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一杯をつなぐ私たちのなかま
系統乳業紹介●協 同 乳 業 株 式 会 社

都ブランドの酪農家限定

乳﹂の発売を開始︒東京

同乳業の３者が共同開発した﹁東京牛

同組合・東京都多摩地域の酪農家・協

２００６年９月には東京都酪農業協

﹁農協牛乳﹂は︑生乳本来のコクと

区で発売を開始しました︒

には東海地区︑本年９月末より関西地

を関東地区で︑その後２０２０年３月

流高電界殺菌法を用いた﹁農協牛乳﹂

ため︑２０１６年３月に乳業界初の交

のおいしさを活かした牛乳をつくる〟

牛乳として︑２０１
すっきりした後味の美味しさを実現し︑

の一歩も二歩も先を進んでいました︒

０年 月に東京都地
認証を︑さ
年３月より﹁農協珈琲﹂︑同年 月より

さらに農協シリーズとして２０１９

当社を代表する牛乳になっています︒

きアイス﹁ホーム
らに２０１

域特産品認証食品の
ランバー﹂を発売
７年３月に

震の
災価
・コ
乳
値ロ
をナ
最を
大乗
限り
に越
活え
かした
消品
費を
者お
に客
牛様
乳・
品を届ける
商
の乳
も製
とへ
社員獣医師を擁する乳業会社
周年

し︑昨年
を迎えました︒

協同乳業株式会社は︑
〝酪農と乳業の
共生〟の理念のもと︑酪農家と農協︑
１９５６年

は地域団体
﹁農協ヨーグルト﹂は︑信州産特選生

います︒

持った確かな技術力で︑数々のロング

立場に立った商品開発と進取の気風を

社として酪農家と共に歩み︑お客様の

にわたり︑社員獣医師を擁する乳業会

﹁テトラ牛乳﹂を

パック牛乳である

し︑日本初の紙

クマシンを輸入

ンからテトラパッ

た︒ビフィズス菌ＬＫＭ５１２は特定

米国の科学ジャーナルに掲載されまし

を延ばすことに成功︒その成果論文が

菌ＬＫＭ５１２を用いてマウスの寿命

プロバイオティクスであるビフィズス

には︑酪王協同乳業株式会社︵旧︑東

のとなっています︒﹁農協ヨーグルト﹂

ように︑酪農家の方々の想いを込めたも

まま活かしており︑
﹁農協牛乳﹂と同じ

ミルクの持つコクのある味わいをその

乳１００％のヨーグルトで︑なめらかで

セラー商品を生み出してきました︒

〝より良質な生乳が持つ素材そのもの

月より︑ＪＡ全農およ

に取り組んでまいります︒

食文化の創造

健康で豊かな

供することで︑

者の皆様に提

た商品を消費

大限に活かし

持つ価値を最

生産する乳の

に︑酪農家が

の恵みを大切

ともに︑自然

を発信すると

農・乳業情報

家の想いと酪

で日本の酪農

と﹃ペラいち﹄

家のつぶやき﹄

通じて︑
﹃酪農

ジェクト﹄を

﹃酪農の輪プロ

家のつぶやき﹄シリーズと題したＰＯ

牛乳﹂の店頭販売時に掲示する﹃酪農

このプロジェクトでは︑まず﹁農協

プロジェクト﹄を開始しました︒

び全国の酪農家と協力して﹃酪農の輪

２０２０年

酪農家と消費者をつなぐ
﹁酪農の輪プロジェクト﹂

を使用しています︒

Ｂ１乳酸菌﹂

北協同乳業株式会社︶と全農酪農部の

た︒
今年で発売
周年となる本格的
な﹁カスタードプリン﹂は︑当時ケー
キ店やカフェでしか味わえなかったカ

説しました︒
さらに﹃酪農の輪プロジェクト﹄で
日の２日間︑各２回の﹁夏休

は︑コロナ禍２年目の夏となる本年８
・

19
−

１９５５
年３月にデ
ンマークか
ら輸入した
機械で日本
スタードプリンを誰にでも手軽にお届
けしたいという想いで商品化しまし
た︒この量産化技術は業界に大きなイ
ンパクトを与えましたが︑それ以上に
〝 原料にこだわり︑素材の良さを活か
す〟という発想は︑当時の乳製品業界

イクルを紹介
しました︒
﹃酪農家の
月

み・親子でオンライン牧場体験ご招待

つぶやき﹄第
三 弾 は ︑﹁ 暑

牛乳﹂をご愛飲いただく皆様から２６

キャンペーン﹂を実施しました︒﹁農協
００組を上回るご応募があり︑北海道

中お見舞い
ます！﹂︒Ｐ

山岸牧場のオンライン牧場体験に

モーウシあげ
ＯＰを裏返す

が当選しました︒緊急事態宣言などで

消費が減少する傾向がありますが︑暑

かのように︑酪農家と牛たちとの
交流を深めていただくことを目指
惜しくも牧場体験に当選しな

しました︒

名様にオリジナル保冷

かった方の中からはＷチャンス賞
として

協同乳業では︑これからも︑

11

12

初の﹁アイ
スクリーム
バー﹂の生
産を開始︒
１９６０年
には日本初
の当たりつ

Ｐと︑流通業界のバイヤーの皆様向け
に︑
﹃ペラいち﹄と題した︑酪農家のつ
ぶやきに出演した酪農家の紹介ととも
に︑日本の酪農・乳業と牛乳・乳製品
の情報資料を発行しています︒
﹃酪農家のつぶやき﹄第一弾は︑北海
道士幌町で酪農を営む山岸牧場の北出

と﹁残暑お見

夏休み中も家に閉じこもりがちな小学

60
あたかも北海道の牧場を訪問した

組

舞いモーウシあげます！﹂となりま

生のお子様のいるご家族に向け︑

秋の新商品

﹃牛乳﹁冬が旬﹂﹄です︒牛乳は冬場に
さが苦手な乳牛にとっては︑実は冬場

す︒千葉県八千代市加茂牧場の長﨑清

冬ならではのおすすめの飲み方﹁ホッ
トミルク﹂とともに紹介しました︒﹃ペ
ラいち﹄では︑日本の酪農家戸数と生
乳生産量の推移︑季節別に変化する乳
成分を取り上げています︒
﹃酪農家のつぶやき﹄第二弾は︑﹁牛
は春が好き！﹂と題して︑牛と春が大

