「酪農の夢」コンクールOG訪問
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酪農の輪プロジェクト
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岡山県・三宅牧場（倉敷チーズ工房ハルパル）
三宅春香さん
夏休み！オンライン牧場体験レポート
技術トピックス

10

粗飼料産地情勢
トピックス

酪市酪座Twitterを開設
●酪市酪座

新商品のお知らせ

12
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受賞している︒
﹁私がクラスでただ一人︑酪農後継者
だったからだと思うんですけど︑担任
の藤井先生から﹃こういうコンクール
があるから出してみないか﹄と声をか
けていただいたのが応募のきっかけで
した︒テーマが﹁酪農の夢﹂だったの
で︑自分が酪農家に産まれ育って︑こ
んなことを勉強して︑今後︑どんな酪
農をやりたいかという自分の夢を︑本
当につらつらと綴っただけ︒賞を狙っ
たわけでもないし︑とれそうとも思っ
てなくて︑本当にびっくりですよね﹂

いったん置いて︑三宅さんの入賞後か

描いていた︒そこでチーズ工房の話は

チーズ作りはそのさらに先の夢として

の導入など５つの課題をあげており︑

ついて自給飼料や糞尿処理︑牛群検定

が︑もともと作品の中では三宅牧場に

房をオープンしたのは先述の通りだ

その後︑三宅さんが念願のチーズ工

安定の牧場経営と︑
挑戦のチーズ工房

てみたい﹂と思ったのだという︒

面白さにはまって﹁本当に自分でやっ

はこの時が初めて︒ここからチーズの

実は三宅さん︑チーズ作りをするの

は今でも覚えています﹂

いし︑食べてもおいしい︒初日の感動

す︒ビヨーンって伸びるのがおもしろ

モッツァレラづくりの体験をしたんで

に︑ほかのお客さんもいる中で一緒に

が藤川さんの牧場でした︒研修初日

い︑と希望して紹介していただいたの

ズや乳製品を作っている牧場に行きた

で︑研修も普通の牧場ではなく︑チー

﹁将来の夢がチーズや加工だったの

大きなきっかけとなった︒

場﹂︒これが三宅さんの夢を具体化する

香川県高松市の﹁しおのえ ふじかわ牧

ているが︑三宅さんが選んだ研修先は

副賞として牧場での体験研修が贈られ

﹁酪農の夢﹂コンクールでは入賞者に

ずっと口にし続けて、
夢を形に
ら現在までの足跡と︑当時挙げていた

課題への取組みについて紹介しよう︒
三宅さんは高松農業高校を卒業後︑

初日の感動は今でも
三宅さんがオープンした﹁倉敷チー
分弱

ズ工房ハルパル﹂は岡山県倉敷市にあ
る︒新幹線新倉敷駅からは車で
の距離で︑実家の牧場に隣接する︒女
の子と牛が寄り添うかわいらしい看板
が目印の店舗で︑三宅さんが出迎えて
くれた︒
﹁お店のマークは岡山県のデザイナー
さんに作ってもらったんです︒やっぱ
り牛があってのチーズなので︑牛は絶
対入れたい︒また︑チーズ工房は消費
者とのつながりの場であり︑酪農とチ
ーズをつなぐ場所でもあります︒﹃ハ
ルパル﹄のパルは〝つながる〟という
意味の英語︒牛と人間・女の子が仲良
く︑というイメージでデザインしてい
ただきました﹂
年前

さて︑三宅さんが﹁酪農の夢﹂コン
クールを受賞したのは今から約
のこと︒そこでまずは三宅さんの紹介
もかねて当時のことを振り返っていこ
う︒
三宅さんの作品タイトルは﹁私が目
指す酪農経営﹂︒高校に進学し︑新た
な技術に触れて感激する一方で︑実家
の良さを再認識したこと︑就農後︑実
践したい夢が具体的で三宅さん独自の
プラスアルファがあったこと︑さらに
将来の夢が非常に共感できるものであ
ったことなどが評価され︑最優秀賞を

た三宅さんは︑すぐに実家に帰らず一
年間︑北海道の牧場で働いている︒
﹁帯広の加藤牧場さんにお世話になり
ました︒ここは学生の時からお世話に
なっていた牧場で︑ジャージーの牛乳
を使って乳製品を作っているんです︒
そこで一年間︑搾乳をしながらチーズ
の基礎を教えていただきました﹂
そして予定通り一年後︑実家に就農︒
〝酪農の本場・北海道〟で学んだ結果︑
実家の経営が三宅さんの目にどう映っ
たのか尋ねてみた︒

就農後に活かせる実践的な勉強ばか

研究したり︑繁殖系の勉強をしたり︑

で牛づくしの毎日でした︒牛の病気を

いたので︑大学は酪農の本場・北海道

﹁高校の時に実家を継ぐことを決めて

る︒

き継いだ経営ができるようにがんばら

ただいています︒ですから︑そこを引

こに情熱を注いでいて賞もたくさんい

たり前のことだと思うんですけど︑そ

出荷する生乳の品質を追求するのは当

っているのが乳質です︒酪農家として

で欠点がないんですよね︒特にこだわ

﹁実家は両親がすごい頑張っていたの

り︒また同級生は酪農の後継者が多

なきゃいけないというプレッシャーが

についてももう少し勉強したいと考え

大学卒業後︑実家に帰る前にチーズ

んはまっていきました﹂

いしいチーズをいっぱい食べてどんど

﹁北海道はチーズ工房が多いので︑お

ーズ工房に足を運んでいたという︒

特にしなかったものの︑合間合間でチ

大学ではチーズ作りに関する勉強は

す﹂と三宅さん︒

が広がったこともよかったなと思いま

います︒大学でそういうネットワーク

く︑今は全国で後継者として頑張って

北海道の酪農学園大学に進学してい
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岡山県・三宅春香さん
受賞者訪問
全農「酪農の夢」コンクール

