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全農酪農部による消費拡大の取り組み

2021年

今日もあなたに、一杯のエールを。
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Ｂ１乳酸菌﹂と︑福島の生乳を使
は︑その温かいメッセージに込められ
こうしたご支援にも後押しされ︑私

た想いに︑胸が熱くなりました︒

悪戦苦闘な日々︒試行錯誤しながら迎
たちは開発された背景を踏まえ︑この

用し︑濃厚で繊細な味わいにこだわり
えた２０１４年７月︒ついに私たちの
ヨーグルトを被災者の皆様に︑ぜひ召

心安全への理解醸成を図りました︒し

め︑放射性物質検査の徹底を行い︑安
セージは︑福島で必死にもがき︑この

た︒安達太良山を背景に綴られたメッ

を紹介する一面広告が掲載されまし

Ｂ１乳酸菌ヨーグルト﹂の取組み

同いただけるお取引先様との販売強化

ら︑認知度を地道に高め︑取組みに賛

提供で︑丁寧に想いをお伝えしなが

接お客様にふれあえるイベントや試食

そして︑あえて量販店ではなく︑直

お配りさせて頂きました︒

住宅の４１５５世帯に︑１箱ずつ直接

し上がっていただきたいと考え︑仮設

Ｂ１乳

／

酸菌ヨーグルト﹂は誕生しました︒

希望が詰まった製品﹁
発売スタート時︑全農酪農部のご協
／

かし︑お客さまの不安は消えることが
地で頑張ろうと奮起する人々を気遣

力により︑福島の地元紙２社に﹁

なく︑牛乳の売上は震災前の４分の１

いで託されたのが﹁
菌﹂︑いわば希望
の光です︒関水教
授の誠実なお人柄
と熱心さにも惹か
れ︑すぐに共同研
究開発を開始しま
した︒
発酵にとても時
／

間がかかるデリ

ケートな﹁

／

Ｂ１乳酸

上の一部は被災地復興支援や︑東京大
学と共に被災地の教育活動支援とし
て︑毎年寄付を行っています︒大変嬉
しいことに︑私どものこの取組みは︑
特に優れた復興モデルとして︑今年の
２月に復興庁より顕彰されました︒

新たな商品開発
地元企業とのコラボ
新たな取り組みとして︑福島の美味
しい食材を活用した地元企業とのコラ
ボにも注力しております︒
／

Ｂ１乳酸菌を使用した

１００年伝承の宝来屋本店様のあま
ざけと

﹁あまざけヨーグルト﹂と﹁ゆずあま
ざけヨーグルト﹂は︑米糀のつぶつぶ

﹁会津山塩バニラプリン﹂は︑企業組

津山塩﹂と福島県の生乳を使用した

業組合様が温泉水からとる希少な﹁会

の生乳受入れを止めることなく稼働で

き︑その結果︑福島県内の酪農家さん

テーション機能は維持することがで

る徹夜の応急処理にて︑クーラース

日までは一部
日間︑製造を停止せ

〜

合の認定商品として登録され︑濃厚で

２０２１年２月

きました︒
製品に関して︑

ざるを得なくなりましたが︑その際も
一方で︑あらたな試練としてコロナ

ることができました︒深く感謝申し上

ら温かいお声掛けをいただき︑奮起す

お客様やお取引先様︑関係者の皆様か
禍の影響により学校休業となり︑学校

げます︒
粛要請や在宅勤務などの影響で︑業務
用製品の売上が不振となりました︒そ
のような状況下でも︑巣篭り需要によ
る︑量販店での牛乳・乳製品の売上が
順調で︑売上減少分をカバーするまで
改善しております︒
しかし︑２月

この度︑令和３年

月１日に﹁酪王
乳業株式会社﹂と﹁東北協同乳業株式
会社﹂は︑新設合併を行い︑
﹁酪王協同
乳業株式会社﹂を設立することについ

に製造ラインの配

の工場設備も︑特

地震が発生︒弊社

て最大震度６強の

島県沖を震源とし

顧を賜りますよう︑お願い申し上げま

かれましては︑引き続き変わらぬご愛

まいりますので︑お取引先様各位にお

様のニーズにお応えできるよう努めて

らなる企業価値の向上をはかり︑お客

および事業の効率化などを通じて︑さ

今回の合併により︑経営資源の統合

て︑基本合意を致しました︒

管類を中心に２度

時７分頃︑福

目の被災による故

す︒

は現在の両工場にて製造を継続しま

５年度を予定しており︑それまでの間

なお︑製造工場の最終統合は︑令和

す︒

後から従業員によ

ですが︑地震直

しました︒

製品の製造が停止

障が発生し︑自社

日

今後について
酪王協同乳業株式会社の設立

給食用牛乳の供給がストップ︑外出自

さらなる試練
コロナ禍・地震の影響

土産品としても人気です︒

塩味のきいたなめらかな味わいで︑お
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一杯をつなぐ私たちのなかま
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年
にこだわりました︒召し上がっていた

その状況下︑２０１３年１月︑東京

う︑熱く優しい想いが伝わる内容でし

大学大学院薬学部︑関水教授︵当時︶

まで落ちてしまいました︒

コロ
ロナ
ナを
を乗
乗り
り越
越え
え
震災・コ
消費者に牛乳・乳製品を届ける
東日本大震災から
年をふりかえって
東北協同乳業株式会社は︑昭和

19
−

だいたお客様からは﹁なめらかでおい

て︑学校給食用牛乳の供給や牛乳及び

の創業以来︑地域に根ざした企業とし

19
−

た︒これまで取り組んできた私たち

乳製品の製造・販売を行っています︒
﹁自然免疫力活性化能の高い新しい乳

から１本の電話をいただきました︒

震災では弊社の設備も大変なダメージ
酸菌を発見したので︑福島の復興に役

２０１１年３月に発生した東日本大
を受けました︒それでも全従業員が協
立てられないか︑研究を研究で終わら

Ｂ１乳酸菌﹂シ

せず︑世のために活かしたい﹂との想

力し︑４ヵ月後には全ラインを復旧す
ることができました︒
その後︑
原発事故に
よる風評被
害があり︑
まずは食の
安全性を訴
えることを
最優先に︑
放射性物質
検査機器の
導入をはじ

しい﹂とご好評いただき︑試食を伴う
展示会ではお並びいただくこともあり
ました︒
現在では︑福島県立医科大学︑地域
医療従事者の皆さまとの共同研究によ
り︑
﹁悪玉コレステロール低下作用﹂や
﹁アトピー性皮膚炎軽快作用﹂の論文
がスイス食品系科学誌に掲載され︑ま
た新たな研究項目についても臨床試験
／