60

バッグをお送りしました︒

パティレ 誘惑のナッツ

好きな群馬県中之条町関牧場の関千鶴
さんとプリ

２ページの特大号を発信︒消費量

夏休み特大号〜﹄と題した見開き

﹃ペラいち﹄は﹃夏のペラいち〜

姿を表現しました︒

ぎ︑酪農家も牛も暑さに負けない

子さんが大きなうちわで牛を扇

に乳量が増え成分も濃くなることを︑

愛さんが作成したイラストを使用した

25

パティシエ監修の香ばしナッツアイ
ス。ピーナッツとチョコ粒の２種の変
化のある食感と、アイス部分のヘーゼ
ルナッツペーストで、奥行きのある味
わいをお楽しみいただけます。

ンセス号に
ご登場いた
だきました︒
関牧場では
すべての牛
が自家育成
牛で﹁プリ

府県生乳需給構造をどのように凌

が生産量を大きく上回る夏場の都

名前を入れ︑

いでいるのか︑近年の大きな課題

ンセス﹂の
愛情をこめて大切に育てています︒

である異常気象の影響を交えて解

阿蘇エリアの約50名の生産者が育て
た和栗を使った、香り高くほっくりす
る本格的な味わいのプリンです。

24

40

﹃春のペラいち﹄では︑乳牛のライフサ

阿蘇 和栗プリン

いただいています︒

保健用食品﹁おなかにおいしいヨーグ

２０１１年８月には︑世界で初めて︑

商標を取得しています︒

﹁農協ヨーグルト﹂をそれぞれ発売して

10

生産開始しまし

月にはスウェーデ

月に

企業が一体となり︑１９５３年

10

ご協力により︑
﹁ ／

年近く

12

60

ルト﹂をはじめとする商品でご好評を

会社を設立しました︒以来︑

12

70

年８月に設

指定生乳生産者団体等により
構成される酪農指導団体
中央酪農会議は︑昭和
年

化・流通対策︑③酪農理解醸成の活動

盤強化対策︑②指定団体の組織機能強

きるよう︑①生乳需給安定化・生産基

安心して生乳生産できる環境を実現で

の増産・維持を基本とする中期需給安

あることから︑令和３年度から３年間

基盤維強化の取組みを推進する必要が

た生乳供給を行うためには︑引き続き

本会としても国等の補助事業の実施主

フォームの構築に取り組むとともに︑

した新規就農に係る関係者のプラット

果等を活用しつつ︑他団体等とも連携

全処理の実現に向け︑需給調整リスク

大きく変化しているなかでの生乳の完

また︑コロナ禍が長期化し︑需給が
渉を側面から支援するため︑酪農経営

います︒また︑指定団体の生乳取引交

計画が円滑に策定されるよう支援して

向が続いていますが︑需要期に安定し

コロナ禍において生乳需給は緩和傾

生乳需給安定化
・生産基盤強化対策

日・牛乳

﹁牛乳の

とともに︑

動の展開

年度実施した﹁酪農全国基礎調査﹂の結

状況が継続しています︒そのため︑昨

に進展し︑廃業に歯止めがかからない

を背景に︑酪農経営者の高齢化は着実

なお︑過重労働問題︑後継者不足等

盤強化の取組を支援しています
︵写真１︶︒

サイトを掲載し︑各地における生産基

関連制度や各種補助事業等を紹介する

決に資するため︑本会ホームページに

す︒さらに生産現場で直面する課題解

強化・運営への支援等を行うととも

えた指定団体の組織・需給調整機能の

し︑新制度下における環境変化を踏ま

生乳流通制度改革から３年が経過

指定団体の
組織機能強化・流通対策

景に︑従来以上に適切な生乳生産・流

全・安心への関心の一層の高まりを背

布していますが︑近年の消費者の安

作成し︑指定団体等を通じ酪農家へ配

乳生産管理チェックシート﹂を毎年度

むけた取り組みを推進するために﹁生

なお︑衛生的で安全な生乳の供給に

ファーム活動﹂等の実施を通じ︑日本

や教育現場等と連携した﹁酪農教育

のちの学びを支援する﹂を目的に学校

また︑﹁酪農を通して食やしごと︑い

す︒

活かした独自活動等を支援していま

て︑指定団体が生産現場に近い強みを

等におい

重点時期

いらっしゃるのではないかと思いま

えた酪農家及び酪農関係者がたくさん

需給状況となったことから︑不安を覚

景に︑これまでに経験したことのない

ました︒﹁緊急事態宣言﹂の発出等を背

の統一的

に︑国の通知に基づく指定団体による

通・検査体制を確立していく目的で

酪農や国産の重要性及び酪農家の生き

提供しています︒

生乳受託販売業務の合理化に係る推進

﹁集乳業務担当者向け作業手順

方等を生活者に直接伝えることで︑国

す︒特に︑自然環境の変化や過

各種広報活動を実施していま

給安定が図られることを念頭に

酪農理解醸成の活動では︑需

押しするため︑激甚災害で被災した酪

からの迅速な回復に資する取組みを後

す︒近年多発する自然災害による被災

では︑生乳の安定供給が前提となりま

なお︑生活者への理解醸成を図る上

することが懸念されています︒

需給は年度当初見込みより大幅に緩和

りません︒しかしながら︑今後も生乳

いにも行き場のない生乳等は生じてお

体︑全国連等の多大な努力により︑幸

ず継続的に集送乳が行われ︑指定団

搾った生乳は︑コロナ前後でも変わら

これまでのところ︑酪農家の皆様が

マニュアル﹂等を作成し︑各現
ています︵写真２︑３︶︒

酪農理解醸成活動

疎化などが進むなかでの︑酪農

農家に対する見舞金を支払う取組みも

昨年春以降︑酪農乳業界は新型コロ

んでまいります︒

じめとする各種事業に引き続き取り組

様と連携し︑生乳需給安定化対策をは

としても指定団体及び会員組織等の皆

生産できる環境を実現するため︑本会

今後も酪農家の皆様が安心して生乳

が果たす役割・価値の再点検・
農業及び指定団体が行う生乳受
託販売事業等の理解者・応援団
の拡大等に力点を置いています︒
日本を元気にする﹄をスローガ

ナウイルスの感染拡大を契機に一変し

取組みに際しては︑﹃牛乳が
ンとした﹁ MILK JAPAN
﹂運

酪農家の皆様が﹁誇り﹂
﹁やりがい﹂﹁夢﹂を持てる
酪農産業の確立を目指して

行っています︒

(3)

