜放牧によって、ニュジーランドとともに世界で最も低いコストで生

乳を生産できる点である。これに加えて現在では、労働力１人当り出荷乳量が500㌧を
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超えるという高い労働生産性を実現していることであろう。しかし、そのことが同時に

弱みにもなっている。

3．持続可能性を失いつつあるオーストラリア酪農からのメッセージ

酪農家の54％は灌漑に依存して牧草や飼料穀物を生産しているが、昨年の旱魃によっ

て水の割当量が激減し、さらに水の価格が跳ね上がった。同時に穀物の生産は急減し、

飼料穀物価格も約２倍までに高騰し、日本とあまり変わらない水準となっている。つま

り１頭当たり乳量水準を高めるなど集約度を高めたことで、コストが高くなる要素を抱

え込むことになった。昨年の大旱魃など相次ぐ旱魃が経営を追い込んでおり、酪農家の

負債額が5,000万円に膨らむ一方、酪農所得は200万円台にまで落ち込んでいる。

輸出による需要増に対応するための穀物などの生産増加は、世界で最も乾燥している

オーストラリア大陸の土壌に過度な負荷をかける恐れも言及されている。例えば米は日

本では環境保全作物と見られているが、オーストラリアでは水を浪費する環境破壊作物

として批判の対象である。旱魃の頻発の一方で、灌漑地帯における塩害の拡大は、オー

ストラリア農業の持続的な生産にとっての脅威となっている。さらに、酪農改革によっ

て政策的なセーフティネットを失ったこともあり、オーストラリアの農業は持続可能性

と安定性の低下に直面している。つまり、オーストラリアの家族酪農経営は、個別経営

としては大規模化を遂げているが、厳しい自然条件の中で、不安定な世界市場に裸で向

き合わざるを得ない環境に置かれていると言えるだろう。

以上のようなオーストラリア酪農の辿った途と現状から、日本酪農は何を学ぶべきだ

ろうか。一つは、安定性を確保するための政策的なセーフティネットの必要性であり、

もう一つは、持続可能な、地に足の着いた足腰の強い経営体育成ということだろう。こ

の観点から酪農政策、特に生産調整策は再度吟味されるべきだろう。
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小林信一（こばやし しんいち）
日本大学生物資源科学部動物資源科学科教
授（経済学部兼担教授）。名古屋大学大学院
農学研究科博士課程満了、農学博士。オー
ストラリア政府奨学生としてオーストラリ
ア国立大学などに留学。畜産経営学、新規
就農、経営支援組織などを中心に研究。主
な著書に「資源循環型畜産の展開条件」編
著（農林統計協会2006）などがある。
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■ 3年目で新たなキャンペーンロゴ投入
「牛乳に相談だ。」キャンペーンは19年度で３年

目に入る。キャンペーンは、限られた予算（19年度
は９億5,000万円）の中で、中高生をメーンターゲッ
トにするという基本は変えないものの、実際の牛乳
の購買者である母親に購買意欲を促し、これまで以
上に牛乳の購買量の増加（実需の増加）につなげる
ことが柱となっている。
今年度の特徴としては、まず、新たなキャンペー

ンロゴ「牛乳に相談だ。と思ったら冷蔵庫にないか
ら買いに行こう。」を投入したことが挙げられる。

新しいロゴを投入した背景としては、キャンペー
ンの調査で中高生が牛乳を飲む場所の大半が「家庭」
（自宅）であり、また、自宅の冷蔵庫に牛乳がない場合、
彼らは他の飲み物を飲む傾向が明らかとなったこと
がある。こうした実態を踏まえ、新しいロゴでは、
中高生とその母親に自宅の冷蔵庫に牛乳がないこと

を気づかせて、購買者である母親に牛乳を買いに行
く気を起こさせるようなメッセージを付加した。
この新しいロゴは、今年度の夏と冬に集中して放

映するテレビコマーシャルをはじめ、全国の主要駅
での交通広告や屋外広告、店頭、イベント会場など
様々なコンタクトポイントを通じて展開していく。

■ 中高生の飲用量別に情報訴求
また、今年度の２つ目の特徴としては、メーンタ

ーゲットの中高生が飲む牛乳の飲用量に応じて的確
な情報を訴求する点にある。
過去２年間のキャンペーンでは、牛乳の飲用量に

関係なく、中高生を「ひとくくり」にして、牛乳の
情報を伝えていた。しかし、今年度からは、中高生
の牛乳の飲用量に応じて、「ヘビーユーザー」、「ミ
ドルユーザー」、「ライトユーザー」に区分し、それ
ぞれの階層に応じて的確な情報を訴求することにな
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平成19年度「牛乳に相談だ。」

キャンペーン始まる
中央酪農会議は5月30日、牛乳消費拡大促進委員会（委員長＝上田隆穂学習院大学教授）を開き、平成

19年度の牛乳消費拡大事業「牛乳に相談だ。」キャンペーンの内容を決定、7月15日から夏のキャンペ

ーンが始まっている。

今年度は、過去2年間と同様に夏、冬の年2回、中高生をメーンターゲットにしたテレビコマーシャルや、

交通・屋外広告の展開、携帯電話のウェブサイト等を使ったキャンペーンを行い、中高生に牛乳がより

身近な存在であることを訴えながら、家庭の冷蔵庫に牛乳がないことを気づかせる新たなキャンペーン

ロゴを投入する。今年度はこれらの施策を通じて、中高生やその母親層に実際の牛乳の購買を促し、牛

乳の実需につながる取り組みに力を入れる。

今号では、今年度の特徴と7月15日から始まっている今夏のキャンペーンの概要について紹介する。
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った。
中高生のパーソナリティをそれぞれ、牛乳の飲む量

