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リレーコラム

ベストセラーとなった書籍の中の牛乳に対するいくつかの誤った記述をきっかけに、

牛乳不要説、牛乳バッシングが広まった。過去にも牛乳の健康障害に関するいくつかの

書籍が販売されたことがある。このような現象が彗星のように数年周期で繰り返されて

いるような気がしているのは私だけであろうか。また最近では個人の運営するホームペ

ージで牛乳に対する批判を展開しているものもある。しかし、今回のベストセラーの書

籍の中の記載は非常に影響が大きく、牛乳の消費の減少の一因となっている可能性もあ

る。そこで、学識者で組織された牛乳乳製品健康科学会議がベストセラー本の著者に対

して公開質問状を出した。それに対して著者から回答が寄せられたが、決して納得でき

るものではなかった（本件については昨年12月に記者発表が行われている。また、この

一連の論争の経過については日本酪農乳業協会（J-Milk）のホームページで詳しく見る

ことができる）。現在のところ、今回の牛乳論争は収まっているようだが、過去の例を

見ても決してなくなることはなく、またいずれ牛乳不要説、牛乳バッシングが出てくる

ことが予想される。

牛乳はなぜこのように取り上げられることが多いのだろうか？牛乳が完全食品である

という誤った知識や、学校給食で半強制的に飲まされているという認識などが原因かも

しれない。まさか、個人的に単に牛乳が嫌い、牛乳にいやな思い出があるなどというこ

とはないだろう。それだけ他の食品に比べて牛乳の存在意義が大きい、いわば有名税と

もいえるのだろうか？

ヒトは他の生物を食することで自らの生命を維持することができる（野菜も肉も決し

てヒトに食べられることを目的に存在するものではないだろう）。自己と異なる組成、

構造の物質を摂取し、消化し、吸収し、ヒトの身体にとって必要なものに変えることが

必要である。その点では牛乳も野菜も肉も卵も同じ性質のものである。牛乳だけが特に

優れているものでもなければ、特に欠点があるものではない。あくまでも食品のひとつ

として考えればよい。

食品にはそれぞれ特徴がある。すべての食品が同じ性質、栄養素を含んでいるわけで

はない。米にはない特性を大豆が持っていることもあるし、牛乳には他の食品には無い

優れた特徴もある。もちろん鉄をはじめとするある種の栄養素含量が少ないという特徴

（欠点ではない）もある。これらの特徴を知った上で、食生活に取り入れることが重要

である。

ところで、牛乳の消費拡大を狙ってか、ペットボトルタイプの牛乳の販売が検討され

ている。本当にペットボトルは牛乳にとっての救世主となるであろうか？

牛乳はお茶や水のように携帯していつでも飲めるような物ではない。ペットボトルは

購入した物を家庭に運ぶ際には有用かも知れないが、他の飲料と同じように携帯する際

には非常な注意が必要となるであろう。すべての消費者が正しい飲み方、保存方法を守
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るとは考えられない。ペットボトルの口から繰り返し直接飲用することや、飲みかけの

ものを長時間持ち歩くことなどにより細菌の繁殖による健康障害など新たな問題が出て

くる可能性は大きい。メーカーが発売に踏み切れない原因もここにあると思う。牛乳は

お茶や水、その他の嗜好飲料と同じ性質の物ではない。飲料ではあるが限りなく食品に

近いものである。したがって、現存のペットボトル飲料と同じスタイルで販売する必要

は無く、これまでのスタイルを維持するか、新たなスタイルを考えるべきであろう。紙

パックのほうが安価であり、持ち運びや保存もしやすい。ペットボトル化することによ

って牛乳に対する新たな不安、批判が出ることが非常に心配である。現在、小康状態に

ある牛乳バッシングが、新たな問題点を加えてバージョンアップされて再燃するような

ことのないように注意しなければならない。

現代は健康や栄養に関する関心が高く、テレビでは毎日のように健康番組が放送され、

雑誌でも取り上げられることが多い。書店でも多くの関連する書籍が販売されている。

しかし、その中には健康、栄養に関する誤った情報も広く発信されている。テレビ番組

での捏造事件なども記憶に新しいところであろう。発信する側は、常に正しい知識を発

信すること、また受け取る側がいつでも正しい知識を確認できるようなシステムを構築

することが必要であろう（例えば国立健康栄養研究所のホームページには「健康食品の

安全性・有効性情報」（http://hfnet.nih.go.jp/）があり、非常に参考になる。一般の方

にもっと利用していただきたい）。

牛乳論争の火種が完全に絶えることはないだろう。また、いつの日か牛乳不要説が発

信されることがあっても、誰もが関心を示さないような強力なエビデンスを示すことも

大切である。栄養学に関わる者の責任は重大である。
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■ 酪農基盤強化対策など4つの重点事業盛る
■ 飼料高、価格転嫁など課題は多い・宮田会長
中央酪農会議は３月５日、東京・大手町のＫＫＲホ