発掘︑啓発・普及活動︑国内酪

図っています︵写真４︑５︶︒

場への普及啓発︑推進にも努め

写真5：「牛乳が日本を元気にする」MILK JAPAN運動
https://www.milkjapan.net/pc/

す︒

り組んでいます︒

及び牛乳乳製品市場等に係る動向を収

を重点事項として各種事業に取り組んでいます。これらの事業についてご紹介いただきます。

が一部地域に偏在化する課題への対応

①生乳需給安定化・生産基盤強化対策 ②指定団体の組織機能強化・流通対策 ③酪農理解醸成の活動、

月間﹂等

一般社団法人中央酪農会議は、生乳生産者が今後とも安心して生乳生産できる環境の実現に向け

集・分析のうえ︑必要な情報等を随時

一般社団法人中央酪農会議

として︑加工リスク平準化対策にも取

んでいます︒

体として積極的な活用を推進していま

https://www.dairy.co.jp/
hojoinfo/index.html

定化対策を実施しています︒

令和３年度は︑生乳生産者が今後とも

とを目的とする︒
﹄と定められており︑

展及び国民の健康の増進に寄与するこ

質の改善を図り我が国酪農の健全な発

乳の供給の安定︑流通の合理化及び品

織による生乳受託販売の推進並びに生

定款において﹃生乳生産者の協同組

構成されています︒

全国共済農業協同組合連合会︶により

農業協同組合連合会︑農林中央金庫︑

全国酪農業協同組合連合会︑全国開拓

合中央会︑全国農業協同組合連合会︑

国機関︵一般社団法人全国農業協同組

体︵以下︑
﹁指定団体﹂︶と酪農関係全

に基づき設立された指定生乳生産者団

法︵不足払い法︶の発足に伴い︑同法

の加工原料乳生産者補給金等暫定措置

立された酪農指導団体です︒昭和
41

37

を重点事項として︑各種事業に取り組

写真1：中央酪農会議ホームページ
「生産現場の課題解決に活用できる制度・補助事業紹介サイト」

第２回

生産者団体紹介
for dairy, for farmers!

内酪農の理解者・応援団の拡大等を

写真4：日本で唯一の酪農専門
フリーマガジン「ミルククラブ」

(1)
写真2：生乳生産管理チェックシート
写真3：集乳業務担当者向け作業手順
マニュアル

(2)

新型コロナウイルス感染症の発生か
け︑貧困と格差が広がる結果となるな

が︑国内外の経済は大きな打撃を受

この危機を乗り切ることができました

いたため︑これまで１滴も無駄にせず

ミルクサプライチェーンが構築されて

を担っています︒

給できる仕組みを構築する重要な役割

ることによって︑その地域の食料を供

草や食品残さなどを牛や鶏などが食べ

また︑感染症とともに︑最近では大
みや課題を３回にわたってご紹介させ

可能な酪農乳業を目指す国内外の取組

課題の解決に向けて始まっている持続

っても学校給食牛乳や業務用乳製品な
規模な自然災害が発生するなど気候変

コロナ禍を契機に世界で加速
持続的な地球環境を守る取組み

ら１年半が経過しました︒世界中で猛
ど世界全体で生活が一変しました︒

こうした環境や食料をめぐる社会的

威を振るった感染症は︑酪農乳業にと
ど消費構造が変化し︑今もなおその影
ていただきます︒

はじめに︑日本では２０１８年頃か

次世代に何を残すか︑を念頭に

動に関する話題が多くなってきていま
ス排出量の２０１０年
％を

の割合が非常に高くな

ら発生しているメタン

︵特に牛︶の消化管か

もたらした気候変動や生物多様性への

がる貧困や格差︑地球の環境の変化が

ェンダ２０３０において︑国内外で広

択された持続可能な開発のためのアジ

ＳＤＧｓは︑国連で２０１５年に採

ら注目を浴びるようになった︑持続可

の統計では︑

っていることや︑家畜
対応など︑２０３０年までの十数年で

農業分野が占めていま

に与える穀物飼料を作
起こると想定される危機に対して︑

能な開発目標︵ＳＤＧｓ・エスディー

付けするために多くの
﹁持続可能な社会・経済・環境﹂に移行

す︵図︶︒農業分野の

土地利用していること

ジーズ︶です︒

から︑環境負荷と十分
し︑これらの危機を脱するため︑

の

な食料供給の仕組みを

内訳を見ると︑家畜

10

良質なたんぱく質や微

す︒しかし︑畜産物は

をされることがありま

阻害しているとの見方

在世代のニーズを満たせるような開

は﹁将来世代のニーズを満たしつつ現

たものです︒﹁持続可能な開発﹂の概念

ゴールと１６９のターゲットが示され

この﹁将来世代のニーズを満たす﹂

発﹂とされています︒

っているほか︑十分な

ということが︑ＳＤＧｓを考えるうえ

化炭素ゼロエミッション化の実現﹂を

作物が育たない地域で

例として示してみました︵表１︶︒例え

はじめ︑低リスク農薬への転換や輸入

で欠かせない点です︒短期的な課題解

す︒自分だけ良ければ︑という考え方

ば︑牛乳乳製品の供給は︑ゴール２の

決ばかりではなく︑将来︑この世界を
はこれから受け入れられなくなるので

担う次世代のために何をするべきで︑

原料・化石燃料を原料とした化学肥料

はないでしょうか︒

める有機農業の取り組み面積を

何を残していくことが必要なのか︑を

の人に健康と福祉を﹂に貢献すること

拡大するとともに︑労働生産性を３割

％低減し︑耕地面積に占

ＳＤＧｓの視点から酪農や牛乳乳製

ができますし︑酪農や乳業における雇

環

境

％に

用創出はゴール８の﹁働きがいも経済

の使用量を

﹁飢餓をゼロに﹂やゴール３の﹁すべて

は︑人が食べられない

量栄養素の供給源にな

17

産を行うことで︑牛からのメタンガス

成長も﹂と関連します︒一方︑生乳生

標を掲げています︒

入原材料調達と実現を目指すという目

向上させて︑持続可能性に配慮した輸

また︑畜産分野においても持続的な

切な将来の姿を示しながら持続的なサ

こうした食料生産と環境負荷など適

足への対応︑輸入飼料に過度に依存し

量の削減のほか︑畜産経営の労働力不

りまとめが行われ︑温室効果ガス排出

畜産物の在り方検討会において中間と

プライチェーンを構築してくことがＳ

た生産システムからの脱却︑発生家畜
排せつ物の循環システムの適正化など︑
今後取り組まなければならない方針が
打ち出されたところです︒
こうした政府の方針が明らかになる
と︑国からの支援策も環境負荷軽減や
産業の強靭性を高める取り組みなどに
どの政策を打ち出しています︵表２︶︒