が多いヘビーユーザーを「体育会系」、ミドルとライ
トユーザーを「文化系」に区分し、「体育会系」は、
「規則正しい体力派で食生活への意識が高く、良く運
動している」傾向が高いことから、スポーツ系のイベ
ント等に協賛して、イベント会場で牛乳のカラダによ
い効能を訴え、「やっぱり牛乳を飲んでいて良かった」
と牛乳を飲むことに確信を持ってもらうことを狙って
いく。
一方、牛乳消費量の減少が著しい「文化系」は、

「不規則な生活で好き嫌いが多く、ほとんど運動しな
い」傾向が高いことから、音楽など文化系のイベント
等を通じて、「牛乳を身近に感じる」イメージの訴求
で牛乳の飲用促進を図っていく。

■ 幼児からOLまで
キャンペーンの対象範囲拡大

３つ目の特徴としては、キャンペーンのターゲット
を中高生以外にも広げていく点。
過去２年間のキャンペーンの実施で、「牛乳に相談

だ。」の親しみのあるロゴやユニークなキャッチコピ
ーなどに対する印象度や好感度は、中高生だけでなく
世代を超えた支持を集めていることが明らかになって
いる。このことは、キャンペーンのターゲットが、さら
に拡大される可能性を秘めていることを示している。
このため、今年度は、メーンターゲットである中高

生向けのキャンペーン効果が分散しない範囲で、幼児
からOL層まで幅広い層を対象にしたキャンペーンを
展開する。
具体例としては、玩具メーカー・バンダイの「ガシ

ャポン」との連携により「牛乳に相談だ。相談おみく
じストラップ」が販売されることや、森永製菓の「牛
乳で飲むココア」とのコラボレーションによる混ぜ飲
みの提案、首都圏の大学生協のコピー用紙の裏面や、
食堂のトレイなどにキャッチコピーを広告掲載するな
ど、従来にない連携の手法を使うことで、中高生だけ
でなく、より幅広い年齢層にキャンペーンの内容を訴
えていくことにしている。
このほか、これらの情報の訴求と同時に、関東地域

で320万世帯の顧客を持つ生協グループや、全国約
1,000店の牛乳宅配店など特定の流通業者と連携し、
母親層に向けた牛乳の購入促進キャンペーンを展開
し、牛乳の「実需」につながる取り組みを行っていく
ことにしている。

■ 慶応大自販機で
「牛乳に相談だ。」牛乳販売

今夏から始まっている「牛乳に相談だ。」キャンペ
ーンの具体的な内容を紹介する。
まず、７月12日からは東京・港区の慶応大学三田校

舎内に、「牛乳に相談だ。」の自動販売機を全国で初め
て設置し、オリジナル牛乳「川和ミルクの牛乳に相談
だ。と思ったら冷蔵庫にないから買いに行こう。」の
販売を始めている。
同キャンパスでは、７月中、前述したような、同大

の食堂で「牛乳に相談だ。」キャンペーンの広告が入っ
たトレイや、裏面にキャンペーン広告が入ったコピー用
紙、書店でのオリジナルブックカバーの提供等も展開
した。今回の自販機によるオリジナル牛乳の販売にあ
たっては、同大が自販機の設置エリアを無償で提供し
てくれた。

今回販売するオリジナル牛乳「川和ミルクの牛乳に相
談だ。と思ったら冷蔵庫にないから買いに行こう。」は、
紙パック200㍉㍑のチルド牛乳で、販売価格は90円（標
準小売価格110円）。製造は千葉県八千代市の千葉北部
酪農協。販売は東京・江戸川区の牛乳販売店・川和ミ
ルク。自販機設置には明治乳業が協力しており、「牛乳
に相談だ。」キャンペーンで生・処・販が名実共に一体
となった初のオリジナル牛乳の販売となった。
オリジナル牛乳のデザインは、キャンペーンの新しい

ロゴ「牛乳に相談だ。と思ったら冷蔵庫にないから買
いに行こう。」をアレンジした商品で、パッケージはキャ
ンペーンロゴの青と白を基調にしたデザインとなってい
る。また、約500本の牛乳が入った自販機は、オリジナ
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�青色をベースにした「牛

乳に相談だ。」のオリジ

ナル自動販売機。

▼新ロゴマークをアレン

ジしたオリジナル牛乳。
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ル牛乳と同じ青色をベースに、慶応大学の創始者・福
澤諭吉の「学問のすすめ」をもじった「牛乳のすすめ」な
どのキャッチコピーがデザインされており、学生が多く
集まる自販機コーナーの中でひときわ目立っている。

■ 新ＴＶＣＭ「ショッピング編」始まる
また、中高生が夏休みに入る期間に、キャンペーン

をより身近なものと感じ、母親層に実際に牛乳を買っ
てもらうために新たなテレビコマーシャルを７月15日
から８月31日まで放映している。
今夏放映する新たなテレビコマーシャル「ショッピ

ング編」は、女の子なら誰もが抱く「きれいになりた
い」という願望を叶えてくれる素晴らしい飲み物とし
て牛乳を位置づけ、その牛乳を手に入れるまでの道の
りをアクロバティックに演出し、視聴者に家庭の冷蔵
庫には常に牛乳があるべきだということを覚えてもら
うことを狙いにしている。
さらに、ストリートダンスコンテスト「ダンスアタ

ック」、高校生のバンドが出演する「ＴＥＥＮＳ ＲＯ
ＣＫ ＩＮ ＨＩＴＡＣＨＩＮＡＫＡ」、10周年を迎え
るフジテレビの「ザ・冒険王２００７」など中高生が
集まる夏のイベントでのキャンペーンPRや、原宿の
竹下通り商店会との協力による屋外広告・カフェやア
パレルショップとのタイアップなど、若者と牛乳の接
点を増やすキャンペーンを今年度も数多く展開する。
このほか、夏休み終了後の９月３日からは、中高生

