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はじめに

2020 年 3月末、食料・農業・農村政策審議会 畜産部会における約 1年間にわ

たる議論の末、2030 年度を目標年度とする新たな「酪農及び肉用牛生産の近代

化を図るための基本方針」が策定された。これと並行して、Ｊミルクにおいてわ

が国酪農乳業の諸課題や中長期的な戦略、政策的な取組について検討が行われ、

2019 年 10 月、「力強く成長し信頼される持続可能な産業を目指して～わが国酪

農乳業の展望ある未来に向けた戦略ビジョン～」（以下「提言」）が策定された。

日本乳業協会は 2020 年度、上記 Jミルクの「提言」において「業界として取

り組むこと」と整理された 29 の諸課題のうち、「業界出資による生産牧場の建

設や共同運営の推進」について、乳業メーカーへのアンケート調査を基本とした

検討を行い、報告書をとりまとめた。しかしながら、最近 10年程度の期間に業

界出資により設立された牧場について調査を行ったところ、ほぼすべての事例

が農協による出資を核とし、かつ、当該農協が経営主体となって運営されている

ため、乳業メーカーへのアンケート調査だけでは得られる情報が限られ、片手落

ちではないかと考えられた。

このため、2021 年度においては、北海道における具体的な事例について現地

実態調査を行い、生産者側の視点から課題等の深堀を行うこととし、今後、特に

都府県において、乳業が牧場建設のための出資等を行う場合の参考に資するこ

ととした。

調査事項は、原則として、昨年度に予定していて実現できなかった生産者団体

へのアンケート調査における質問事項（2020 年度の乳業者に対する質問事項と

ほぼ同じ）を基本とした。具体的には、昨年度の調査等において見出された農協

等出資により建設された北海道の牧場の現地視察及びヒアリングによる実態調

査と、北海道とは対照的に、出資による牧場建設を行っていない都府県の主要酪

農協・酪農協連合会に対するヒアリングを中心とした実態調査を行った。

実態調査に協力いただいた牧場及び農協等は、以下のとおりである。

（１）株式会社 RARA Farm 中標津（中標津町農業協同組合：北海道標津郡中標

津町)

（２）株式会社 TACS しべちゃ（標茶町農業協同組合：北海道上川郡標茶町）

（３）株式会社 別海ウェルネスファーム（株式会社 別海ミルクワールド：北海

道野付郡別海町）

（４）酪農とちぎ農業協同組合（栃木県宇都宮市)

（５）熊本県酪農業協同組合連合会（熊本県熊本市）

なお、実際の調査は、酪農乳業経済に関する造詣が深く、現地調査に豊富な経

験を有する東京大学大学院経済学研究科の矢坂准教授にご協力いただいた。
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１ 酪農乳業界の出資による牧場の直営・共同運営

長期間にわたって生乳市場が不足基調となっていたことで、酪農団体や食品

企業が酪農生産牧場経営を行う事例が相次ぐようになった。酪農生産に参入す

る企業は小売業や外食業の企業、飼料企業、IT 企業などさまざまであるが、本

報告書ではそれらを網羅的に取り上げるのではなく、農協や乳業、食品企業など

の業界団体・企業が出資する酪農生産牧場に限定して、いくつかの事例を検討し

たい。

具体的な事例を検討する前に、これらの業界団体・企業が酪農経営体に出資す

る背景や特徴について簡単にみておくことにしよう。

１）酪農団体の出資牧場

酪農協や農協およびそれらの連合会といった酪農団体が出資する農協出資の

酪農経営体が、2013 年以降、北海道で相次いで設立されている。農協(JA)出資

農業生産法人は 1990 年代末から設立が急速に増加したが、事業内容は稲作や稲

作転作としての麦・大豆作、野菜などの畑作といった耕種農業が多く、畜産での

設立数は少ない。畜産の分野では、肉用牛繁殖や子牛育成を行う農協出資農業生

産法人がいち早く設立されてきたが、酪農への展開はあまりみられなかった。し

かし 20年ほどを経て、農協出資農業生産法人が酪農にも広がってきている。農

協が酪農生産の担い手として求められる状況になってきたのである。

もともと農協出資農業生産法人は農業生産者の高齢化による離農の増大、耕

作放棄地の拡大という状況に直面して、農地利用の最後の受け皿として設立さ

れることが多かった。傾斜地や小区画のほ場で耕作条件が悪い田畑のあちらこ

ちらが耕作放棄地となっていく状況で、地域の農業資源を維持するという公共

的な役割を果たすことが農協のミッションであると認識されているからである。

農協は耕作放棄が進んでいる地域の農地利用調整に主体的に関与して田畑の集

積・団地化などを図り、農協直営農場あるいは民間事業者との共同経営農場を経

営して限界地と言われるような地域の農業を支えてきた。さらに近年は平場の

優良農地でも大規模な農家や農業法人が後継者不在で廃業する事例もみられる

ようになり、大面積の離農跡地を近隣の農家や農業法人が借り入れる余力がな

い場合には、その農地利用の担い手として農協出資農業生産法人が設立される

ことも増えている。

これまで酪農で農協出資農業生産法人の設立が少なかったのは、以下の要因

によると考えられる。

第一に、個別酪農の離農跡地を近隣酪農家が活用することが一般的であった

からである。酪農経営が飼養頭数の増大を図る場合、飼料生産や家畜排せつ物処

理のために農地も新たに確保することが望ましい。近隣の酪農家に離農跡地を
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一括してあるいは分割して取得したいというニーズがあり、農協が最後の農地