は︑世界の酪農団体である国際酪農連

酪農乳業におけるＳＤＧｓの取組み

シフトしてくるものと思われます︒
日本でも農林水産省が２０２１年に食

次回は︑持続可能な酪農産業を目指

盟︵ＩＤＦ︶が︑２０１６年に出した

期的な観点で生産から消費まで︑各段

すために︑どのようなことが求めら

﹁ロッテルダム宣言﹂から本格的に始ま

階の取り組みと温室効果ガス排出実質

れ︑どんな行動をする必要があるのか

料の安定供給・農林水産業の持続的発

ゼロなどの環境負荷軽減のイノベーシ

を︑海外の事例などを交えてご紹介さ

展と地球環境の両立を目指した﹁みど

ョン︵新技術の開発など︶を推進する

せていただきます︒

っています︒

としています︒﹁２０５０年までに二酸

りの食料システム戦略﹂を策定し︑長

軽減と生産性向上︑有機農業の促進な

ＥＵやアメリカにおいては環境負荷

としています︒

ｓを踏まえた取り組みを加速させよう

国際的な動向に国内の政策もＳＤＧ

国内畜産分野の方針も明らかに

ＤＧｓへの貢献の一つととなります︒

かかってしまいます︒

かる二酸化炭素の発生など環境負荷が

の発生や牛乳乳製品の製造・輸送にか

25

念頭に置きながら︑明るい将来を受け

出典：経済産業省第３回グリーンイノベーション戦略推進会議WG資料

品がどのように関係しているのかを事
温室効果ガスの削減（メタンなど）
輸入粗飼料依存の低減
水資源・飼料畑の適切な管理
産業廃棄物の低減
循環型農業の実現と未利用農地の活用
堆肥活用等有機農業の推進
メタンガス等再生可能エネルギーの活用
エコフィードの利活用

渡すことを考えていく必要がありま

済

担い手・労働力の確保
労働環境の改善
アニマルウェルフェアの向上

経

酪農業の継続的成長
酪農乳業における雇用創出
外国人材の受け入れ・共生

会

女性がさらに活躍できる環境
農薬・抗菌剤の低減
自然災害への備えと対応

30

〜酪農の明るい未来のために〜

牛乳乳製品を通した必要な栄養の供給
酪農教育ファームによる社会貢献

社

持続可能な食料システムを構築するための政策
表２

今後の課題
果たすべき役割

す︒世界の温室効果ガ

響を受けています︒日本では︑強靭な

世界全体と農業分野のカテゴリー別温室効果ガス排出量
図

関 芳和
生産流通グループ
一般社団法人Ｊミルク

目指して
を

酪農産業
な

持続可能

日本酪農の展望

特集①
日本の酪農乳業とＳＤＧｓの取組みの事例
表１

今や酪農ヘルパー制度は家族型酪農
少の要因は︑組織合併による減少と組

100〜199戸
500戸以上

２０２０年では

組合と倍増し︑他の

参加戸数規模の利用組合数は減少して

継続できる

パー利用が

農家はヘル

のような対策が必要かを検討する必要

営方法が今後も維持継続できるか︑ど

ーも少ない利用組合の場合︑現状の運

特に︑酪農戸数が少なく酪農ヘルパ

いる︒

ものの︑組
がある︒その一つとして利用組合の広

の場合は酪

織解散の場
域化がある︒現行のルールや利用料金

織解散による減少があるが︑組織合併

合はヘルパ
体系等に囚われず将来をにらんだ柔軟

取り入れ︑酪農ヘルパー制度や雇用を

ー利用その

また︑酪
守るための組織合併や地域連携等の検

な思考で︑役員だけでなくこれからの

農家戸数減
討と︑その実現を是非お願いしたい︒

要員維持が

農ヘルパー

つつあり酪

小規模化し

も減少し︑

の参加戸数

ー要員の減少は酪農家からの利用希望

まで減少している︒これら酪農ヘルパ

ーは１９９７年のピーク時の半分程度

ークに徐々に減少し︑臨時酪農ヘルパ

り専任酪農ヘルパーは２００５年をピ

利用組合で不足している︒表２のとお

酪農ヘルパー要員は全国的に多くの

ヘルパー要員の確保に向けて

課題となっ

に対応出来なくなるだけでなく︑傷病

うに参加戸

定着化が重要となっている︒専任酪農

このため酪農ヘルパー要員の確保と

等の急な対応にも出来なくなる︒

数 戸未満

表１のよ

て来る︒

の利用組合

てそれぞれ

少と連動し

ものが困難

経営にとってはなくてはならない存在

20〜49戸

60

地域酪農を支える酪農後継者の意見を

資料：酪農ヘルパー全国協会「酪農ヘルパー利用に関する資料」

となる︒

になっている︒しかしながら︑制度当
初に比較して︑酪農ヘルパーを巡る環
境や酪農経営環境そのものが変化して
おり︑酪農ヘルパー制度の強化継続の
ため︑酪農ヘルパー環境の現状を踏ま
え提案する︒
酪農ヘルパー利用組合と
要員数の現状
当全国協会２０２０年８月酪農ヘル
パー利用実態調査では︑全国に２６８
利用組合︵５休眠組合を除く︶があ
り︑酪農家１０３８６戸が参加︵利用
組合エリア内酪農家戸数１２４８６戸
／参加率８３・２％︶している︒２０
１９年度の全国年間利用総日数は２１
３４１０日で１利用農家当りの年間平
均利用日数は２３・６日︵概ね月２日
程度︶の利用であった︒
また︑酪農ヘルパー要員数は︑専任
酪農ヘルパーが１０２４名︵前年△
名︶︑臨時酪農ヘルパーが７４９名
︵前年△ 名︶であり︑１利用組合当り
専任３・８名︑臨時２・８名となっ
た︒
利用組合の組織合併や
地域連携による広域化について
利用組合数は表１の左軸のカッコ内