を強く意識した携帯電話を使った参加型ＷＥＢ企画
「牛乳甲子園」を始める。内容は、携帯電話に送られ
てくる問題に３人１組で参加し、お互いが協力して回
答、成績を競うゲームとなっている。出題される問題
のジャンルは牛乳、体育、国語、社会など７分野で、
すでに７月15日から「牛乳甲子園」（gyunyu.com）で
エントリーを受け付けている。
今年度で３年目を迎える「牛乳に相談だ。」キャン

ペーンは、こうした、いろいろな取り組みを通じて牛
乳の「実需」につなげる。
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●18年度事業費は161億円
国民に信頼される酪農産業に
中酪は６月27日、東京・港区の虎ノ門パストラルで、
理事会・臨時総会を開き、18年度の事業報告・決算書
案を審議した結果、原案通り承認された。
席上、主催者あいさつした宮田勇会長は、「本会は

18年度に161億円の事業を実施したが、その大半が農
畜産業振興機構の補助事業となっている。指定生乳生
産者団体には、本会の事業の円滑な実施に努力しても
らっているが、本会としては、酪農経営の環境悪化が
避けられない中で、引き続き、酪農家、酪農団体の合
理化努力や、指定生乳生産者団体の強化充実を図るこ
とでこの困難な課題を乗り越えて、安定して国民に信
頼される酪農産業を築く必要がある。また、19年度は
『牛乳に相談だ』キャンペーンが３年目を迎えること
から、過去２年間のキャンペーンの成果を踏まえ、牛
乳の実需につなげていきたい」と述べ、国民に信頼さ
れる酪農の確立には、酪農家や酪農団体の合理化努力、
指定生乳生産者団体の組織と機能の充実強化が重要で
あると強調した。
一方、総会には農水省の本川一善畜産部長、農畜産

業振興機構の木下寛之理事長が来賓出席してあいさつ
した。
本川部長は、酪農をめぐる当面の課題として生乳需

給、国際交渉、飼料穀物価格の上昇を指摘したが、生
乳需給については、「今年はラニーニャ現象の発生で
暑い夏が予測され、生乳生産面で影響を受けるが、消費
の面では昨年より期待できると思っている」と述べ、需
要期の生乳需給の動向を注視している考えを示した。
また、木下理事長は、政府の経済財政諮問会議が国

内の101の独立行政法人を根底から見直す方針を決定
し、同機構も見直しの対象となることにふれ、「当機
構は、農畜産業関係者から支持される団体になるべく
意識改革に取り組んでいるが、今後は一層の事業の効
率化、透明性の確保が求められる。中酪もこの状況を

踏まえ、一層の事業の効率化、透明性の確保に留意し
てほしい」と述べ、補助事業の効率的な実施と透明性
の確保に努めるよう求めた。

●役員改選で宮田会長を再任
新専務に門谷廣茂氏を選任
中酪は今期で役員の任期が満了を迎えることから、

理事会・臨時総会で役員改選を行い、宮田会長、上野
千里副会長を再任、今期で退任した伊佐地誠専務の後
任には門谷廣茂元農水省東北農政局次長を選任した。
河合正秋副会長も今期で退任したが、後任の副会長

ポストは当面、空席とした。
なお、上野副会長は、その後全酪連会長を退任され

ることとなり、両副会長が空席となっている。

●18年度事業報告8つの重点事業実施
酪農をめぐる情勢が厳しい局面を迎える中で、わが

国の酪農の安定的な発展、指定生乳生産者団体など生
産者組織の機能強化を図るために、本会は18年度に下
記の８つの重点事業を実施した。

1）ＷＴＯ等国際交渉対策への対応及び酪農基本対策

ＷＴＯ（世界貿易機関）交渉は18年末に最終合意を

トピックス…①

役員改選で新専務に門谷廣茂氏を選任

理事会・臨時総会で事業・決算報告を承認

中央酪農会議は6月27日に都内で開いた理事会・臨時総会で、平成18年度の事業報告・決算書案を原案通り承認

された。また、任期満了に伴う役員改選を行い、宮田勇会長、上野千里副会長を再任、今期で退任した伊佐地誠専

務の後任に門谷廣茂氏（元農水省東北農政局次長）を新任した。

TOPICS
-1-

門谷廣茂（かどたに ひろしげ）
71年３月静岡大学農学部農学科卒
業、同年４月農林省入省（岩手種畜
牧場種畜課採用）。87年４月畜産局
牛乳乳製品課価格調査班長、88年４
月同課生乳班長、91年７月同課乳製
品調整官、94年８月九州農政局生産
流通部長、96年４月畜産経営課畜産
環境対策官、同年５月同課畜産環境
対策室長、97年４月自給飼料課長、
00年４月東北農政局次長、01年４月
退官。同年５月から財団法人競馬・
農林水産情報衛星通信機構常務。大
阪府出身、59歳。

Profile
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目指したが、米国と日本・ＥＵ、途上国の「３極構造」
でモダリティ（貿易ルールの大枠）の確立ができず、
交渉は一時凍結された。本会はこうした中で、関税率
の削減幅や重要品目の数の設定などの動きを注視し、
必要な要請、情報の収集分析、提供を行った。
わが国のＦＴＡ（自由貿易協定）、ＥＰＡ（経済連

携協定）交渉については、東南アジアを中心に交渉が
加速する中で、18年末には日豪ＥＰＡ交渉の開始問題
が急浮上した。豪州との交渉は、結果次第では酪農だ
けでなく地域の経済、社会に深刻な影響を及ぼすこと
が予測されることから、他の生産者団体などと連携し
て要請活動を実施した。