■倉敷チーズ工房ハルパル
公式HP kurashiki-cheese.shopinfo.jp
〒713-8112 岡山県倉敷市玉島陶5423-11
電 話 080-1907-5901
Eメール info@kurashiki-cheese.com

全農「酪農の夢」コンクールは全農酪農経営体験発表会が25回目
を迎えたことを記念し平成19年にはじまった。これまでの開催回数
は14回を数え、1,500人近い学生の夢が綴られている。
令和３年３月、岡山県立高松農業高校から「コンクールを受賞した
本校卒業生が夢であったチーズ工房をオープンすることとなり、まさ
に『酪農の夢』を実現しようとしています」という連絡をいただい
た。
その方は第５回（平成24年）に最優秀賞を受賞した岡山県の三宅
春香さん。作品では、酪農後継者だった三宅さんが高校生活を通して
酪農への認識を深め就農を決意、将来はチーズづくりをしたい、とい
う夢を綴っていた。
念願のチーズ工房をオープンした三宅さんに、当時語っていた夢が
実現するまでの道のりと、夢を叶えたその先のことについて話しても
らった。
三宅春香さん

10
乳質にこだわり、５年連続で表彰されている

店頭に並ぶ三宅さんの牛コレクション

大きくて﹂
三宅牧場の体細胞は令和２年の平均
が約７万５千と非常に高水準にある︒
その理由について三宅さんが教えてく
れた︒
﹁酪農家って自分のこだわりがあっ
て︑獣医さんから指導があっても搾乳
方法を変えない人が多いんです︒うち
はそういう助言を聞き入れて最新のマ
ニュアルに忠実に搾るようにしていま
す︒今は搾りすぎないということ︑そ
れに沿った搾り方に変えてから体細胞
が改善しました︒あとは清潔にするこ
と︒みんな牛が汚れているのはいやな
ので︑毎朝晩尻尾を洗ったり︑毎日き
れいでいられるような環境作りをして
います﹂

商品については︑今のところフレッ

臨機応変に回しています﹂
シュチーズに集中しているが︑作りた
いチーズはほかにもあるという︒
﹁今︑作っているチーズは北海道から
帰ってきた後︑独学やよそのチーズ工
房で教えてもらったもの︒北海道で勉
強していたのはゴーダチーズと言って
熟成させるタイプのチーズだったんで
す︒熟成庫もあるので︑これからはそ
ういった熟成系のチーズを出したい︒
仕事も落ち着いてきたし本当は今すぐ
℃くらいがちょう

にでも始めたいんですけど︑暑いので
なかなか︒熟成は

どいいので︑作り始めるのは秋頃か
な︒熟成に３ヵ月かかるので︑年明け
に出せたらと思っています﹂と三宅さ
ん︒

清潔な牛舎で清潔にされた牛たち
現在販売しているナチュラルチーズ。いずれは熟成タイプのチーズ
も販売したい

鮮な牛乳︑ということを最大限生かせ
るようなチーズ作りを心がけていま
す﹂
注文はホームページやネットショッ
プでとるほか︑ＳＮＳで呼びかけもす
る︒
﹁ありがたいことに口コミで広がって
いて︑多いときは１００セットとか出
たりするんですよ﹂と三宅さん︒また
一般向けの小売りとは別に地元の飲食
店にも卸している︒
﹁小学校からの先輩が地元でお店をや
っていて︑昔から﹃チーズをやるなら
ぜひ使いたい﹄と言っていただいてい

