
の更新などを行い、生乳生産の増加に結
びつくわけではありません。

――日本の酪農を保持することの意義を
教えてください。
迫田　牛乳乳製品はコメと並ぶ基礎的な
食品です。その基礎的な食品を日本の酪
農家が日本でつくる、という当たり前の
ことに意義があるのです。また、酪農は
乳牛のふんを肥料として水田や畑に還元
するなど、循環型農業の基軸を担ってい
ます。耕作放棄農地の活用などにより日
本の国土保全と里山の美的環境の維持に
も貢献しています。さらに最近注目され
ているのが、「酪農教育ファーム」として
子供たちへの教育の場の提供という貢献
です。酪農体験を通して「食といのちの
学び」を支援しています。

――近年の酪農家を取り巻く経営環境は
厳しいということですが。
迫田　酪農家の戸数
は毎年減少しており、
ピーク時の1963年に
は約42万戸でしたが、
2014年は１万8600戸
と大幅に減少していま
す。高齢化や後継者
不在といった理由のほ
かに、東日本大震災、口蹄疫、夏場の猛
暑に加え、流通飼料の高止まりなど、さま
ざまな要因があります。
　でもその中でいちばん大きいのは、TPP
交渉の結末などに対する先行き不安から、
経営継続のための投資を控えるようになっ
ていることです。周辺状況によって将来に

向けて何かしようという気持ちがなくなっ
ているのが一番の問題だと感じます。
――後継者不足は農業全般にいえること
ですが、酪農はとくに新規参入するのが
難しいですね。
迫田　13年度の新規参入は27戸（北海道
20戸、都府県７戸）。新規参入もありま
すが、離農するほうが多いのが現状です。
酪農の場合、ゼロから始めるのは大変で
す。初期投資が大きく、酪農未経験者が
手軽に入れる環境ではありません。
――昨年10月に飲用向け乳価が引き上げ
られましたが、その効果はありましたか。
迫田　乳価が引き上げられ、酪農家の経
営改善につながっているのは事実です。
しかし飼料価格だけではなく燃料代も上
昇しており、自給飼料をつくっている酪
農家のコストも上がっていて、厳しい状
況は続いています。それに乳価が上がっ
たからといって、すぐに牛の導入や設備

　これまで、生産現場から消費者までの
ミルクサプライチェーンを形成するさま
ざまな関係者の努力により安全・安心な
牛乳を安定的に供給してきました。今後
も安定的に供給が続けられるよう、流通
関係者の皆さまにも酪農の置かれた現状
を理解していただき、コストに見合った
適正な価格での牛乳の販売をお願いした
いと思います。

――今後の日本酪農の展望をどのように
捉えていますか。
迫田　酪農家や酪農関係者は生産性向上
に向けたさまざまな取り組みを行ってい
ますが、このままの状況が続けば酪農家
の減少に歯止めをかけることはできませ
ん。酪農業は、酪農家だけではなく、消
費者の手に届くまで、スーパーマーケッ
トや乳業メーカー、指定生乳生産者団体
や農協、運送業者、獣医師などさまざま
な人に支えられている絆の産業。酪農家
が成り立たなくなれば、こうした人たち
も成り立たなくなるのです。今、光熱動
力費や包材も値上がりし、乳業メーカー
や運送業者などの経営も圧迫されていま
す。こういったことをご理解いただいて、
消費者にも牛乳の価値について考えてい
ただきたいのです。
　安くつくって安く売ることができるの
なら消費量も上がるのかもしれませんが、
コストがかかるものを安く売れば、誰か
が犠牲になるのは当然です。酪農先進国
では持続的であるのがテーマ。今の日本
の状況は持続的ではありません。牛乳を
一部の人の特別な飲料にしないためにも
流通関係者の方や消費者に理解していた
だきたいのです。

――国産でまかなえないのであれば、輸
入に頼る、という考え方もあるようです
が、それについてはどうお考えですか。
迫田　世界の牛乳乳製品生産量は生乳換
算で７億トン以上ありますが、そのほと
んどは自国内で消費され、輸出に回るの
はわずか７～８％。乳製品の輸出国は、
ニュージーランドやオーストラリア、EU、
米国などの数カ国に限られており、いず
れかの国の輸出が減少すると直ちに国際
市場の価格は高騰します。また穀物同様、
干ばつなどの異常気象が常態化している
ような状況下で、輸出量は以前に比べて
非常に不安定な状況にあります。今後も
中国などの新興国の人口増加や経済発展
に伴い、乳製品の需要は拡大すると見込
まれており、中長期的に需要のひっ迫や
価格の高止まりの状況は続くとみられて
います。したがって海外からの輸入に大
きく依存するのは、消費者の方にとって

