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リレーコラム

1. 酪農と地域住民との関係
昨年度、中央酪農会議が実施した酪農現地調査１）に同行した際、現場の声として特に

印象的だったのは、乳価低迷に追い打ちをかけている昨今の原油高による飼料費高騰に

対する悲鳴と、臭
にお

いや虫などが地域住民へ及ぼす影響に対する苦慮であった。前者の飼

料費問題については、飼料自給率を上げるのが最も有効な解決策であるが、そのために

は土地を確保しなければならないことから、特に都府県においては与件的な外部環境の

問題といえる。よって、今回のリレーコラムでは、後者の営農に伴う公害問題に関連さ

せ、これまで国内外で実施された調査を眺めながら、地域社会における酪農経営の立場

の現状と今後の課題について考えてみることにする。

2. 国内の調査事例から
さて、まずは国内で実施された調査のなかから、加藤２）が長野県上田市の地域住民を

対象に行ったものから見ていこう。それによれば、５人に１人が臭いや虫の発生・飛来

に不満を持っていた。しかし注目されるのは、それより多い、３人に１人が農薬の使用

過多やそれに起因する水質汚染を問題視していたことである。つまり、地域住民は一過

性の不快感よりも、人体や自然環境への持続的な影響を懸念していたのである。一方、

農業の持つプラス面として、７～８割が食品の安全性や環境・景観の保全機能、教育的

機能などをあげていた。こうした傾向は、武部３）が大阪府高槻市で実施した別の調査で

も同様に見られ、臭い（14％）やカエルの鳴き声・虫の発生（20％）よりも、農薬散布

による健康への影響を心配しており（45％）、景観面（63％）や教育面（54％）でプラ

スと評価していたのである。また、鵜川ら４）が北海道十勝支庁管内の全酪農家を対象に

実施した調査では、例えば糞尿処理技術の採用要件として、その労働強度や有効性より

も道徳的義務が重要であると回答した者が４割を超えており、経営者の意識も地域住民

配慮型へと大きく変化してきたことを印象づけるものであった。

3. 海外の調査事例から
次に海外事情であるが、ここでは我々がアメリカで実施した住民意識調査５）を紹介す

る。この調査は、実質的な生乳生産量では世界一のアメリカにおいて第４位の生産額を

誇る酪農州ペンシルバニアで行ったものである。そこで得られた結果も、実は前述した

日本の調査結果とほぼ符合するもので、臭い（23％）よりも周辺河川への水質汚染

（58％）を懸念するものであった。またプラス面として、雇用（46％）や自然環境

（45％）、生活の質（65％）において良い影響があると評価されていた。しかしながら、

他の設問への回答を通じて私がショックを受けたのは、日本と異なりアメリカでは酪農
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をはじめとした農業が地域社会（経済）を構成する一つの大切な要素と捉えられており、