テル東京で、理事会・通常総会を開き、平成20年度の

事業計画、収支予算案などを協議し、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、わが

国の酪農、生乳需給をめぐる状況にふれ、「２年連続

の減産型計画生産を推進した中で、飼料価格の高騰が

酪農経営を直撃して廃業が顕在化している。生乳需給

については、北海道の生乳生産は回復しているが、都

府県は計画生産目標数量を下回るほど生産が減少し、

乳製品の過剰在庫は一掃したが飲用消費は好転の兆し

はなく、今年の春休みの余乳処理については乳業メー

カーと協調した取り組みが必要だ」などと述べた。

さらに、宮田会長は、20年度の畜産物価格・関連対

策が例年に比べて１ヵ月早い２月に決定したものの、

直近の原油価格や飼料原料となる穀物価格が依然とし

て高騰している状況にふれ、「従来想定していなかった

事態が生じており、飼料価格高騰対策や価格転嫁対策

など残された課題はまだ多い。このような困難な課題

を乗り越えて、安定した、国民の信頼を得られる酪農産

業を築く必要がある。本会はこれらの課題に対応すべ

く、20年度は酪農基盤確保対策、生乳計画生産対策、生

乳取引・価格安定対策、国産牛乳の需要定着化と理解

醸成対策を重点事業としている」と述べ、厳しい酪農

情勢に対応した事業推進に重点を置く考えを示した。

■ 生乳需給に見合った計画生産実施を・平岩課長
■ 4月からの迅速な事業実施準備・木下理事長
理事会・総会には来賓として農水省生産局畜産部牛

乳乳製品課の平岩裕規課長、農畜産業振興機構の木下

寛之理事長が出席して祝辞を述べた。平岩課長は、最

近の生乳需給について、飲用消費が低迷している一方

で、生クリームなど液状乳製品の需要が堅調なことや

国際的な乳製品需給のひっ迫、北海道のチーズ工場が

本格稼働していることから、「生乳需給は厳しいながら

改善の方向にある。ただ、１つ心配な点は牛乳乳製品

の価格改定が進むことだ。価格改定が進んだ場合の消

費の動向がどうなるのか見極め、需給をきめ細やかに

調整する注意が必要だ。生乳需給と酪農経営の安定を

図ることは大事なことなので、中酪が中心となり、需

給に見合った生乳生産に取り組んでほしい」と述べた。

また、平岩課長は20年度畜産物価格・関連対策のう

ち酪農関係の緊急対策を説明したうえで、「生産者団

体には是非これらの事業を確実に実施してほしい。農

水省も新年度が始まる４月１日からすぐに事業が実施

できるように農畜産業振興機構と連携を図り、早急に

所要の規定を整備したい」と述べ、各種補助事業の迅

速で確実な実行を求めた。

一方、木下理事長は、乳製品をめぐる国内外の需給

事情が一変していることから、適切な乳製品の輸入、

売り渡しに努める方針を強調したほか、昨年12月に閣

議決定した畜産業振興事業の事業実施主体の公募制導

入にふれ、「20年度の新規事業の事業実施主体は原則

公募制とすることで農水省と協議している。特に、早

期の実施を求められている『畜産経営生産性向上支援

リース事業』については、３月中に事業実施主体を決

定して早期に実施できるように準備を進めている。そ

の他の事業についても３月中に事業主体を決定して実

施要領をまとめ、４月早々から事業を実施できるよう

作業を進めている。われわれとしては初めての試みな

ので、いろいろと試行錯誤しているが、円滑な実施に

04 Japan Dairy Council NO.514

通常総会で平成20年度事業計画決定
中央酪農会議は3月5日、東京・大手町のＫＫＲホテル東京で、理事会・通常総会を開催し、平成20年度事

業計画、収支予算案を協議、原案通り承認された。20年度の重点事業は、「酪農産業基盤安定強化対策」、

「生乳計画生産・需給調整対策」、「生乳取引・価格安定対策」、「国産生乳需要定着化・理解醸成対策」の4

点となっている。今号では総会の模様と事業計画の内容などを紹介する。
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努めていきたい」と述べた。

平成20年度事業の基本的な考え方と重点事業の概要

は以下の通り。

■ 20年度事業の基本的な考え方
（1）

牛乳乳製品の消費及び流通等の市場環境、国際的な

需給構造の変化や競争条件、輸入飼料価格の高騰によ

るコスト条件、安全な生乳供給及び食育などの社会的要

請など、わが国の酪農をめぐる国内外の環境変化に的確

に対応していく観点から、関連する情報の収集・提供の

業務を強化する。また、会員組織との情勢認識・問題意

識の共有化を図るとともに、わが国の酪農産業基盤の確

保を図るための対応方向及び適正な取引や価格形成な

どの生乳流通の在り方、指定団体等の組織機能の強化

等に関する具体的な対策について検討、推進する。

（2）生乳計画生産・需給調整対策

牛乳の消費減退及び乳製品の需給ひっ迫などの国内

生乳需給を考慮し、用途別生乳需要の変化に対応した

適切な計画生産対策を実施するとともに、多様な生産条

件を念頭に、酪農生産基盤の維持・確保を図るための特

別対策及び担い手対策の適正な推進を図る。

また、的確かつ弾力的な広域需給調整を推進するた

め、生乳需要の変化などのきめ細かな需給情報の収集・

提供などをするとともに、特に都府県における的確な用途

別計画生産及び牛乳消費が予想を超えて減少した場合

などに対応したとも補償対策の円滑な実施、効率的な余

乳処理、新たな需要の開発・拡大など指定団体の生乳

販売機能の強化対策について必要な検討と推進を図る。

（3）生乳取引・価格安定対策

生産コストの増嵩に対応した取引条件の改定、生乳

需要に対応した適切な出荷調整、需要拡大が期待され

る生乳用途の取引拡大、季節的な生乳需給の構造に対

応した取引の推進などを通じて、酪農経営と生乳供給

の安定に資するとともに、需給実態を反映した適正な

生乳流通の推進を目指す。また、牛乳市場の適正化及

び乳業の再編促進を図る上で、生産者として取り組む

べき内容などについて検討する。

加工原料乳補給金単価などの政策価格と生乳流通や

酪農経営の安定のための関連対策については、生産者

の意向が反映され、適切に決定されるよう献策活動を

実施する。

（4）広域指定団体の機能強化対策

指定団体の生乳販売機能及び需給調整機能の一層の

強化を図るため、集送乳の合理化と高度管理、広域生

乳検査体制の整備、生乳生産・供給情報の一元的な集

約化とデータベースの充実など指定団体が推進する諸

施策及び各種補助事業への支援を実施する。

また、指定団体の総合的な指導力・支援力の強化を
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図るため、酪農生産現場の課題抽出及び酪農経営対策