の受け皿になる必要はなかったのである。

第二に、生産牧場の離農跡地の維持管理が地域農業の問題として捉えられる

ことが少ないからである。棚田や段々畑では多くの農家の農地が分散して立地

しており、特定の農家の耕作放棄地は隣接する農地の虫害、日照、水利、景観な

どに悪影響を及ぼして、その周辺地域全体の問題として認識される。それに対し

て、酪農家の畑地や草地は総じて広く、とくに北海道では格段に広いので、酪農

家の離農跡地は個別農家の農地利用の問題として理解されがちである。個別農

家の離農跡地を農協が購入あるいは借り入れて酪農経営を行うことは、組合員

共通の利益を実現するための支援という協同組合の事業理念から外れると批判

されるおそれがある。離農跡地の有効活用であるとしても、農協は酪農経営を直

営することに慎重になるのである。

第三に、個別酪農家の離農跡地などの資産活用は酪農経営の第三者経営継承

として解決されるべき問題として受け止められるからであろう。農協の本来の

役割は新規参入希望者への斡旋などによって新たな農地利用者を確保すること

であり、個別経営の資産を直接農協が活用するために多額の資金を投資して経

営を継承するのは、農協が収益をあげるために酪農生産に参入したと受け止め

られるおそれがある。この点でも農協は酪農生産牧場の直営に慎重にならざる

を得ないという事情があるといえよう。

これらの要因は、いずれも酪農生産構造が耕種農業と比較してはるかに大規

模経営中心となっており、廃業による離農跡地・施設も大きくなっていることに

起因している。酪農経営の廃業による資産の維持・活用という問題は、農協が重

視してきた地域に関わる課題への取り組みや組合員全体への支援といった枠組

みでは処理しにくくなっている。

しかし、廃業する酪農経営の規模が大きくなり、離農後の酪農資源を有効に活

用することが、徐々に地域の問題として意識されるようになってきている。飼料

畑・草地や牛舎の規模が大きくなり、それらを活用する近隣の酪農経営主体がす

ぐに現れるとは限らなくなっており、これらの酪農資源が放置されると、環境や

景観などへの影響も懸念されるようになる。さらに農協による酪農経営への参

入は、たんに酪農産地としての維持発展を図るための取り組みという点にとど

まらず、酪農生産技術の研修や消費者への情報発信などの機能を果たすという

点からも期待されるようになっている。酪農生産基盤を強化するためには、酪農

生産者の技術力の向上や技術革新へのキャッチアップ、職員の現場対応力の強

化が必要であり、さらに酪農の魅力を発信し酪農への理解を醸成する社会的な

啓蒙活動に積極的に取り組み、酪農の社会的な評価を高めていくことが重要で

あると認識されるようになってきた。こうして遅ればせながら、酪農の分野にお

いても農協が直接酪農生産牧場を運営する気運が高まりつつあるといえよう。
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２）乳業の出資牧場

乳業が酪農生産に参入し、酪農生産牧場を経営する事例はこれまでかなり限

られてきた。1966 年に施行された加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（以下、

不足払い法）のもとでは、指定生乳生産者団体（以下、指定団体）による生乳の

一元集荷多元販売が原則とされ、乳業の直営牧場で生産された生乳であっても、

必ず自社が買い入れることができるとは限らない。指定団体は取引乳価や流通

経費などを勘案して、販売受託した生乳の配乳先を決定するからである。

乳業が酪農経営を直営して生乳を生産する意義は、たんに酪農経営による収

益の獲得ではない。酪農経営の垂直統合によって安定的に生乳を確保し、原料と

なる生乳の良好な生産環境や高い品質管理をアピールして乳業ビジネスへの貢

献を図ることも重要である。たとえば、中国では急速に増加した牛乳等の需要に

対応した生乳を確保するために、乳業が多くの直営酪農メガファームを経営し

ており、消費者の施設見学・理解醸成を重視した展示場のような牧場も設置して

いる。日本では不足払い法の下で乳業による酪農経営の垂直統合は排除され、乳

業による酪農生産牧場の直営といった事例は例外的であった。酪農経営を出自

とする中小乳業が創業以来経営する直営牧場も、牧場体験の提供やコーポレー

ト・アイデンティティとして位置づけられ、酪農経営の垂直的統合を目的とする

ものではない。

もっとも不足払い法のもとでも、弾力的な生乳受託販売措置によって乳業に

よる専属的・特約的な酪農生産牧場の経営が条件付きで容認されてきた。一定数

量までの生乳は自家処理が認められ、生乳生産と生乳処理・加工とが一体化した

経営が可能とされた。また特色のある生乳はプレミアム取引と位置づけられ、指

定団体による一元集荷多元販売のもとでも生産者と乳業の特約的取引、奨励金

の授受などが容認されてきた。その一例である有機牛乳乳製品の開発には乳業

と酪農家との連携が不可欠であり、乳業による支援を受けて有機酪農生産が行

われるようになっている。

さらに近年、食品企業が有機酪農経営に出資して、指定団体を介さずに酪農経

営と有機生乳を直接取引したり、その有機生乳を原料として製造された有機牛

乳乳製品を購入するという取り組みが進展している1。有機生乳は上述のプレミ

アム取引によって乳業が特約的に調達することが可能であるが、酪農経営への

出資によって直接的に有機酪農生産に参入し、有機牛乳乳製品の販売事業に取

り組もうとする食品企業が現れている。有機酪農生産への転換や導入には相当

の準備期間が必要であり、有機飼料を安定的に確保するためにも生産費が嵩む。

食品企業はプレミアム乳価での取引によって収益を保証するだけでなく、酪農

1 食品メーカーのユナイテッド・フーズ・インターナショナル（株）と酪農企業のカーム
角山の共同出資で 2020 年に北のオーガニックファームが設立されている。
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経営のリスクを軽減するために出資やアクシデント対応などで経営に参画し、

酪農経営との垂直的な関係を築くことで有機の生乳や牛乳乳製品を安定的に生

産または確保しようとしている。

３）業界出資による酪農生産牧場

生乳が安定的に生産されることは、酪農産地の持続的な発展にとって欠かせ

ない前提であり、また生乳を加工処理する乳業や牛乳乳製品を販売する小売業

などの事業の要ともなっている。長期間にわたる不足基調の生乳需給状況を経

験するなかで、酪農生産基盤の強化が業界の重要な関心事として認識され、農協

や乳業などが酪農生産への支援に積極的になってきたのも当然といえよう。こ

れまでみてきたように、農協や乳業などが特定の酪農経営に出資して経営を支

える環境が整っているわけではないが、大規模酪農経営の廃業、酪農への新規参

入の停滞、有機生乳のように酪農と乳業の連携が望ましい酪農生産への期待の

高まりといった新たな状況をふまえて、特定の酪農経営への直接的な支援も検

討されるようになっている。

では、農協や乳業は具体的にどのように支援することが求められるのだろう

か。酪農生産牧場への出資は関連してさまざまな支援や要請をともなう。現時点

ではこうした取り組みはまだ端緒に就いたばかりであり、今後試行錯誤が繰り

返されるなかで、その成果や課題が明らかになっていくといえよう。以下では、

まずこうした取り組みの論点を明らかにすることに焦点を当てて、先駆的な事

例をみていくことにしたい。
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２ RARA Farm 中標津