2）計画生産・需給調整対策

18年度の計画生産は、日本酪農乳業協会（Ｊミルク）
の生乳・牛乳乳製品需給見通しに基づき、脱脂粉乳在
庫を5000㌧削減し、バター在庫はこれ以上積み増さな
いように、13年ぶりの減産型計画生産を実施した。
指定団体別の計画生産数量の設定は、17年度と同様

に用途別の需要動向を反映するとともに、配分数量の
４分の３に指定団体の17年度販売実績数量、残りの４
分の１に16年度販売実績数量をそれぞれ加味して配分
した。
また、脱粉ベースとバターベースの需要の差には特

別枠Ａ、バターベースを超える数量には特別枠Ｂを設
定した。
18年度の生乳生産量の実績は、年度当初は前年度を

上回って推移したが、飲用需要が予測以上に落ち込ん
だことから、期中で未達ペナルティーを一時休止して
出荷抑制を徹底した。この結果、北海道、四国は目標
を下回る生産実績となったほか、他の指定団体の生産
実績も超過ペナルティー対象外となるアローワンスの
範囲内に収まり、全指定団体が減産型計画生産を達成

することができた。
19年度の計画生産数量の設定については、飲用需要

が引き続き減少傾向にあることから、脱脂粉乳在庫
5000㌧相当の削減対策を実施する一方、バター在庫の
積み増しを避けるために、２年連続の減産型計画生産
の実施を決めた。

3）生乳取引及び価格安定対策

生乳取引と価格安定のために、減産型計画の実施と
ともに、広域的な生乳の需給調整などに必要な情報交
換を実施した。
18年度の各指定団体の乳価交渉は、減産型計画生産

下でも生乳需給が緩和傾向で推移したこことから厳し
い状況となった。加工原料乳価格は、北海道がＪミル
クの試算に基づく交渉の結果、前年に比べて㌔70銭の
値下げ、都府県の指定団体は乳業メーカーの強い引き
下げ要求もあり、一部を除いて概ね㌔２円の値下げで
それぞれ決着した。
一方、飲用乳価は、牛乳消費の低迷を背景に乳業メ

ーカーの価格引き下げと取引数量の削減要求が強いこ
とから、指定団体は発酵乳向け用途の拡大や基本乳価
の値下げを余儀なくされ、全国的に㌔１～２円の値下
げで決着した。
19年度の乳価交渉は、①飲用向けは、輸入飼料価格

の動向など酪農経営をめぐる環境を踏まえると現行価
格以上を目指す、②加工原料乳価は、Ｊミルクの試算
を踏まえて交渉する、③弾力的な取引の工夫で取引数
量とプール乳価の安定を図る―ことなどを共通認識と
して交渉を始めたが、牛乳の販売環境が悪化する中で、
乳製品の国際市況や配合飼料価格が高騰しており、交
渉は決着していない。
19年度の加工原料乳補給金単価は、配合飼料価格の

高騰で19年度第１四半期の価格高騰分を加味したこと

臨
時
総
会
で
挨
拶
す
る
宮
田
会
長
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などから前年比15銭増の10円55銭、限度数量は５万㌧
減の198万㌧と決定した。また、関連対策では、生乳
需要構造改革事業が３カ年（19～21年度）事業となっ
たほか、都府県の生乳需給改善事業として、発酵乳等
向け生乳の供給を拡大、広域的な生乳流通体制を支援
する新規事業がそれぞれ措置された。

4）広域指定団体の機能強化対策

農畜産業振興機構の補助金や、本会の需給調整機能
強化全国支援賦課金（生乳１㌔当たり１銭の拠出）を
活用し、集送乳の合理化推進及び広域生乳検査体制の
整備を促進するとともに、指定団体が行う乳量調整、
個人別乳代算定など生乳受託販売事業の合理化につな
がるシステムを開発した。また、指定団体の総務担当
者を対象に、農協法の改正などをテーマにした研修会
の開催、広域指定団体の機関紙の充実や情報開示のた
めの取り組みに支援した。

5）国産生乳需要定着化事業

牛乳の消費低迷に対応して、「牛乳に相談だ。」キャ
ンペーンを実施するとともに、消費者に酪農を理解し
てもらうためのミルククラブの活動、酪農教育ファー
ムの活動などを実施した。
「牛乳に相談だ。」キャンペーンでは、初年度の成

果を踏まえて、キャンペーンの認知と関心をさらに高
めるとともに、認知率が高い地域では、実際の飲用を促
す段階に移行するように、テレビコマーシャルや駅張
りポスターの展開、店頭での販促ＰＯＰ、イベントでの
サンプリングなどのチャネル強化策に加え、横浜、京都、
新潟などのモデル地区で重点的な取り組みを行った。
また、わが国の酪農への理解促進、国産牛乳乳製品

に対する幅広い支持を得るために、酪農生産現場と消
費者会員を結ぶミルククラブ活動を実施した。
さらに、食育や農業体験の重要性や評価が高まる中

で、「地域交流牧場全国連絡会」の活動や、地域での
酪農教育ファーム活動に積極的に支援したほか、食育
推進全国大会への出展、東京の丸ビルで開催した「牧
場と食といのち」をテーマにしたイベントなどの開催、
指定団体や農協などが実施した酪農村都市交流活動や
指定団体の機能強化に必要な事業に補助した。

6）生乳生産基盤強化対策

農畜産業振興機構を通じた本会の18年度の補助事業
は総額148億円となった。
具体的には、環境と調和し飼料基盤に立脚した酪農

経営を支援する「酪農飼料基盤拡大推進事業」は54億

円、国産ナチュラルチーズの生産振興と液状乳製品の
需要拡大、発酵乳と乳酸菌飲料向け生乳取引の推進を
支援する「生乳需要構造拡大奨励事業」は62億円、加
工原料乳価格が下落したことから酪農家の経営安定を
図るために補てん金を交付する「加工原料乳生産者経
営安定対策事業」として33億円を措置した。
このほか、ＢＳＥ発生農家への互助システム事業の継