は２０１０

の利用組合

い︑専任酪農ヘルパーを中心に出役先

に前月にヘルパー利用日程調整を行

ヘルパーについては後述するが︑一般

であったが

ージ等へのリンク集﹁ヘルパー組合の

なく︑各利用組合が作成したホームペ

る︒

農ヘルパー自身の休日確保も大切であ

家の緊急時対応や定期利用等のゆとり

活動紹介﹂も提供しているので参考に

に求められている︒当協会のホームペ

この非農家出身者が酪農ヘルパー募
されたい︒

弟であったが︑２０１９年度では酪農

集情報を得る方法として︑ハローワー

臨時酪農ヘルパーに頼るところが大き

ク︑知人や学校紹介は重要な募集ルー

確保のために出役しているが︑その酪

専任酪農ヘルパーの担い手として︑

ージでも﹁ヘルパー募集情報﹂だけで

酪農後継者や牧場従業員等からの酪農
トであるが︑インターンネット社会と

占めている︒早期退職の主な理由とし

3〜5年未満

5〜10年未満

10年以上

125
（23.8％）

141
（26.9％）

92
（17.5％）

62
（11.9％）

102
（19.4％）

酪農ヘルパーの勤続年数である︒この
％を

３年間は毎年２割程度が退職している
が︑うち勤続３年未満の退職が

いだろうか︒

パーの﹁働き方改革﹂となるのではな

が作業時短となり︑酪農家や酪農ヘル

お願いしたい︒作業しやすくなること

への働きやすい環境作りとなる︒是非

ヘルパーだけでなく家族や牧場従業員

視化や作業機器の点検確認等が︑酪農

業改善や創意工夫による作業手順の可

双方のコミュニケーションによる作

いう車の両輪の関係にある︒

家も酪農ヘルパーを支える﹁酪農﹂と

酪農ヘルパーは酪農家を支え︑酪農

酪農家へのお願い

境作りが定着化へ導くと考える︒

慢する環境ではなく安心して働ける環

合える環境を作っているだろうか︒我

パー作業等の悩みや相談について話し

意見が多かった︒日頃︑職場内やヘル

との相違︑④ 牧場従業員への転職等の

人間関係に不満︑③ 想像していた作業

合や酪農家とのコミュニケーションや

50

い︒

経験者だけでなく︑酪農未経験者も増
なった現在︑ホームページや求人ネッ

酪農ヘルパーには︑酪農後継者や将

して生計を立
てていこうと

2017〜2019年度（3年間）の退職者数と勤続年数区分割合（単位：名）

表４は過去３年間に退職された専任

加している︒表３は︑新人ヘルパーを
トサービスで知ったとの意見も多数あ

958

定着促進のための環境作り

対象とした﹁出身︵実家の職業︶﹂のア

酪農ヘルパー全国協会ホームページ

て ① 酪農ヘルパーに不向き︑② 利用組

90.2%

来新規就農を目指す者だけでなく︑専

5.4%

り︑スマートフォン等で簡単に検索で

1,113

考えている者
利用組合は

も 多くいる︒
酪農ヘルパー
を雇用してお
り︑酪農ヘル
パーが安心し
て長く働ける
環境作りを求
められてい
る︒健康保険
等の社会保障
制度の完備は
当然であり︑
安心して生活