１）設立経緯と事業目的

RARA Farm 中標津は、2016 年に中標津町農協が主体となって設立された大規

模酪農企業である。中標津町では酪農経営の廃業はそれほど多くはなかったが、

中小規模の酪農経営の離農が進む一方で、畜産クラスター事業を活用して経営

規模の拡大を図る酪農経営は少数にとどまった。TPP11 協定などが発効し、酪農

の将来展望に不安を覚える酪農経営は、新たな投資に消極的であった。

そこで中標津町農協は管内の酪農生産の持続的な発展に向けて、農協が生産

拡大への姿勢を率先して示し、酪農家の投資意欲を刺激することとした。その具

体的なメッセージが RARA Farm 中標津の立ち上げであった。

その際、次のような具体策が講じられた。一つは、農協の畜産事業経営の安定

性確保である。農林水産省の会計検査で、肉用牛生産を行う農協の畜産センター

が国の助成金を受け取ることに問題があると指摘されていたので、肉用牛生産

を農協の事業から切り離し、子会社の事業に移管することにした。事業移管に際

して、収益が安定しない肉用牛生産部門の経営を補完するために酪農部門を新

設することになり、畜産センターと酪農センターを統合した株式会社 RARA Farm 

中標津が設立された。

二つは、RARA Farm 中標津を研修牧場として位置づけたことである。酪農を

ビジネスとして収益を上げることを事業目的とすると、RARA Farm 中標津の設

立に対して組合員からの了解が得られないと判断され、RARA Farm 中標津は酪

農生産の研修機能を重視することとなった。研修機能を確保しようとすると、施

設の稼働率の引き上げ、最小限の人員での作業実施という一般的な経営方針を

貫くことはできなくなる。たとえば、今日ではロボット搾乳の研修が必須である

と判断され、レリーとデラバルの 2 社の搾乳ロボットが導入された。投資額を

最小限に抑えて効率的なロボット搾乳システムを導入するのであれば、2つの異

なったロボット搾乳システムを取り入れる必要はない。しかし研修の成果をあ

げようとすれば、研修生がどちらの搾乳ロボットシステムを操作することにな

るかは予めわからないので、牧場には 2 種類の搾乳ロボットシステムを導入す

る必要が生じる。研修機能を備えることで、酪農センターの投資効率は低下し、

採算に見合う経営規模は大きくなる。研修目的のために過剰な施設や人員を抱

えることになり、経営採算を合わせるには少なくとも 4,000 トン/年の生乳生産

が必要であると判断された。

こうして RARA Farm 中標津は研修部門をもつ酪農メガファームとして設立さ

れることとなった。畜産クラスター事業で 5 億 4 千万円の補助金が交付された

が、日本政策金融公庫からの補助残融資や不足する施設を設置するための自己

資金負担を含めて、酪農センターの総事業費は約 18億 2千万円にのぼった。飼
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料は地域の TMR センターの支援をかねて全量 TMR を利用しており、また乳牛価

格高騰時に乳牛を多数導入したこともあって導入経費は想定以上に増大して３

億２千万円となった。こうして RARA Farm 中標津の酪農センターは、高コスト

構造を前提としながらも早期の独立採算経営を目指すこととなった。

２）酪農センターの現状

（１）生乳生産拡大への傾斜

RARA Farm 中標津にとって多額の投資にともなう費用の負担は大きく、事業

費に関わる償却費は年 1億 7千万円、乳牛導入費の償却も年 8千万円にのぼる。

まず生乳生産量を増やして償還金・償却費を確保し、経営の維持を図ることが求

められている。その結果、酪農センター設立後の増産テンポは速く、乳牛の飼養

頭数（成牛）500 頭、生乳生産量 5,000 トン/年という目標数値に近づきつつあ

る。

酪農メガファームとしての経営確立に向けて、生産現場の牧場長の経営判断

が重要になっているという。従業員の自主的な工夫や努力を引き出す仕事への

動機付け、追加投資の優先順位付けなど、企業経営の采配に期待が寄せられてき

た。若い従業員に信頼を置いて仕事を任せ、その成果を肯定的に評価することで

能力は向上するという。大規模酪農経営ではヒトとカネを適切に動かすことが

できる実務経験に長けた人材に農場経営を委ねることが重要であることがわか

る。

（２）研修事業の変容

生乳生産の拡大に集中的に取り組むこととなった RARA Farm 中標津では、研

修事業は変容を迫られることになる。研修生には月 20～25 万円の給与と社会保

障費を保証しているが、2021 年 7 月現在、研修生はいない。酪農経営では人手

不足が深刻であり、酪農研修を希望する人は管内の酪農法人経営の従業員とし

て雇用されてしまうからであろう。時間をかけて研修を受けようとする人が少

なくなっているのである。

一方で、新規参入や新規雇用就農を希望する人の研修ニーズとは異なる研修

ニーズが増えているという。一つは、酪農ヘルパーからの研修ニーズである。中

標津町では、中標津町農協、計根別農協、上春別農協（2009 年に道東あさひ農

協に合併）の 3農協が出資し、のちに標津町農協も出資に加わった(有)ファム・

エイが酪農ヘルパー事業を行っている。このファム・エイは、中標津町農協を含

めた周辺地域の農協から委託されて酪農ヘルパー業務を行っているが、従事す

る人は非農家なのでヘルパー業務の研修が必要になる。RARA Farm 中標津はこ

うしたヘルパー人材の研修の場として利用されており、酪農生産に必要とされ

る網羅的・全体的な作業の研修ではなく、ヘルパーに求められる搾乳作業などの
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特定の作業や技術の研修が行われる。