を一つ一つ実施しております︒
今では﹁
リーズ商品︑８品目を発売するまでに
なりました︒すべてが変わってしまっ
年の今︑販売個

数が年間１２０万個を超え︑品質・美

19
−

感が絶妙なアクセントとなり︑大変好

24

10

た東日本大震災から
味しさにも自信の持てる︑弊社にとっ
てはなくてはならない商品へと育って
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放射性物質検査

評をいただいております︒会津山塩企

地元企業とのコラボ商品

11
復興庁より顕彰
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おります︒これらのシリーズ商品の売

11／19−Ｂ１乳酸菌ヨーグルトシリーズ

11

11

関水教授が持参した試作品

10

生乳事業

ロック毎の指定団体が地域の需給調整

う流通が太宗を占めており︑まずはブ

販売で各乳業メーカーへ供給するとい

指定生乳生産者団体が一元集荷し多元

生乳は全国に９つあるブロック毎の

逆の曲線を描きます︒それが冬場には

テて生産量が減少してしまうという真

量が増加する夏場に︑乳牛は暑さでバ

します︒特に人間ののどが渇いて需要

が︑通年では季節によって大きく変動

生乳需給は日々︑週間もそうです

乳による飲用需要の需給調整と︑不需

を実施します︒そのうえで︑全農が主
また逆転します︒

とによって︑そうした環境を実現して

に扱うのは︑比較的処理量が多く︑さ
このため︑需要がピークになる夏

要期における余乳処理需給調整です︒

業務上の目的は︑日々︑乳業メー
らに需給調整が必要になる乳業メー
場︑都府県の生産量では飲用需要のす

いるのです︒

カーへ飲用向け生乳の安定供給を実施
カーとの生乳取引であり︑ブロックを
べてを賄うことができないため主に北

日々︑過不足のない
生乳供給のために

し︑全国の生産者の手取り乳代の維持
越えて広域に生乳を流通させることに
海道から道外移出生乳と呼ばれる生乳

業務体制は本所︵東京︶に

全国の需給情報をもとに
弾力的な調整

向上に努めることです︒
よって需給調整しながら乳業メーカー

名︑西

日本︵大阪と九州︶に８名が在籍し︑
ｔのミルクタンクコンテナに

を

〜

へ販売していることが大きな特徴で
そのためには乳業メーカーとの緊密
実施しています︒ホクレンからの道外

送︑全国の乳業メーカーに安定供給を

積載し高速生乳輸送船ほくれん丸で輸

な連携が欠かせません︒全農の取引先
移出生乳のシェアは１００％全農と

す︒

全農のなかでは比較的小さな所帯で
％弱と女性も活躍する課となってい

す︒特に本所生乳課は女性の在籍率が
ます︒
社１０８工場︵都府県の４ｔ以上

乳メーカーなど数多くの特徴ある取引

乳業および農協プラントに加え︑発酵

／日処理 を
※している工場の約 ％︶
となっており︑全国各地の大手・中小

６００００ｔ／月を超える必要量を道

ギャップが年間で最も大きく出るため︑

り︑特に９月は生産量と需要量の

近年︑都府県の生産は減少傾向にあ

は

生産者の皆さんが搾乳した生乳を︑
先に販売しており︑より多くの情報が
外移出生乳で補完供給する必要があり

生乳は毎日生産され︑栄養が豊富で

いかにスピーディに乳業メーカーの貯
集まることで全国の需給状況を瞬時に

ます︒これは９月の都府県の飲用需要
量の ％にもなります︒

なっております︒

乳タンクに過不足なく日々途絶えるこ
把握し︑弾力的な需給調整を可能とし

チルド流通が必要な農畜産物です︒

となく販売しきるかが最も重要なポイ
ています︒

かせません︒
全国どこの地域でも牛乳が当たり前
に︑手ごろな価格で毎日飲める環境を

結果︑大都市を中心に飲用牛乳の市場

給調整がより困難度を増しています︒

本県︶︑他１〜２社まで減少してしまい

である筑波乳業︵茨城県︶︑弘乳舎︵熊

できる工場となると︑本会の協力工場

調整を大きな規模でかつ機動的に対応

場には製造

の乳製品工

など都府県

業や弘乳舎

述の筑波乳

また︑前

しかも︑同時に猛暑などによる局地
的な生産量の下落や︑頻発する台風の
勢力やコースによって︑北海道からの
生乳輸送船舶が欠航するなど︑近年は

への安定供給が危惧されるケースも発
ました︒これら協力工場の２社は親会
能力の最大

乳業メーカーに対する需給調整にお

我々はこうした需給調整のいわば最
社に上場している製菓原料や食材の卸

維持することこそが︑生産者の手取り

後の砦であり︑我々が陥落したら︑地
売りや︑飲食店グループを持つ大企業

限に引き上

これら必要量が事前の計画から実際は

域によっては近隣の量販店に全く牛乳
ですが︑生産者の経営安定の重要性も

げを実施い

いて︑我々が特に重要な役割を担って

が並ばなくなる可能性すらありえま
理解いただいており︑乳製品工場の稼

ただくとと

乳代を維持するためには大変重要であ

す︒そのため︑職員は常に安定供給を
働が少なくなる飲用需要期には無理に

もに︑出来

大きく乖離してしまうこともあり︑需

途絶えさせてはいけないと︑高い使命

特定乳製品製造をせず︑液状乳製品や

上がった乳

いるのが︑需要期における道外移出生

夏冬で逆転する
需給に対して

ントとなるため︑生乳流通には生産者

腐りやすく︑長期保存が効かないうえ

20

20

63

り︑生乳を過不足なく需給調整するこ

感を持って日々想定外の事態にもひる

アイスクリーム︑乳関係以外の製造な

生しています︒

むことなく︑全国の指定団体と乳業

製品が工場

響を及ぼさ
ないよう保

の影響を受け︑春先より学校給食牛乳

２０２０年度は︑未曾有のコロナ禍

ど︑他の部

送を行うな

し迅速な配

管先を確保

ると︑都府県においては飲用向けに販

が長期間にわたって休止となり︑行き

コロナ禍でも
生乳廃棄がなかった

乳処理に影

どを行い︑自らも生産者のための需給

夏が終わると︑飲用需要は徐々に減
少し入れ替わりに生産量が伸びてきま
す︒冬場には完全に逆転し︑飲用需要
の１割を占める学校給食が長く休止と

売できない余乳が大量に発生します︒

ワンプロジェクト﹂による牛乳乳製品

こうした中︑農林水産省が﹁プラス

避すること

乳廃棄を回

によって生

した取組み

署とも連携

これらを放置すると生乳は行き場を
失い︑処理不可能乳となってしまい︑
府県内で余乳処理を実施し︑脱脂粉乳