1〜3年未満

525
（100％）

勤続年数

退職者数

1年未満

全
国
（割合）

http://d-helper.lin.gr.jp/
URL

非農家

80.5%
18.2%

749

ンケート結果である︒２０１０年度で

4.3%

2020年度
（92名）

農家

1.3%
2015年度
（77名）

酪農家

67.9%
12.3%
19.8%
2010年度
（81名）

90％ 100％
80％
70％
60％

1,024

任ヘルパーと

2,000

2020年
2015年
2010年
2005年
2000年
1997年

50％
40％
30％
20％
10％
0％

できる処遇が
大切である︒
また︑酪農ヘ
ルパーは酪農

退職した専任酪農ヘルパーの勤続年数

表４

新人専任酪農ヘルパーの出身（実家の職業）
表３

494
500

1,066
1,185
1,022

臨時

きる情報発信が要員募集する利用組合

1,500

1,100

1,178
1,345
1,414
1,532
1,456

1,291
946
1,000

1995年
1991年

0

専任

は新人酪農ヘルパーの２割が酪農家子

家子弟は５％程度まで減少し非農家出

一般社団法人酪農ヘルパー全国協会

い︒是非︑搾乳技術を持つ酪農家子弟

酪農家 と ヘルパー 双方の 働き方改革 の 実現へ
身が９割を占めている︒

要員確保 と 定着促進 に 向けた取り組み で

の臨時酪農ヘルパー登録をお願いした

を決めるため︑当月内の緊急時対応は

年で 組合

10

30

200〜499戸

0
5
14
35
84
70
60
2020年（268組合）

50〜99戸

3
16
5
38
119
78
45
2015年（304組合）

10〜20戸

18 6 3
58
120
93
30
2010年（328組合）

10戸未満

350
300
250
200
150
100
50
0

19

に示したように年々減少している︒減

参加戸数規模別利用組合数の推移
表１

40

酪農ヘルパー及び利用組合の現状と課題

特集②
酪農ヘルパー要員数の推移
表２

経済的な損失の大きい乳房炎の概要
〜バルク乳検査により迅速な対応を〜
と︑乳頭から微生物が侵入し︑定着・

が不十分であったり︑免疫力が弱い

状が重い場合には発熱や呼吸数・脈拍

︵ブツ︶が出るなどが一般的ですが︑症

れる︑痛みがある︑乳汁中に凝固物

さまざまな症状が表れます︒乳房が腫

の数︶の増加や乳量の低下をはじめ︑

数︵剥がれ落ちた乳腺の細胞と白血球

による変動をチェックすることも大切

原因となる微生物の有無や菌数の季節

バルク乳を定期的に検査し︑乳房炎の

からの個体検査のほか︑群検査として

す︵表１︑図１︶︒このような乳房炎乳

乳汁を検査して特定することが大切で

て特徴や対処が異なるため︑乳房炎の

全農家畜衛生研究所クリニックセンター

増殖して乳房炎が起きてしまいます︒

数の増加︑起立困難など全身の症状が
です︵表２︶︒

バルク乳検査で乳房炎対策を

でることもあります︒また︑見た目に

が出ている場合には抗生剤による治療

乳房炎による経済的な損失は︑症状

に存在する微生物がバルク乳から多量

う必要があります︒また︑牛舎環境中

は︑感染牛を特定して治療や隔離を行

菌がバルク乳から検出された場合に

一般的な生菌の数

潜在性乳房炎乳の混入や、バルクタンクの洗浄不良、冷却
不良、搾乳衛生などの指標となる

耐熱性菌数

低温殺菌しても生存できる菌の数

バルクタンクや搾乳システムの洗浄不良などの指標となる

SA数

黄色ブドウ球菌の数

SAG数

無乳性レンサ球菌の数

普段は︑乳房内に微生物が侵入しな

コストと手間︑それにともなう出荷制
に検出された場合には︑飼養管理や搾

生菌数

の炎症です︒

限期間の生乳の廃棄︑牛の廃用・淘汰
乳方法に問題が起きていないか確認

房︵他の牛︶から感染する伝染性の細

や死亡などがありますが︑症状が出て
し︑見直す必要があります︒

マイコプラズマ性乳房炎
について

いなくても乳量の低下による損失が意

乳房炎から守るためには
原因の特定が大切

クリニックセンターでは︑従来の検

外に大きいことが知られています︒

乳房炎の原因となる微生物にはさま

考

査項目に加え︑令和３年８月１日より

藻類（プロトセカ・ゾフィ）

乳房炎は︑微生物の感染による乳腺

乳房炎では微生物と白血球の戦いが
は症状がないこともあり︑一様ではあ

コリネバクテリウム・ボビス

乳房炎の症状

いように乳頭口を固く閉め︑もし微生
起こり︑乳腺の細胞が大きくダメージ
りません︒

黄色ブドウ球菌

乳汁や器具︑人の手を介して他の乳

物が侵入しても白血球で退治しようと
をうけます︒そのため︑乳汁の体細胞

環境性のレンサ球菌

します︒しかし︑搾乳方法や畜舎衛生

培地写真（培養後）
緑膿菌

ざまな種類があり︑その微生物によっ

牛群内の潜在性乳房炎の指標となる

マイコプラズマの検査が新規メニュー
として加わりました︵表３︶︒
マイコプラズマ性乳房炎は︑発生件
数は少ないものの︑ひとたび農場内で
発生すると甚大な被害が出ることがあ
ります︒マイコプラズマは細菌より小
さい病原体ですので︑一般的な細菌数
検査では検出されず︑専用の検査が必

マイコプラズマ カリフォルニカムの検出

要になります︒

菌M.cal/PCR

乳房炎を引き起こすマイコプラズマ

マイコプラズマ ボビジェニタリウムの検出

種類程度が知られていますが︑菌

増菌M.bvg/PCR

は

マイコプラズマ ボビスの検出

種によって病原性が異なります︒﹁マ

増菌M.bovis/PCR

スクリーニング検査で病原性が強いグループのマイコプラ
ズマが検出された場合に行う追加検査。菌種の同定を行う。
マイコプラズマのスクリーニング検査

マイコプラズマの有無および病原性の強いグループか弱い
グループかの分類が可能
増菌Myco.spp/PCR

イコプラズマ ボビス﹂﹁マイコプラズ

糞便や敷料にふくまれる大腸菌群の数

マ ボビジェニタリウム﹂﹁マイコプラ

大腸菌群数

ズマ カリフォルニカム﹂は病原性が高
く︑特にボビスは症状が重篤で︑伝染
力が強く瞬く間に感染牛が増えていく
ため︑いち早く陽性牛を特定して隔離
することが大切です︒また︑乳房炎だ
けでなく︑子牛の呼吸器病や関節炎の
原因にもなります︒
体細胞数︑細菌数︵７項目︶の測定
にあわせ︑マイコプラズマスクリーニ
ング検査をぜひご活用ください︒

環境性のレンサ球菌の数

備
検査の内容
検査項目

●連絡
各種検査をご利用の際は︑お近くの

OS数

主に環境中から感染する細菌。飼養環境の衛生状態や搾乳
衛生などの指標となる
環境性のブドウ球菌
（コアグラーゼ陰性ブドウ球菌）の数
CNS数

考
備
検査の内容
検査項目
検査内容

乳汁を介して伝搬する細菌。感染牛を特定することが重要
乳腺細胞と白血球の数

乳房炎検査
7項目セット

SCC
体細胞数

ＪＡ・経済連・くみあい飼料へご相
談ください︒

新しく開始するマイコプラズマの検査項目
表３

バルク乳検査の検査項目（例）
表２

トゥルエペレラ・ビオゲネス

コアグラーゼ
陰性ブドウ球菌
5％

酵母様真菌

農林水産省家畜共済統計表 全国統計表
（平成30年度）病傷事故病名別件数より作図
図1

大腸菌群（大腸菌、クレブシエラなど）
牛舎・糞便・敷料・皮膚・水などの
環境から感染
トゥルエペレラ
真菌 ・ビオゲネス
1％
1％
緑膿菌
0％

環境性のブドウ球菌
（コアグラーゼ陰性ブドウ球菌）
黄色ブドウ球菌
6％

その他の細菌
55％

マイコプラズマ属
大腸菌
11％

検体調整
病原体
感染経路
その他の微生物
4％

無乳性レンサ球菌
牛から牛に感染
レンサ球菌
17％

乳房炎の感染経路と病原体（牛病学より改編）
表１
乳房炎の割合
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年比