二つは、RARA Farm 中標津での酪農研修を一般企業が新人研修として活用す

る例である。企業の業務とは関係ない酪農生産の作業や技術の手ほどきを受け

ながら、新たな発想や気づきが生まれることを期待しているのであろう。酪農研

修は酪農への新規参入などの直接的な目的のためではなく、禅寺での座禅のよ

うに非日常の世界に没入するための場として認識されているようだ。

（３）研修事業の展望

これまでのところ RARA Farm 中標津は酪農家以外からの酪農研修ニーズに応

える傾向にあるが、中長期的には搾乳ロボットを導入した酪農家の事故などに

対応する人材の研修の場として位置づけることも検討していることが注目され

る。搾乳ロボットの普及台数が急速に増えているなかで、24 時間体制で搾乳ロ

ボットの不具合を直したり、メンテナンスを行う人材が不足している。搾乳ロボ

ットなどにトラブルが生じたり、搾乳ロボットへの情報入力の担当者が不在に

なった場合、搾乳ロボットを適切に操作するための情報入力ができないと、搾乳

することができなくなってしまう。そこでこのような緊急時に搾乳ロボットを

操作できる農協職員やヘルパーを養成する研修制度の導入が想定されている。

RARA Farm 中標津でロボット搾乳についての研修を受けた人に、搾乳ロボット

の導入がもたらす作業リスクの軽減に貢献してもらおうというわけである。新

たな施設・機械を自前で維持管理できる人材を RARA Farm 中標津で育成し、地

域の酪農経営のセーフティネットとしての役割を担うことが期待されているの

である。

３）小括

RARA Farm 中標津は研修部門をもつ酪農メガファームとして設立され、生乳

生産と酪農研修機能の統合が図られてきた。農協出資の酪農生産企業が研修機

能を担うことは、協同組合としての役割を果たそうとするもので、組合員から歓

迎されたといえよう。

もっとも RARA Farm 中標津の酪農センターの経営展開を振り返ると、研修牧

場としてどのような役割を担うべきかという判断は簡単ではないことがわかる。

一つは、研修内容の多様性をどの程度確保するかである。放牧酪農での新規就農

を希望する人には、RARA Farm 中標津ではなく、上述のヘルパー企業に勤務し

てさまざまなスタイルの酪農経営を実地で勉強することを勧めているように、

研修内容を予め限定することも必要になる。酪農生産技術の革新によって研修

内容も高度化しており、緊急時には酪農家に代わって搾乳ロボットを操作でき

るヘルパー人材が求められるようになっていることも確かであろう。さまざま

な研修ニーズを的確に取捨選択して、酪農企業の効率的な運営の確保と研修部
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門の充実とのバランスを取ることが重要な論点となっているといえよう。

二つは、酪農研修ニーズの把握である。新規参入や雇用就農に向けた準備とし

ての酪農研修だけでなく、中標津町ではヘルパー企業が多くのヘルパー要員を

かかえて事業を展開しており、非農家のヘルパー人材への研修ニーズが大きい。

ヘルパー企業が RARA Farm 中標津に出資していることからも、ヘルパー人材の

研修機関として RARA Farm 中標津への期待は大きいことが窺える。さらに酪農

企業での研修を新人社員研修として利用する一般企業が現れているように、酪

農研修ニーズそのものも多様化している。研修ニーズの地域特性や社会的な移

り変わりなどを注視して研修事業を設計することが求められているといえよう。
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(補足資料)

北海道における業界出資牧場現地実態調査(RARA Farm 中標津)の概要

調査実施日：2021 年 7 月 26 日(月)

調査者：東京大学大学院経済学研究科 矢坂准教授

    日本乳業協会        本郷(調査補助)

調査先：株式会社 RARA Farm 中標津

応対者：中標津町農協 高橋組合長

RARA Farm 中標津 渡部専務(元中標津町農協職員・前ファム・エイ社長)

１ 株式会社 RARA Farm 中標津の概要(2021 年 7月)

所在地：北海道標津郡中標津町

設立年月：2016 年 8月

経営主体：中標津町農業協同組合

出資者：中標津町農協(75.7％)、オーレンス総合経営（コンサルティング事業）、

ファム・エイ（酪農ヘルパー事業）、開陽 D.A.I.(TMR センター)＋個人

5名

出資金：92,500 千円。うち中標津町農協分が 7千万円。

従業員数：正社員 10名、準社員・パート 5 名。

事業概要：飼料は出資者である TMR センターから全量調達。当該 TMR センター

で生産される TMR の約 1/3 は「RARA Farm 中標津向け。目標飼養頭数

500 頭(成牛)。目標生乳生産量 5,000 トン

特徴：研修牧場、搾乳ロボット 2台(昨年度調査時点以降に 1台増設)

２ 北海道酪肉近代化基本計画

生乳生産量：397 万トン(2018 年度) → 440 万トン(2030 年度)

総飼養頭数：801 千頭 → 837 千頭

経産牛頭数：464 千頭 → 490 千頭

経産牛 1頭当たり乳量：8,568kg → 9,000kg

酪農家戸数：5,970 戸 → 5,010 戸

1戸たり平均飼養頭数：134 頭 → 167 頭

(参考) 中標津町の酪農の概要(2018 年度)

酪農家戸数：281 戸

乳牛飼養頭数：37,880 頭(うち成牛頭数 23,184 頭)