それは例えば税金などによる農家への所得支援などについても国民のコンセンサスが大

変得やすくなっているという点にも如実に現れていたことである。具体的には、先の加

藤調査において我が国では３割の者が農家は過保護にされていると考えているのに対し

て、このペンシルバニアでは7割が政策支援に賛成していたのである。ただし、こうし

た恵まれた状況は自然に生まれ育ったのではない。彼ら（酪農家）は畜産が公害の元凶

であると騒がれ出した80年代以降、それまでの生産至上主義の経営姿勢を反省し、景観

や環境のための放牧酪農に乗り出すとともに、地域住民との交流を深めるためにファー

マーズ・マーケットやファーム・ツーリズムに取り組んだり、各種の市民団体を自ら設

立するなどして地域社会へ積極的に貢献するようにしてきたのである。

4. 地域の担い手へ
以上、国内外の調査事例を比較しながら、酪農に対する地域住民の意識の違いを足早

に見てきたが、実は日本においても、地域社会における酪農の立場を向上させようとい

う意識の芽生えは先の酪農現地調査でも垣間見られた。例えば、PTAや町内会の役員な

ど敬遠されがちな地域の役職を引き受けたり、小学校などからの体験学習の要請を受け

たり、自家製アイスクリームを直売するなど、地域のリーダーシップや住民とのコミュ

ニケーションを積極的に取るようにしている酪農家が多数存在していたのである６）。

昨今の食品安全性ブームから、有機肥料などを利用した人体や環境にやさしい持続型

農業が見直されている一方で、その堆肥の臭いには拒否反応を示すという、何ともわが

ままな我が国の消費者ではあるが、こちらから積極的に交流し、地域を担って行くなど、

うまく人間の性
さが

を逆手に利用することも、これからの酪農には欠かせない経営技術の一

つなのであろう。今後、農協をはじめとした関連団体も、こうした酪農の地域社会での

地位向上を図るための支援体制作りをどのように後押しして行くか、具体的な検討に入

る局面にさしかかったのではないだろうか。

１）酪農全国基礎調査の今後のあり方や設計に対して有益な示唆を得るため、学識経験者を中心としたメン
バーで全国10地域・39戸の酪農経営を対象に実施したヒアリング調査。

２）加藤克明（2001）：「地域住民の農作業に対する不満とその意味」『農村生活研究』 45（3）.
３）武部隆（1990）：「都市住民の農業・農地に対する評価と期待」『農業計算学研究』23．
４）鵜川洋樹・横山茂樹・A.E.Luloff（1996）：「北海道酪農の環境問題と意識」『農業経営研究』34（3）.
５）栗原伸一・A.E.Luloff (2005)：「農業が地域社会に与える影響と持続的経営への戦略」『農業経営研究』43（2）．
６）話は逸れるが、安全性に対する取り組みをアピールするため白衣を着て作業するなど、地域住民の目を
意識する酪農家もいた。
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■ マスコミ集め、酪農理解に努める
原油価格の高騰で代替エネルギーとして注目されて

いるバイオエタノールの原料として飼料穀物用のとう

もろこしの需要が急増し、それに伴い飼料価格が高騰

していることや、原油高で光熱動力費が上昇している

ことなどから、わが国の生乳生産コストが増加して酪

農経営が悪化し、離農が急速に進んでいる。また、国

際的な乳製品の需給ひっ迫もあり、将来的に国内の牛

乳乳製品の供給不足が心配されている。

このため、中酪は９月の理事会で、生産者自らがこ

うした状況を広く国民に訴え、理解を求める「酪農理

解促進生産者緊急活動」を10月から12月までの３ヵ月

間、全国で実施することを決めた。

その第一弾として、中酪は10月12日に東京・大手町

のJAビルに一般紙、テレビ局などの記者39人を集めた

記者懇談会を開催した。

懇談会では、前田浩史事務局長が「日本酪農の現状

と牛乳乳製品の未来」と題した資料をもとに、わが国

の酪農の危機的な状況のほか、海外では乳製品相場の

高騰を受けて生産者乳価、小売価格が上昇している実

態を説明した。

また、東京大学大学院の鈴木宣弘教授が国内の牛乳

供給の危機について説明したほか、北海道と千葉の酪

農家２人が厳しい経営の実態を訴えた。
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飼料高騰で酪農経営が悪化、

全国の酪農家が国民理解醸成で緊急活動
飼料価格の高騰などに伴う生乳生産コストの増加でわが国の酪農経営が急速に悪化していることから、中央

酪農会議と各指定団体は10月から12月までの3ヵ月間、酪農経営の窮状とコスト増加分の価格転嫁を広く

国民に訴え、理解を求める「酪農理解促進生産者緊急活動」を実施している。

第１弾として、中酪は10月12日に一般紙、テレビ局などの報道関係者を対象にした記者懇談会を開催して

酪農の窮状を訴えた。また13日には全国に先駆けて、関東生乳販連が東京都内で理解醸成の活動を始めた。

今号ではこれら生産者団体の活動を紹介する。
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▲記者懇談会の様子
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■ 酪農窮状を放置すると牛乳が不足
鈴木教授は懇談会の席上、「国内の牛乳供給の危機