％程度とみられる中︑灌漑地

単収の落ち込みからチモシー生産量は前
内からの需要が旺盛です︒また︑今年は

響から︑今年は雨あたり品であっても国

全農グレイン株式会社 ポートランド支店

況は年末まで継続する可能性がありま

なく︑チモシーやその他イネ科牧草類へ

足を引き起こし︑アルファルファだけで

州の放牧地の草不足含めた深刻な牧草不

他方︑需要面においては︑旱魃は近隣

ゼルスなどの大都市では︑今後インペリ

が懸念され︑特にサンディエゴやロサン

でした︒また︑将来的には水不足の影響

業のための人件費上昇︑燃料価格の上昇

生産者の課題は︑肥料価格の上昇︑農作

２０２１年産のスーダン生産における

〜

す︒
上級品と中級以下品との価格差が小さく

粗飼料産地情勢
アルファルファヘイ

９月中旬において６番刈の収穫が進め
の国内需要も非常に強くなっています︒

なっています︒

域同様に中級以下品の発生は限定的でし

られています︒国内・海外向け需要が旺
このような中︑輸出業者は必要数量を確

た︒

盛なため︑引き続き相場は堅調で︑特に

カリフォルニア州インペリアルバレー

サウジアラビアは中級以下品への購買に
アルバレーの生産者から水を購入する可

市場への参入は遅かったものの︑直近で
は積極的に購買を続け追い上げてきてい
るようです︒
ワシントン州コロンビア盆地

コロンビア盆地南部から北部にかけて
多くの生産者が９月中旬において４番刈
を行っています︒７〜８月にかけての過

州︑オレゴン州︑アイダホ州︑北カリフ

高まりが見られました︒また︑モンタナ

一方で中級以下品の発生は限定的となり

が︑その多くが上級品として収穫された

チモシー全体の生産量は昨年並みでした

コロンビア盆地︵灌漑地域︶における

ライグラスについては灌漑の圃場では収

す︒一方︑ペレニアルおよびアニュアル

２４

３７９５１エー

状況により︑輸出業者の旧穀在庫は︑上

扱量となっており︑収まる気配がありま

往航貨物量は過去５年をみても最大の取

況が続いています︒昨年から続く旺盛な

豪州航路

が再燃する見通しです︒

されており︑若干落ち着いた運賃値上げ

月積についても複数社からアナウンスが

げ︶については一部船社で実施され︑

９月積のＧＲＩ︵海上運賃一括値上

通り貨物が輸出できておりません︒

の︑空コンテナ不足によりスケジュール

ＬＢ港ほどの混雑は比較的少ないもの

積みするシアトル／タコマ港ではＬＡ／

太平洋岸北西部︵ＰＮＷ︶の貨物を船

〜２ヵ月程度の遅延となっています︒

一途を辿っており︑引き続き平均して１

ンテナ船の滞船状況は依然として増加の

ナ滞留があります︒沖にて荷役を待つコ

ていることと︑北米内陸におけるコンテ

株の拡大により︑港湾作業員不足となっ

なってきています︒これはコロナの変異

ビーチ︵ＬＡ／ＬＢ︶港の混雑が顕著に

貨物を船積みするロサンゼルス／ロング

直近では太平洋岸南西部︵ＰＳＷ︶の

せん︒

位品と低級品は限定的ではあるものの︑
ます︒

北米航路
アジア発北米向けの貨物量は︑米国の

海上運賃情勢

中級品は追加購買可能な状況となってい

かない品質となったようです︒旱魃の影

番刈および２番刈の一定量は輸出には向

ての降雨による影響を受け︑遅蒔きの１

ています︒８月下旬から９月上旬にかけ

より︑在庫はかなり限られた状況となっ

現地では︑生産量不足と旺盛な需要に

カー︶︒

７３６エーカー︑先月

ーが灌漑されています︵前年同月

からの発表によると︑２６３０１エーカ

８月中旬のインペリアルバレー灌漑局

米国産スーダングラス

が買い負ける状況も散見されます︒

要者が購買を進めている結果︑輸出業者

能性もあると考えられます︒

【東豪州のオーツヘイ圃場と生育状況の写真】

保すべく高めの価格を牧草生産者へ提示

70

するものの︑それを上回る価格で国内需

米国産チモシーヘイ

60

クリスマス商戦に向け取扱量が旺盛な状

豪州航路では︑北米航路同様の混乱が
継続していることに加えて︑日本到着後
のコンテナ返却の遅れを理由として︑ブ
ッキングを受け付けないなど強制的な措
置を取っています︒当初入港予定から２
ヵ月以降の遅延が発生することが珍しく
なくなってきている状況です︒

スーダンの圃場】

度な高温・乾燥気候は落ち着き︑気温が
低下したこともあり︑牧草の品質として
は色目が良く︑葉付きが良いものが収穫
これまで降雨が少なかった影響から︑

されています︒

ォルニアからの購買者の参入も見られ︑
ました︒また︑天水地域では旱魃による

９月上旬には輸出業者からの購買圧力の

米国西海岸全体として牧草不足となるな

ラスについては灌漑された圃場からの収

見られる様子です︒例えば︑フェスクグ

灌漑か天水かどうかによって収量に差が

か相場は堅調に推移しています︒この状

米国産クレイングラス
％程度低かったとの報告がありま

る時期です︒今年はチモシーやスーダン
量が良く緑色が濃い傾向にある一方で︑

〜

が高額なことを背景に日本からの需要が
天水の圃場では収量が低く色目が明るい

月まで東豪州エ
㎜までの降雨
が見込まれているため︑農家は天候を見
豪州産牧草を取巻く環境として︑①２

ながら収穫を進めることになります︒
０２１年２月末に中国への輸出許可期限
が切れ︑再開の見込みは聞かれません︒
②豪州国内の畜産相場が好調なため︑低
級品やストローを中心に︑国内需要が旺
盛になっています︒③北米牧草の相場が
高値であることから韓国からの強い引き
合いが入っています︒④海上運賃の上昇
が引き続き発生しており︑輸出業者が品
代への転嫁を進めております︒これらの

(1)

穫量は例年どおりですが︑全体としては

堅調です︒８月下旬および９月上旬の降

９月中旬においては５番刈が開始され

雨の影響により︑いくつかのクレインが
傾向にあるようです︒

豪州産オーツヘイ
９月中旬から新穀の収穫が西豪州内陸
部で開始しました︒例年とほぼ同時期の
収穫開始となりました︒品質確認や収穫
量の内容はこれから確認される事になり
月上〜中旬まで間︑収

ます︒今後︑西豪州から南豪州︑ビクト
リア州の順に︑

天気予報では９月末〜

穫・ベーリング作業が行われます︒長期

10

リアを中心に全豪で最大

11

50

10

25

雨あたりにあった模様です︒

米国産ライグラス︑
フェスクストロー

収穫は終了しています︒今年の収穫量
を正確に把握することは難しいですが︑

(2)

20

【インペリアルバレー

アルファの圃場】
【インペリアルバレー

も積極的な様子です︒また︑中国は今年

【ペレニアルライグラスの圃場】

(1)
(2)