ができまし

廃棄するしか手段が無くなるため︑都
やバターといった長期保存が効く乳製

の消費拡大を消費者に呼びかけ︑指定

が︑都府県の生産減とともに︑いまで

やフードバンクへの 牛乳の無償提供

用率の拡大を依頼し︑牛乳の愛飲活動

当課も取引先乳業メーカーに生乳使

で廃棄を出

んな先進国

酪農が盛

た︒

はそのほとんどが北海道へ集約されま

を行いました︒

さなかった

した︒そのため︑現在︑余乳処理需給

んだ経過にありました︒

団体はじめ関係者も消費拡大に取り組

当時は都府県も︑大手乳業メーカー

品処理をすることが必要になります︒

る可能性に見舞われました︒

場をなくした飲用向け生乳が廃棄とな

なるお正月休みや︑春休み期間を迎え

す︒

メーカーと連絡を取り合い︑昼夜を問

事業に取り組んでいます。これから４つの事業についてご紹介いたします。

に滞留し生

全農酪農部は東京・大阪・福岡の３拠点の各々で生乳・乳製品・業務用牛乳・乳用牛の４つの

調整に貢献できる稼働を実施していま

今号から生産者と乳業を結ぶ各地の生産者団体を紹介していきます。第一回目は全農酪農部です。

わず懸命に業務に当たっています︒

全農酪農部

の乳製品工場が多数存在していました

17

13

団体によるきめ細やかな需給調整が欠

72

50

第１回

生産者団体紹介
for dairy, for farmers!

LL

のは日本だけとのことで︑全国の指定

め︑職員一同一丸となって︑今後も生

生乳の需要は︑牛乳向けを中心に夏場
需要量は約１２５０万ｔ︑これに対し

されます︒国内の牛乳・乳製品向け総

り︑差の約５００万ｔ分は海外からの

は増加し冬場に減少します︑結果とし

輸入によりまかなっています︒生乳生

乳の安定供給に努めてまいりたいと考
乳需要を上回るため︑保存性が高いバ
産量や需要量は天候︑政治・経済情勢

団体を始め︑乳業メーカーとより緊密

ター・脱脂粉乳等を製造︑保管︑在庫

国内の生乳生産量は約７４０万ｔであ

し︑ユーザーに年間を通じ安定的に販
等に左右されるので需給状況は常に変

て冬場から春先にかけて生乳生産が牛

売し︑需要を確保することで︑酪農家
化します︒日本では乳製品は国家貿易

えています︒

乳製品事業

安定販売により
需要を確保
品として位置づけられ一定のルールの

の再生産につなげています︒

な連携ができる日本酪農におけるミル
クサプライチェーンの重要性が改めて
その品目特性から︑保管や流通が難

評価された１年となりました︒
しい生乳のサプライチェーンは︑これ
までも地震などの自然災害によって︑
たびたびの危機に見舞われています︒
もとに輸入される仕組みですが︑上述

乳製品事業は︑① 乳製品販売業務︑
品の引き合いにも影響し

世界の需給情勢を把握

災や熊本地震︑北海道胆振東部地震な
② 乳製品需給動向の正確かつタイム
ます︒乳製品の需給は

乳製品を原料として販売

どですが︑これらの際にも〝１滴たり
リーな把握とそれを踏まえた関係機関
﹁ちょうどよい﹂がほと

記憶に新しいところでは︑東日本大震

とも棄てない〟を合言葉に全国ネット
との連携・調整が主な業務になりま
んどなく︑余剰と不足の

では︑普段は目立たない存在です︒酪

我々はこのサプライチェーンのなか

成果に繋がったのだと思います︒

たことが︑今回のコロナ禍での対応と

きらめない気持ちで業務に当たってき

常事態に直面しながらも︑最後まであ

た︒これまで何度も何度もそうした非

生乳を使用し︑メーカーの高い技術力

にも取り組んでいます︒国内の良質な

こなっています︒近年は乳製品の輸出

課︑同九州事業課でも同様の業務をお

全国にあり︑西日本酪農事業所乳製品

に販売しています︒販売先・仕入先は

パン会社などを中心に様々なユーザー

の乳製品を︑乳業メーカー︑製菓・製

て︑バター・脱脂粉乳・生クリーム等

乳製品販売業務は︑主に原料用とし

う努めています︒

の安定供給が果たせるよ

かりながら︑ユーザーへ

握し︑関係先と連携をは

給状況をタイムリーに把

苦労します︒国内外の需

なかで販売するのは大変

のような需給状況の変化が国内産乳製

ワークを活用し︑迅速に生乳流通計画
す︒

農家生産者の方や消費者の方からもよ
により作られていることから好評で︑

乳製品の需給は海外の市況にも影響

を再構築し︑受入可能な全国の乳業

く﹁全農って名前は聞くけど何をして

２０２０年に感染が拡

確な使命があり︑果たすべき役割があ

し︑我々にはこれまで述べたような明
家の再生産に不可欠な業務です︒生乳

の最終的な調整弁となっており︑酪農

脱脂粉乳・バターの販売は生乳需給

づく緊急事態宣言により

ンザ対策特別措置法に基

します︒新型インフルエ

スの影響についてご報告

大した新型コロナウィル

ります︒当面はこのサプライチェーン
生産量は︑暑さで乳牛の体力が落ちる

メーカーへ適切に生乳を割り振りまし

いるのか正直見えにくい﹂﹁わかりにく
数量も伸長しています︒

積み上がった
在庫軽減に向けて

い﹂とのお声もいただきます︒しか

がさらに強固になるように︑我々の持

学校が休校し︑給食向け

解袋作業や製造機器への投入等の手間

夏場は減少し冬場は増加します︒一方

納品先のオーダーに対応するため

がなくハンドリングが改善されるとと

ち味である︑需給調整機能強化に努

に︑さまざまな取引先と連携をしてい

もに製品品質が飛躍的に向上しまし

品メーカーに業務用牛乳を販売してい

ます︒生乳の調整を全国的に行い︑北

牛乳の供給がストップしました︒さら
年

の輸送会社の協力を得て︑効率

海道から沖縄まで
と約

的で柔軟な出荷・納品体制を構築して

や紅茶を楽しめるようになりました︒

業務用牛乳の供給は生乳の調整と出

厳しい需給変動を乗り切る

配送容量を拡大・効率化し︑全国約

場品質レベル向上と︑全農物流株式会

荷乳業そして輸送会社の協力が必要と

います︒

を使用したより風味豊かな缶コーヒー

た︒そして消費者は成分無調整の牛乳

ます︒
業務用牛乳の歴史は古く︑昭和
に供給を開始しました︒最初は乳缶等
Ｌ容器の小ロットで供給していまし

たが︑その後︑輸送手段をタンクロー

を超える出荷乳業

に観光・外食の自粛により︑お土産
物︑レストラン等の外食向けなどの需
要も減少したことにより︑国内のバ
ター・脱脂粉乳の在庫量は過去最高水
準まで積み上がりました︒
ｔ／車︶に変えることで