ため作文の中であげていた課題につい

や取り組みを実感した三宅さん︒その

学生時代の勉強を通して両親の想い

ズ工房で挑戦しているので︑牧場経営

いうことは両親とも話しました︒チー

い目で見て酪農を続けられるのかなと

製品の加工部門を立ち上げた方が︑長

ので︑ちょっとずつ卸先を増やして頑

イベントがあってそこでも好評だった

ています︒先日は︑岡山のスーパーで

れからどんどん広げて行きたいと思っ

を紹介してもらったりもしていて︑こ

たんです︒その方からまた違う飲食店

ては考えを改めたようだ︒
は安定してこのままいこうという感じ

三宅さんが一人で担う︒

肝心のチーズ作りだが今のところは

張っています﹂

﹁高校時代に見ていた課題と今考えて
何をするにしてもメリットとデメリッ
トがある︒大学時代に勉強してみてや
﹁１００セット作るときはドタバタで

現在︑三宅さんが製造しているのは

れでも牛舎仕事には手を抜かない︒

っぱり今の経営状況が一番安定してい
ることがわかりました︒ここから規模
﹁モッツァレラ﹂﹁スカモルツァの燻

﹁ただ︑酪農情勢はなかなか厳しい時

だった︒
乳なので癖もなく食べやすいチーズと

の牛乳で作っています︒飲み慣れた牛

﹁うちのチーズはすべてホルスタイン

いずれもナチュラルチーズだ︒

親が不在の時は牛舎に入るし︑家族で

んですけど︑チーズを作らない日や両

つきっきりでなかなか牛舎に行けない

かにはできません︒今はチーズ工房に

工房なので︑おおもとの牧場をおろそ

すね﹂と苦笑いする三宅さんだが︑そ

拡大したりというのは特にありませ

﹁やっぱり牛乳や牧場あってのチーズ

もあるので︑生乳の出荷だけに頼り切
いうのが特徴です︒あとは高品質で新

こそ両親が元気なうち
に︑チーズ工房を軌道に

の生産基盤をしっかり引

したい︒そして私は両親

乗せ︑人を雇ってチーズ

してくれた︒

今後の展望について三宅さんに伺う

﹁このへんはワインが有名なのでワイ

き継いで高品質な生乳生

部門を任せられるまでに

ンでウォッシュしたチーズとか︑なる

産のこだわりをそのまま
残していきたいと思いま
すね﹂と三宅さん︒

農家がいますってアピールしていかな

ことはないとは思うけど︑倉敷にも酪

のはうちともう２軒︒ここから増える

いて︑今は６軒ですけど後継者がいる

﹁倉敷の酪農家はどんどん減ってきて

るようだ︒

どんどんネットワークが

とを紹介してくれたり︑

聞いた方がいろいろなこ

言い続けていて︑それを

ズをやりたいと︑ずっと

﹁私は高校時代からチー

とを尋ねてみた︒

を叶えるために大切なこ

最後に︑チーズ工房を

いと︒黙っているだけでいい方向には

広がったりしてチーズ工

らかというと県北が盛んで︑倉敷地方

進まないと思います︒もう一軒の牧場

房ができました︒私が夢
三宅さんが﹁酪農の夢﹂コンクール

作るという一つの夢を成

もジェラートを始めているので︑うち

を叶えた︑というより周
で評価されたのは︑夢が具体的で三宅

では減少傾向にある︒三宅さんはそう

のチーズとコラボして新しい商品を作

りの方にかなえていただいたというほ

し遂げた三宅さんに︑夢

るとかそういった話はしています︒こ

うが正しいくらい︒やっぱり夢は思っ

﹁両親が引退したら私が引き継いで牧

いずれ変わっていくと考えている︒

ズ作りに専念しているが︑この状況も

親が中心で︑三宅さん自身はほぼチー

一方︑三宅牧場については今はご両

ールして︑どんどん挑戦していってほ

やりたいことがあるならどんどんアピ

かなと思うところがあります︒本当に

て︑ずっと口にしていたので叶ったの

ているだけじゃなかなか伝わらなく

ず三宅さんの思いがしっかり込められ

房や三宅牧場の展望も︑当時と変わら

だった︒今回︑話してくれたチーズ工

そして将来の夢が共感できるという点

さんのプラスアルファがあったこと︑

た︑共感を呼ぶものだった︒

しいですね﹂

たらいいですね﹂

れから少しでも倉敷の酪農をＰＲでき

した状況をなんとかしたいと考えてい

岡山県の酪農と言えば蒜山などどち

立したいと思っています﹂

べく地域に貢献する倉敷産チーズを確

と︑地元・倉敷への思いを込めつつ話

夢は口にするから叶う

るのも ︒
…そこで別の収入源として乳

そこで目をつけたのが乳製品の加工

ん﹂
製﹂﹁フロマージュブラン﹂の３種類︒

高品質な実家の生乳を
最大限に生かしたい

です﹂

暑熱対策に昨年からミストを導入。体感温度はだいぶ下がった

いる課題って全然違うんですね︒結局

メリットデメリットを熟慮した結果、今もつなぎ飼いに

場の仕事がメインになります︒だから
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「倉敷チーズ工房ハルパル」

信しました︒

ルタイムで配

の様子をリア

町・山岸牧場

北海道士幌

拠点として︑

ーラボを配信

アグベンチャ

実施︒東京の

ずつ合計４回

れぞれ１時間

前と午後︑そ

オンライン牧場体験は

・

日の午

３つのテーマでＶＴＲとクイズ

夏休み、親子で！オンライン牧場体験

ん親子に︑協同
乳業からは商品
開発部・常川洋
太さんにミルク
博士として出演
していただき︑
事前に送付した
仕事や牛︑

飼料や堆肥などを使いながら酪農家の
牛乳につい
て紹介しま
した︒
またミル
ク編・えさ

画面越しでも牧場をリアルに

・

日の２日間︑北海道士幌町の

全農酪農部と協同乳業株式会社は８
月
山岸牧場で初の試みとなるオンライン
牧場体験を実施しました︒
この取組みは酪農と牛乳・乳製品の
魅力を発信することを目的とした協同
乳業株式会社との共同プロジェクト
照︶の一環で行われたもので︑昨今の
コロナ禍で実際に牧場を訪ねてもらう
ことが難しい中︑酪農家の協力を得て
オンラインで牧場のことを楽しく知っ
てもらおうという企画です︒
協力していただいた山岸牧場は﹁健
康な土をつくり︑健康な牧草を与え︑
健康な牛を育てる﹂というコンセプト
のもとで約３００頭を飼養︒〝バイオガ
スプラント〟を導入し循環型酪農を実
現しています︒もともと牧場体験を受
け入れており︑さらにヨーグルト製造
や︑カフェ︑ファームインなど六次化
事業︑消費者との交流にも積極的で
す︒牧場主・山岸利明さんの娘︑北出
愛さんは﹁酪農の輪プロジェクト﹂で
ＰＯＰデザインを手がけたり︑全農酪
農部による﹁酪農の夢﹂出張授業に講
師として協力いただいた経緯から︑今
回の企画が実現しました︒

パッケージ︑同社ＨＰなどを通じて告
ョンをとることができました︒

も参加者とスムーズにコミュニケーシ

のの︑ツイッターを通じて当選連絡後

組 ４
×

知︑ツイッターにより応募という方法
組１２０名︵

をとりました︒全国から約２６５０件
の応募があり
回︶を招待しました︒
今回のイベントは〝画面を通して〟
という大きな制約がある中で﹁どうし
たら酪農を身近に感じてもらえるか﹂と
いうことを山岸さ
ん・北出愛さん親
子︑協同乳業︑全
農酪農部が一体と
なって何度も検
討︒牧場の匂いや
感触を感じていた
だけるように︑教
材だけでなく牧草
やコーンサイレー
ジ︑ビートパル
プ︑牛ふん堆肥の
実物も全農畜産生
産部とくみ
あい飼料の
協力を得て
事前に各家
庭に送付し
ました︒誤
って口に入
れてしまう
のでは︑と
いった懸念

