
■ 酪農経営悪化で
■ 今後の牛乳乳製品供給に赤信号
中央酪農会議は９月10日、東京・大手町のＪＡビル

で、「日本酪農の危機を訴える！生産者緊急記者会見」

を開催し、一般紙、在京テレビ局など報道関係者74人

に酪農現場の現状を説明、窮状を訴えた。

主催者あいさつした門谷専務は、「配合飼料価格の

高騰で大きな変化が出ている。今年度に入って、特に

都府県の生乳生産量が急減しており、このままの状況

で推移すると、国民の栄養摂取の上で必要な牛乳乳製

品の供給に赤信号がともってしまう。一昨年秋からの

飼料高騰を受けて、酪農への理解を深めてもらうよう

全国各地で理解醸成活動を展開してきたが、最近では

毎日のように各地で集会やデモが行われている。酪農

は他の作目と比べて投資額が大きく、乳牛が生まれて

から生乳を生産するまでの時間がかかり、廃業が続く

と生乳生産の回復は難しくなる。この危機的な状況を

知ってもらい、酪農経営が継続できるよう皆さんに理

解してほしい」と述べ、酪農の窮状に理解を求めた。
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中央酪農会議が

日本酪農の危機で緊急記者会見
本会議は9月10日、東京・大手町のJAビルで、「日本酪農の危機を訴える！生産者緊急記者会見」を開催

し、報道関係者に酪農現場の現状を説明、窮状を訴えた。会見では、中酪事務局が我が国酪農の危機的な状

況を示すデータを示したほか、東大大学院の鈴木宣弘教授の提言や、酪農家の代表者2人が生産現場の窮状

を訴えた。当日は一般紙、在京のテレビ局など報道関係者74人が出席し、酪農現場の窮状に強い関心を示

した。
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▲緊急記者会見の様子



■ 酪農家の利潤は
■ 北海道、都府県ともにマイナス
前田事務局長は、酪農経営の窮状を示すデータが盛

り込まれた資料「危機的状況が深まる日本酪農の現状」

を使い、一昨年から続く穀物、飼料価格の高騰の状況、

それに伴い生産コストが増嵩して悪化する酪農経営の

実態、廃業や乳牛頭数の減少状況、国際的にひっ迫す

る乳製品の需給状況などを次のように説明した。

現在の配合飼料価格は平成18年当初に比べると２万

円程度値上がりし、値上がり分を補てんする配合飼料

価格安定制度があるものの、あくまで激変緩和措置で

あるため、このまま配合飼料価格が高止まりすると、

来年の今ごろは補てん金がゼロとなり、値上がり分が

すべて酪農家の負担になってしまう見通しを示した。

また、「生産者が今、一番頭を悩ましているのは、

配合飼料価格安定制度のように、価格の激変緩和措置

のない輸入乾牧草が値上がりしていることだ。今年８

～９月には２～３割程度値上がりし、今後の酪農に深

刻な影響を与える心配がある」と述べ、最近の輸入乾

牧草の値上がりが酪農経営に影響する見通しを説明した。

さらに、具体的なデータを示して酪農の現状を説明

した。それによると、（図１、２）にみられるように、

配合飼料価格の高騰の影響が出始めた18（2006）年度の

生乳生産費は北海道、都府県ともに増嵩し、粗収益を

上回る厳しい経営状況にあり、現在の飼料穀物価格の

高騰が続いた場合、酪農家の利潤は生乳１㌔当たり北

海道でマイナス６円、都府県でマイナス８円60銭と推

計した。これは、酪農家の家族労賃、地代などから利

潤のマイナス分を取り崩して経営していることを表し

ており、結果的に酪農家の所得は急減することを心配

している。

■ 九州では、
■ 3年間で所得が70％減の酪農家も
地域的な酪農経営の窮状を示すデータをみてみる

と、（図３）では関東のある農協の組合員の経営にお

ける昨年５～７月と今年５～７月の購入飼料代の比率

を示しているが、価格の高騰にともない生産コストに

占める購入飼料代の比率が高い組合員の割合が大幅に

増加していることが分かる。
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図1．搾乳牛１頭当りの生産費及び粗収益の推移 

資料：農林水産省「畜産物生産費」 
注１：07年、08年の数値は推計（但し、生産費は流通飼料代のみ、

粗利益は生乳価格で北海道＋5円、都府県＋3円のみを変更）
注２：生産費＝費用合計＋利子・地代 
注３：粗収益＝生乳＋副産物 
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図2．牛乳１㎏当りの利潤の推移 

資料：農林水産省「畜産物生産費」 
注１：07年、08年の数値は推計（但し、生産費は流通飼料代のみ、

粗収益は生乳価格で北海道＋5円、都府県＋3円のみを変更） 
注２：利潤＝粗収益－生産費 
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（図４）では、九州のある酪農家の過去４年間の酪