続実施、全国40戸の酪農家を対象に生乳の生産、流通、
経営の新たな動向と課題を探る現地調査を実施した。

7）乳質管理及び乳質改善対策

生乳の安全、安心を図るために、Ｊミルクと連携し
ながら、ポジティブリスト制度への対応を進めた。
具体的には、生産者、乳業者、獣医師などの関係団

体で構成する「生乳安全安心協議会」を全国と地域の
２段階で開催し、酪農家が農薬などを適正に管理、使
用した記録の記帳、保管の取り組みに指導や支援した。
また、「生乳生産チェックシート」や、「生乳生産管

理マニュアル」を作成、配布するとともに、地域の指
導者を対象にした研修会を開催し、生乳の安全、安心
確保のための管理体制に理解情勢を図った。
このほか、生乳の検査手法の統一や生乳集荷担当者

向けの検査技術の向上、検査体制の広域化の推進、良
質生乳生産、低コスト化などをテーマにした講習会、生乳
検査の精度管理の向上を中心とした研修会を開催した。

8）本会の組織運営の効率化・指定団体支援業務強化対策

本会の組織運営の効率化を図るため、需給などに関
わる問題は指定団体会長に、指定団体と全国連の実務
責任者を交えた会議で協議、活動を進めるとともに、
指定団体・全国連実務責任者会議を定例化し、情報交
換や指定団体間調整の充実を図った。
また、生乳検査の精度の向上などを図ることは、生、
処共通の場で検討することが望ましいことから、19年
度から業務をＪミルクに移管し、賛助会員として乳業
メーカーが参加していた乳質改善委員会は発展的に廃
止した。さらに、調査、情報の収集・提供に努め、指
定団体業務を支援したほか、人事交流制度を活用し、
指定団体や関係団体と業務の連携を図った。
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トピックス…②

平成18年度酪農全国基礎調査（現地調査）

調査結果のまとめ（続編）

TOPICS
-2-

6 作業の外部化と支援組織

酪農経営のサブ部門、もしくはその一部の作業を外

部に委託する外部化が広く進展している。搾乳部

門・後継牛育成部門・飼料生産部門の各サブ部門

で、どれほどの外部化が進んでいるかについて、地

域性を踏まえた実態の把握が重要である。そのよう

な調査の前提として、外部化や関連する概念につい

て一定の整理を行っておく必要がある。

外部化の実態を把握するさいには、外部化を行って

いないケースについて、利用可能な支援施設やコン

トラクターが存在しないから外部化を行うことができ

ない場合と、利用可能な支援施設が存在していても

経営判断の結果として利用しない場合のふたつがあ

ることに留意する必要がある。逆に、外部化の受け

皿となる施設の配置に関連して、外部化支援施設や

コントラクターの活動に対する地域の需要がどの程度

存在するかという視点も重要である。マーケットリサ

ーチのセンスが必要であると言い換えてもよい。

支援施設やコントラクターの存立条件としては、地域

の酪農経営の立地密度も重要な要素である。ただし、

この場合の立地密度については、交通条件や輸送

条件を加味した実効密度を考慮することが望ましい。

コントラクターの活動には、進入路の確保などといっ

た圃場条件も関係している。

酪農の分野においても農協の合併が進んでいる。こ

のことが、農協の酪農経営に対するサービスに対して

プラス・マイナスの両面でどのように影響しているか

についても、充分な注意を払う必要がある。

乳質や乳成分に関する乳検データを一覧表として配

布することで、酪農経営の奮起を促がすなど、農協

レベルで酪農経営のレベルアップに工夫を凝らして

いる事例が報告されている。また、支援施設を他に

先駆けて建設することで、地域の酪農経営のレベル

アップに大いに貢献したケースもある。このような農

協によって発揮される企業家マインドも、地域の酪農

経営のあり方を規定する要因のひとつであると言っ

てよい。優れた取り組みに関する情報は全国の酪農

界に共有されてしかるべきである。

7 農産物や食品の安全をめぐって

今世紀に入って、食の安全をめぐる制度・政策が大

転換を遂げている。酪農や牛乳・乳製品についても

例外ではない。酪農に関係する食の安全をめぐる制

度の変化について、酪農経営の認知度はどれほどか。

また、義務的事項の履行の水準はどの程度か。ポジ

ティブリスト制、牛トレーサビリティ、生乳生産管理チ

ェックシートなどの具体的な取り組みに即して、実態

の正確な把握と、これに基づく必要な改善策の実施

が重要である。

酪農経営の中には、マネジメント認証であるＩＳＯ認証

を取得する酪農経営も現れはじめている。先駆的な

少数例であっても、情報の収集に努める必要がある。

そこには多くの酪農経営が学ぶべき考え方や管理方

式が含まれている可能性がある。

高品質の生乳生産については、酪農経営の長年の

前号に引き続き、東京大学大学院・生源寺教授に執筆を依頼した「調査結果のまとめ」をご紹介いたします。
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経験の蓄積や、酪農経営自身の独自の価値観に依