の検討・推進などに関して、指定団体の会員組織など

への情報提供、研修活動に対する支援を実施する。

（5）国産生乳需要定着化・理解醸成対策

飲用牛乳の消費減退が構造的なものであることを踏

まえ、最も牛乳離れが顕著な若年齢層の消費減退を食

い止める観点から、「牛乳に相談だ。」キャンペーンに

ついては、これまでの活動で培われたキャンペーン資

産を活用しつつ、体験共有型のコミュニケーションや

流通などとのタイアップを強化し、牛乳飲用による効

能認知を確実に進めるなどの新たな展開を目指す。

また、酪農経営の実態や牛乳小売価格の値上げにつ

いて消費者の理解促進を図るための活動を従来にも増

して積極的に展開する。

さらに、酪農生産への理解や共感を得ることを通じ

て、長期的な国産生乳需要の定着と消費者との信頼関

係の強化を図るため、酪農教育ファーム活動を中心と

した酪農家による消費者交流活動の推進と支援をする

とともに、ミルククラブやWEBサイトなどを活用した

消費者向け情報提供活動の更なる充実・強化を図る。

なお、これらの事業は独立行政法人農畜産業振興機

構（機構）などの支援も有効に活用するとともに、社

団法人日本酪農乳業協会（Jミルク）や、地域での消

費拡大の取り組みなどとの相乗効果を高める効率的な

事業推進に努める。

（6）生乳生産基盤強化対策

乳製品の国際需給が逼迫基調にあるなかで、輸入品

と一定の競争力を有するチーズ、需要の伸びが期待さ

れる液状乳製品及びはっ酵乳に仕向けられる国産生乳

の需要拡大対策、環境保全・飼料自給率の向上など環

境調和型の経営に取り組む酪農家を支援する対策など

を機構の支援を得て推進する。また、酪農経営の安定

的な継続に資するため、飼料価格高騰など経営環境の

変化を踏まえた緊急対策の円滑な実行を推進する。

（７）生乳の安全安心・乳質確保対策

ポジティブリスト制度への対応、生乳の安全・安心

を確保するための品質管理体制を強固なものとするた

め、衛生的な生乳生産の実施、農薬等の適正な管理と

使用に係る記帳・記録と保管、検証指導などJミルク

や地域の酪農乳業関係者とも連携して、生産現場での

法令遵守を徹底させる取り組みを推進する。

なお、Jミルクが実施する生乳検査技術の向上、精

度管理体制の高度化、検査機器のキャリブレーション

などの取り組みを支援する。

■ 20年度の重点事業の具体的な実施内容
（１）酪農産業基盤安定強化対策

１）酪農産業基盤強化の検討

わが国の酪農経営をめぐる環境は、原油価格の値

上がりと輸入飼料穀物や乾牧草価格の高騰による生

産コストの大幅な増嵩などにより、近年にない危機

的な状況に立たされている。

こうした状況下、酪農生産者組織として、生乳の

取引及び価格の適正化を推進するとともに酪農生産

基盤の安定確保を図るためには、①生乳の取引の在

り方、②価格形成の在り方、③指定団体等の機能強

化や組織の在り方、④牛乳市場の適正化及び乳業の

再編促進を図る上での生産者として取り組むべき内

容、⑤土地利用の拡大、経営部門の多角化等を推進

するとともに、担い手・新規参入対策などについて

具体的な取り組み方策と指定団体・関係組織の役割

などについて検討を実施する。

２）ＷＴＯ交渉等に関する具体的な対応の実施

WTO農業交渉については、平成19年内のモダリ

ティの合意には至らなかったものの、今年２月には

ファルコナー農業交渉議長がモダリティ案の改訂版

を示し、大枠合意に向けた詰めの交渉が行われてい

る状況にあるが、日本の主張とは隔たりのある内容

となっており、予断を許さない状況が続いている。

一方、日豪のEPA交渉については、19年中に３回の

会合が開催され、今年２月には東京で農産物の関税の

取扱いなどについて本格的な交渉会合が開かれた。

こうした情勢を踏まえ、本会議では適切な情報収

集、指定団体等への情報提供をするとともに、必要

に応じて、政府・国会における各種施策の検討に際

し、生乳生産者の意見が反映されるよう必要な提

言・献策活動を展開する。
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（２）生乳計画生産・需給調整対策

１）平成20年度計画生産対策の適切な推進

平成20年度の計画生産・需給調整対策は、乳製品

過剰在庫の解消、生乳需要の増加が予想される一方、

流通飼料等の生産資材価格の高騰、２年連続の減産

型計画生産の実施による生産現場の疲弊などが危惧

されることから、生乳生産及び需給をめぐる情勢を

踏まえつつ、中長期的な生乳生産基盤の確保を図る、

増産型の計画生産を実施することとし、具体的には

以下の通り実施する。

①平成20年度計画生産の具体的な実施

平成20年度の計画生産については、全国的に増産

型計画生産を行うため、19年度までの「供給目標数

量」に19年度の指定団体別チーズ向け、全乳哺育向

け生乳販売計画数量を加算した「計画生産目標数量」

を指定団体別に設定する。計画生産目標数量は、19

年度の相当数量に対して、北海道は103％、都府県

は100％に設定する。

計画生産目標数量の内数として、上記の基本的な

考え方を踏まえつつ、Jミルクの生乳需要見通し

（脱脂粉乳在庫積み増し回避ベース）から算出・配

分する「販売基準数量」、19年度に引き続き輸入調

製品との置き換えを実施する「特別対策継続数量」、

追加的に輸入調製品と置き換える「特別対策数量」、

「チーズ向け数量」、「全乳哺育向け数量」の生産枠

を設定する。さらに、これらの生産枠を配分しても

計画生産目標数量に達しない指定団体に対しては、

「調整乳数量」を設定する。

20年度は意欲ある酪農経営の生産基盤を維持し、

新規就農を促進する観点から、指定団体別に「生産

希望数量」を設定するとともに、19年度に一時休止

した全国ベースでの新規就農枠の設定を再開する。

このほか、期中には指定団体に配分した計画生産数

量について、「アウトイン異動等に伴う販売基準数

量の期中調整」、「地域間調整」を適切に実施すると

ともに、「アローワンス」などを適切に運用する。

また、指定団体へのヒアリングや月々の用途別販

売実績の報告を通じて、各指定団体の生産・販売状

況を把握し、それに基づく計画生産数量の運用指導

を行うとともに、指定団体の用途別生乳販売計画策

定の推進などをする。

②需要期生産の推進、不需要期の需要拡大対策

季節的な生乳需要の変動に応じた生乳供給に資す

るため、需要期の生乳販売量に対するペナルティ除

外措置を実施するなど指定団体の需要期生産への取

り組みを推進する。

③計画生産対策の円滑な推進を図るための対策

20年度計画生産で調整乳数量を設定した地域で

は、加工原料乳向け生乳の販売が増加することが見

込まれることから、全国連との連携のもとで脱脂乳

等への販売など液状化を一層推進するとともに、調

整乳に係る円滑な生乳流通とコストの平準化などの

対策を推進する。

また、牛乳消費が予想を超えて減少した場合にお

ける生乳流通の混乱を防止する観点から、政府及び

機構の支援なども活用したとも補償対策を実施する。

なお、効率的な余乳処理、余乳処理に係る指定団

体間の一定の平準化対策、都府県における効率的な

余乳の処理などを引き続き推進する。

④メガファーム及びアウトサイダー対策

指定団体の受託販売の機能強化と事業の円滑化を

図る観点から、メガファームなどの大規模酪農経営

に対しての的確な情報発信、意見交換などを推進す

るとともに、メガファームとの連携と支援の考え方

などを検討する。

また、アウトサイダーについては、生乳需給を不

安定にすることのないよう、乳業者及び所轄官庁に

対して計画生産を実施させるよう引き続き要請する

とともに、今後の対応方法などを検討する。

⑤適切な広域生乳流通の実施

生乳流通圏の異なる東日本と西日本で、適宜、生

乳流通調整推進会議を開催し、日々の生乳需給変動

に係る情報の共有化を図るとともに、適切な広域生

乳流通の実現を通じた生乳需要の安定化を図る。

⑥中長期的な課題への対応等

現在、顕在化しつつあるわが国の酪農乳業をめぐ
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る様々な不安定要因について、生産現場の先行き