について」と題して、「生乳の生産コスト上昇で酪農

家の離農が加速化すると、今後、牛乳の供給が滞る恐

れが予測される。その理由としては、日本の牛乳乳製

品市場は、価格による需給調整のメカニズムが働いて

いないためだ。この状況を放置すると、わが国の子供

たちの成長に不可欠な牛乳が不足する事態が迫ってい

る」と指摘した。

鈴木教授はその中で、このままの状況を放置すると、

なぜ、牛乳供給量が不足する事態が心配されているの

かについて、「生乳の生産コストが生産者乳価をかな

り上回っているのが最大の理由だ。端的に言うと、こ

のまま生乳生産を続けると、生乳１㍑当たりで10円の

赤字となるため、生産が続けられずに廃業が増え、大

規模経営ももたなくなるからだ。この結果、私たちが

これまで毎日当たり前のように牛乳を買って、飲んで

いたことができなくなってしまう。欧米ならすでにパ

ニックとなっている状況だ」と述べた。

鈴木教授はそのような事態が発生しないようにする

選択肢として、①酪農家のコスト削減努力、②政府に

よる配合飼料など飼料価格への補てん、③乳価値上げ

―の３点を挙げたが、「酪農家のコスト削減努力は当

然だが、その前に廃業する酪農家が増えて生乳の供給

量が不足する。また、政府の配合飼料価格への補てん

は財源の問題などで限界がある」と述べ、最終的には

消費者、小売業者、乳業メーカーの理解による乳価値

上げしかないと強調した。

また、鈴木教授は、「経済学的には、供給が不足す

ること自体おかしい。生産コストが上昇し、供給不足

が予測された場合は、価格の値上げによって生産コス

トの上昇分が補われるという『価格による需給調整の

メカニズム』が働くことになる。海外では、乳価の値

上げで牛乳の供給量が確保されているのに、なぜ、わ

が国ではそのメカニズムが働かないのか。牛乳の価格

形成システムのどこかに不自然な力がかかっている

か、欠陥があると言わざるを得ない」と述べ、わが国

の牛乳乳製品市場では価格による需給調整のメカニズ

ムが機能していないと強調した。

さらに、鈴木教授は、そのメカニズムが機能しない

理由として、生産者団体（酪農協）、乳業メーカー、

スーパー間の「力」の関係にあると指摘した（図１参

照）。具体的には、生、処、販の各段階の中での競争

（水平的競争度）はほぼ成立している一方、川上から

川下までの「生―処―販」の垂直の力の関係（垂直的

パワーバランス）をみると、①酪農協と乳業メーカー

の力の関係は最大で五分、最小では「ゼロ対１」（ゼ

ロは完全劣位、１は完全優位）、②乳業メーカーとス

ーパーの関係は「ゼロ対１」―とし、消費者に最も近

いスーパーの力が完全に優位に立っているとする推計

値を示した。

その上で鈴木教授は、「この力の関係では価格によ

る需給調整のメカニズムは正常に機能しない。この関

係はやむを得ないことだとしても、コメ以上に定着し
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▲東京大学大学院 鈴木宣弘教授

図1 酪農協・メーカー・スーパー間の
図1 垂直パワーバランスと水平的競争度の推計結果

注：垂直的パワーバランスは、0＝完全劣位、1＝完全優位
注：水平的競争度は、0＝完全競争、1＝独占
データ：酪農乳業情報センター、食品需給研究センター

出所：J.Kinoshita, Nobuhiro Suzuki, and H.M. Kaiser,"The Degree of Vertical and Horizontal
Competition Among Dairy Cooperatives, Processors and Retailers in Japanese Milk Markets,"
Journal of the Faculty of Agriculture Kyushu University, 51(1), February 2006, pp. 157-163.
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た牛乳が十分に供給できない事態が起こるかもしれな