ターが一時的に品薄状態となりまし

されたころ︑巣ごもり需要で家庭用バ

大により初めての緊急事態宣言が発令

昨年春︑新型コロナウイルス感染拡

をマッチングさせることができまし

お届けする取組みに着手︑そのニーズ

を活用し業務用バターを直接ご家庭に

そこで全農酪農部では︑ＪＡタウン

★バニラオイル…………数滴

た︒サイト上では酪農の現状や消費者

★生クリーム……………100ml

た︒一方︑外出自粛により外食や土産

★スキムミルク…………20g

の疑問に答える情報も書き込むことが

★コンデンスミルク……70g

★食塩不使用バター……50g

菓子向けの業務用バターの消費は激減

さつまいも………………400g

でき︑消費者の皆さんの情勢理解と応

材 料

し︑在庫が積み上がっていました︒

練乳でつくるスイートポテト

作り方
①さつまいもを輪切りにして、600W・8分ほどレンジで加熱する。
②竹串がスッと刺せるようになったらOK。
③出来るだけ熱いうちに、爪楊枝などを使って皮むく。
②

⑤

④皮をむいたら、マッシャーなどで潰す。
⑤潰したら、★の材料をすべて入れよく混ぜる。
⑥よく混ぜたら、成形してつや出しに、表面に卵黄をぬる。
⑦160℃のオーブンで、10分ほど焼いたら完成！

③

⑥

ポイント ●さつまいもの皮は出来るだけ熱いうちにむくと、簡単にむけます。
（※やけど注意）

●しっとり感を大事にしたいため、火練はしていません。

い﹂など多くの購入者の声も聞くこと

産者の方々に感謝︑頑張ってくださ

くたくさん手に入り嬉しいです﹂﹁生

され︑﹁スーパーで手に入らない中︑安

援につながるツールとしても有効活用

ルク１５０ｇ︶の取扱いを開始しました︒

では︑脱脂粉乳︵よつ葉 北海道スキムミ

となっております︒そこで︑酪市酪座

に脱脂粉乳︶が業界として大きな課題

要は落ち込み︑過剰な乳製品在庫︵特

脱脂粉乳は︑低脂肪でたんぱく質や

ており︑普段の料理や食事に加えるこ

ができました︒

ウン内に全農酪農部のショップである

とで︑不足しがちな栄養素を簡単に補

カルシウムを多く含み︑栄養価に優れ

﹁酪市酪座 〜うしさんからのおすそわけ

えます︒使い方がイメージしづらい乳

10

月１日︑ＪＡタ

〜﹂をオープンしました︒部内から立

製品ですが︑実は使い勝手がよく︑レ

これを機に︑昨年

候補した若手５人を中心に立ち上げ︑

Twitter でもレシピを紹介して
いますので、是非ご覧ください！

シピや食べ方を発信していき︑消費拡

●小麦粉は焦げやすいため、なべをよく振って食材に絡ませるように炒めて
ください。

QRコード

大に繋げていきたいと考えています︒

③

●ブロッコリーは下茹など手間がかかるため、冷凍のものを使うと手間がは
ぶけます。煮込みすぎると、食感がなくなるため最後に加えるのがポイン
トです。

＠Jatown̲rakuichi

消費者の目線に立って︑どんなセット

④

ユーザー名

にするかなど議論を重ねました︒中で

ポイント ●あらかじめ、スキムミルクを溶かしておくとダマになりません。

今回は︑脱脂粉乳︵スキムミルク︶

②

酪市酪座
〜うしさんからのおすそわけ〜
【公式】／ JA全農酪農部

もお客様に分かりやすく商品情報をお

⑤野菜がやわらかくなったら、ぬるま湯で溶かしたスキムミルクをと冷凍ブロッコ
リーをいれて、ひと煮立ちさせる。最後に塩コショウで味を整えたら完成。

アカウント名

を使ったレシピをご紹介しますので︑

④野菜がしんなりしてきたら、小麦粉を振り入れ、よく絡ませるように炒める。
その後、水を加えて野菜がやわらくかくなるまで煮込む。

【アカウント概要】

届けできるよう︑商品の写真撮影には

④

是非︑お試しください！

③なべにバターを入れ溶けたら、とり肉を色が変わるまで炒める。とり肉に焼き色が
ついたら、★の野菜をすべて入れる。

苦戦しました︒

②★の材料を一口大にカットする（じゃがいもはお好みで皮をむいてください）。
①

﹁酪市酪座﹂というショップ名は︑部

内で募集し︑戦国時代の〝楽市楽座〟

をもじり乳製品の販売を通して酪農を

盛り上げたい！ という想いをこめて名

①ぬるま湯にスキムミルクを入れ溶かしておく。

づけました︒

作り方

オープンから１年が経ち︑１番人気

水………………………300ml

のバターセットをはじめ多くのご注文

★じゃがいも………1個

をいただきました︒﹁おうち生活が増え

小麦粉…………………10g

て︑子供たちとパンやお菓子を作る機

★とりもも肉………1枚

消費者からの応援メッセージを励みに
これからも国産牛乳・乳製品の消費拡大

酪市酪座を立ち上げた5人の担当者

会が増えたので大活躍しています！﹂

冷凍ブロッコリー……100g

﹁牛さんと酪農家の皆さんに感謝しなが

無塩バター…………20g

ら美味しくいただいてます﹂など応援

★にんじん……………1/2個

のメッセージを励みに日々販売に取り

★玉ねぎ………………1/2個

ぬるま湯……………100ml

組んでいます︒

スキムミルク………50g

長引く新型コロナウイルスの感染拡

材 料

大に伴い︑今もなお牛乳・乳製品の需

スキムミルク de ルゥなしシチュー

酪市酪座がオープンから1周年を迎えました

第 3９回 全農酪農経営体験発表会

10 0年先のふるさとの味や美しい景色のために、
良い土、良い牛を作って、次の世代に繋ぐ。
私たちはこれからも開拓を続けていきます。
第3 7回全農酪農 経営体験発 表 会 最優秀賞
静岡県富士宮 市 富士丸西牧場 佐々木 剛さん

日 時
主 催
後 援

11月26日(金)10時〜 オンライン開催
全国農業協同 組合 連合 会
農林水産省・
（独）
農畜産業振 興 機構 他

併 催

第15回 全農学生「酪農の夢」コンクール

事前視聴申込は
こちらから！
https://forms.oﬃce.com/r/dQdEPMtj5G
これまで の 発 表 会の 作 品 を
ご 覧 いた だけるＷｅｂサイト

酪農

発表会

第１４回 全農学生「酪農の夢」コンクール
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