不安などを緩和する観点から、中長期的な構造的

課題を明確にするとともに、生産者組織としての

対応方向の検討、検討内容の生産現場への情報提

供などの取り組みをJミルクと連携して実施する。

２）平成21年度計画生産・需給調整対策の策定

20年度の生乳生産・需給の動向を勘案するとと

もに、Jミルクの21年度需給見通しなどを踏まえ、

20年度中に21年度の計画生産・需給調整対策を策

定する。

また、生乳生産基盤の強化を図るため、中期的

な生乳計画生産の実施について、20年度上半期を

目処に一定の方向性を取りまとめる。

３）生乳生産・販売動向等に係る情報の収集・提供

的確な需給調整を図る観点から、きめ細かな需

給情報の収集・提供などを行うため、以下の取り

組みを実施する。

①指定団体からの用途別販売計画の取りまとめ

②指定団体からの用途別及び工場別販売実績報

告の取りまとめ、指定団体ヒアリングの実施

③特別対策に係る計画や実施状況の取りまとめ

などを通じた適切な管理

④上記データとJミルクなどの各種情報を活用

した正確な需給動向の把握及び円滑な需給調

整の支援

⑤本会議とJミルクなどの各種データの各指定

団体に対する迅速な情報提供

（３）生乳取引・価格安定対策

生乳需給をめぐる環境変化のなかで、酪農経営の

安定を図る観点から、以下の生乳取引・価格安定対

策を推進する。

１）適切な生乳取引の推進

生乳需要は、乳製品需要が好調に推移し、当面

の間は堅調に推移することが見込まれる。しかし、

牛乳消費の減退基調は今後も継続するとともに、

４月以降は牛乳小売価格の値上げで、消費はさら

に減少することが危惧されている。

一方、酪農経営をめぐる環境は、輸入飼料価格

の高騰が続き、さらに厳しくなることが想定され

る。各指定団体は今年４月以降、20年度の生乳取

引価格について一定の値上げを実現しているが、

実際の生産コストを賄える乳価水準ではないこと

から、引き続き、指定団体及び全国連の調整、情

報交換などを通じて、交渉の適切な推進を図る。

２）平成21年度酪農関連対策の確立

平成21年度加工原料乳生産者補給金単価・限度

数量と、生乳流通や酪農経営の安定等に資するた

めの酪農関連対策の決定に際しては、生乳流通と

酪農経営の実態が反映されて適切に決定されるよ

う、関係団体等と連携し、政府・国会などに対す

る献策活動を実施する。

３）加工原料乳生産経営安定対策の実施

加工原料乳価格が低落した際の酪農経営の安定

を図る観点から、必要な補てん金の交付に充てる

ため、引き続き、機構の補助を受けて、指定団体

に造成されている加工原料乳生産者経営安定対策

事業生産者積立金への補助を行うとともに、適切

な補てん金の交付に対する指導・支援をする。

（４）国産生乳需要定着化・理解醸成対策

１）牛乳消費安定・飲用需要構造改善事業継続強化

飲用牛乳の消費減退が生乳需給緩和の構造的か

つ基本的な要因であることを踏まえ、その後の生

涯にわたる牛乳の消費行動に大きな影響を与える

年齢であり、かつ最近はもっとも牛乳離れが進ん

でいる世代である中高生などの若年齢層を対象

に、中長期的な効果を期待した「牛乳に相談だ。」

キャンペーンを継続して実施する。

なお、３年間の活動を通して、ターゲットであ

る中高生などの若年齢層とその母親層のキャンペ

ーンの認知度と好意度や、牛乳に対する意識変化

の度合いは相当に高くなってきたが、実際の飲用

に十分には結びついていない点を踏まえ、牛乳の

持つ効能への認知を実際の飲用に結びつけるた

め、訴求する効能の絞り込み、「体験の共有」を

意識したＣＭ表現の開発、ターゲットが情報を受
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け取る場所や機会（コンタクト・ポイント）の新たな

開発（外食やＣＶＳ等）、乳業や流通とタイアップし

た販促プロモーション強化などに取り組む。

さらに、生乳生産コストなどの適正な価格転嫁や

牛乳小売価格の値上げによる消費減退を緩和する観

点から、酪農生産の実態や価格値上げへの好意的な

理解を促進する消費者理解促進生産者緊急活動を、

機構の補助事業等も活用しながら、従来に増して積

極的に取り組む。

２）酪農理解醸成消費拡大対策事業の推進

日本酪農への消費者の共感及び国産牛乳乳製品に

対する信頼や愛着などを醸成するとともに、国産生

乳市場の中長期的安定と需要の定着を図るため、以

下の事業を実施する。

①酪農家及び生産者組織などが教育関係者と連携

して実施する「酪農教育ファーム」活動を全国

的に推進し支援する。特に本年度は、新しい認

証制度の定着と活動のさらなる促進を図るた

め、地域推進委員会と一体となった活動を展開

するとともに、モデル的な取り組みの他の認証

牧場への普及、教育関係者への啓発など事業の

拡充に向けて取り組む。

②地域における酪農理解促進のための消費者イベ

ントなどの活動を支援する。特に本年度は、消

費者酪農理解促進生産者緊急活動との連動を強

化するとともに、他の活動との相乗効果を高め

る取り組みを目指す。

③牧場を地域住民に開放して消費者交流や酪農体

験活動などに取り組む酪農オープンファームを

支援する。特に本年度は、酪農オープンファー

ムの登録を推進するとともに、登録酪農家の活

動情報の発信などによる支援を強化する。

④会員制組織ミルククラブの活動を通じて、消費

者と生産者を結ぶ情報発信や日本酪農を支援す

る消費者オピニオンリーダーの育成などをする。

⑤ホームページなどを通じた酪農理解醸成の訴

求、酪農啓発イベント、食育関係イベントへの

参加、啓発図書の発行、効果的情報システムの

運営などをする。

⑥上記の活動の円滑な推進を図るため、地域交流

牧場全国連絡会との連携や支援をするととも

に、機構の補助事業を有効に活用する。

なお、事業計画では、これらの重点事業のほかに、

「広域指定団体の機能強化対策」、「生乳生産基盤強化

対策」、「生乳の安全安心・乳質確保対策」、「生乳需要

拡大奨励対策と補助事業の実施」、「Ｊミルクへの的

確な意見反映と拠出金集金の協力」、「調査・情報活動

の推進」などに取り組むことが盛り込まれている。

SPECIAL REPORT ■
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● 補給金単価は1円引き上げの11円55銭
限度数量は3万㌧減の195万㌧
政府・自民党は２月21日、20年度の加工原料乳生産

者補給金単価、限度数量、食肉価格、関連対策（補給

金等対策）を決定した。

例年、補給金等対策は自民党の畜産・酪農対策小委

員会で議論、決定し、その決定を受けて農水省が食

料・農業・農村政策審議会畜産部会に諮問、答申する

流れとなっている。20年度の補給金等対策については、

配合飼料価格の高騰に伴う生産コストの増嵩で酪農・

畜産経営が急速に悪化していることから、政府・自民

党は例年に比べ１ヵ月程度前倒しした２月上旬から議

論を重ね、21日に決定した。

今回決定した主な内容は【別表①、②】の通りで、

１㌔　当たりの加工原料乳生産者補給金単価は前年比

１円引き上げの11円55銭、限度数量は３万㌧削減の

195万㌧となった。補給金単価の引き上げは２年連続

となる。引き上げの理由として農水省では、配合飼料

価格の高騰が今後も続くと見込まれることから、酪農

家の配合飼料価格実質負担額を20年度末まで織り込む

など生産コストの増嵩分を反映したとしており、01年

度に施行した新不足払い法施行後初めてとなる「円単

位」の引き上げとなった。

限度数量については、チーズ、生クリームなど液状乳

製品向け生乳の需要が増える中で財政当局からは大幅

な削減が求められていたが、３万㌧の削減に止まった。

このほか、乳用種、交雑種の指定肉用子牛の保証基

準価格と合理化目標価格がそれぞれ１頭当たり3,000

円引き上げられるなど食肉価格は生産コストの増嵩を

反映してすべて引き上げられた。

● 飲用乳生産に108億円の緊急対策
限度枠超過12万㌧に㌔11円55銭の交付金
補給金単価、限度数量の決定とあわせて、総額

1,871億円（所要額。21年度に継続実施する234億円を

含む）の関連対策が決まった。今回の関連対策では、

飼料価格の高騰に伴う生産コストの増嵩で経営が悪化

している酪農・畜産経営に対処する「緊急対策」と、

従来の関連対策である「一般対策」で構成している。

このうち「緊急対策」をみると、酪農関係では、政

府・自民党の議論で最大の焦点となった飲用乳生産対

策に108億円を措置した。このうち都府県向け対策で

は、「都府県酪農緊急経営強化対策事業」として、都

府県の酪農家が自給飼料の生産拡大など生産性の向上

に取り組んだ場合、経産牛１頭当たりに１万6,500円

の交付金を交付する仕組みとなっている。この背景に

政府・自民党は2月21日、平成20年度の加工原料乳生産者補給金単価、限度数量、食肉価格、関連対策を決定し

た。これを受けて農水省は同日開いた食料・農業・農村政策審議会畜産部会に補給金単価などを諮問、畜産部会

は同日中に諮問案通りに答申した。今号では今回の決定内容について紹介する。
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は、飲用牛乳地帯である都府県の20年度の飲用乳価交