ント・アクセスの運用見直し︑また︑
の納品先に供給できるようになりまし

社と連携した運転手の衛生管理レベル

を活用して︑市

ては既存の設備

出荷乳業にとっ

ること︑そして

向けで販売でき

条件のよい飲用

ては最も手取り

酪農家にとっ

に変更してもらうなどの協力を得て︑

点を業務用牛乳の調達がしやすい工場

造を前後に移してもらうことや製造拠

た︒そして販売先には︑その時期の製

て地域を越えた広域輸送を行いまし

舶を使用したモーダルシフト等を通じ

出荷と納品を実施しているところ︑船

用牛乳についても通常では地域完結で

道の広域生乳の調整とあわせて︑業務

により生乳需給がひっ迫する中︑北海

繋がりが強く求められた年でした︒コ

場規模の大きな

特に生乳の不足基調が強い西日本の納

な殺菌乳を全国

飲料・食品向け

品工場を中心に︑全国への供給を実現

ロナ禍による夏季の学校給食の需要増

に牛乳出荷がで

しました︒まさに生販一体的に取り組

一律的に供給し

き︑工場稼働率

加や︑猛暑︑相次ぐ台風等の自然災害

の向上にも寄与

むことで︑この需給の厳しい変動を乗

用していた粉体

てはそれまで使

達不安等を背景とした牛乳添加量の減

よる主要販売先のセールス減少や︑調

コロナ禍における外出需要減少等に

り切ることができたのです︒

の乳製品と比べ

販売先にとっ

しています︒

ています︒

また︑定期的な巡回活動を通じた工

脱脂粉乳の飼料用への転用促進︑バ
た︒現在では業務用牛乳市場の約３分

品の原料として清涼飲料メーカーや食

缶コーヒー飲料や紅茶飲料︑冷凍食

高品質殺菌乳を
全国一律的に供給

業務用牛乳事業を通じた
飲用化促進

業務用牛乳事業

ります︒

そして消費者への貢献を果たしてまい

立をはかることで︑酪農家︑ユーザー

は︑乳製品の安定供給と需要拡大の両

を際立たせる万能な食品です︒私たち

た︑他の素材と合わさって︑美味しさ

の加工方法により乳そのものの︑ま

乳製品は︑栄養価が高く︑生乳から

しながら取り進めているところです︒

効果的に活用できるよう関係者と連携

私たちはこれらの政策が適切に︑かつ

ターの輸入︵調整︶品との置換え促進

〜

30

先述しましたが︑特に令和２年はその

リー︵

30

63

向上に取り組み︑安全・安心で高品質

20

の２を占める取扱数量になっています︒

10

による在庫軽減策を打ち出しました︒

こうした状況を踏まえ︑国は︑カレ

20

80

会社そして販売先と一体になって取り

め︑当課は今後も︑酪農・乳業・輸送

通じて安定した供給を実施していくた

境は厳しさを増していますが︑年間を

少など︑業務用牛乳の販売をめぐる環

て

は中止しましたが︑それも含め

ています︒コロナの影響で昨年

農酪農体験発表会を毎年開催し

する情報発信等を目的として全

回目となりました︒また︑

全農酪農﹁学生の夢﹂コンクー
ル︵学生の酪農の夢に関する作

−

を行うなど︑学生の夢の後押し

り︑原料となる生乳を生産する酪

社様︵埼玉県行田市︶のご協力に

取引先の一つである森乳業株式会

提供にあたっては︑酪農部のお

く牛乳﹄が給食に出

子 市 で は ︑﹃ わ た ぼ

喜ばれました︒八王

ご家庭から︑とても

などのメッセージを
いただきました︒

https://www.ja-town.com/shop/c/c3502/

万本の牛乳を子供たち

取り組みを行って参ります︒

酪農生産基盤の維持確保に向けた

情勢や消費拡大の活動を通じて︑

酪農部では︑引き続き酪農理解

にお届けすることができました︒

だき︑約

今回は特にたくさんの応募をいた

重要だと私たちは考えています︒

の牛乳の需要基盤にとって︑大変

供たちの牛乳の飲用習慣は︑将来

●九州そだち阿蘇山麓塩バタどら×5個●九州そだち
バニラ（内容量110ml）
×2個●九州そだちチーズ＆ク
ッキー（内容量110ml）
×2個●九州そだちクリーム＆
クッキー（内容量110ml）
×2個

文コンクール︶を発表会と併催
しています︒学生が自身の酪農

ホクレンの７つの家畜市場を通じて
になればという思いで取り組ん

います︵別掲︶︒また︑乳製品の

化してきていることを感じていま
す︒こうしたご提供はとてもあり
がたいです︒こども達にグビグビ
牛乳を飲んでもらって免疫力をし
っかりつけてもらいたいです︒
・現在コロナ禍のため食堂は中止
していますが︑ご希望のご家庭に