生乳生産量：187,258 トン



10

３ ヒアリング調査結果の概要

（１）RARA Farm 中標津設立の背景

(高橋組合長からのヒアリング風景)   （RARA Farm 中標津）

・RARA Farm 中標津（以下「RARA Farm」）を設立する以前、TPP 交渉(2018 年 12

月発効)が進展する中で、北海道でも中規模よりやや小規模な酪農経営でやめ

る人が多かった。畜産クラスター事業ができたにもかかわらず、投資に踏み切

れない酪農家が多く、農協としての姿勢を示す必要があったため、2016(平成

28)年に RARA Farm を立ち上げた。

・実は、RARA Farm 設立の 2年前の会計検査で、畜産センターにおける肉用牛生

産について、農協(北海道の中標津町農協を含む 4 農協)が生産者と同じよう

に助成金（肉用牛肥育経営安定特別対策事業:通称マルキン)を受け取るのは

おかしいとの指摘があった。中標津町農協の畜産センターでは、肉用牛生産の

経営は不安定だった。年間 2千万円以上の赤字を出した年も数年あった。

・以上のような中で、何らかの改善策を示さないわけにはいかなくなり、株式会

社化すべきか撤退すべきか悩み、結果的に職員のためにも畜産センターを残

したいと考え、2016 年に農協から株式会社へと事業を移管した。その際、酪

農(酪農センター)もセットにした方が経営を支えられるだろうと考え、肉用

牛生産を担う畜産センターと酪農生産を担う酪農センターの両部門を抱える

RARA Farm を設立した。なお、酪農センターは後から新設したため、畜産セン

ターとは全く別の場所に造成した。

・行政とは異なり一定の利益を上げなければ経営は維持できないが、ビジネスと

して利益を上げるだけでは組合員などの理解が得られないので、研修部門を

取り入れることにした。

・酪農センターの総事業費は約 18億 2千万円、うち畜産酪農収益力強化整備等

特別対策事業（畜産クラスター事業）による補助金は約 5億 4千万円。補助残

の資金については(株)日本政策金融公庫から借り入れ、乾乳牛舎は後回しに

して牧場を造成した。不足する初生牛の施設と乾乳牛舎は、自前で作ることと
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した。

・経営としてのハードルが高く生乳生産をどうするかが課題だったため、3年以

内に 4 千トンの生産をクリアしようという目標を立てた。実際には、酪農セ

ンター設立後 2 年で、当初 3 年目の目標としていた生乳出荷量 4 千トンを達

成した。

・出資金が大きい理由については、研修施設を兼ねるとすると生乳生産は 4 千

トンは必要と考え、それに相応する出資金とした。出資金 1 億円を目標とし

て、目的に賛同してくれる者を求めた。

・その結果、コンサルタンティング事業を行っている(株)オーレンス総合経営か

ら参加したいとの要請があり、また、ヘルパー事業を行っている(有)ファム・

エイも当該施設を利用して研修を受けたいとして出資してくれた。ファム・エ

イは、1989(平成元)年に中標津町農協、計根別農協、及び上春別農協（2009 年

に道東あさひ農協に合併)で立ち上げ、のちに標津町農協が加わったものであ

る。

・また、TMRセンターは利用者が減少し、生産した TMR を地域外に外販するよう

な状況となっていたため、相互に出資しあい、TMR センターを員内利用するこ

とにした。TMR センターからは 500 万円の出資をいただいたが、その逆につい

ては、TMRセンターは組合員の会社なので、出資額は少ない。なお、前述のと

おり TMR センターの利用者（＝構成員）の離脱が多かったこともあり、RARA 

Farm の設立は TMR センターの支援策としての側面がある。

・搾乳ロボットを 2台(レリー、デラバル)導入したのは、それぞれのロボットに

対応できる人材を育てたいためである。搾乳ロボットの導入が急速に進んだ

ため、メーカーのメンテナンス要員が少ないばかりでなく、24 時間対応しな

ければならないため、要員がすぐにやめてしまうという課題がある。このため、

農協職員やヘルパー要員にも搾乳ロボットの取扱い方などを覚えさせ、あら

ゆる対応ができるようにしたいと考えている。

・研修を受けた農協職員には報奨金を出し、ヘルパー要員には派遣時の収入増と

なるようにしたいと考えている。農協としては、困っている酪農家の支援はす

るが、研修を終えた職員に責任までは持たせないつもりである。

・ちなみに、RARA Farm の「RARA」は、Region(地域)、Agriculture(農業)、Rise(成

長・昇る)、Active(活性化)の頭文字をとったものであり、地域農業のコミュ

ニティの核となり、持続可能な農業を実現し、基幹産業の推進に努め、地域社

会の活性化につなげていくという意味が込められている。
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（２）RARA Farm 中標津の現状

(RARA Farm 中標津の牛舎)     (同ミルキング・パ―ラー)

・目標飼養頭数 500 頭(成牛)、目標生乳生産量 5,000 トンとしていたが、目標

はほぼ達成しつつある。

・飼料は出資者である TMR センターから全量調達している。当該 TMR センター

で生産される TMR の約 1/3 は RARA Farm 向けである。

・ミルキングパーラーは 20 頭ダブルで 1 度に 40 頭の搾乳が可能である。牛群

を 4群に分けて搾乳している。

・搾乳ロボットは 2台あるが、1台はレリーで、もう 1台はデラバル。同じロボ

ットにしなかった理由は、研修牧場であるため様々な搾乳形態や機械の操作

を覚えてほしいと考えたためである。ロボット搾乳の場合、理由は不明だが細

菌数が突然多くなるという課題がある。また、打ち込みミスで薬品が入ってし

まうことなどにより生乳の廃棄が多くなる。さらに、電気が安定していない発

電機では対応できないことも課題である。北海道胆振東部地震でブラックア

ウトが起こった際は、哺乳ロボットでも苦労した。デラバルの方は、牛にやさ

しい仕組みがあり、病気の予知や発情などもわかるが、そのために別途 1 千

万円が必要となる。

・総額で 20 数億円かけているので、1 年間の償却費だけでも 1 億 7 千万円。乳

牛価格が高騰している時に牛を買っているので、牛だけでも 3.2 億円もした

が、乳牛は 4年で償却しなければならない。設立当初は初妊牛価格が 90～100

万円もしたので、若い牛を買って育成もした。したがって、生乳の生産量を増

やしてカバーするしかない。2020年の酪農部門は1千万円の赤字であったが、

別途、肉用牛生産を行う畜産センターも持っているので、RARA Farm 全体での

単年度収支はプラスとなっている。売上目標は、肉用牛部門(現在、交雑種に

特化)5億円、酪農部門 5億としている。

・3月までいた研修生が法人経営に参画したため、現在、研修生はいない。酪農
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経営の全体的な研修ではなく、特定の部門を研修に来る者が多い。新規就農希