渉が「３％程度の値上げ」で中間合意されたものの、

配合飼料価格高騰の影響を吸収し得る水準にないこと

から、単年度の緊急対策として措置した。

また、乳価の値上げに伴う牛乳の小売価格の値上げ

で牛乳の需要が減少し、特定乳製品向けが増加してプ

ール乳価の下落が懸念されることから、全国の生産者

団体が取り組む「とも補償対策」の取り組みを支援す

る「生乳計画生産円滑化支援事業」に12億円、都府県

での需給改善のために全国連が新たな脱脂乳の需要開

発に取り組んだ場合に支援する「広域指定団体新規需

要開発支援事業」に４億円をそれぞれ新規に措置した。

一方、加工原料乳地帯の「北海道対策」としては、

乳製品の国際価格の高騰が20年度も続き、国産のバタ

ー、脱脂粉乳の需要が増える見込みにあることから、

加工原料乳が限度数量を上回る場合に備え、最大で12

万㌧の加工原料乳向けに補給金単価（11円55銭）と同

額の奨励金を交付する「加工原料乳確保特別事業」に

14億円を新規に措置した。さらに、国際化に備えて、

生産者団体が20年度にチーズ向け、生クリーム等（特

に脱脂濃縮乳）向けについてもバター・脱脂粉乳から

の置き換えで供給を大幅に拡大する計画を立てたこと

から、従来の「生乳需要構造改革事業」の奨励金の対

象数量を19年度に比べ約30万㌧増やし、所要額を96億

円（19年度67億円）に増額した。

このほか、「酪農飼料基盤拡大推進事業」では、酪

農家が乳牛に完全混合飼料（TMR）を給与した取り

組みに１㌶当たり8,000円を交付するメニューを新た

に加え54億4,600万円とした。

● マル緊事業は物財費割れ6割を補てん
家畜飼料特別支援資金は融資枠680億円に拡充
緊急対策ではこのほか、①乳用種肥育農家の粗収益

が物財費を下回った場合に差額の６割を補てんする

「肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業」（新規事業）

に40億円、②生産性向上を図ろうとする酪農・畜産農

家が機械を導入する場合、国が購入費の３分の１を助

成する「畜産経営生産性向上支援リース事業」（同）

に134億円、③畜産農家が高騰する飼料を購入する場

合に資金を融資する「家畜飼料特別支援資金融通事業」

の融資枠を680億円（19年度は450億円）に増やし、貸

付限度額を乳用牛は１頭当たり３万円（１万5,000円）

に倍増する―などの対策が措置された。

なお、政府・自民党は今回の緊急対策を措置した後

も配合飼料価格の農家実質負担額が増加することが見

込まれることから、配合飼料価格安定制度の見直しや

生産コストを反映した適正な小売価格への転嫁、飼料

米など自給飼料基盤の強化などについて５月末を目途

に「追加対策」の実施を検討する方針を決めた。主な

酪農関係の関連対策は次の通り。
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１）都府県酪農緊急経営強化対策事業（新規）