に増えています︒ど

を提供することで︑酪農家の経営

牛乳には免疫機能の強化・調整

うしてもレトルトや

全農酪農部では︑新型コロナウ

に作用するといわれるたんぱく質

缶詰が多くなってし

食材配布を行なっております︒家

定生乳生産者団体である関東生乳

をはじめ︑それらをサポートする

まう中︑牛乳はとて

庭状況のひっ迫から希望は月ごと

販売農業協同組合連合会と連携

ビタミンＡやミネラル類をほどよ

も喜ばれ︑皆さま大

や子どもたちの健康を守るための

し︑関東エリアの子ども食堂やフ

く含んでいます︒新型コロナウイ

変感謝しておられま

応援・支援を行いました︒

ードバンクへ牛乳を無償提供いた

ルスに負けずに健康で元気に過ご

した︒

イルス感染拡大の影響を受ける酪

新型コロナウイルス感染拡大の

していただきたいとの願いも込め

農家の経営を支えるため︑牛乳の

より︑子供たちの手に届くまで

て お り ︑﹁ 給 食 と 同

しました︒
影響によって︑業務用の牛乳・乳

た取り組みです︒

需要確保が必要な状況となってい

に︑より取り扱いが簡易になるよ

じ！﹂と喜ぶ子ども

・主に子どものいる

製品需要の落ち込みが続いてお

一方で︑家庭の経済環境悪化な

う常温長期保存可能な牛乳２００

ます︒
どにより︑学校給食が休止となる

たちが多かったで
ンにして届けていただきました︒
この取り組みにあたり︑子ども
食堂からは

す︒

を︑学校給食牛乳と同じデザイ

春休み期間に十分に栄養をとるこ
とのできない子どもたちが出てし
まうことが懸念されています︒
こうした状況を踏まえ︑全農は

学校給食による子

￥4,000（送料・税込価格）
●九州そだちバニラ（内容量110ml）
×4個●九州そ
だちチーズ＆クッキー（内容量110ml）
×4個●九州
そだちクリーム＆クッキー（内容量110ml）
×4個

組んでまいります︒

乳用牛事業
の夢を熱く語り︑酪農の先輩で

北海道の優良乳用牛を安定的に供給す
でいます︒昨年はリモートで開

ある発表会の酪農家とやりとり

るため︑選畜専門員を道内に配置し︑
催し 回目となりました︒

酪農部では︑酪農の理解醸成

理解醸成・消費拡大活動

ｍｉｌｋ事業が開始されて以降は︑豪
や牛乳消費拡大などを目的とし

年にＪ

州産の乳用牛も取り扱うようになりま
た新聞広告の作成に取り組んで

給をしています︒今後も酪農家の皆様
在庫が積み上がる中︑昨年

月

のご期待に沿えるよう︑乳用牛の安定
より︑本会ＥＣサイトのＪＡタ
ウン内に酪農部自らショップを
設けポンドバターや国産乳製品
を使用した商品などの販売を
行っています︵以下に掲載︶︒こ
の他︑子ども食堂やフードバン
クへの牛乳の無償提供にも取り
組んでいます︵別掲︶︒

弘乳舎は1883年に創業した熊本県の乳業メーカーです。会社名（屋号）には「牛乳を弘く社会に普及する天下国家への奉仕」
という思いが込められています。弘乳舎は、飲用乳として消費しきれない牛乳を「バター」や「脱脂粉乳」など長期保存ができ
る商品に加工・販売することで、酪農家の安定的な収入を支えるという「乳処理」によって社会への貢献を果たしています。
「九州そだち」は、九州・国内の酪農業が100年後、200年後も魅力のある産業であり続けることを願い、立ち上げられた弘
乳舎の一押しブランドです。

てこの緊急事態宣言の影響が深刻

令和2年12月7日、弘乳舎の「九州そだち」を販売開始！

農家や子どもたちのため︑広域指

子ども食堂・フードバンクへ︑
春休み期間に牛乳を無償提供

全農酪農部による消費拡大の取り組み

て︑優れた技術の普及・経営向上に資

の酪農家の優良事例発表などを通じ

よる循環型酪農の取り組みなど︑全国

酪農部では︑長命連産や耕畜連携に

全国優良事例の発信

事業以外の主な取り組み

的な供給に努めてまいります︒

した︒これまでに

道県の酪農家に供

牛相場が高騰していた平成

ようにしています︒また︑国内の乳用

都府県の酪農家のご要望に対応できる

乳用牛の安定的な供給

酪農のなかま139号

・フードパントリーを開催してみ

＊3月12日〜24日に実施した「ニッポンの農家応援プロジェクト」
（対象商品の送料無料）は、おかげさまで大変ご好評をいただきました。この取組みは農林水産省による新型コ
ロナウイルス対策の一環として行われた補助事業を活用したもので、2次募集についても活用していく予定です。詳しいキャンペーンの開始時期等は、当ショップのHP・メルマガ
でご確認いただくようお願い申し上げます。

学校給食と同じ牛乳をお届けしました！

￥3,300（送料・税込価格）

牛乳たくさん飲んで元気で過ごそう

10

「九州そだち」アイス・バタどらセット
「九州そだち」アイスセット

38
14

ml

12

29

子ども食堂やフードバンクへ牛乳

牛乳とお弁当の配布の様子

21

「酪市酪座」のご利用は
こちらからどうぞ

回目を迎えた﹁全農酪農セミナー﹂はコロナ禍によりオンライン形

全農酪農セミナー2020
移行期管理を成功させるためのポイント
第
式で開催いたしました︒今年度は︑本会と共同研究を実施している米国
ウィリアム・Ｈ・マイナー農業研究所のヘザー・ダン氏に﹁移行期管理

を成功させるには乾乳期と産褥期さら

がり得ます︒移行期やその後の泌乳期

宮炎︑乳房炎︑蹄病等の疾病にもつな

となりました︒産褥期︵一般的には分

牛はその後の疾病の罹患率が高い結果

後３時間以内に飼料を摂取しなかった

マイナー研究所での調査では︑分娩

日までと言われています︶

には泌乳後期の飼料及び飼養管理が重
〜

娩後
については︑ルーメンの健全性を維持
し︑摂取量を高めるため︑粗飼料由来
のＮＤＦが多い産褥期専用飼料を給与
することが望まれます︒しかし︑この

乾物摂取量は乾乳前期・後期を通し

分娩前後の
乾物摂取量を維持

要となります︒

を成功させるポイント﹂について講演をいただきました︒その中から飼
料・栄養の管理についてご紹介します︒
現在は配信終了しています︒
※

移行期の
栄養・飼養管理は重要

移行期の管理が適切であれば︑分娩
後も健康であり︑高成分・高乳量が期
待でき︑さらに適切な時期に繁殖が可
能となります︒この時期に直面する大
のエネルギー・蛋白質・カルシウムバ
て高く維持し︑分娩後には泌乳ピーク