いという危機が迫っている。牛乳の価格（乳価）が上

がらないと、従来の（値上がりしない）価格で牛乳を

消費したいと考える人が多くいても、従来の価格に見

合う牛乳が供給できないから、牛乳の供給は必ず不足

することになる。大事な食品である牛乳で、この状況

を放置していいのだろうか。消費者、小売業、乳業メ

ーカーがよく考えて対応しないと、これから非常に深

刻な事態を招くことになる。経済学の側面から見て、

今や価格が（需給を）調整せざるを得ない局面になっ

ている」と述べ、酪農家が吸収できないコスト上昇分

を牛乳の価格や、生産者乳価に転嫁せざるを得ない局

面に入っていることを強調した。

■ 酪農家２人が現場の窮状を訴える
一方、全国の酪農家を代表して北海道の村上隆彦さ

ん、千葉県の須藤陽子さんがそれぞれ酪農経営の窮状

を訴えた。

北海道恵庭市で乳牛130頭を飼養し、

年間780㌧の生乳を生産する

村上隆彦さん（52歳）

毎日どうやって自分の牧場を経営するかで頭が一杯

だったが、今回の記者懇談会での話を聞いて改めて背

筋がゾッとする思いだ。つい最近まで北海道は１万戸

の酪農家がいたが、どんどん仲間が減っており、今は

7,000戸しかいない。私は就農して30年たつが、その

時はどの町にも知り合いがいた。北海道では地域に酪

農家がいなくなると、地域自体が成立しなくなる。私

が住んでいる地域は20年前には15戸の農家があり、私

が一番若かったが、20年経っても私が一番若く、今や

農家は私ともう１戸だけになった。しかし、その１戸

も廃業が決まり、とうとう農家は私だけになってしま

った。

酪農家は、いろいろもまれながら頑張ってきたが、

昨年度（平成18年度）からの減産型計画生産下で飼料

価格が高騰し、酪農家は乳牛への飼料給与量を減らし

て、生乳を生産しようとしている。愛情をかける牛の

飼い方ではないが、そうでもしなければ私たちの経営

が維持できない。

今、牛乳がなくなるからといって蛇口をひねるよう

に生乳は搾れない。今の経営がどうなるか分からない

中で、４年後の後継牛の生産もしながら、長いスタン

スで経営している。北海道で7,000戸、全国で２万戸

となった酪農家は最後のプライドをかけて生乳を搾っ

ている。

酪農家は毎年12月が決算で、11月30日にはお金がな

くても借りた金を返し、12月になってまた金を借りて

いる。しかし、今年は１ヵ月早い10月から清算に入っ

ている。先日、道内の家畜市場で、離農するために所

有する牛をすべて売り払う「ディスポーズル・セール」

（処分市）が開催され、年間の生乳生産量が2,000㌧で

道内でもトップ100に入る酪農家が牛270頭を２時間余

りですべて売り払ってしまい、その様子を見ていた私

は何とも言えない脱力感を感じた。今年の12月まで道

内のあちこちの市場でこのようなセールが開かれると

思っている。

牛乳を売って金が足りないと、牛を売らないとやっ

ていけないが、１番困るのは経営内容の良い酪農家が

見切りをつけてしまうことだ。私１人では自分の経営

を守ることしかできないが、生乳を搾って牧場に多く

の人に来てもらい、子供たちに酪農の素晴らしさを伝

えていかなければいけないと思っている（談）。

千葉県館山市で乳牛140頭を飼養し、

年間800㌧の生乳を生産している

須藤陽子さん（44歳）

酪農発祥の地である千葉県では多くの酪農家が経営

をやめており、本当に大変な状況になっている。安全、

安心な生乳生産に取り組みながら生産コストを削減

し、酪農家として、酪農の持つ多面的な機能を訴える

ために立ち上がり、いろいろなＰＲをしている。

私の住んでいるところは雪が降らないので、飼料畑

は２～３月から作付けが可能であり、１年を通じて畑

作業ができる。しかし、高品質な乳質を求められるた

め自給飼料だけではなく、濃厚飼料に頼らざるを得な

い。これまでは何とかやってきたが、今年に入って飼

料や燃料の価格が高騰し、生産費が所得を上回ってい

る。酪農家の仲間の中には、完全に離農しなくても乳
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牛を手放し、野菜や花き、果物などの兼業農家をして