望者で放牧酪農を目指してやってくる場合は、出資者で酪農ヘルパー事業を

行っているファム・エイ(中標津町農協等が出資して設立)に回している。

・ヘルパーから新規就農を希望する者が多く、ファム・エイからは平均すると 1

年に 1人くらいが新規就農している。ファム・エイでは、搾乳だけでなく繁殖

管理もできるヘルパーの利用料金は高くするなど、合理的な経営を行ってい

る。ファム・エイには 43 名のヘルパーと 30 名程度の臨時ヘルパーが在籍し

ている。

・RARA Farm の研修生には、20～25 万円/月程度の給与＋社会保障費を出してい

る。月 6休制ではあるが、ベトナム人の特定技能実習生(養鶏の技能実習生と

して 3年間働いた経験あり)が 1名おり、どうしても多く働きたいというので、

特例的に週休 1 日制としている。特定技能実習生については、今後 2 名増や

す予定。

・社員は街に住みたがるので、通勤している者がほとんどとなっている。このた

め、社員用の宿舎は作らずに住宅手当を出している。社員の出身地は様々で、

近隣の 4 町が多く、東京出身者も 1 名いる。仕事は社員に任せることでうま

く回る。社員には、牛が好きでチームプレイができる人を求めている。社員の

中には独立した者もいるし、他社に引っ張られた者もいる。

・RARA Farm では、4部門（飼料、子牛の哺育・育成、パーラー搾乳、ロボット

搾乳）に分けて仕事をしている。現在の課題は乳房炎対策。TMR センターの飼

料のレベルが高い(高泌乳対応)ので、牛の寿命が短くなっている。

（３）乳業出資牧場に関するコメント

・乳業メーカーから出資等の話をいただいたことはない。

・生乳生産と処理加工の役割分担をしているので、乳業メーカーに対して特にい

うべきことはない。我々はいい生乳を生産するだけであり、餅は餅屋というこ

と。ただし、乳業メーカーは飼料部門も持っているので、役割分担していると

はいえ、かかわらざるを得ない。将来的には、乳業メーカーと共同出資という

ケースも出てくるかもしれない。乳業メーカーからの依頼はないが、一般企業

の新人研修の場として活用したいという申し込みは結構多い。

・離農跡地に対する企業からの購入希望の打診はない。管内では、他の酪農家が

買ってくれるか、新規就農者が待っている状況である。

・他方、JA 中標津乳製品工場は儲けるために作ったわけではない。乳業メーカ

ーに出荷しているだけでは、中標津産の生乳は大手乳業の工場でバターやチ

ーズなどになるだけであるため、地元の人々に自分たちの生乳で作った牛乳

も飲んでいただきたいと考えた。「なかしべつ牛乳プレミアム NA2 ミルク」に

ついては、話題性を求めたものである。
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３．別海ウェルネスファーム－乳業と酪農企業の共同出資による有機酪農経営

への展開－

１）はじめに

乳業などが有機生乳などの特別な生乳を原料として牛乳乳製品を製造しよ

うとするとき、①指定生乳生産者団体を介したプレミアム取引、②特定の酪農経

営との直接取引、③乳業による酪農経営の直営の３つの生乳調達方法が考えら

れる。（株）明治と北海道の津別町有機酪農研究会の酪農家との取引は、①の指

定団体であるホクレン農協連合会を仲介したプレミアム取引である。②の酪農

経営との直接取引では、食品企業が乳業施設を新設したり、乳業に牛乳乳製品を

製造委託して乳ビジネスを展開する事例が近年見られるようになった。北海道

江別市の北のオーガニックファームと食品メーカーのユナイテッド･フーズ･イ

ンターナショナルの有機生乳取引などがその一例である。ワタミファーム美幌

峠牧場は③の展開を想定した食品企業の直営牧場であるといってよいだろう。

牛乳乳製品の製造工程由来の付加価値ではなく、放牧酪農や有機酪農のように

乳牛飼養のあり方に着目した付加価値への関心が高まり、酪農家と乳業・食品企

業との特約的な生乳取引が徐々に見受けられるようになっている。

酪農経営の直営の場合を除くと、生乳を購入する食品企業や乳業は特別仕様

の生乳生産が安定的に維持されるように、生産費をカバーするプレミアム乳価

で生乳を調達する。もっともプレミアム乳価での生乳取引では、有機酪農への転

換コストのように生乳取引開始以前の負担は補填できないので、指定団体を介

したプレミアム取引では別途、協力金や奨励金という形で酪農家を支援するこ

とが多い。自給飼料生産の不安定性などの補填や酪農家との特約的な信頼関係

の維持のためにも、取引乳価以外の経済的な支援が必要になるといえよう。

指定団体を仲介しない酪農家との直接取引の場合には、乳業･食品企業と酪農

家との共同出資の酪農企業を設立するという手法で経済的な支援が行われるこ

とが多い2。日本ではまだ有機生乳を生産する有機酪農家はきわめて少なく、土

壌や気候に対応した有機酪農を確立するまでには多くの試行錯誤を重ねなけれ

ばならず、不測のトラブルが発生することも少なくない。企業への共同出資によ

って有機酪農経営のリスクがともに負担されるだけでなく、特約的な取引関係

が確実に担保されることへの期待があるといえよう。

以下、酪農企業と乳業･食品企業の共同出資による有機酪農経営の代表的な事

例として別海ウェルネスファームを取り上げることにしよう。別海ウェルネス

ファームは酪農企業の別海ミルクワールド（中山貞幸社長）と(株)カネカ（以下、

2 「北のオーガニックファーム」も酪農企業のカーム角山とユナイテッド･フーズ･インタ
ーナショナル（株）が共同出資した有機酪農牧場である。
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カネカと記す）がそれぞれ 60%、40%の共同出資で立ち上げた有機酪農牧場であ