産褥期飼料を長い期間給与しすぎると

ランス﹂です︒これらの〝負の栄養バ
まで一貫して高まることが望まれま
まで産褥期専用飼料︵粗飼料由来ＮＤ

きな課題は︑泌乳の開始に伴う︑﹁負

ランス〟は︑ケトーシスや低カルシウ
す︒分娩後すぐに飼料や水を摂取でき
Ｆ

正外となる牛の割合が

性もあります︒

％︶を給与しました︒このデータ

図１に示した試験では︑分娩後

日

逆に乾物摂取量を抑制してしまう可能

ム血症といった代謝疾病の要因となる
る環境を整える事も重要です︒

日目以降の乾物摂取量

ＤＣＡＤ調整飼料の給与

だけでなく︑牛の免疫力を抑制し︑子

では︑分娩後
％︶に切り替

頭程度︵頭数が少なけれ

事がポイントとなります︵図２︶︒低

ば上手くコントロールされています︒
％以上となった場合︑粗飼

出典：Leno et a（
l. 2015）CNCを基に作成

21
9

27
臨床的乳熱を発症した牛

の増加が妨げられており︑高泌乳用飼
料︵粗飼料由来ＮＤＦ
分娩前にマイナスＤＣＡＤ飼料︵飼

日目以降摂取量が増加していま

す︒健康であり︑摂取量が高まってき
料中の陽イオン︑陰イオンを調整した

えた
た産褥牛は速やかに高泌乳用の飼料に
飼料︶を給与し︑代謝性アシドーシス
血症のリスクを

／１００ｇが目安

で︑主なミネラル含量は下記の表の通

〜マイナス

採用する場合は︑ＤＣＡＤ値マイナス

乳後期飼料でマイナスＤＣＡＤ飼料を

低減する事はよく知られています︒乾

状態にする事で︑低

切り替えることが望まれます︒

低カルシウム血症を
防ぐには

︶

り推奨されています︒ＤＣＡＤコント

産褥期での低カルシウム︵以下
血症は依然として多くの農場で見られ

ロールの効果を確認するためには尿の

６時間後︑

確認する事が重要です︒飼料給与２〜

を測定し︑５・５〜６・５であるか

る課題の１つであり︑周産期疾病の増

︵２ ︶以

血症

加︑乳量減少︑繁殖成績の低下など悪
濃度８ ／

影響を及ぼします︒分娩後の低
は︑血漿中

％程

血症予防のためには︑・分娩前の摂取

しかし︑

〜Kマイナス0.5%

ば全頭︑頭数が多ければ牛群の

量の維持︑分娩後の速やかな摂取量向

料のミネラルを再分析し︑再調整する

Cl

下が目安となっています︒この８ ／

上︑・分娩後の経口もしくは皮下での

必要があます︒個体間でバラつきが多

5 （日）
4
3
2
出典：Goﬀ,（2006）
; Shire and Beede
（2013）
を基に作成

（％）

28
15（日）
10
5
0
-5
-10

1
0.6
0.3
0.2〜0.4

度︶を測定し︑そのうち が前述の適

カルシウム投与などともに︑・乾乳後

い場合は選び食いやＴＭＲの混合不良

＜1.3

10
0.3〜0.4

︵２ ︶以下である時間を短くする

期飼料での対策が必要になってきま

なども確認する必要があります︒

％以内であれ

す︒乾乳後期飼料では︑できるだけカ

ＤＣＡＤコントロールは特に高産次
牛でより効果的である事が分かってい

リウム含量を抑える事が重要です︒
︵飼料乾物中︑ＤＣＡＤコントロール

ます︵図３︶︒ＤＣＡＤを調整した正確
な飼料を給与するには粗飼料のミネラ

無しの場合１・１％以下︑ＤＣＡＤあ
りの場合１・３％以下︶︒

K

20
P

S

40
0.35〜0.40

100
● 個体間の差異があるため-10〜-15mEq/100gで調整

3産以上の牛における血漿中Ca8.5mg/dl以下の割合
（分娩後経時変化）

● DCAD=
（mEq Na+ +mEq K+）-（mEq Cl-+mEq S2-）

60
さまざまなアプローチ

80

推奨値, %DM

割
合
Ca

Mg

DCADなし
（〜+10mEq/100gDM）
DCADあり
（〜0mEq/100gDM）
DCADあり
（-10〜-15mEq/100gDM）
より強いDCADコントロールで減少

ミネラル

20

4
-15
84（日）
70
56
42
28
14
0
14

15

ルを分析する事が必要です︒

16

Ca

15
m
Eq

12

15

5
粗飼料由来NDF；20%
（NDF；32%, デンプン；28%）

18

10
pH

ゴールは8mg/dL（2mM）
以下となる時間を短くすること

6
20

Ca

図3
DCAD調整時の乾乳後期資料のミネラル推奨量
表

ヘザー・ダン氏
粗飼料由来NDF；27%
（NDF；31%, デンプン；26%）
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Ca

mM Ca

mg

血
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中
Ca
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度
粗飼料の
NDFがDMI
を制限
している

24

乾
物
摂
取
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︵
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26

pH

dl

臨床的乳熱を発症しなかった牛

10 （mg/dL）
28 （kg/日）

20

mg

分娩前後の血中Caの推移と乳熱の発症との関係

10

Ca

出典：Kimura et a（
l. 2006）
を基に作成
出典：Rockwell and Allen（2016）
を基に作成
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14