いる人がいる。牛は放っておいて良質な生乳は作れな

いし、おいしい牛乳を生産するには兼業農家はあり得

ないが、今や酪農専業では食べていけない。

将来を考えると酪農産業は危機を迎えている。酪農

家が１戸離農すると、飼料メーカー、酪農機械メーカ

ーなどいろいろな関係者が困る。このままの状況が続

くと、千葉県では半分の酪農家が離農するといわれて

いる。後継者を抱えられない酪農が多くなっていると

いうことは、酪農の将来がないということだ。

私の牧場は年間1,600人の子供たちが来場し、牛乳

の価値や環境問題などを訴えている。子供たちの中に

は、牧場の仕事をやりたいという子もいるが、このま

ま日本から牧場がなくなると、そういう子の未来を打

ち砕くことになりかねない。私たちは生産コストの削

減に頑張ってきたが、何とかしてマスコミの皆さんに

力を貸してもらいたい（談）。

■ 全国のトップを切って関東販連が運動
一方、13日には全国の指定団体の先陣を切って、関

東生乳販連が東京・ＪＲ新宿駅東口前の新宿ステーシ

ョンスクエアに関東の酪農家150人を集めて街頭活動

のキックオフイベントを行った。会場のステージには

埼玉県の酪農家の亀田康好さんが運んできた乳牛１頭

を中心にして、「NO MILK NO LIFE」（牛乳のない生

活なんて考えられない）とのフレーズが印刷されたベ

ストを着た酪農家150人が並ぶ中、関東の酪農家を代

表して千葉県の太田和誠さんが「今、世界的な飼料価

格の高騰で、日本の酪農家はピンチです」と声を張り

上げた。

また、イベントに参加した栃木県の人見みゐ子さん、

は、「乳牛の飼料となるとうもろこしが、原油価格の

高騰の影響で値上がりしている。原油高は生産資材の

高騰にもつながり、また、今年の猛暑の影響で牛がへ

ばっている。日本の酪農を守るために皆さんのご協力

をお願いします」と訴え、亀田さんは「私たち酪農家

は、牛乳を作るために精一杯品質の向上に努力してき

たが、今の状況はわれわれの努力の限界を超えている。

だからといって、われわれ酪農家は牛乳の価格を値上

げできない。消費者のみなさんが許してくれないから

だ。私たちはこれから、酪農家の努力をみなさんに伝

えることで、コップ１杯の牛乳を１人でも多くの人に

飲んでもらい、われわれを応援してほしい」と道行く

人たちに酪農現場の窮状に理解を求めた。

■ このままでは国産牛乳の供給が不可能に
会場ではさらに、酪農中央団体を代表して門谷廣茂

中酪専務が酪農をめぐる窮状についてふれ、「わが国

の酪農は、規模拡大や新しい技術の導入による乳牛の

能力向上で生乳生産量を増やしてめざましい発展を遂

げており、その結果、わが国の牛乳は国産100％で供

給している。酪農家は国民の食生活の改善の一翼を担

っていることを誇りにして頑張ってきたが、最近のバ

イオエタノールの需要増加でとうもろこし価格がこの

１年間で1.5倍も高騰し、その他の飼料原料の価格も

値上がりして生産コストが上昇している。このままで

は酪農家の廃業が増え、私たちが飲む牛乳を国産で十

分に供給できなくなる。国際的に見ても飼料価格の高

騰に加え、中国、インドなどで需要が増えていること

から牛乳乳製品価格が高騰し、各国でも自国内の牛乳

乳製品の確保に努力していると聞いている。わが国の

酪農を守るためには、酪農家の生産性の向上は当然だ

が、それでは吸収できない部分は消費者の理解が必要

だ。今日を皮切りに、関東から全国の酪農家が酪農の

危機的な状況を直接訴える活動が始まったので、みな

さんのご理解とご支援をお願いしたい」と述べた。

会場に集まった酪農家は、阿佐美昭一関東生乳販連

会長の発声で「日本の酪農を守ろう！　関東の牧場を

守ろう！」と拳をあげて叫んだ後、新宿、渋谷など都

内７カ所で道行く人に酪農家の窮状を訴えるチラシを

配布し、理解醸成に努めた。

なお、12月までの他の指定団体などの運動スケジュ

ールはＰ9～Ｐ11の通り。
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トピックス…①

来年度計画生産は

3年ぶりに「増産」へ

TOPICS
-1-

●中期的な生産基盤確保と
用途別需要に応じた生乳供給が課題
わが国の生乳生産の現状は、牛乳等向け需要の減少

や乳製品の過剰在庫を背景とした２年連続の抑制型計
画生産の実施、飼料高騰などによる生乳生産コストの
増加で、酪農家の生産意欲は減退しており、生乳生産
量は予想を超えるスピードで減少している。このまま
の状況が放置されると、わが国の生乳生産基盤は急速
に弱体化することが心配されている。
一方、生乳需要の状況は、牛乳消費の減少基調が継