編と３つのテ

が︑親子で参加していることもあり︑

簡単なクイズではありませんでした

博士の常川さんが一つ一つ丁寧に答え

れ︑山岸さん・北出さん親子︑ミルク

もあったも

ーマでＶＴＲ

ていました︒

テーマごとに

を し て か ら︑

と答えあわせ

題︒子供たち

すか？﹂﹁牛が病気になったらどうす

るの？﹂﹁牛舎に冷房や暖房はありま

同じ？﹂﹁一日に何本分の牛乳が搾れ

子供たちからは﹁牛乳の味は一年中

てもらえたら嬉しい﹂と牧場への来場

んの目で︑耳で︑口で︑酪農を体験し

ん︒コロナ禍が収まったら実際に皆さ

だ聞きたいことがあるかもしれませ

山岸牧場はフリー

れますか？﹂といった質問が寄せら

︻えさ編︼

ストール牛舎で自
由に歩けます︒牛
のご飯は牧草とデ
ントコーン︒サイ
レージは栄養たっ
ぷりの発酵食品︒
いっぱい食べてお
いしい牛乳になり
ます︒

酪農といいます︒

る仕組みを循環型

のように再利用す

気に育ちます︒こ

を作り︑作物が元

肥料は畑でよい土

な肥料にします︒

微生物の力で良質

プラントに集めて

っこはバイオガス

牛のうんちやおし

を呼びかけました︒

自由に質問を受けました︒
﹁酪農﹂は牛乳を
生産する農業で
す︒山岸牧場は約
三百頭の牛がいま
す︒昔は手で搾っ
ていたけど︑今は
機械で搾っていま
す︒搾った牛乳は
工場で殺菌してか
らお店に並びま
す︒