飲用牛乳の需要低迷で、都府県の酪農経営は配合飼

料価格の高騰に伴う生産コストの増嵩分が飲用乳価に

十分反映できず、収益性が大幅に低下している。

このため、一定の飼料作物の作付けを行い、生乳の

計画生産に取り組み、生産性を向上するための計画を

策定した都府県の酪農家を対象に、20年度限りで経産

牛１頭当たり１万6,500円の交付金を交付する。

所要額　91億8,400万円

２） 生乳計画生産円滑化支援事業（新規）

牛乳の小売価格の値上げで消費が減少した場合、特

定乳製品向けが増加してプール乳価が下落する可能性

があることから、生産者団体が実施する牛乳消費の下

落分に補てんする「とも補償対策」に支援する。

具体的には、国と生産者の拠出（国が飲用牛乳向け

㌔30銭、生産者は同10銭）による基金から、牛乳の値

上げの影響で、飲用牛乳向け生乳の減少が平均減少率

以内の場合は㌔10円、平均減少率を超える減少分は同

20円を補てんする。

所要額　12億2,500万円

３）広域指定団体新規需要開発支援事業（新規）

20年度の生乳計画生産対策で都府県に設定した「調

整乳」が、販売基準数量内の飲用向け生乳取引に影響

を与えないように、全国連が取り組む脱脂乳の新規需

要開発を支援する。

具体的には、全国連が新たな脱脂乳の需要を開発し、

脱脂乳向けの生乳を供給する場合に㌔10円の奨励金を

交付することや、全国連が脱脂乳供給に必要な施設整

備費用を２分の１助成する。

所要額　４億1,200万円

４）加工原料乳確保特別事業（新規）

国産の脱脂粉乳、バターは、国際的な乳製品需給のひ

っ迫で「一過性の需要」が発生していることから、この

一過性の需要量（最大で12万㌧）に対応して限度数量を

超える加工原料乳を供給する指定団体に対して、加工

原料乳生産者補給金相当額（㌔11円55銭）を交付する。

所要額　13億9,200万円

５）生乳需要構造改革事業（拡充）

生産者団体は、チーズに加えて新たにバター、脱脂

粉乳からの置き換えとなる生クリーム等（特に脱脂濃

縮乳）向け生乳の供給を大幅に拡大する計画のため、

「生乳需要構造改革事業」の所要額を19年度に比べ29

億円増額する。

所要額　96億3,700万円

６）家畜飼料特別支援資金融通事業（拡充）

配合飼料価格の上昇で酪農・畜産農家の実質負担額

が増加していることから、飼料を購入する資金を融資

する「家畜飼料特別支援資金融通事業」の融資枠を19

年度に比べ230億円拡大する。貸付限度額は乳牛１頭

当たり３万円（19年度は同１万5,000円）。

貸付利率　1.30％（20年２月21日現在）

償還期限　10年（うち据置期間３年）以内

融資機関　農協、農協連、農林中央金庫、銀行等

融 資 枠　680億円

７）畜産経営生産性向上支援リース事業（新規）

原油価格や配合飼料価格の高騰に対して、生産性の

向上を図ろうとする酪農・畜産農家（貸付対象者）に

必要な機械などをリースする事業実施主体の機械等購

入費の３分の１を助成する。貸付対象者の農家は３分

の２の費用で機械をリースできる。

所要額　134億900万円

８）大家畜特別支援資金融通事業（新規）

負債の償還が困難な酪農肉用牛経営に対して、長期

で低利な借換え資金の融通を行い、経営の安定と後継

者への経営継承の円滑化を図る。

貸付利率　1.70％（20年１月25日現在）

償還期限　

「一　般」 15年（うち据置期間３年）以内

「その他」 25年（うち据置期間５年）以内

融資機関　農協、農協連、農林中央金庫、銀行等

融 資 枠　400億円
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トピックス…②

平成20年度計画生産数量は

1.4％増の787万7,028㌧

TOPICS
-2-

● 計画数量、北海道384万㌧、都府県404万㌧
中酪は理事会で、20年度の生乳計画生産目標数量

（閏年修正後）を787万7,028㌧、前年度計画生産目標

数量対比1.4％増と決定し、各指定団体に配分した。

20年度の計画生産目標数量は、すでに「北海道は前年

比103％、都府県は100％」の方針が決定していること

から、北海道への配分は384万1,532㌧で3.0％増、都府

県は前年並みの403万5,496㌧となる。計画生産数量が

「増産型」となるのは17年度以来３年ぶり。

計画生産目標数量の内訳は、①日本酪農乳業協会の

20年度の生乳需要予測数量（チーズ向け、特別対策数

量除く）にインサイダー率（96.872％）を乗じた「販

売基準数量」が711万7,444㌧、②輸入調製品との置き

換えを継続する場合に配分する「特別対策継続数量」

が８万7,800㌧、③「チーズ・全乳哺育向け生乳販売

計画数量」が51万8,171㌧、④計画生産目標数量から

①～③の数量を差し引いた数量に配分される「調整乳

数量」が15万3,613㌧となっている。

また、計画生産目標数量を未達、超過した場合のペ

ナルティーも決めた。指定団体が計画生産数量を未達、

超過した場合、21年度の販売基準数量から当該数量を

削減するほか、超過については１㌔当たり40円（19年

度50円）を徴収する金銭ペナルティーを導入する。

ただし、未達、超過ペナルティーの対象外（アロー

ワンス）としては、未達については①販売基準数量及

び調整乳の合計数量の0.5％以内の未達数量（供給目

標数量が25万㌧を下回る指定団体は１％以内の未達数

量）、②災害などで生産が減少した数量とする。超過

については、①販売基準数量及び調整乳数量の合計数

量の１％以内の超過数量、②需要期（９月～11月）の

期間中に一定水準を超えた実績数量とする。

● 調整乳と牛乳消費減に備えたとも補償を導入
さらに、20年度の計画生産対策では、各指定団体に配

分した計画生産目標数量と、販売基準数量等（販売基準

数量＋チーズ向け・全乳哺育向け生乳販売計画数量＋

特別対策継続数量）の差が生じた場合、その差を「調整

乳数量」として指定団体に配分することを決めた。ただ、

調整乳数量の配分については、調整乳を無理に販売す

ることで加工向け生乳が増加する地域が偏在する心配

があることから、販売基準数量枠内で販売する生乳の

取引に悪影響を与えないよう対応する必要がある。

このため、調整乳数量は、販売基準数量に係る生乳

取引への悪影響を防止しつつ、輸送費用の取引コスト

が最適化されるよう指定団体と全国連が連携して販売

を行う方向で検討を進めている。また、調整乳数量に

係る取引で加工向け数量が増加し、プール乳価が予想

以上に上昇しないことも想定されるため、平成20年度

の新規事業として創設された「広域指定団体新規需要

開発支援事業」も活用しつつ、計画的な取引を推進す

るほか、全国連再委託で取引された調整乳数量は、原

則として乳代と経費の平準化を進める予定。

また、調整乳に係る対応とは別に、４月からの牛乳価

格の値上げで消費量が減少した場合に備えた新たな「と

も補償対策」が、20年度の新規事業「生乳計画生産円滑

化支援事業」で支援される。具体的には、①19年度の飲

用向け販売実績数量に20年度当初の牛乳生産予測数量

の比率を乗じた数量を「基準数量」とする、②基準数量

から平均減少率以内の減少分には㌔10円、平均減少率

を超える減少分には㌔20円を基金（国が飲用向け㌔30

銭、生産者が10銭を拠出）から補てんするとしている。

このほか、理事会では、20年度の計画生産対策の議論

で浮上した中期計画生産対策の実施について、20年度

上期を目途に一定の方向性をまとめる方針を決めた。

中央酪農会議は2月7日の理事会で、平成20年度の計画生産対策を正式決定した。計画生産目標数量（閏年修正後）

は787万7,028㌧で前年度計画生産目標数量対比1.4％増となり、3年ぶりの「増産型」となった。
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トピックス…③

「平成19年度管理対象物質等の定期的検査」の結果と、

結果を踏まえた対応について

TOPICS
-3-

● 19年度の定期的検査の実施概要
（1）管理対象物質の定期的検査

農薬等の使用実態調査で、使用実績頻度の高いこと

が判明した農薬等（32物質）のうち、簡易迅速法で検出

可能な抗菌性物質（６物質：βラクタム系抗生物質）と、

検査手法が確立されていない物質（２物質）を除いた24

物質を、管理対象物質として設定した。

（2）残留調査

農薬等の使用実態調査において、各指定団体で使用

実績のあった物質から、「過年度に調査済みの物質」、

「管理対象物質」（59物質）を除き、このうち、検査手法が

確立されていない６物質を除いた53物質を残留調査対

象追加物質として設定した。

（3）検査結果

次ページの表Ａ、Ｂのとおり。

● 基準値の超過を踏まえた経過
この路線の生乳は、検査結果判明と同時に出荷自粛が

行われ、第三者を含めた現地立ち入り調査などにより原因

の究明が実施された。

なお、サンプル採取時点で基準値を超過していた集乳ロ

ーリーの生乳は、集出荷施設（CS）に搬入され、CSのタンク

で他のローリーの生乳と合乳した後、乳業工場へ出荷され

たが、�日本乳業協会の「食品衛生法に基づく農薬等の残

留基準に違反した生乳を受け入れた乳処理、乳製品製造

施設における取扱い要領」に基づき、処理工程（合乳比率

等）を確認した結果、安全性に問題がないことが確認され

ている。

当該集乳路線では、起因酪農家での原因排除、清浄化

の後、生乳の検査を再度実施し、「検出せず」という結果を

確認し、出荷を再開している。原因究明により、当該物質は

酪農家が使用した洗浄剤に含まれていたことが判明した。

● この「洗浄剤」が自主回収へ
その後、この洗浄剤は、「塩化ジデシルジメチルアンモニ

ウム50％溶液を７％含有し、布タオルを浸漬したあと乳頭

清拭する使用方法から動物用医薬品に該当するが、無承

認である」、「無承認であることから、当該製品を動物に使

用した場合の影響等、その有効性や安全性が不明である」

との理由から、販売業者による自主回収が行われた。

● 生乳の安全安心のための今後の対応
この製品に関わらず、洗浄剤・殺菌剤はバルククーラ

ー・ミルカーの洗浄、乳頭清拭など生乳に直接触れる工

程で使用されるケースも多く、生乳への混入の危険性

が高いと考えられる。

特に「搾乳作業」への使用に適しているのは、食品添

加物として認められたものである。搾乳器洗浄用の酸・

アルカリ洗剤を除くと、乳房用タオルや搾乳器などの殺

菌に適する薬剤は次亜塩素酸ソーダ（食品添加物）のみ

だが、殺菌剤・洗浄剤の中には海外で製造されたものや

成分が表示されていないものも含め、多様な商品があ

る。必ず成分名や用法・用量を確認する必要がある。

また、この「定期的検査」は、生産者による農薬等の

適正な使用と使用農薬等の記録・記帳・保管が確実に実

施されていることを前提に、その確認をする。それによ

って、国産生乳の安全性を、業界内外にＰＲすることが

目的である。

引き続き、記帳・記録を確実にするための取り組みに

ついて、次年度に向けて必要な対応を図る予定である。

「管理対象物質等の定期的検査」は、酪農・乳業界としてのポジティブリスト制度対応、国産生乳の安全安心の確保の

ため、酪農家での農薬等の使用実態を把握し、調査対象物質を選定した上で、日本酪農乳業協会が実施している。

19年度の検査は、11月時点で各指定団体から提供された82サンプル（ローリー乳）に対して実施したが、1サンプ

ルから基準値を超える「塩化ジデシルジメチルアンモニウム」が検出された。
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トピックス…④