存する部分が大きいとの指摘もある。このことは、高

品質の生乳生産に関する科学的な分析や評価がな

お充分ではないこと、あるいは研究開発部門の蓄積

が現場に充分浸透していないことを意味するとも考

えられる。

8 酪農経営の多角化と消費者交流

酪農生産の収益性が停滞ないしは低下する中にあっ

て、製品加工や製品販売などに経営を多角化する取

り組みが存在する。その中には女性の起業活動とし

ての取り組みも含まれている。また、地域に開設さ

れている直売所への酪農経営の関与など、地域の販

売機会をどのように生かすかも、酪農界にとってはひ

とつのテーマである。さらに、学校給食への地域の

酪農に根ざした牛乳・乳製品の提供にも酪農経営の

関心が寄せられている。

付加価値型の飲用乳やジェラートなどの加工製品に

酪農経営や酪農経営のグループが取り組むことは、

一面では消費者との交流の回路を確保する意味を

持つ。消費者との交流の機会は、酪農経営に従事す

る人々の責任意識と誇りの醸成にも大いに効果を発

揮しているとみられる。

都市・農村交流や消費者・生産者交流の取り組みに

おいて重要な要素は、このような活動に参与する酪

農経営間のネットワークの形成と、酪農経営と消費

者・都市生活者を結ぶネットワークの形成である。近

年言及されることの多いソーシャル・キャピタル（社会

関係資本）の概念とのアナロジーを用いるならば、酪

農経営間のネットワークは結合型のソーシャル・キャ

ピタルの醸成に、酪農経営・消費者間のネットワーク

は橋渡し型のソーシャル・キャピタルの醸成に対応す

るとも考えられる。

9 変わる市場環境への対応

近年の酪農経営をめぐる市場環境には、大きくふた

つの変化が生じている。ひとつは生乳生産をめぐる

交易条件の悪化である。もうひとつの変化は、購入

飼料価格の上昇である。いずれの変化も一過性のも

のであるとは言いがたく、したがって、酪農経営の対

応も短期的な調整行動から、生産要素の結合形態の

組み換えやサブ部門の結合形態の組み替えといった

長期の適応行動の領域に進む可能性がある。今後

とも注意深い経過観察が必要である。

生乳生産をめぐる交易条件の悪化に対しては、コスト

ダウンにつながるさまざまな努力を積み重ねることが

基本になるが、一部には前項で紹介したように、多角

化による付加価値生産によって収益性の確保に努め

る動きも見られる。また、生乳生産部門以外の収益部

門の模索がかなりの広がりをみせている。具体的に

は、和牛のＥＴやＦ１生産の増加意欲が確認されてい

る。中長期的には乳肉複合経営に転じる意向を持つ

酪農経営も存在する。このような動きとも関わって、酪

農セクターからの和牛素牛資源の供給動向を注意深

く観察することが大切である。言うまでもなく、この問

題は酪農後継牛の確保と裏表の問題である。

購入飼料価格の上昇に対しては、自給飼料の増産の

動きも存在する。ただし、いまのところそれほど力強

いトレンドになっているとは言い難いように思われる。

むろん、自給飼料生産にはしばしば農地の利用可能

性が大きな制約要因となる。けれども、農地に恵ま

れない地域の酪農経営であっても、食品残渣の利用

量を増やすといった対応は可能であり、この面から

も飼料価格上昇への適応行動の観察が必要である。

10 減産型計画生産をめぐって

なによりも減産型計画生産への酪農経営の対応の実

態を正確に把握しておくことが重要である。とくに生

産者が計画生産のメニューを選択する方式のとられ

た北海道については、タイプＡとタイプＢを選択した

酪農経営それぞれの特徴を把握しておく必要があ

る。このような作業によって、今回の実施に当たって

事前の見込みと申請の実績に一定のずれが生じた

要因を把握することにもつながる。
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● TOPICS

北海道における減産型の対応に関して、頭数抑制型

と乳量抑制型のふたつの基本パターンが指摘されて

いる。それぞれの対応を可能にする経営条件と、そ

れぞれのメリット・デメリットも整理されている。どちら

の対応がとられているかは、タイプＡかタイプＢかの

選択と並んで、調査・把握する価値のある事項であ

ると考えられる。

北海道に限らず、減産型の計画生産が酪農経営の制

約要因として作用している地域においては、施設投

資の時期によって酪農経営の明暗がはっきり分かれ

ている。とくにここのところ生乳生産の増産を促がす

トーンが定着していたこともあって、少なくとも数年前

の段階では酪農経営のレベルで今回の生産調整の

導入を予測することは不可能であった。それだけに

施設投資のタイミングは、当該酪農経営の経営主の

年齢や施設投資のきっかけとなった助成事業の枠

等、いわば偶然的な要素に左右された面が大きい。

いずれにせよ、近年の畜舎投資の有無とその時期を

把握するとともに、減産型計画生産への対応の実態

を掴んでおく必要がある。また、今回の減産型計画

生産は、今後の施設投資の意向にも極めて強いイン

パクトを与えている。この点についても、酪農経営の

意向を把握しておく必要がある。減産型計画生産の

導入によって、酪農経営をめぐる将来の不確実性が

増したことは否定できない。施設投資の面に限定す

ることなく、不透明感の強まりが酪農経営の今後の

経営判断にどのように影響を与えるかについても、

できるかぎり情報を把握しておくことが大切である。

少なからぬ酪農経営は、乳質規制を強化することに

よって生産抑制を実現することが望ましいとし、現に

ある程度そのような方策を採っている地域が存在す

る。具体的には、体細胞数によるペナルティの強化

である。この手法の有効性と酪農の生産構造に与え