︻うんち編︼

るの？﹂﹁牛乳を毎日飲むと大きくな

牧場体験終了後︑北出愛さんは﹁ま

正解する子が多く︑牛や酪農︑牛乳へ

ビートパルプ

を流した後︑

コーンサイレージ

の関心が高いことがうかがえました︒

協同乳業のツイッターや農協牛乳の

60

クイズを出

牛ふん堆肥

25

15
チモシー乾草

24

﹃酪農の輪プロジェクト﹄︵９ページ参

配信拠点の東京・アグベンチャーラボ

︻ミルク編︼

実際に使用している飼料や堆肥を送り、手触りや匂いを感じてもらいました
VTRで牧場のお仕事を紹介し、山岸さん・北出さん
親子が参加者からの質問に答えました

酪農の輪 プロジェクト
繋げよう
広げよう
現地からは山岸利明さん・北出愛さ

25

編・うんち

山岸利明さんと北出愛さん

全国の親子がオンラインで、
リアルタイムの牧場体験
24

協同乳業商品開発部の常川洋太
さんはミルク博士として登場

司会進行を務めた井上さやかさん

×

ンライン牧場体験を
やろうよ︑という話
ぜひやりたいと︒企
裏に終えたことから︑今後の展開にも

イベントが参加者の好評により成功

訪問型と全く違うメリット

画段階から皆さんと
期待がもたれます︒酪農部深松部長は

を提案していただき︑

今回︑初の試みとなったオンライン
考えながら進めてき
﹁今回は 組に対して２６５０名の応募

子供たちの反応に
スタッフも手応え

体験牧場を終え︑関係者・スタッフの
たので︑想像してい

客様のお声を聞くにつけ︑本当にこの

好きだという方々が増えていけば︒お

のイベントを通じて牛乳・乳製品が大

とで本当にはじめての試みでした︒こ

お客さまとダイレクトに結ぶというこ

徐々に始めてきた企画ですが︑今回は

に入って︑店頭でのＰＯＰ掲載から

﹁酪農の輪プロジェクト﹂は令和３年

問してくれた︒何回

とに興味をもって質

ますか﹂︑そういうこ

ったら酪農家になれ

いですか﹂﹁どうや

るんですか﹂﹁楽し

どんな仕事をしてい

﹁酪農家の人たちは

ます︒

できたと感動してい

たことが想像以上に

できます︒大きな可能性を感じました

エリアで︑多くの方とつながることが

すが︑このスタイルなら︑もっと広い

ナ禍だから思いついた企画ではありま

にしたい︒オンラインでの体験はコロ

人たちにこれを伝えてあげられるよう

をいただきましたので︑もっと多くの

●協同乳業株式会社

企画をやってよかったと感じていま
も手を上げてくれる

続けていきたい﹂と継続に向けての意
欲を話しました︒
また山岸牧場・北出さんは﹁子供た
ちから﹃よだれはどれくらい出るの﹄

した︒今回は︑都心や道外の方ができ

けど︑コロナ禍で動きがありませんで

うちでも牧場体験はしていたんです

い﹂といった質問に

だれの量はどれくら

が見たい﹂とか﹁よ

印象的でした︒﹁心臓

国の子供たちとつながり︑触れあうオ

検証してみたいですね︒また︑冬バー

﹃うんちはどのくらい出ますか﹄という

ないことをリモートを使いながらやり
はびっくりしましたね︵笑︶︒

ジョンもぜひやってみたい︒牛が息を

子供たちは︑このコロナ禍で夏休み
クシデントもなく︑早速︑ツイッター

懸念していた通信障害や入室の際のア

や睫毛が凍っていたり︑私たちの服装

しているだけで湯気が出たり︑よだれ

ゃなくて︑実際にどのくらい出るのか

した︒書いてあることを伝えるだけじ

きりで測ってみるのも面白いと思いま

質問があったんですけど︑次はつきっ

たいという思いで取り組みました︒概
ンライン牧場体験が実現できました︒

でもなかなか外出できず︑宿題の自由

も変わります︒北海道の寒さと︑だか

年12月には第1弾として、北海道士幌町株式会社山岸牧場・北出愛さんの

は実は暑さが苦手で冬場はむしろ乳量が増え成分も濃くなることを、冬ならではの

おすすめの飲み方とともに紹介しています。

今 さんが考案したPOPを掲示しました。関さんは農協牛乳のふるさとである群
年３月の第2弾は、群馬県関牧場・関千鶴

馬県吾妻郡の酪農家で、牧場では全頭自家育成を行っています。

二 作目のテーマは「春」。暖かい春は、牛にとって快適に過ごすことができる
気候であり、全国の生乳生産量が年間で最も多い時期です。「牛は春が好

今 から、暑い夏に負けない元気をお届けできるよう「暑中

年7月の第3弾は、千葉県加茂牧場・長﨑清子さんが考案したPOPです。「夏」と「牛乳」というキーワード

お見舞い／残暑お見舞い モーウシあげます」とキャッチコピー

となりました。J-milkの報告では「運動」＋「牛乳」の組み合

わせが熱中症予防に効果的とされ、季節感とともに、生産者の

想いを牛乳売場にお届けしました。

新 農乳業界としても牛乳・乳製品の需要拡大が重要です。お客さまに牛乳を飲んでもらうことを通じて、酪農を

型コロナウイルス感染症拡大の影響で落ち込んでいる外食需要などはいまだ以前の水準に戻っていません。酪

応援してもらい、また酪農業界を取り巻く環境についても理解していただけるよう、本プロジェクトでは今後も酪農

●山岸牧場さくら工房・北出愛さん

で〝楽しかった〟〝勉強になった〟と

昨 POPを掲示しました。牛乳は冬場に消費が落ちる傾向がありますが、乳牛

子供たちの反応がとてもよくて︑私

消費者の飲用促進を図りました。

向けたアイデアを楽しそうに話してく

研究もできない状況にありました︒そ

き！」という酪農家のつぶやきから牛乳売場に生産者の想いと季節感をお届けし、

らこそわかる牛の温かさを見せられる

ても楽しかったなと思います︒

●全農酪農部・深松部長

事業開発グループ

す︒
子がいたのでとても

ので︑もっといろいろな工夫を重ねて

●山岸牧場・山岸利明さん

60

ね子供たちの反響もよく︑こちらとし

村上大輔さん

方々に率直な感想を伺いました︒

初めてのオンライン牧場体験を終えた関係者一同

いう声が多数届いています︒開催して

産の牛乳・乳製品への愛着を深めてもらおうという狙いです。

うしたなか︑なんとか子供たちに牧場

ースに掲示することで、消費者の方々に酪農の現場をより身近に感じてもらい、国

たちも楽しい時間を過ごせました︒

頭POP『酪農家のつぶやき』シリーズは酪農家による自作で、それぞれ

んじゃないかなと思います﹂と次回に

店 の想いや酪農の豆知識について発信します。これを農協牛乳の販売スペ

よかった︑というのが率直な感想で

験を行ってきました。

体験をさせてあげたい︑という想いの

『酪農家のつぶやき』シリーズと題したPOPの作成・掲示やオンライン牧場体

去年一年間︑酪農体験ができず何か

との相互理解の促進や、牛乳乳製品の魅力を発信する取り組みで、これまで

す︒

「酪 農の輪プロジェクト」は、全農と協同乳業株式会社が協力し、牛乳の消
費拡大と生産基盤の安定に資することを目指し、消費者・流通と酪農家

下︑リモート開催という形により︑全

酪農家の想いをのせて牛乳・乳製品の魅力を発信する

やりたいとおもっていたところに︑オ

れました︒
﹁オンライン牧場体験﹂はコロナ禍で
移動や人の交流が難しい中︑子供たち
に牛・牛乳・酪農のことを知ってもら
おう︑という思いから立ち上げられた
企画ですが︑スタートしてみるとその
場にいながら全国の牧場とつながるこ
とができる︑移動や時間といった制約
が調整しやすい︑など従来の訪問型牧
場体験とは違ったメリットがあること
がわかりました︒
全国と現地をオンラインで結ぶこの
〝酪農の輪〟が大きく広がり︑さらに多