第2回海外専門調査（カナダ）

実施報告Vol.2

TOPICS
-4-

● カナダの生乳生産現場の現状
今回、オタワ近郊のVelthuis Farms Ltd.，ミシサガ

近郊のArmstrong Manor Farm，グェルフ近郊の

Mapleton's Organic Dairy Inc.の３戸の酪農家を訪問し

調査を実施した。

（1）Velthuis Farms Ltd.

1955年に両親がオランダから移民して入植した農家

である。

【経営・生乳生産概況】

経営：兄弟２名と従業員２名の家族経営

搾乳牛飼養頭数：140頭

飼料作付面積：700～750ha

作付飼料：アルファルファ、コーン

※コーンは給与飼料以上の量を作付しており、コーン

スターチ用として3,000～4,000㌧販売している。

その他：受精卵（Elegance、Ashlyn）の日本向け輸出

給与飼料：アルファルファ（約2/3）、コーンサイレー

ジ（約1/3）、Velthuis Farm用サプリメン

トなど１日２回給餌

搾乳：１日２回（午前5：00／午後4：00）

１頭当り年間乳量：12,000kg

詳細な乳質は聞けなかったが、当該農場では乳脂肪

率3.80％、乳タンパク質3.10％、体細胞数13～14万個

/mlとなっている。

また、当該農場での乳質管理について聞いたところ、

主に①自動記録温度計（Time Temperature Recorder：

TTR）の利用による洗浄水の温度や乳温の管理により

問題発生への迅速な対応、②異常乳出荷防止のために、

動物用医薬品の適正な管理のために投与する人を制限

しているほか、出荷不可牛（治療牛及び出産後３～４日

までの牛）へのマーキング（当該農場では足に赤テープ）

を実施している。

さらに、スナップテストによる抗生物質迅速検査を

実施の上、集荷するようにしている。もちろん治療牛の

生乳についても休薬期間終了後にテストを行った上で

出荷を再開するようにしている。

オンタリオ州では集荷前に個人で迅速検査を実施し

ている農家は少ないのが現状であるが、経営主のステ

ィーブン氏は、「キットは1個当たりC$６（C$１・カナ

ダドル=115円で換算すると690円。参考までに、カナダ

では隔日集荷を行うため、少なくとも年間180回約12万

円のキット代がかかる）であるのに対し、乳質ペナルテ

ィはC$30,000（約340万円）と高額であること、および希

釈効果を狙う小規模農家対策として、全戸で迅速検査

を実施すべきである」と強く主張していた。

また、当該農場でのふん尿処理は、写真のような貯蔵

池があるだけである。この池は約600万㍑のふん尿を貯

蔵でき、約200ha分の堆肥を製造できる。

なお、匂いに関する苦情はないかと聞いたところ、広

大な畑を持っており近隣の家まで遠いことから苦情は

ないとのことであった。

Velthuis Farms Ltd.の搾乳牛舎

中央酪農会議は昨年10月31日　から11月11日　までの12日間、カナダにおいて海外専門調査を実施した。

今回は、カナダの生乳生産現場及び小売店舗の現状、並びにカナダの牛乳について概要を報告する。
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Velthuis Farms Ltd.のふん尿処理用貯蔵池

（2）Armstrong Manor Farm

1825年に入植してから今日まで続く歴史ある農家で

ある。

【経営・生乳生産概況】

経営：兄弟２名と従業員３名の家族経営

乳牛飼養頭数：496頭（搾乳牛250頭・乾乳牛35頭・

育成牛211頭）

搾乳牛群管理：４群管理（①分娩直後②経産牛（初

産）③経産牛（２産以上）④泌乳期

後期）

飼料作付面積：550ha（自己所有地40ha）

給与飼料：コーンサイレージ、乾草、大麦、コーン

ミックス、タンパクサプリメントなど１

日２回給餌

搾乳：１日２回（午前4：00／午後2：45）

※分娩後21日までの初産牛は、１日４回搾乳

１頭当り１日平均搾乳量：34㍑

１回あたり集乳量：16,500㍑

当該農場でも乳質管理の一環として、TTRを活用し

ており、何か問題が発生した際には、赤ランプが点滅

するようになっている。また、牛舎及びパーラーの設

計にはこだわりがあるようである。

パーラーは２階構造になっており、搾乳作業を行う

上の階には、搾乳ユニット等のみで、パルセーターな

どの音の出るものは下の階に集約している。これによ

り、①音による牛のストレス軽減②機器の故障軽減③

機器が修理しやすい④機器の増設が容易－というメリ

ットがある。

搾乳牛舎は、温度管理を重視し、夏の暑熱対策として、

22℃以上になるとファンが自動で稼働するように設定

されており、冬の防寒対策として、上下２層からなるカ

ーテンを設置し、上のカーテンが３℃に保つように自

動的に動き、下のカーテンは手動で調節できるように

なっている。

育成牛舎にもカーテンがついてるが、風雪対策のため

であり温度管理は行っていない。また、育成牛舎の牛床

には７℃の傾斜がついており、牛が餌を食べに降りて

くる際にふん尿も自動的に落ちてくるようになってい

る。牛床自体にも自浄作用があり、ほとんど掃除をしな

くても大丈夫とのことである。

以前はカウハッチを使用していたが、経営主の省力

化のため建設した新生子牛用牛舎にも、防寒対策のた

め、手動のカーテンが設置してある。省力化した分、親

牛の世話に時間を回すことができるようになったとの

ことである。

また、自動哺乳機を２台設置し、耳に装着したマイク

ロチップにより個体ごとの給与量を管理している。給

与量は１回あたり２㍑まで、１日あたり３回まで可能

だが、３時間の間隔をあけることが条件となる。

また、見学者が多いかどうかはわからないが、搾乳作

業を見渡せる見学コーナーもあり、丁度搾乳作業を見

学することができた。

当該農場では、３兄弟（２年前に長男が亡くなったた

め現在は兄弟２名と長男の家族）で経営する家族経営

のため、兄弟３名で協議した結果、家族代々が経営を続

けることができるように、土地や施設をそれぞれ管理

する会社を設立している。これは、当該農場がトロント

に近く地価が高いため、子供たちが金欲しさに土地を

勝手に手放せなくするための方法でもある。

Time Temperature Recorder
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（3）Mapleton's Organic Dairy Inc.