る。2020 年 6月に開設され、2021 年 5月に搾乳を開始しており、2023 年に有機

牛乳を出荷する計画である。日本ではまだ少ない有機酪農牧場を乳業に参入し

て間もないカネカとの共同出資で開設ということで注目されている。

２）別海ウェルネスファーム設立の背景と経緯

別海ミルクワールドは北海道でも有数の大規模酪農企業で、T事業協同組合を

とおして生乳卸売業者 M 社に生乳を出荷していた。その折、カネカから中山氏

に連絡があり、両者の間で意見交換が繰り返され、最終的に相対での生乳取引が

始まった。ごく簡単に両者の生乳直接取引の背景と経緯をみておこう。

（１）（株）カネカ

カネカはサプライチェーンの川中の素材の化学メーカーとして知られている。

多様な事業のなかの食品･栄養部門では、乳業からクリームや牛乳などを原料と

して購入して製菓･製パン業の材料となる油脂加工品などを製造している。また

関連会社のカネカ食品は製菓･製パン事業者をはじめとする食品事業者への卸

売業務を行っている流通企業である。こうしたミルクサプライチェーンの川中

の事業を川上部門の酪農生産に広げ、牛乳乳製品を製造する乳業にも着手して、

酪農産業の活性化と 1 次産業から 3 次産業までの一貫した乳ビジネスの構築を

図ろうとしていた。

カネカには牛乳やバターを製造する技術はなく、かなり以前から事業を展開

していたベルギーで技術提携先となる乳業メーカーを模索し、ピュア・ナチュー

ル社とコンタクトを取ることとなった。ピュア・ナチュール社は有機牛乳乳製品

や伝統的な製法による高付加価値牛乳乳製品で定評がある。カネカはピュア・ナ

チュール社との技術提携によって生乳の価値を引き上げる高付加価値商品づく

りに取り組むこととした。

こうした牛乳乳製品の原料となる生乳の調達先を探索しているなかで、別海

ミルクワールドの中山氏と接点をもつようになり、別海ミルクワールドの生乳

で製造した牛乳とバターを皮切りに、2018 年 4 月に国内での乳ビジネスに参入

した。

（２）別海ミルクワールド

別海ミルクワールドは T 事業協同組合を介した生乳販売とともに、道内で屈

指の大規模酪農企業へと経営規模を拡大していった。指定団体をとおさずに直

接乳業などに生乳を販売する上で、安定した大口の販路を確保することが最重
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要課題となる。そのような折りにカネカとの接点ができ、カネカへの生乳の直接

販売契約を結ぶこととなった。

ちなみに 2021 年 7月時点での別海ミルクワールドの経営概況は、飼養頭数は

1,500 頭（経産牛 750 頭、育成牛 750頭）、デントコーンや牧草の作付面積 417

ヘクタール、出荷乳量（日量）が約 24トン、従業員 33名となっている。日本有

数の酪農メガファームとなっていることがわかる。

カネカとの直接生乳取引では、全量買取ではなく年間計画に基づいて一定の

乳量を出荷する契約となっている。カネカは大口の出荷先であるが、カネカ以外

にもいくつかの乳業を出荷先として確保しており、複数の販売先への出荷量を

調整しながら生乳を余さず出荷する仕組みを整えている。生乳の需要期だけで

なく不需要期にも安定した出荷が確保されるように、不需要期の出荷乳量をベ

ースとするような取引契約を結んでいる。

いずれも指定団体を仲介しない直接取引なので、農協などへの販売手数料な

どが差し引かれず、手取乳価の水準は高い3。別海ミルクワールドが生産してい

るのは有機生乳ではないが、自給飼料の品質や乳牛の住環境にこだわって生産

された生乳へのプレミアムであるといえよう。

たとえば、生乳の品質管理についてはカネカの要請に応える体制が整備され

ている。カネカの牛乳商品「パン好きの牛乳」、「パン好きのカフェオレ」はすっ

きりして味わいのあるミルクというコンセプトで製造されており4、それに対応

した乳質の生乳を安定的に供給するために、独自の飼料設計にもとづく均質の

飼料を周年給餌する。カネカは別海ミルクワールド内に生乳検査室を設置して

頻繁に乳質検査を行っている。生乳の品質をモニタリングするとともに、乳質ト

ラブルによる事故発生などを回避するために、独自に抗生物質、乳成分、細菌数、

体細胞数、風味などの基本的な検査を行っている。また何かしらの異常が発生し

た場合に廃棄する生乳を最小限にとどめるために、使用するバルククーラーご

とに日々生乳検査を実施している。

乳質検査の結果は酪農生産にフィードバックされて、飼料の品質や乳牛の健

康管理などのモニタリングに活用される。酪農家と乳業との直接取引では生産

3 日本では畜産経営安定法によって農協の組合員資格を残したまま生乳を指定団体以外に
出荷する酪農経営がみられるようになり、別海ミルクワールドも農協組合員として生乳当
たりの賦課金は農協に支払っている。
4 「パン好きの牛乳」、「パン好きのカフェオレ」はベーカリーで販売されており、パンの
風味が牛乳によって消えてしまわないように、すっきりしていて生乳に近い牛乳であるこ
とが望まれる。生乳のタンパク質を変性させないように殺菌処理に工夫を施し、低温殺菌
牛乳に近い味の UHT 殺菌牛乳となっている。
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現場での徹底した乳質管理が、持続的な酪農生産と乳業ビジネスのセーフティ