家の自作POPや消費者との交流活動などに取り組んでいきます。

くの人たちに繋がっていくことが期待
されます︒

酪農の輪プロジェクト

年度より全農ＥＴ研

優良な後継牛の確保のために
〜ＧＥＮＥＸ精液の活用〜
つとして︑平成
究所は輸入精液事業を開始した︒ＧＥ
ＮＥＸ社︵当時ＣＲＩ社︶は育種改

る︒以前と比較して歩様スコアや乳器
形質︑分娩難易度︑死産率が削除され
た︒歩様スコアや乳器形質はＧＥＮＥ
込まれているため︑分娩難易度︑死産

ＩＣＣインデックス

ＩＣＣインデックスは︑ＧＥＮＥＸ社
率は発生の懸念が過去数年と比較しは

Ｘ種雄牛造成プログラムにすでに組み

優れた技術を持っており︑また︑生産
が独自に開発した改良指標であり︑理

良︑繁殖技術︑健康管理など多方面の
近年︑国内の搾乳牛の頭数は減少し
者の所得向上を重視し﹁長命連産・中
るかに減少したためである︒

年に約９６４千頭いた
想的な商業用乳牛︵

ており︑平成
型で省スペース﹂を目標としている点
Ideal Commercial

搾乳牛も現在では約８３９千頭となっ
においても共感できるものであったた

種雄牛候補は各指標の重要度も加味

③繁殖性︵ＦＥＲＴ︶ 旧
…ＩＣＣイン
デックスの繁殖性から無角遺伝子・繁

して選抜される︒構成割合の約半分を

殖性ハプロタイプを削除された︒これ

４月からはより使いやすく分かりやす
占める﹁①生産効率﹂は︑乳量を単純

率化のために作られた︒これまでＩＣ

ている︵令和２年畜産統計︵令和３年
とした︒

い︑生産効率・持続性・繁殖性の３つ

に最大化することでなく︑少ない餌で

らを削除することで繁殖効率を上げる

の指標に基づく総合指標に更新され

Ｃインデックスは生産効率・健康性・

ＧＥＮＥＸ社の精液は︑主に生産者
た︒

という目標に対してより明確に焦点を

の利益向上のため経済性を重視し︑

繁殖性・搾乳性・分娩能力の５つの指

︶を目指す改良指標で︑経済性を
Cows
基本にしつつ農家の収益向上・経済効

５千頭も減少しており︑また︑経産牛
の平均産次数も年々短くなっている状
況となっている︒こうした中で︑生産

﹁長命連産・中型で省スペース﹂が最

率︶が重視されることを意味する︒そ

当てることができるようになった︒

大の特長である︒乳牛の大型化が進む
①生産効率︵ＰＲＥＦ︶ 乳
…生産にお
ける飼料効率と生乳成分量に焦点を当

の結果︑
﹁体型は小ぶりだが︑そのわり

﹁ＧＥＮＥＸ﹂精液の特長

中︑日本の既存の牛舎環境にフィット
てている︒

者の所得向上のため︑乳牛には乳生産

することから根強い人気がある︒この

のみならず︑繁殖性や健康性など総合

背景には︑ＧＥＮＥＸ社独自の﹁ＩＣ
②持続性︵ＳＵＳＴ︶ 旧
…ＩＣＣイン
デックスの健康性・搾乳性・分娩効率

全農が
﹁ＧＥＮＥＸ社精液の利用﹂
を勧める理由

的な評価が求められている︒

乳牛頭数の減少が続いていく中︑生
Ｃインデックス﹂という改良指標が貢

牛は︑米国で使用されている他の指標

て︑ＩＣＣインデックスで上位の種雄

全農畜産サービス︵株︶では遺伝子検

に含まれていた形質で構成されてい

査サービスを行っている︒牛群の遺伝

ているため︑効率的な後継雌牛の確保

れは１００頭以上いる種雄牛のうち︑

子評価を把握することで︑各農場にお

マークになっており︑ブルブックでは

各指標のトップ５のみに付与されるた

ける次世代の牛群の目標を明確にし︑

に活用してほしい︒

め︑どの牛がどの指標に特化している

適当な精液を提案︑授精することが可

名号の横にロゴマークが記される︒こ

に良く乳が出る牛﹂が実現する︒加え

より多くの乳を生産する能力︵飼料効

産者の所得向上に資するため︑飼料・
献している︒

︵ＴＰＩ︑ＬＮＭ︶で上位の種雄牛と
比較して︑体高が低い事も特徴であ

かが一目で把握できる︒また近年︑性

る︒体高が高い牛は︑体も大きくな
かってしまう︒同社はこうした独自の
ＧＥＮＥＸ精液を紹介するパンフ

選別精液の利用が拡大している︒ほと

5つの指標から評価していたが、2021年4月、3つの指標による評価に更新

り︑乾物摂取量が多いためコストがか
分析により︑ＩＣＣインデックスに用
月︶更新され︑全農畜

レット︵通称﹁ブルブック﹂︶は年３

能となる︒

回︵４・８・

ＩＣＣインデックスの３つの新指標

んどの種雄牛で性選別精液を取り扱っ

●ブルブックの掲載ページ（全農畜産サービス株式会社ＨＰ）
https://www.zcss.co.jp/import/genex
●お問い合せ ET研究所 東日本分場 TEL 0296-71-1155

産サービス︵株︶のＷｅｂサイトに公開

ブルブック表紙

12

される︒前述した３つの指標はロゴ

ブルブックの種雄牛紹介ページ。名号の横にロゴマー
クがある牛はその指標において高い能力を有している
ことを示す

いる指標を厳選している︒

ブルブックの見方・特長

乳牛管理技術普及など生産者支援の一

標から構成されていたが︑２０２１年

め︑ＧＥＮＥＸ社精液を取り扱うこと

酪農の現状

25

７月公表︶︶︒ 年前と比較し︑約１２

22
10

産者が現在３番刈を実施しています︒ここ
り︑アルファルファ全体の相場が上昇する

ァへの引き合いは特に旺盛です︒これによ

ードロット向けとなる低級品アルファルフ

地南部から北部にかけて良好です︒収穫時

したため︑チモシーの品質はコロンビア盆

的円滑に進みました︒乾燥した気候が継続

りとなったものの︑総じて収穫自体は比較

全農グレイン株式会社 ポートランド支店

２週間程度は非常に高い気温が続きました
ことが懸念されています︒

粗飼料産地情勢
アルファルファヘイ
が︑収穫の進捗としては例年通りです︒７
期当初は２０２０年産の上級品が不足して

〜８月は例年通りの気温が予想されていま
す が ︑高 気 温 が 続 く と 作 物 の 成 長 を 遅 ら

米国産チモシーヘイ

米国の干ばつ状況
２０２１年８月時点の干 ばつ状況︒赤色が
濃いほどひどい干ばつを示しています︒放牧地
などでの牧草不足が深刻で︑本来は輸出用に
向かう乾牧草も米国内需により産地相場はけ
ん引されています︒