るインパクトを評価するうえでも、乳質の水準が酪農

経営のほかの構造的なパラメータとどのような関係に

あるかについて把握しておく必要がある。

減産型計画生産の配分原理については、酪農生産

基盤の脆弱化を招かないとの観点と、制度の導入時

の約束を遵守するという意味での公正の観点から、

多角的に検討を加える必要がある。また、検討のた

めの素材を確保するためにも的確な情報把握が必

要である。

基本的に一律型の減産割り当てとなっている点につ

いては、さまざまな疑問の声が寄せられている。具体

的には、全県一律減産では指定団体の機能が発揮

されていないという指摘や、持続的に生産する意欲

のある酪農経営者や、規模拡大後の償還期を迎える

酪農経営者への配慮が必要といった指摘である。ま

た、例えば生産割当量の未達成のケースについても

ペナルティを課すべきだとのという主張もあった。こ

れも煎じ詰めれば、増産意欲のある酪農経営とそう

ではない酪農経営を一律に扱うことへの疑問と同じ

趣旨から来ていると判断される。いずれにしても、計

画生産の割り当ての原理については、長期的に低コ

スト構造で安定的な生産が可能な酪農経営が生き

残る結果となる計画生産であるか否かという視点か

ら多面的な検証が必要である。

結果的に搾り得になるようなシステムであってはなら

ないとの指摘もある。かりに地域の集計量としては生

産調整の枠内に納まった場合であっても、事前の決

まりに反して超過者に対するペナルティの減免といっ

た措置がとられてはならないとの趣旨であろう。制度

のスタート時のコミットメントは確実に履行することで、

制度への信頼が確保されることも肝に銘じておく必

要がある。

生産基盤の脆弱化につながらないような計画生産と

いう観点では、生産枠の譲渡、なかでも有償の譲渡

に対する関心も寄せられている。また、地域間での

有償譲渡や離脱経営分の有償譲渡が行われている

ケースが確認されている。
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トピックス…③

19年度も

「酪農全国基礎調査」を実施

業務ご多忙の折、農協のご担当者様におかれましては、大変ご迷惑をおかけしますが、調査票回収率向上のため
にご協力いただきますようお願い致します。

TOPICS
-3-

●「酪農全国基礎調査」について
本調査は平成３年度から始まり、ほぼ３年おきに全国

の酪農家を対象とした悉皆調査を実施してまいりました。
平成13年、16年に続き、19年度は悉皆調査を実施す

る年になります。
なお、今までの調査結果は、農業白書や政府の関係

審議会等における政策議論の検討資料など様々な場面
で活用されてきたところです。

平成19年度酪農家調査
調査趣旨：昨今の飲用牛乳消費の低迷や飼料価格の高

騰に伴うコスト増加等の影響で、今後の生
乳生産の動向が不透明な状況にあり、かつ
WTO・FTA交渉によりますます国際化が進
展すると考えられる。酪農経営が安定した
生乳生産を継続するためには安定的かつ安
価な資料生産等が求められることから、酪
農経営の生産状況や経営動向等を的確に把
握し、国際化の進展に対応し得る酪農生産
構造の実現のための検討、及び的確な酪農
関連施策の立案等に活用するための基礎的
データの収集・構築を目的として実施する。

調査形式：アンケート調査による悉皆調査
調査票の配布・回収の流れ：

中酪⇔指定団体⇔県連等⇔農協⇔酪農家
調査対象：平成19年８月１日現在、指定団体の直接ま

たは間接の会員である酪農経営
調査内容：①酪農経営の基礎データ

経営形態、経営従事者数、飼養形態、飼
養頭数、出荷乳量、飼料作付面積など
②飼料の調達・利用状況等
粗飼料、食品残さ飼料、TMR
③酪農部門以外に取り組む部門
現在実施している部門、今後実施（拡大）
予定部門、今後実施理由
④酪農経営後継者
⑤作業の外部委託
⑥酪農経営の将来の見通し
経営の方向、飼養頭数、出荷乳量、作付
面積、放牧利用面積

平成19年度経営離脱等酪農家調査
調査趣旨：経営離脱した酪農家の状況を的確に把握

し、今後の酪農家減少防止対策の立案等の
検討に資するため、農協等の担当者を対象
に調査を実施する。

調査形式：当該酪農家が生乳出荷をしていた農協等担
当者の記入による調査

調査票の配布・回収の流れ：
中酪⇔指定団体⇔県連等⇔農協

※メールにて調査票を配布します。

調査対象：基準日から直近の１年間（平成18年８月１
日～平成19年７月31日）に経営を中止した
酪農経営

調査内容：①経営離脱理由
②離脱農家の乳用牛飼養頭数・出荷乳量
③離脱農家の牛舎規模

今後のスケジュール（予定）
８月末～９月初旬まで：調査票配布

（中酪→指定団体→県連等→農協→酪農家）
10月末：調査票回収締切日（予定）
２月上旬：報告書原案作成
２月下旬～３月上旬：基礎調査検討会（学識経験者）
３月末：結果報告書印刷、配布、記者発表（公表）

調査結果活用方法
以下の検討のための基礎資料として活用する。
・指定団体が、管内酪農家の生産・経営動向を的確に
把握し、合理的且つ安定的な生乳供給・取引の推進、
今後の事業計画策定等のための検討。
・全国及び地域の生産・経営動向を分析し、地域の生
産・供給・流通に係る特徴や課題、今後の見通しを整
理し、今後の酪農政策の立案及び中酪での計画生産
対策等の事業の検討。
・国際化の進展など酪農経営をめぐる外部環境の変化
に対応し得る酪農生産構造の実現のための検討。

成果物
・調 査 結 果 報 告 書 ：指定団体・県連向け
・調査結果報告書（概要版）：農協・酪農家向け
・集計結果データ（管内のみ）：指定団体・県連向け
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◆ 感動通信 Vol.10 （2007年7月）