も危険であるということです。自国でつく
れるものは自国でつくる、というのが基本
ではないでしょうか。
――こうした状況を多くの人に理解して
いただきたいですね。
迫田　中央酪農会議でもメディアなどを
通じて、指定生乳生産者団体と協力・連
携しながら酪農や国産牛乳乳製品の価値
を伝えていきたいと思っています。

消失や除草剤の効かないスーパー雑草
の急繁殖といった気になる兆候も報告
されています。
　日本はこれまで輸入を含め安い価格
で良質な食料を調達できましたが、国
際的な食料価格の高止まりや円高傾向
の終焉などにより、「価格・品質・供給」
という３つの安定の構図が脅かされる
事態となっています。日本は国際的な
食料供給システムに組み込まれすぎて
いる面があります。国内で生産し消費
するのが「繋がる農業」なら、日本は「離
れる農業」だといえるでしょう。
　日本は「食料・農業・農村基本法」に
おいて「国民に良質の食料を安定的に
供給する」ための手段として「生産力・
備蓄・輸入」を挙げています。しかし、
農村の高齢化、自然災害に対する脆弱
性の高まりなどもあり農業は衰退、生
産力は弱体化しています。事業仕分け
で備蓄は削減され、輸入もおぼつかな
いのが現状です。私はかねてから「食
を支える萃

すいてん

点としての農業・農村を見
直せ」と、主張しています。「萃点」とは、
あらゆる問題点・課題が重なり合った
部分のことで、それを見つけ、解きほ
ぐすことで、問題解決の糸口になる、
と考えています。
　日本には「自然の力を最大限に発揮さ
せ持続させる」という農学思想がありま
す。TPPの状況も今後どうなるかまっ
たく分からない中、いまこそ国内農業や
食品価格の適正なあり方に向け、見直
しを図るべきではないでしょうか。

　アメリカ農務省の
統計によると、世界
の乳牛の飼養頭数
は、2009年に１億
2929万頭だったの
が、13年には１億
3736万頭と、 ４年
間で807万頭増加しています。また世
界の生乳生産量も13年で約４億7000
万トン（殺菌され販売されたもの）と、
人口増加と経済発展を背景に右肩上が
りで拡大しています。それに対し日本
は、酪農家戸数と生乳生産量が減少の
一途をたどり、危機的状況です。
　またチーズやバター、脱脂粉乳、全
粉乳といった乳製品の生産量と輸出量
を見ると、生産量に対して輸出比率が
きわめて少ないのです。乳製品は基本
的に国内で消費され、余ったものが輸
出されるという構図なので、チーズな
どの乳製品の輸入が多い日本は、この
ままでは「買いたくても買えない」とい
う状況になるかもしれません。
　乳製品に限らず、世界の穀物市場は
高値波乱の時代を迎え、価格の変動リ
スクが高まっています。90年代と比べ
て価格水準が２～３倍に上がったこと
により、現在、世界的な農業開発ブー
ムが起きています。しかし、農業は自
然の領域に深くかかわるものですから、
地球温暖化、水不足、植物の多様性の
喪失といったリスクを常に抱えていま
す。世界中では地球温暖化を背景とす
る異常気象が頻発。また、ミツバチの
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柴田 明夫 氏

一般社団法人中央酪農会議
専務理事

迫田 潔 氏

日本酪農は危機的状況
今こそ、日本の農業のあり方、食品価格の見直しを
株式会社資源・食糧問題研究所 代表　柴田 明夫 氏
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経営環境の悪化で酪農家戸数は減少
先行き不安から投資見合わせ

日本の酪農は
生乳生産以外にも意義がある

危機的状況にある日本の酪農経営
安全・安心な牛乳乳製品の安定供給のために
生産基盤の立て直しが喫緊の課題
ここ数年、高齢化や後継者の不在に加え、東日本大震災、口蹄疫、夏場の記録
的な猛暑などが重なり、さらには流通飼料の高止まりなどにより、酪農家にとっ
て厳しい経営環境が続いている。またTPP交渉の結末などへの先行き不安から
離農する酪農家も多くみられる。こうした厳しい環境のなかで、必死の経営努
力で安全・安心な生乳を生産し続けている酪農家の現状や今後の日本酪農の展
望を、一般社団法人中央酪農会議専務理事の迫田潔氏に聞いた。

国際乳製品の価格は高止まり

平成26年度生乳需要基盤強化対策事業　独立行政法人農畜産業振興機構 後援
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