較すると 〜 ％程度

ます︒単収は例年と比

影響を大きく受けてい

地域では干ばつによる

しかしながら︑天水

ています︒

単収も例年通りとなっ

利用による制約はなく

あったため︑水資源の

の冬場の降雪が十分で

てはカスケード山脈で

刻ですが︑当地におい

では干ばつの影響が深

進みました︒米国各地

ても︑収穫は問題なく

もう一つの主産地エレンスバーグにおい

います︒

いた輸出業者による購買が積極的であった

せ︑ストレスによる開花が早くなります︒
競争が見られましたが︑現在は落ち着いて

ため︑上級品の購買において過熱した購買

カリフォルニア州インペリアルバレー

時
コロンビア盆地では︑６月上旬に暴風雨

生産者は３番刈に向けて高気温の影響を最
小限に抑え単収を確保するべく︑１日
が発生しごくわずかな一部の牧草が雨あた

現 在 は５ 番 刈 の 収 穫 が 進 め ら れて い ま
す︒高気温の影響で４番刈以降の品質は低
す︒西海岸他州と同様に内需は強く︑フィ

間 山 水 を 継 続 す る な ど の 対 策 を して い ま

米国産ライグラス︑
フェスクストロー

成分のものが中心です︒干ばつの影響から
ており相場は堅調のようです︒
オレゴン州クラマスフォールズ

％

１番刈が終了しました︒６月上旬に降雨
があったものの︑影響を受けたものは
程度と見られます︒干ばつによる水不足の
影響から︑一部の生産者の中には２番刈を
行わないなど生産量に影響がでると考えら
れます︒
ユタ州・ネバダ州

当地でも干ばつにより生産量が減少する
刈の収穫が９割程度終了しています︒米国

可能性が高まっています︒ユタ州では１番
内需が西海岸他州よりも旺盛で輸出向けに
は な ら な い ほ ど 産 地 相 場 は 高 騰 して い ま
す︒
ワシントン州コロンビア盆地

２番刈の収穫が終了しました︒多くの生

盤に向かうにつれて直近の高気温の影響を
受け茶葉の量が多くなる等の影響を受けた
ロットもあるようです︒

米国産スーダングラス
４・５月は乾燥・温暖な気候

短 くする一因 となっています︒

は乾燥した気候が作物の背丈を

が続きました︒特に天水地域で
直近の高湿度の影響から︑収穫時期後半

低く︑作物の成熟も早まってい

このため︑単収は例年と比べて

にさしかかった圃場では茶葉混入が見られ
穫されたものについても茶葉の混入が見ら

ることが一般的です︒ここ１〜２週間に収

たものの︑作物の成熟が早まっ

ます︒６月に入り降雨が見られ

茎の成長よりも種子形成を行っ

ているため多くの圃場の作物が

早播き品は５月下旬に収穫開始となって

れます︒

す ︒２ 番 刈 で は 上 級 品 の 発 生 は 限 定 的 で

による影響は全ての品種に影響

ている様子です︒乾燥ストレス

おり︑現在は２番刈の収穫が行われていま

日後に収穫となります︒早

す︒遅播きスーダンは６月以降に作付けさ
れており︑約

候の関係から特にペレニアルラ

を及ぼしますが︑生育期間と気
イグラスで影響が出ると見られ

播きの作付け当初は相場見通しが難しく生
降相場が堅調となったため︑遅播きスーダ
ます︒

低かったという生産者
が多いようです︒品質
は乾燥した気候が続い
す︒ただし︑収穫が終

たため良 好のようで

約１年前の２０２０年７月の干ばつ状況︒干ば
つを示す赤色は限られたエリアでのみ見られま

や菜種など他品目への転作を行う︑と見ら

て収穫する方針に切り替える︑または小麦

より︑牧草生産者は牧草ではなく穀物とし

通告されたほか︑フリータイム条件の見直

便や地方港の寄港取りやめが一部船社から

などの混乱が見られます︒直近は日本直行

北米航路︑豪州航路ともに引き続き遅延

コンテナ海上運賃情勢

す︒現在の干ばつ状況と比較すると差は一目瞭然
です︒

して輸出は復活せず︑多くの旧穀在庫が繰

れます︒これらを背景に牧草として収穫さ

す︒

各 州で 新 穀 の 作 付 け がほ ぼ 完 了 しまし

者からの購入価格が低位で推移したことに

り越される見込みです︒また︑②牧草生産

た︒降雨の状況により地域間での生育差は

となっています︒干ばつの影響によりあら

値上げ︵ＧＲＩ︶︑コンテナの早期引き取

し交渉がなされ始めました︒海上運賃一括
末に中国への輸出認可期限が切れ︑依然と

り・返却が各船会社の狙いです︒

能性があります︒

豪州産オーツヘイ

影 響 を与 える可 能 性 がありま

ローの需給バランスや相場にも

ており︑今 後︑オレゴン産スト

繊維源の価値は米国内で高まっ

干ばつのため副産物を中心に

ンの 作 付 け は 比 較 的 積 極 的 に な さ れて お
り︑中級品としてのスーダンの供給余力が
いかほどか注目されます︒

米国産クレイングラス
３番刈の収穫が進められています︒６月
下旬の高温高湿な気候の影響を受け︑２番
刈後半に収穫されたものの品質は低下しま

40

れるオーツは大きく作付面積が減少する可

ゆる牧草の産地相場は堅調に推移していま

した︒３番刈についても中・低級品が中心

【７月中旬コロンビアベースンの２番刈チモシー圃場。高温のため成熟が早く刈取が急
がれますが、単収を上げるために収穫時期は圃場によって様々です】

24

豪州産牧草を取巻く環境として︑①２月

ありますが︑概ね順調です︒

庫は存在している模様で︑産地相場は比較

す︒しかし︑クレイングラスの旧穀繰越在
的穏やかな上昇となっています︒

30

10

産者の作付け意欲が低い状況でしたが︑以

60

【７月中旬コロンビアベースンでの３番刈直前のアルファルファヘイ。高温により開花
が見られる圃場が散見されます】

国内酪農家や肥育農家からの需要は高まっ

(1)
(2)
(3)
(4)