29
mM

図2
泌乳期における粗飼料由来のNDF量の違いが
飼料摂取量へ及ぼす影響
図1

dl

域のアルファルファ価格はさらに上昇する

なタンパク源となっています︒今後︑当地

波及する可能性もあります︒

との見方もあり︑この影響は西海岸全体へ

ら ︑船 腹 が 足

全農グレイン株式会社 ポートランド支店

３月上旬のインペリアルバレー灌漑局か

スーダングラス

天水地域においても先月降雪があり︑土
漑されています︵前年同月 ４８６０エー

らの発表によると︑２４４１エーカーが灌

米国産チモシーヘイ

壌への水分補給を促すとともに︑春先の強

いますが︑本格化するのは３月下旬と見ら

カー︶︒これまで少しずつ作付けがされて

風の影響を回避するのに一定貢献した模様
です︒

もあり︑日本の顧客による高価なスーダン

ト上昇と︑これまでの海上運賃上昇の影響
の購買動向に懸念があるため︑生産者は今

れます︒燃料・肥料・人件費等の生産コス

あり︑以降２週間

は多くの降雪 が
は低気温・降雪が

２０２０年産スーダンはこれまでの需要

す︒
の高まりからほぼ販売が完了している模様

のところ作付け意欲が旺盛ではない様子で

場には一定の旧穀

続 き ま し た ︒現

在 庫 が あ り ︑新
滞から一定荷動きの遅れが見られます︒２

です︒需要は高い一方で︑直近での物流停

年産よりも少なくなるのではないか︑との

０２１年の作付面積については︑２０２０

穀 まで 繰 り 越 さ

な れ ば ︑新 穀 相

業者は今年のスーダン種子の発注量が昨年

年並みとなる可能性もあります︒ある輸出
よりも少なかったことも︑作付面積減少に

予想がありますが︑作付動向によっては前

と見られますが︑

場 に とって の 弱

西海岸南部地域

ルファルファ産地

価 格 上昇の可 能

性もあります︒

足感を補う量

生 活 習 慣 が産 ん だ 北 米 消 費 構 造の変 化 か

下半期に入ると︑コロナ感染拡大防止の

を待つコンテナ船の滞船状況についても数

対応しきれていない状況です︒沖にて荷役

オフ︵ヤードへの搬入締切︶日時の変更に

ード搬入時間の縮小や︑船社の急なカット

後の影響が懸念されています︒

ミナルの混雑・遅延も確認されており︑今

す︒また︑天候の関係から内陸の貨車ター

様に１〜２ヵ月程度の遅延が発生していま

豪州航路

す︒

推移すると思われま

後も運賃は強含みに

唱えられており︑今

く︑燃料代の上昇も

しているだけでな

り︑海上運賃が上昇

上げ︶を実施してお

Ｉ︵ 海 上運 賃一括 値

が毎月のようにＧＲ

年末から︑各船社

況が続いています︒

キングが取れない状

から︑各港ともブッ

を優先していること

ン価格が上昇すれば︑生産者が小麦収穫後

仮に日本向けの需要の高まりによりスーダ

スーダンの生産コストが増加しています︒

まり魅力的ではなかった一方︑ここ２年で

２０２０年産の価格は生産者にとってあ

寄与していると見ています︒

を背景としたア

ろこし 価 格 上昇

と同様に︑とうも

材料となり得る

ります︒もしそう

れる可能性 があ

在︑依然として圃

のの︑２月中旬に

暖 冬 で あった も

２月 上 旬 まで

ワシントン州コロンビアベースン

理能力を超え
る貨 物量によ
る港 湾の混 雑
が 起 き ︑ま た
空 コン テ ナ 輸

り ず ブッ キ ン

【チモシー圃場】

粗飼料産地情勢
アルファルファヘイ
カリフォルニア州インペリアルバレー

３月上旬のインペリアルバレー灌漑局か
らの発表によると︑１４７０００エーカー
が灌漑されています︵前年同月
１３８８４７エーカー︑先月 １
ルファルファは２月下旬から刈取

４７０４０エーカー︶︒２番刈ア

ほとんどは国内もしくはサウジア

開始となる見込みです︒１番刈の

を含め他の輸出業者は今のところ

ラビアに販売された模様で︑中国
積 極 的 に 購 買 してい な い 様 子 で
す︒
新 穀の見 栄 えは 非 常 に 良いと
は言えないものの︑成分値は今の
ところ良好のようです︒これまで
早刈りアルファルファの新穀価格
は︑全グレードを含め昨年と比べ
て上昇しています︒これはとうも
源への需要が高くなっていること

ろこし価格上昇を背景にタンパク

料・人件費︶が上昇しているため

と︑牧草の生産コスト︵燃料・肥

〜

め︑現在はアルファルファが安価

にスーダンを作付けすることが考えられま
す︒

ストロー類

通常︑新穀の収穫は６月下旬︑ウィラメ
グ が取 れない

︵ペレニアル・アニュアル・フェスク︶

送 をア ジア に

ットバレー南部のアニュアルライグラス︑
状 況 と な って

戻す動きか

降︑７月上旬に中部のフェスクストローが

フェス ク ス トロ ー か ら 開 始 さ れ ま す ︒以
います︒
各 船 社は新

収穫開始され︑ペレニアルライグラススト
ローは７月下旬頃に開始となります︒
造 コン テ ナ を
順次市場に投

には足 りてい

豪州産オーツヘイ
各州では来年の新穀へ向け︑圃場の準備

月程度の遅延となっています︒日本に直接

を開始する所です︒順調に降雨があった事

どから︑積み替え港での遅延も影響してい

寄港するダイレクト便のサービスの減少な

的 な 人 員 不 足 やコンテ ナの回 転 の 遅 れ か
動静の混乱が続くという声が大半ですが︑

太平洋岸北西部︵ＰＮＷ︶の貨物を船積

ます︒

ら︑現時点では２０２１年度の上半期まで

ま せ ん ︒世 界

されます︒

さらに長期化する懸念も出てきています︒
北米航路

港については︑ＬＡ／ＬＢ港程の混雑はな

みするシアトル／タコマ港︑ポートランド

ケジュール通り貨物が輸出できておりませ

いものの︑空コンテナ不足の影響によりス

アジア発北米向けの輸入量は引続き旺盛
船 積 み す るロサン ゼルス ／ロン グ ビ ー チ

港でも荷役待ちの滞船が発生しており︑同

ん︒また︑航路の途中にあるバンクーバー

です︒太平洋岸南西部︵ＰＳＷ︶の貨物を

直近はターミナルの混雑によるコンテナヤ

︵ＬＡ／ＬＢ︶港の混雑は継続しており︑

期はコロナ感染拡大による世界的な経済の
各 船 社 は 減 便 に よる需 給 調 整 を 行 いま し

ら︑輸入耐久消費財等の荷動きが活発にな

はあまり減っておらず︑平均して１〜２ヵ

各船会社は引き続き︑空コンテナの輸送

り︑貨物量が激増しました︒そのため︑処

た︒

停滞から︑上半期往航の荷動きが減少し︑

ります︒２０２０年度を振り返ると︑上半

世界的なコンテナ動静の混乱が続いてお

海上運賃情勢

況となっており︑今後は適期の降雨が期待

が ︑全 体 の 不

下 していま す

【１番刈圃場】

と見られ︑特に人件費は米国全体
の最 低 賃 金 上昇 を 背 景 に
25

％ 程 度 上 昇 し て い ま す ︒こ の た

20

もあり︑土壌の水分量は例年よりも高い状

2020年度往航貨物量推移

(1)

が懸念されています︒

がある事を示唆しているため︑今後の影響

を表明︑今後も値上げが継続される可能性

す︒一部の船会社は３月積で追加の値上げ

ーに通知する形で運賃の値上げが行われま

Ｉの発表はされませんが︑船会社がシッパ

豪州の海上運賃は北米航路のようにＧＲ

す︒

況 の た め ︑今 後 の 状 況への 注 視 が 必 要 で

ストライキについても妥結していない状

す︒

の 混 雑 を 要 因 と す る 遅 延 が 起こっていま

替港︵シンガポール︑マレーシア︑釜山等︶

ブッキングが取りづらくなっている事︑積

の︑輸出貨物との競合により船腹が不足し

ものの︑旧来航空便で行っていた果物など

は問題になってない

ンテナ不足について

豪州航路では︑コ

(2)