続しているのに対して、発酵乳や乳飲料、生クリーム
など液状乳製品向けの生乳需要が安定的に推移してい
ることに加え、乳製品の国際相場の高騰やチーズ工場
の新規稼働で、今後の乳製品向け生乳の需要は増加す
ることが見込まれており、当面、生乳需要は堅調に推
移するとみられている。
このような需給状況の中で、来年度の計画生産対策

の策定にあたっては、「中長期的な生乳生産基盤の確
保」と、「用途別需要に対応した適切な生乳供給」の
２つの課題を解決することが求められている。
「中長期的な生乳生産基盤の確保」としては、生産

コストの増加に対応した適正な生乳価格の形成を推進
するとともに、今後の生乳基盤の中核を担う酪農家が
意欲と展望を持って酪農経営に取り組めるよう地域の
潜在的な生産力に配慮しつつ、必要な生産枠の確保を
図る必要がある。
また、「用途別需要に対応した適切な生乳供給」と

しては、今後の生乳需要の動向や、乳業工場の立地に
対応した広域生乳流通を計画的、弾力的に実施しつつ、
適切な生乳供給を推進する必要がある。

●20年度は3年ぶりの増産、
北海道103％、都府県100％
このような課題を踏まえ、来年度の計画生産、需給

調整対策の実施にあたっては、地域の生乳生産基盤が
急速に弱体化することを防止するため、計画生産数量
が持つ生乳生産への「メッセージ効果」に十分配慮す
るとともに、地域の生乳生産基盤の実態、来年度の当
面する生乳需要の動向を踏まえる必要がある。
10日の指定団体会長懇談会では、生産コストの増加

や２年連続の減産下で地域の生乳生産基盤が急速に弱
体化している一方、乳製品の国際相場の高騰、20年度
から北海道でのチーズ増産が本格化することで生乳需
給はひっ迫傾向になることも見込まれることから、酪
農家に来年度の計画生産は実質的に「増産」となるメ
ッセージを早く出す方針を確認した。
具体的には、20年度の計画生産目標数量は19年度の

計画生産目標数量（販売基準数量＋特別枠Ａ、Ｂ）に
チーズ向け、全乳哺育向け生乳数量を加えた「19年度
計画生産目標数量相当数量」に比べ、北海道は
103％、都府県は100％を基本とした指定団体別の
計画生産目標数量を設定する。次年度の計画生産目標
数量が増産型となるのは17年度以来３年ぶりとなる。
20年度の目標数量に計画生産の対象外のチーズ向

け、全乳哺育向けを含めた理由としては、酪農家が来
年度はチーズを含めてどの程度の生乳が生産できるの
か大まかな目安を示すためだが、最終的に来年度の計
画生産目標数量を策定する場合は、従来通り、Ｊミル
クの生乳需要見通しからチーズ向け、全乳哺育向けは
外し、指定団体別目標数量を設定する。
なお、中酪は今後、①牛乳消費が減少する中で飲用

地帯の都府県において、用途別に需要と供給の差が発
生した場合どう対応するのか、②未達ペナルティ、ア
ローワンスの基準緩和はどうするのか、③中期的な計
画生産のあり方は引き続き検討するのか―など計画生
産対策の議論で残された課題を検討し、12月19日の理
事会で来年度の計画生産の基本方針を正式決定する。

中央酪農会議は11月10日、指定団体会長懇談会を開き、平成20年度の計画生産対策の基本方針について協議した
結果、計画生産目標数量（閏年修正後）は「19年度の計画生産目標相当数量」（19年度計画生産目標数量にチーズ向
け、全乳哺育向け生乳数量を加えた数量）対比で北海道は103％、都府県は100％とし、17年度以来3年ぶりに「増
産型」に転換する方針を確認した。27日の指定団体・全国連実務責任者会議で残された課題を検討し、12月19日の
理事会で基本方針を正式決定する。

● TOPICS
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トピックス…②

第6回生乳の安全安心確保のための全国協議会を開催

～今後の取り組みの方向性を決定～

TOPICS
-2-

●今年度の活動の実施状況について報告
会議前段では、今年３月の協議会で決定した計画に

沿った今年度の活動実施状況について、全国段階・地
域段階よりそれぞれ報告を行った。
全国段階での新規取り組み事項である「獣医師との

連携による動物用医薬品の投薬記録の徹底」について
は、獣医師をメンバーとしたワーキングチームを設置、
検討を開始しており、今年度中に診療情報の提供と記
帳の基本ルールを策定する旨報告した。