農経営の収支状況の推移を調べたものだが、特に、こ

の３年で年間所得は約70％減、生乳１㌔当たりの所得

も約65％減少し、20年の年間所得は労働力３・５人で

252万円と大幅な減収となる見込みである。

一方、酪農家の廃業率も高くなっている。ここ数年

は廃業率が増加傾向にあり、20年４月時点の酪農家戸

数を３年前と比較すると全国で約13％減、特に都府県

では約16％減と深刻な状況になっている。例年、廃業

率は５％程度だが、20年の廃業率の見通しは、４～６

月期から推測すると年間で約10％の廃業が見込まれて

いる。

また、乳牛頭数も減少している（図５）。昨年に比

べて３～４歳の生産性が高い若齢牛が減少し、搾乳予

備軍の２歳未満の牛も７・５％減少している。

これまで酪農家は、戸数や乳牛頭数の減少を１頭当

たりの乳量の増加や、１戸当たりの規模拡大で補って

きたが、飼料高による飼料給与量の減少で乳量の増加

が難しく、規模拡大のために乳牛を導入したくても都

府県では酪農経営が赤字で導入できない状況になって

いる。このように、「昨年10月に酪農の危機的な状況を

説明する記者会見を開いて以降、予想以上に状況が急

変し、今年４月から生産者乳価は３円値上がりしたが、

３円の乳価値上げだけでは焼け石に水の状況である。

特に、都府県の生乳生産量は急減してきており、最需

要期の９月は乗り切れても、今後の牛乳乳製品の需給

は非常に危うい状況になっていると危機感を述べた。

■ 牛乳値上げの取り分論は是正を
■ 鈴木宣弘・東京大学教授　
一方、「酪農、乳業、小売店、消費者に求められる

こと」と題して講演した東京大学の鈴木宣弘教授は、

20年度の酪農家の手取り乳価は、生産者乳価の３円値

上げや国が２月と６月に決めた北海道、都府県対策の

交付金などを合計すると前年に比べて最大で６円強増

える見込みにあるものの、飼料価格の上昇が続いて深

刻な事態に歯止めがかからない状況にあることや、購

入飼料の割合が高い千葉県では毎月の乳代で経費が払

いきれない酪農家が７割に達し、お年寄りの年金収入

だけが頼みの綱となっている実態を明らかにした。

図3．関東Ａ酪農協における 
組合員の購入飼料代比率の状況 
（生乳販売額に占める飼料代の比率の分布・5～7月分） 

資料：中央酪農会議調べ 
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図4．九州Ａ県における酪農経営の収支状況の変化 

資料：中央酪農会議調べ 
注）規模別無作為抽出した9経営の毎年4～7月の経営収支で年間を

推計した。 
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図5．乳用雌牛の年齢別頭数の推移 

資料：家畜改良センター 
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鈴木教授はまた、20年度の乳価が３円値上がりした