グェルフ近郊にある1980年にオランダから移民し、

入植したオーガニック農業を行う農家である。

【経営・生乳生産概況】

経営：経営主と従業員

搾乳牛飼養頭数：70頭

飼料作付面積：160ha

作付飼料：アルファルファ、大麦、Spelt小麦、大

豆、ジャガイモ、飼料用トウモロコシ、

ひまわり（５年周期の輪作）

１頭当り年間平均搾乳量：8,300㍑

当該農場では、入植当初は通常の酪農生産を実施し

ていたが、15年前からオーガニック農業を始めた。オ

ーガニック農業を始めるに至った理由としては、①人

の健康のため②環境問題への対応のため③農業生産資

材製造及び販売企業が集約されていることによる権力

と拘束への反発のため④生産者は収入が低く、消費者

は質が悪く健康に悪い製品を高コストをかけてまで購

入する現状にあり、それを改善するため－の４つが挙

Armstrong Manor Farmの上下２階に分かれているパラレルパーラー

Armstrong Manor Farmの搾乳牛舎・育成牛舎

Armstrong Manor Farmの
見学コーナーから見た搾乳作業
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げられる。

オーガニック農業開始当初は、協同組合へ加入し生

乳販売を行っていたが、メンバーとの意思の相違から

脱退し現在の店舗を開始して、自家工場で直接生乳処

理を行うようになった。

なお、オーガニックの認定を受けるためには、３年

間農薬等を使用しないことが条件となり、さらにオー

ガニックミルクの認定を受けるためには、１年間オー

ガニック飼料の給与かつ農薬等の不使用が条件とな

る。当該農場では、オーガニックミルクの認定を受け

るのに６年の歳月を要した。

現在のオーガニックミルクは需要があり不足してい

る状況で、プレミアム価格がつき、生産者の乳価は80

カナダセント/㍑となっている。

また、当該農場では、現在消費者向けの食糧生産教

育に力を入れ、多くの消費者団体や学校からの受入れ

を行っている。消費者の関心事項には変化があり、当

初は使用している農薬の種類などであったが、現在は

動物愛護に関するものが約７割を占めるようである。

また、現在、環境対応型酪農を目指して、農薬・肥

料ゼロに加え、電力は風力発電、燃料はカノーラ油を

ディーゼルの代用品として検討している。

店舗内風景

自家製造工場

販売しているアイスクリーム

牛舎風景

● カナダの小売店舗での牛乳販売の状況
今回、トロント近郊の「Loblaws」、「Dominion」の

２店舗を訪問し調査を実施した。カナダのスーパーに

おいては、日本と違って、１店舗あたりのメーカー数

及び牛乳のブランド数が少ないのが特徴である。

（1）Loblaws

まず、最初に調査を行った「Loblaws」では、牛乳は

Neilson社のみで、ブランドは「Neilson」、「TRUTASTE」、

「Dairy oh!」の３種類だけである。その他の牛乳は、

LoblawsのPB商品でもあるオーガニックミルク「Organics」

（President's Choice社）がある。

牛乳価格を比較すると、１㍑紙パックで平均C$2.83（約

330円）、２㍑紙パックで平均C$4.47（約520円：１㍑あたり

260円）、４㍑ビニール袋で平均C$5.93（約690円：１㍑あ

たり170円）となっていて、１㍑あたりで比較すると、１㍑紙

パックは割高であるが、４㍑の牛乳を買うと１㍑の約半額

とお得である。

牛乳とオーガニックミルクを比較すると、１㍑及び２㍑

紙パックの価格には違いは見られないが、４㍑ビニール
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袋の価格では平均C$8.04（約930円：１㍑あたり230円）と

３割程度オーガニックミルクの価格が高い傾向にある。

Loblaws店舗内牛乳販売コーナー

（2）Dominion

次に、調査を行った「Dominion」では、牛乳は

Parmalat社とAgropur農協の２社の製品を扱い、

Parmalatのブランドは「Beatrice」、Agropurのブラン

ドは「Natrel」の1種類ずつである。その他の牛乳は、

オーガニックミルク「Organic Meadow」（Organic

Meadow 社）がある。

価格を比較すると、１㍑紙パックで平均C$2.69（約

310円）、２㍑紙パックで平均C$4.27（約500円：１㍑

あたり250円）、４㍑ビニール袋で平均C$5.22（約600

円：１㍑あたり150円）となっていて、１㍑あたりで

比較すると、１㍑紙パックは割高で、４㍑の牛乳を買

うと１㍑の約半額とお得である。

牛乳とオーガニックミルクを比較すると、１㍑紙パ

ックの価格には違いは見られないが、２㍑紙パックの

価格は平均C$5.54（約640円：１㍑あたり320円）、４㍑

ビニール袋の価格は平均C$8.29（約960円：１㍑あた

り240円）と３～６割程度オーガニックミルクの価格

が高い傾向にある。

Dominion店舗内牛乳販売コーナー

（3）薬局

カナダでも薬局で牛乳が廉売されていると話を聞い

たので、トロント市内の薬局「SHOPPER」において

も価格調査を行った。

牛乳はSaputo社のみで、ブランドは、「Dairyland」

の１種類だけであった。

価格を比較すると、１㍑紙パックで平均C$2.06（約

240円）、２㍑紙パックで平均C$3.56（約410円：１㍑

あたり205円）、４㍑ビニール袋で平均C$3.99（約460

円：１㍑あたり115円）となっていて、Loblawsや

Dominionでの価格と比較しても２～３割程度安い価

格で販売されている。
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● カナダの牛乳類
カナダの牛乳は、容器をみると、１㍑紙パック、２

㍑紙パック、４㍑ビニール袋に加え、プラスチックボ

トルがある。

乳脂肪含有量でみると、全脂乳（カナダでは3.25％

に成分調整したもの）、２％、１％、スキムミルクに

分かれている。

Dominionにおいて、どのタイプの牛乳が一番売れ

るかと聞いたところ、乳脂肪２％の４㍑ビニール袋の

ものが売れ、次に乳脂肪１％の４㍑ビニール袋のもの

が売れるとのことであり、実際に各スーパーの店舗に

は、たくさんの４㍑ビニール袋の牛乳が売られている。

なお、４㍑ビニール袋には、牛乳が充填された小袋

が３つ入っており、専用の容器に入れて封を切ってか

ら、コップ等に入れて飲むようになっている。

カナダの牛乳を実際に試飲したところ、乳脂肪

3.25％や１％、スキムミルクよりも、２％の牛乳はと

てものみやすく一番おいしかったと調査員全員が思っ

たほどである。

カナダでは、近年低脂肪傾向にあり、若干全脂乳及

び２％牛乳の消費量は減少傾向にあるが、年間通じて

高い水準で消費量は安定している。

また、カナダでは乳価が小売価格に反映されるよう

になっているが、Dominionで小売価格が上昇した際

の消費への影響を聞いたところ、カナダでの牛乳はガ

ソリンのような生活必需品で価格が10％上昇しても消

費には影響はないとのことである。

（事務局：総合対策課 野上大作）

４㍑牛乳を試飲様子①・②

カナダの牛乳類
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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1・2月分用途別販売実績 平成20年3月14日現在　社団法人 中央酪農会議
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DAIRY INFORMATION
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DAIRY INFORMATION
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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.5

前号に引き続き、調査結果をご紹介いたします。

今回は「健康や食生活に対する意識と飲料」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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