●現状の活動の問題点について整理
過去３年間の取り組みを踏まえた、現時点での状況

と、主要な問題点について、以下の３点について整理
を行った。
①今年度の記帳・記録に係る巡回・指導検証は、現
時点での実施結果は明らかではないが、記帳が不
十分な農家、記帳をしていない農家も一部にはあ
る模様。
②昨年度より、「巡回指導・検証をもっと強化（実
施体制・回数等）すべき」、「不十分な農家に対す
る罰則（受乳留保等）を確実に実施すべき」、等
の意見も根強く出されている。
③生産現場では、記帳・記録の目的がネガティブな
意味での「義務」として捉えられており、本来の
目的であるHACCP的手法の導入とはリンクして
いない場合が多い。酪農家の記帳・記録と、関係
者の巡回指導、それを通じたHACCP的手法によ
る危害防止、国産生乳に対する信頼確保等の事項
が、有機的に連関していない。

●生産現場での直面する課題について報告
（ブルセラ病・ヨーネ病等）
生産現場に混乱を招いている直近の問題（以下の３

点）について報告。広義の「安全・安心」をどう捉え
るかという重大な問題であり、特に②・③の点につい
ては、「製品の安全性に問題が無いのに回収を行うと
いう事実に消費者は混乱する」という意見が出された。
①熊本県での獣医師の薬事法・獣医師法違反
②福島県での乳牛のブルセラ病の疑似患畜の発生。
疑似患畜の生乳・当該乳を使用した製品の自主回
収・廃棄
③神奈川県での乳牛のヨーネ病の疑似患畜の発生。
上記②と同様に、疑似患畜の生乳・当該乳を使用
した製品の自主回収・廃棄

●活動内容・目的の再整理と
現状を踏まえた今後の取り組みの方向性について決定
現状の活動の問題点を受け、本来の活動趣旨を以下

の内容で再整理。
①国産生乳への国民の信頼・支持の確保
②食品の安全性確保に対する食品関連事業者として
の責務の遂行
③健康な乳牛から衛生的で高品質な生乳を生産する
ための総合的な生産現場での取り組みの推進
また、現状の活動の項目・ねらいを次ページの表１

の内容で再整理し、特に不十分な点について改善を図
るため、協議の上、表２の内容で今後の方向性を決定
した。
なお次回の協議会は、来年２月中の開催を予定して

いる。それまでの間に、酪農家のヒアリング調査、指
定団体の担当者等との協議を踏まえ、次ページ、表２
の内容に沿って、項目ごとに改善策・スケジュールを
作成し、協議会の場で協議・決定する。

中央酪農会議は10月31日に「第6回生乳の安全・安心の確保のための全国協議会」を開催した。
当協議会は、生産者、乳業者、酪農乳業団体、生乳検査機関、家畜衛生関係、獣医師関係、飼料関係、動物用医薬品関係、
農薬関係、学識経験者等により構成し、関連する業界が一体となって、生産段階での記録・記帳の推進等、生乳の安全
安心の確保をめざすもの。
現状の活動の問題点と課題を整理し、それを踏まえた今後の取り組みの方向性について協議を行い、決定した。

生乳の安全・安心の確保のため、
確実な記録記帳を！
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トピックス…③

ALL JAPANナチュラルチーズコンテスト開催

農水大臣賞は鶴居村振興公社「酪楽館」が受賞

中央酪農会議は11月21日、東京・文京区の東京ドームホテルで、第6回ALL JAPANナチュラルチーズコンテ
ストを開催した。コンテストでは、全国の国産ナチュラルチーズ製造業者50社が119品を出品して審査が行われ、
今回から新設された最優秀賞の農水大臣賞には、北海道鶴居村の鶴居村振興公社「酪楽館」のセミハードチーズ
「鶴居－ゴールドラベル－」が受賞した。