のに対して、末端の小売価格が10円の値上げとなった

ことについて、「生産者の値上げ分が３円、乳業メー

カーの取り分が３円、量販店の取り分が４円といわれ

ている。仮に生産者段階で10円の値上げなら、小売段

階では33円の値上げになるから無理だというが、これ

はおかしい。なぜ、乳価の値上げ分だけを小売価格に

のせられないのか。米国の北東部では18年から19年に

生産者段階の飲用乳価が１㍑当たり27円上昇したが、

牛乳の小売価格は同じか、乳価の値上げ幅を下回る値

上げにとどまっている（表１）。日本の生・処・販の取

り分の議論は是正されるべきではないか」と指摘した。

■ 栃木、熊本の酪農家が現場の窮状訴える
会見には生産者を代表して栃木県那須塩原市の相馬

義樹さん（36歳）、熊本県合志市の大薮真裕美さん

（56歳）が生産現場の窮状を訴えた。

栃木県那須塩原市

相馬義樹さん（36歳）

酪農後継者を代表した相馬さんは、家族３人で乳牛

80頭を飼養し、平成19年度の生乳出荷量は330㌧。今年

４月には念願の新牛舎を建設して増頭し、増産体制に

入る矢先に原油と穀物価格が高騰し、経営を直撃した。

（以下相馬さんの発言要旨）

17年度後半から19年度まで減産が続いたが、いつ

かは搾れると夢を持って酪農を続けてきた。19年度

後半から生乳需給が好転し、これから搾ろうという時

にこの異常事態が起きて一体どうしたら良いのか、ま

ったく先が見えず不安な毎日を送っている。

私の経営は牛舎の新設で1億円を超える投資をして

借金が多い。今後、作業の面から育成牛舎や飼料貯蔵

施設の投資を考えないといけないが、今の経営は当初

の計画と大きく乖離している。わが家だけでなく増築、

増頭した近所の酪農家はみんな苦しんでいる。乾草や

配合飼料を安い物に替えるなど工夫してコストダウン

に努めているが、もはや手を尽くしきった感じだ。経

営は順調だったが酪農に見切りをつけている仲間も出

ており、強い危機感を持っている。酪農後継者に給料

を払えない経営が増えており、廃業しない人でも深夜

のアルバイトをしたり、サラリーマンになる人が出て

いる。

私たちは、これからの日本の酪農を引っ張っていか

ないといけない。私が経営する地域は後継者がいる酪

農が盛んな地域だ。私たちが明るい未来を夢見て、意

欲を持って酪農に取り組めることを願っているが、こ

のままでは安心・安全な牛乳乳製品を国民に届けるこ

とが出来なくなる状況にあることを理解してほしい。

▲東京大学大学院 鈴木宣弘教授

表1．米国北東部の飲用乳価の変化（円／リットル） 

注）コーネル大学の調査結果を1ドル＝110円で換算。 
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熊本県合志市

大藪真裕美さん（56歳）

酪農女性を代表して窮状を訴えた熊本県合志市の大

薮真裕美さんの経営は、家族３人で乳牛75頭を飼養し、

19年度の生乳出荷量は460㌧。平成８年からは牧場を

消費者に開放して食と命の大切さ、酪農への理解を伝

える酪農教育ファーム活動に熱心に取り組んでいる。

（以下、大薮さんの発言要旨）

30年酪農を続けている間、過去3回の生産調整を

経験したが何とか切り抜けてきた。今回も何とかなる

と楽観していたが、とんでもない状況になっている。

酪農女性部として約10年前から父の日に牛乳を送る

キャンペーン活動に取り組み、牛乳の普及に努め、牛

乳の消費量が伸びることが大事だと思ってやってき

た。しかし、トウモロコシ価格の高騰で飼料価格が高

騰し、耐えられない状況だ。合志市は80戸の酪農家

がいるが、毎月誰かが廃業している。今までは後継者

のいない人がやめていたが、今は40代から50代の働

き盛りの人たちが、今ならやめても他の仕事に就ける

といって廃業している。私たちには、後継者として後

を継いでくれた30歳の息子（長男）もいる。息子が

5年前に就農した時は月15万円程度の給料を払えた

が、今は半分も払えない。息子には今、ヌレ子を売っ

て給料を賄っているが、後継者がいるうちに酪農を良

い方向に持っていかないといけないと思っている。熊

本県酪連に離農の状況を聞いたところ、18年度から

19年度にかけて13％が離農し、20年度はすでに24

戸が経営をやめているという。この状況を少しでも打

破するためには、乳価の値上げしかない。

牛は飼料に大きく左右される。良い飼料を購入して

乳量をアップしてきており、牛はその状態に慣れてい

る。配合飼料が高いからと給与量を減らしたりすると、

牛はすぐ反応して乳量だけでなく種付けが悪くなった

り、病気になる。また乳質規制を守るためには、飼料

の質を落とせない。良い自給飼料を生産しようと、と

うもろこしの作付けを増やしたりしているが、地域で

生産できない牧草等を購入せざるを得ない部分もあ

る。飼料高騰がこれほど生乳生産に影響を与えるもの

かと驚いている。

今は働いても乳代が残らない。今までは夏場の高い

乳代で冬場の低い乳代をカバーしていたが、今年は夏

の乳代すら残らず、これからどうやって生活すれば良い

のか。日本の酪農が元気でいられるようにコストに見

合う乳価に１日も早くしてほしい。

■ 酪青女が緊急集会
■ 大手量販、乳業に要請活動
記者会見翌日の９月11日には、全国酪農青年女性会

議（黒澤寛寿委員長）が東京・大手町のKDDIホール

で、「今しか止められない！日本酪農の危機。酪農危

機突破緊急代表者集会」を開催した。

集会には全国の酪農家100人が参加し、生産コスト

の増嵩に対応した生産者乳価や小売価格の値上げ実現

に向けた要請文を採択、終了後には参加者が２班に分

かれて、流通大手のイオン、イトーヨーカ堂の本社、

大手乳業者の森永乳業、日本ミルクコミュニティに要

請活動を展開し、酪農の窮状に理解を求めた。

しかし、この酪青女の要請に対する主な回答内容は、

「牛乳の消費が減少している。ただし、酪農家のみな

さまの厳しい経営状況は理解している」（大手乳業者）、

「酪農家の実状は理解している。牛乳の乱売、低価格

販売は極力しないようにしたい」（流通大手）、「乳価

交渉は生産者とメーカーの間で行われるもので、流通

はそれに介入できない」（流通大手）というもので、

具体的な数値は示されなかった。
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