(2)

(1)

全農 牛乳新聞広告シリーズ

2007年から、その時々の牛乳・酪農を取り巻く事象をテーマに展開してきた新聞広告シリーズをご紹介します。

全農 牛乳新聞広告
２０００年代

その時々の
〝酪農〟
を消費者へ

２００７年
続
日常
日牛乳 搾 ︑届
︑手紙形式
牛乳新聞広告
ー
︑
禍 変 っ
っ
︑消費者 皆
︑
変
︑毎
続
酪農家 想
︑
〝一杯 牛乳〟 込
届
︵３月 日朝日新聞朝刊 掲載︶

回の広告を出すにあたって︑

議論を重ねました︒実際の酪農家にも

で不安を感じながら生活する皆さまに

年３〜６月上旬にかけて生乳

ご意見をいただき﹁コロナになって︑

宛てた﹁酪農家からのお手紙﹂という

立候補した職員４名を含めた

初めて口にするものです︒母牛から子

酪農家が搾った生乳が余らないように

形で︑感謝の気持ちを込めてエールを

今

牛への愛情と健康に育つための栄養が

と︑消費者をはじめたくさんの関係者

送ることとなりました︒

生産はピークを迎えます︒生

たっぷり詰まっているので﹁牛乳は春

の方が携わってくれている︒皆さま

毎

が旬だ﹂と言ってもよいくらいです︒

へ︑１年前のお礼をぜひ伝えてほし

30
プロジェクトチームで何度も

牛は毎日搾乳してあげないと

乳は生まれたばかりの子牛が

乳房が張って病気になってし

乳

ビ
ジュアルについては︑広告を

がんばろう﹂と思ってもらえ

るようコップ一杯の牛乳にこだわり︑

人工的な照明は使わず朝の日差しを取

り入れてシンプルに撮影しました︒ま

た︑酪農家からのお手紙にぬくもりを

感じてもらえるよう手書きにこだわ

り︑ボールペンの他︑鉛筆やシャープ

穏な日常を取り戻すにはまだ

時間が掛るかもしれません

ペン等︑何回も試し書きを重ねまし

た︒

平

最新の広告です。本誌巻末に掲載していま
すので、ご一読いただけますと幸いです。

が︑これからも私たちは︑全

2021年3月30日掲載
「今日もあなたに、一杯のエールを。」

国の酪農家の想いを込めて︑〝一杯の

獣医をはじめとする、酪農家を身近で支える人々を
テーマにしました。「良質な一杯を届けたい」との
思いでつながった人々の日々の取り組みが牛乳や
乳製品をまもる基盤であることをお伝えする内容
となりました。写真は、長野県木祖村の牧場にご協
力いただきました。

エール〟を送り続けたいと思います︒

「女性酪農家」にスポットをあて、酪農現場でいき
いきと働く女性の活躍をテーマにしました。またそ
の中で、地域や職種を超えた女性達の新たな絆が
広がってきている事、その活動を全農がサポートし
ている事も紹介しました。写真は、北海道別海町の
牧場にご協力いただきました。

2019年9月29日掲載
「見て、聴いて、触れて。
良質な一杯を育む、酪農のスクラム。」

見た人が﹁よし！ 今日も１日

２０１０年代後半以降
2018年12月4日掲載
「80歳のおばあちゃんになっても、
私らしい酪農を追い求めていたい。」

「一杯のエール」プロジェクトチームのメンバー

い﹂との想いを聞かせていただきまし

2021年NEW !

まうため︑生乳を原料とする

「2010年に発生した口蹄疫、その危機と昼夜を問
わず闘った、酪農、畜産に関わる人々の取り組み」
をテーマに、実際の酪農家の方の力強い手を撮影
しました。

た︒そこで︑１年経った今もコロナ禍

2010年7月28日掲載
「それでも、牛と生きていく。」

牛乳は︑他の飲み物と違って﹁止まら

ない︑止められない﹂飲み物です︒昨

年３月以降︑新型コロナ感染拡大に伴

う影響で業務用需要が回復しない中︑

春休みに入り全国的な休校となったこ

とから学校給食用の牛乳需要が消失し

ました︒一時は大変な事態も想定され

ましたが︑ステイホーム中︑多くの

方々に﹁牛乳﹂を飲んでもらうこと

「東日本大震災の直後、一杯を食卓に届けるために
懸命に働いた日本の酪農関係者の絆」をテーマに、
実際に最前線で対応にあたられた酪農関係者の方
を撮影しました。

で︑たくさんのエールをいただきまし

福島の乳業会社（東北協同乳業）と、大学との産学
連携で生まれた活動を紹介。風評被害で消費が落
ち込む中、夢や希望を胸にがんばる人たちを、県民
の皆さんに知っていただきたいと、福島限定の広告
にしました。

た︒そうしたことから︑私たちは１年

２０１０年代前半

2014年9月10日掲載
2011年8月25日掲載
「このヨーグルトは、夢や希望から生まれた。」 「一杯の絆。」

前の春に起きたこと︑消費者をはじめ

「一杯の牛乳を、酪農家たちは３年もの歳月をか
け、丁寧に育んでいる」ということをテーマに、牛
乳そのものを美しく撮影しました。

とする全ての生活者に対して︑酪農家

「生き物を運ぶように、丁寧に生乳を運ぶミルクロ
ーリー」をテーマに、岩手県盛岡市閉伊街道で、実
際に走るミルクローリーを撮影しました。酪農はミ
ルクサプライチェーンと言われる生乳流通の仕組
み、ローリーを洗浄管理し運転する乗務員さん達の
手によって、安定的な供給を可能としています。

の想いを込めた感謝の気持ちを伝えた

記念すべきシリーズ第１回は、群馬県吾妻郡で撮影
されました。

2009年3月13日掲載
2007年6月30日掲載
3年かかりました。
」
「牛乳は、
飲み物であるまえに、
生き物と考える。
」 「今朝の一杯をお届けするのに、

いと強く感じました︒

2007年3月31日掲載
「いい牛乳は、いい土から、つくる。」

2021年
今日もあなたに、一杯のエールを。

今回ご紹介した内容を含めたこれま
での新聞広告は、全農酪農部ホーム
ページ「モゥ〜っと牛乳」からもご
覧いただけます。