◆ 牛乳消費拡大事業活動レポート Vol.16 （2007年7月）

冊子紹介

酪農教育ファーム＆「牛乳に相談だ。」B O O K S

J A P A N  
D A I R Y
C O U N C I L

〔配布対象〕認証牧場、教育関係者、都道府県庁、農水関連団体、指定団体。

〔主な内容〕①新規制作、酪農教育ファーム支援ツール

〔主な内容〕 「紙芝居」「生活科学習キット」

〔主な内容〕②酪農教育ファーム実践事例（愛知県　清水牧場）

詳しくは、中央酪農会議HPをご覧ください。

http://www.dairy.co.jp/edf/tool/tool.html#2

発行日：年４回

〔配布対象〕指定団体、県連等、乳業者、牛乳普及協会、関連団体。

〔主な内容〕①「牛乳甲子園」を９月３日に開幕

〔主な内容〕②駅張りポスター32種掲示（７月12日～８月31日）

詳しくは、中央酪農会議HPをご覧ください。

http://www.dairy.co.jp/report/g_report.html

発行日：不定期

▼子供たちとのコミュニケーションのとり

方を学び、一緒に楽しみながら酪農教育

ファームを実践する清水牧場

▲酪農教育ファーム推進委員会で

は学校側、牧場側各々に視点を

あてた支援ツールを制作した。

� 中高生をより

意識した参加

型コンテンツ

として携帯電

話を活用した

W E B 企 画

「牛乳甲子園」

を開催する
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● SUMMER INFORMATION
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●SCHEDULE CALENDAR
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酪農関係データ

DAIRY INFORMATION

 

  

 

  

 

  

 

1．平成19年度5・6月分用途別販売実績　　　　　　　 平成19年6月15日現在　社団法人 中央酪農会議
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［消費拡大データ］

「牛乳の飲用実態／意識」に
関する調査

この度、社団法人中央酪農会議では、平成19年度の「牛乳に相談だ。」キャンペーンを効果的に実施するため、

下記の通り「牛乳の飲用実態・意識」に関する調査を実施いたしました。

今後も調査結果を本誌でご紹介していきます。

DATA

調査地域：１都６県（神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬）

調査対象：上記地区に住む12～69歳の男女

計1,750名

実施期間：2007年２月

調査手法：インターネットによる自己式アンケート

調査実施機関：㈱電通／㈱電通リサーチ

調査地域：１都３県（神奈川・千葉・埼玉）

調査対象：上記地区に住む中高生80名とその母親80名

実施期間：2007年２月

調査手法：日記式（自己式の調査票を郵送）

調査実施機関：㈱電通／㈱電通リサーチ

1．牛乳に関する大規模サンプル調査 2．牛乳に関する日記調査

【普段の牛乳飲用頻度（牛乳頻度パターン）（SA）】

◎生活者の半分（52.2％）は「ほぼ毎日」牛乳を飲用。

◎最も牛乳が飲まれるシーンは「朝食」である。

【普段の牛乳飲用場所＆最多飲用場所（MA＆SA）】

◎最も牛乳が飲まれる場所は「自宅」である。

【普段の牛乳飲用シーン＆最多飲用シーン（MA＆SA）】

※SA：単数回答　MA：複数回答

☆飲用頻度によりユーザーを４種類に区分した。
ヘビーユーザー（H）：週に５回以上 52.2％

ミドルユーザー（M）：週に１～４回 23.9％

ライトユーザー（L）：月に２～３回以下 11.4％

ノンユーザー（N） ：飲用なし 12.5％
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DATA

◎最も牛乳が購入されている場所はスーパーである。

【普段の牛乳購入場所＆最多購入場所（MA＆SA）】

【牛乳飲用量の変化（SA）】

【牛乳飲用意向度2（SA）】

 

【牛乳飲用意向度1（SA）】
 

◎ほとんどの世代で飲用が減少したと感じている中、男子
中学生及び20・30代女性の飲用が増加している。
◎Hユーザーに比べM・Lユーザーの飲用減少率が大きい。

◎今後の飲用意向は、60代男女及び30代女性で高い。
◎高校生を持つ母親は飲用意向が高い。
◎L・Nユーザーが今後の飲用意向が低い。

◎牛乳は「家族」をきっかけに改めて「飲もう」と思う、生活スタイルと強い相関がある飲み物である。

■よく飲むと思う

■まあ飲むと思う

■どちらともいえない

■あまり飲もうと思わない

□まったく飲もうと思わない

全体よりも10pt以上
高い数値

全体よりも10pt以上
低い数値

全体（MA）

全体（SA）
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中酪情報　No.510
2007年7月31日発行

毎号奇数月末発行

宛先及びお問合せ先

発　　　 行：社団法人　中央酪農会議

編集・発行人：前田浩史

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-8-3 JAビル7F

TEL：03-3245-7621（代） FAX：03-3242-2423

ご意見・ご感想をお寄せください。

読者の皆さまにもっと本誌をご活用いただきたく、より良い誌面作りに向けて努力し

てまいります。本誌へのご意見やご要望、ご感想がございましたら、電話・FAX・ホ

ームページにて下記の「中酪情報」編集部までお寄せください。皆様のご意見・ご感

想をお待ちしております。

〒100-0004 東京都千代田区大手町1-8-3 JAビル7F

社団法人　中央酪農会議「中酪情報」編集部

TEL：03-3245-7621（代） FAX：03-3242-2423

http://www.dairy.co.jp/

（中酪HP「お問い合わせ」ページよりアクセスできます）

編集後記
本号より、中酪情報のデザインを一新いたしました。

より読みやすく、効果的なデータを提供できるように努めて参りたいと思います。

暑い日が続いておりますが、いかがおすごしでしょうか？ラニーニャ現象が見られると猛

暑にもなると言われており、酪農家の方々をはじめ牛たちも夏バテせずに頑張っていただ

きたいと思います。

この度、モスフードサービスで「牛乳がたのしく飲めちゃうストロー　シッパー」の発売を

始めました。そのストローで牛乳を飲めば、ストロー中のフレーバー粒（イチゴ味・バナナ

味・チョコレート味）が牛乳と混じりあい牛乳が苦手な子供もおいしく牛乳が飲めるとの

ことで、オーストラリアではこのストローが牛乳消費拡大の一因となりました。

今年から「牛乳に相談だ。と思ったら冷蔵庫にないから買いに行こう。」という新ロゴマーク

を導入しましたが、一人でも多くの人が牛乳を買いに行ってくれることを期待しています。
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