モッツァレラチーズ（内容量100ｇ）

カチョカバロ（内容量100ｇ）

ブラウンスイス牛乳の本来のうまみを生かすた
め、65℃30分で殺菌し、パスタフィラタ製法を
用いてひとつひとつ丁寧に手作りしています。
癖がないのでミルクが苦手な方でも、ご堪能い
ただけます。また、塩分控えめのため、サラ
ダ・ピザ・グラタン・和風料理にもおすすめで
す。

ミルクの主成分を凝縮し、乾燥熟成させて硬め
なチーズに仕上げました。ナチュラルチーズ
は、ほんの少しずつ味・組織が変化していきま
す。お召し上がりの際には、1cm位にカットし
て、フライパンで焦げ目がつく程度に焼いてく
ださい。おいしさが広がります。トッピングに
お醤油、お味噌との相性も抜群です。

（豆知識）

（レシピ）

アカウントを開設
Twitter

Twitterプロフィール画面

酪市酪座

【投稿内容】

全農酪農部では︑
﹁酪市酪座〜うしさ

んからのおすそわけ﹂の Twitter
アカウ
ント﹁酪市酪座 〜うしさんからのおす

日︵土用の

28

そわけ〜︻公式︼／ＪＡ全農酪農部﹂を︑

乳﹁牛﹂にちなんだ７月

﹁丑﹂の日︶に開設しました︒

﹁酪市酪座﹂は全農酪農部が産地直送通

販サイト﹁ＪＡタウン﹂に出店・運営

しているショップで︑乳製品の販売と

ともに︑消費者の皆さまに普段なかな

QRコード

か馴染みのない酪農乳業界の様子を

ブラウンスイス牛乳を100％使用した、さけるチ
ーズです。ミルクの風味を生かすために、低温
殺菌(65℃30分)にて処理し、乳酸菌と酵素の働
きをコントロール。繊細にさけて、穏やかな味
のフレッシュタイプのチーズです。

＠Jatown̲rakuichi

知っていただけるようなショップづく

濃厚なブラウンスイス牛乳で作られたゴーダチ
ーズは約90日間熟成され、芳醇な香りと旨味を
増し、乳の甘みをより感じる複雑な味わいをお
楽しみいただけます。熟成が若いのでクリーミ
ーで食べやすく、おつまみの他いろいろな料理
にもご使用いただけます。

ユーザー名

りに取り組んでいます︒

●ゴーダチーズ 170g×1個
●さけるチーズ 50g×1個
●モッツァレラチーズ 100g×1個
●カチョカバロ 100g×1個

さけるチーズ（内容量50ｇ）

今回︑開設した公式アカウント

3,700円（送料・税込価格）

ゴーダチーズ（内容量170ｇ）

︶では︑当ショッ
︵＠ Jatown̲rakuichi
プの商品紹介をはじめ︑酪農情勢や牛

酪市酪座
〜うしさんからのおすそわけ〜
【公式】／ JA全農酪農部

乳・乳製品の魅力を発信しています︒

アカウント名

ＳＮＳを通じて︑酪農や牛乳・乳製品

【アカウント概要】

令和３年10月1日（金）発売予定

のファンを増やし︑消費拡大につなげ

ナチュラルチーズセット

られる投稿を目指していきます︒

！
NEW

！
NEW

朝食セット
令和３年10月１日（金）発売予定

ブラウンスイス牛乳（内容量720ml）

3,700円（送料・税込価格）
●ブラウンスイス牛乳 720ml×1
●ブラウンスイス
ヨーグルトドリンク 720g×1本
●ブラウンスイス
プレミアムバター 100g×1個
●ブラウンスイス
ミルクジャム 100g×1個

日本ではまだ少ないブラウンスイス牛から搾っ
た、希少な生乳100％の牛乳です。乳脂肪分4.0
％以上無脂固形分9.0％以上の濃厚な成分が特徴
で、99℃45秒の殺菌方法で処理することによ
り、牛乳の持つ本来の香り、そして甘みとコク
のある牛乳に仕上げました。

ブラウンスイスヨーグルトドリンク
（内容量720ｇ）

日光霧降高原 大笹牧場の
「ナチュラルチーズセット」「朝食セット」を発売開始！

乳脂肪分4.0％、無脂乳固形分9.0％の高品質な
ドリンクタイプのヨーグルトです。ほどよい酸
味と控えめな甘みが特徴で濃厚なコクをお楽し
みいただけます。

酪市酪座は2021年10月1日（金）にJAタウンに出店し１周年を迎
えます。1周年を記念し、日光霧降高原 大笹牧場より、「ナチュラルチ
ーズセット」と「朝食セット」の2商品を新発売いたします。
大笹牧場は、日光霧降高原から日光連山の山並みを眺め、広大な牧
場の中央を走る霧降高原道路の終点
に位置し、新鮮な空気と四季折々の
季節感が味わえる高原牧場です。牧
場レストハウス内では、「ブラウンス
イス牛」の生乳から製造された牛乳
やソフトクリーム、アイスクリーム、バター、ヨーグルト、チーズなどを販売
しています。

ブラウンスイスプレミアムバター
（内容量100ｇ）

ブラウンスイスミルクジャム
（内容量100ｇ）

ブラウンスイスミルクで自家製造した生クリー
ムをじっくり加熱殺菌し、一晩熟成させまし
た。塩分は1.0％と控えめで、そのまま食べても
くどくなく、上品な味わい。毎日食べたいおい
しさです。

牧場の隠れ土産人気№1！
ブラウンスイス牛乳と生クリームをふんだんに
使用した、甘さ控えめなおいしさです。
パンやホットケーキ、フルーツやアイスクリー
ムとの相性は抜群です。

その日光大笹牧場から、4種のナチュラルチーズをセットにした「ナチュラ
ルチーズセット」と、朝食シーンに欠かせない牛乳やバター、ジャムをセット
にした「朝食セット」が新たに酪市酪座のラインナップに加わります。ぜひ、
一度お試しください！