TOPICS
-3-

●農水大臣賞に鶴居村振興公社「酪楽館」
中酪は11月21日、東京・文京区の東京ドームホテル地

下１階「天空」で、第６回ALL JAPANナチュラルチーズ
コンテストを開催した。コンテストは、国産ナチュラル
チーズの製造技術の向上を図り、日本人の嗜好や気候、
風土にあった独自のナチュラルチーズ文化を育てるた
めに平成９年から隔年で開催している。
今回は全国で国産ナチュラルチーズを製造する50社

が、リコッタ、フレッシュ、ウォッシュ、シェーブル、白
カビ、青カビ、ハード（熟成３ヵ月未満、熟成６ヵ月未満、
熟成６ヵ月以上）の９部門に過去最高となる計119品が
出品され、その中から１次審査、２次審査を経て上位30
点を優秀賞として選んだ。
優秀賞のうち、今回から新設した最優秀賞の農水大

臣賞には「ハード熟成６ヵ月未満」部門に出品した北海
道鶴居村の鶴居村振興公社「酪楽館」のセミハードチー
ズ「鶴居―ゴールドラベル―」が受賞した。
また、農水省生産局長賞には北海道中札内村の十勝

野フロマージュの「ブリーチーズ十勝野」（白カビタイ
プ）、農畜産業振興機構理事長賞に島根県雲南市の木次
乳業の「オールドゴーダチーズ（熟成12ヵ月以上）」（ハ
ード熟成６ヵ月以上）、審査員特別賞に北海道ニセコ町
のニセコフロマージュの「ニセコウォッシュ」（ウォッ
シュタイプ）、新潟県胎内市の胎内製造施設の「胎内サ
ントモール」（シェーブルタイプ）がそれぞれ受賞した。
農水大臣賞を受賞した酪楽館の技師の片山晶さん

は、「酪楽館は今年４月から新しくできた施設であり、
賞をもらえるとは思っていなかった。個人的には良い
ものを安定的に作りたいと思っているが、酪楽館とし
ては鶴居地域に根ざした一品がこれからもっと巣立っ
ていくことを願っている」と受賞の感想を語った。

●風味重点の審査基準を明確化
表彰式では宮田勇会長が挨拶したほか、来賓として

農水省の平岩裕規牛乳乳製品課長、農畜産業振興機構
の伊地知俊一総括理事から挨拶を頂いた。

また、今回のコンテストについて審査講評した村山
重信審査委員長（チーズオフィス・ムー代表）は、「６回
目のコンテストで初めて審査基準が明確化され、10点
満点中で風味が50％、組織が30％、仕上げ（色調）が20％
となった。審査で評価が大変に拮抗したが、明確な審査
基準があったため、風味を優先して最終的な評価は迷
わなかった。各部門とも良い作品が多く、世界レベルの
チーズもあった」と述べ、過去最高の出品数だったもの
の、風味に重点を置いた審査基準を新たに明確化した
ことで審査は円滑に行われたと強調した。
一方、コンテスト会場では２次審査と表彰式の間に

「これからの日本のチーズ食文化」をテーマにしたシン
ポジウムを開催し、NHKの合瀬宏毅解説委員がコーデ
ィネーターを務め、パネリストの諸徳寺宣興（株式会社
アルテピアット顧問）、阿久澤良造（日本獣医生命科学
大学応用生命科学部長）、小山浩子（管理栄養士・森永乳
業Msキッチン講師）の各氏が、これからの日本のチー
ズ食文化についてパネルディスカッションした。
さらに、表彰式の後にはコンテストに出品した全国

各地の国産ナチュラルチーズの試食・懇談会を開催し
たこともあり、今回で10年目を迎えたコンテストには
関係者ら450人が参加する盛大なイベントとなった。

▲会場風景



酪農家の窮状を消費者等へ訴えるため、10月より酪農理解促進生産者緊急活動に取り組み始めましたが、イベン
ト会場や駅前などで消費者へ配っているリーフレット（チラシ）の全国統一版を掲載しました。

◆形　状
Ｈ150×Ｗ100mm 三つ折り

◆表　面

◆裏　面

冊子紹介

消費者向けリーフレット作成B O O K S

J A P A N  
D A I R Y
C O U N C I L
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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9・10月分用途別販売実績　　　　　　　平成19年11月16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 vol.3

前号に引き続き、調査結果をご紹介いたします。

今回は、「牛乳のイメージ」をテーマにまとめました。

DATA

※SA：単数回答　MA：複数回答
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