ネットとして欠かせないポイントであることがわかる。

３）別海ウェルネスファームの有機酪農

（１）経緯

カネカは土づくりから生乳生産、さらに牛乳･乳製品の製造と流通といったミ

ルクサプライチェーン全体に深く関与し、「酪農から流通まで一貫した革新的ビ

ジネスモデル」で乳ビジネスを展開しようとしてきた。ベルギーのピュア・ナチ

ュール社の事業展開をモデルとして、カネカは有機牛乳乳製品の乳ビジネスの

展開を構想しており、別海ミルクワールドとの直接取引を開始した頃から有機

生乳生産を働きかけてきた。カネカ会長の菅原公一氏は有機酪農生産への転換

に当たって全面的なサポートを約束しており、たんに生乳購買者ではなく、酪農

経営のパートナーとしての姿勢を明確にしている。

別海ミルクワールドの中山氏はカネカの全面的な協力があったので有機酪農

経営に踏み切ることができたという。さらにカネカと一緒に欧米の酪農経営や

乳業メーカーを視察し、欧米などの世界の牛乳市場の趨勢をみると、有機牛乳需

要はいずれ日本でも大きく広がっていくと確信するようになったという。

こうして 2020 年 6 月に別海ミルクワールド 60%、カネカ 40%という比率の共

同出資で、別海ミルクワールドからほど近い酪農離農跡地に（株）別海ウェルネ

スファームを設立することとなった。

（２）有機転換過程

別海ウェルネスファームは、搾乳牛 60頭（総飼養頭数 120 頭）、年間生乳生産

量 600 トンという目標を掲げて有機転換、有機 JAS 取得の準備を進めている。

別海ミルクワールドは有機転換のための土づくりを 2018 年に始めており、飼料

畑の有機転換は終えている。2021 年から乳牛を目標の頭数まで徐々に増頭して

22 年に乳牛の飼養頭数を揃え、6 ヶ月の乳牛の有機転換期間を経て生乳の有機

JAS を申請し、2022 年中には有機 JAS の取得、2023 年に有機牛乳乳製品の製造

販売に取り組む予定となっている。

2021 年 5 月にはすでに搾乳を開始し、生乳はカネカに全量出荷されている。

取引乳価には有機生乳相当のプレミアムが加味されており、有機転換期の生産

費増嵩分をカネカも負担している。有機転換期の生乳生産費がどの程度増加す

るかを見きわめて最終的なプレミアム単価を決めることになっている。それだ

けに有機転換期の生乳生産に関わるデータ収集･分析が重要な業務となる。

別海ウェルネスファームを開設するに当たっては、別海ミルクワールドとカ

ネカでおおまかな業務分担が取り決められた。飼料生産は別海ミルクワールド
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が担当し、牛舎建設と広告宣伝･情報発信をカネカが担当している。それぞれに

ついて簡単にみておこう。

① 飼料生産

有機飼料生産の確立は有機酪農経営にとってきわめて重要な課題である。別

海ウェルネスファームは放牧地を含めて90ヘクタールほどの草地を有機転換し、

別海ミルクワールドの 417 ヘクタールの飼料畑･牧草地のうち、30ヘクタールあ

まりを有機デントコーンの飼料畑に切り替えて利用することとなった。

有機デントコーンは無農薬･無化学肥料栽培でマルチシートも使用できない

ので、カルチベーターによる株間除草を行う。栽培期間中に少なくとも 3 回は

カルチベーターによる除草をしなければならないので大きな作業負担になり、

デントコーンサイレージの生乳コストを押し上げることになる。

輸入の有機トウモロコシ価格は現地でのトウモロコシ本体の価格が割高であ

る上に、小ロットでの分別輸送経費も割高になり、北海道での購入価格は自家生

産の子実トウモロコシの生産費の倍になると見込まれている。輸入有機飼料に

依存せずに飼料費の削減を実現するためにはいずれ子実用トウモロコシの生産

が欠かせないと考えられている5。また不足するタンパク源の飼料としてアルフ

ァルファを栽培しているが、輸入飼料への依存度をゼロに近づけていくために

は、有機の飼料畑･草地が 100 ヘクタールあまりも必要になり、有機飼料の自給

実現は大きなハードルとなっている。

広大な草地資源に恵まれた別海町では草地型酪農が基本であり、有機酪農で

も高栄養の牧草を生産して乳量を引き上げることが重視される。輸入の有機ト

ウモロコシに依存すれば飼料費が嵩む上に、飼料の自給率を引き下げ、CO２の排

出量を増やすことにもつながるので、ある程度１頭当たり泌乳量が低下しても

自給飼料生産にこだわっている。それだけに子実用トウモロコシを栽培し濃厚

飼料を確保することは、別海町で有機酪農に取り組む酪農経営にとって大きな

挑戦であり目標になっている。

もっとも飼料の自給度を引き上げるためには、有機飼料をたんに増産すれば

よいのではなく、給餌する飼料の嗜好性と消化率を高めて泌乳に結びつけるこ

とが大事である。たとえば、アルファルファは葉を落とさない刈り取り機で採

草して乾草に調製し、デントコーンサイレージも年間を通じて品質が変わらず

消化率も上昇するように、サイレージの貯蔵方法を工夫している。飼料の効率

的な利用によって乳牛の泌乳量は増加し、飼料畑･草地の面積拡大の困難をあ

5 別海ウェルネスファームでは 2022 年度に子実用トウモロコシの栽培にも挑戦する予定
である。
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る程度克服しうる可能性が強調される。別海ミルクワールドの中山氏や社員

が、これらの特定の問題意識を持ってアメリカの農場や研究機関などを頻繁に

訪問･視察しており、そこで得られた知見が有機飼料生産や調製手法にも生か

されている。

② 広告宣伝･情報発信

カネカは別海ウェルネスファームの広告宣伝･情報発信活動によって有機酪

農企業としての知名度や評判を高める役割を担っている。良質な摩周湖の伏流

水、酪農生産に恵まれた農地、自然豊かな環境などを謳った牛乳乳製品のストー

リーづくりで高品質・高級な商品イメージを創出し、太陽光パネルの設置やオー

ルフリー牛舎の建設などによって、環境問題や動物福祉などにも配慮した最先

端の牧場であることを消費者にアピールしている。別海ウェルネスファームは

いわばカネカの企業理念を具体化した広告塔でもあり、牧場への共感や高評価

は、そこで生産される生乳からつくられる牛乳乳製品の魅力や購買意欲につな

がるからである。

４）乳業と酪農企業の共同出資による有機酪農経営の論点

以上みてきたことをふまえて、乳業が有機酪農生産に参画する意義について

の論点を整理することにしよう。

第一に、酪農経営者との有機酪農の到達点・目標の共有である。北海道の津別

町有機酪農研究会のメンバーからも、欧米の有機酪農経営や乳業などを視察し

た経験が、有機酪農生産に踏み切る原動力になったという話を聞くことが多い。

別海ミルクワールドの中山氏も、有機牛乳･乳製品消費の拡大は世界の趨勢であ

ると確信したという。日本では有機酪農が広がりを見せ始めたばかりで、有機酪

農生産が普及し多くの消費者が有機牛乳乳製品を購入する状況を実感をもって

理解することができない。欧米の有機酪農･乳業の視察などをとおして、酪農生

産と乳業･食品企業が有機牛乳乳製品市場の展望を共有することが、有機転換へ

の確信や相互の信頼関係の強化につながっているといえよう。

第二に、有機酪農経営のリスク負担軽減である。たとえば、飼料生産の有機転

換で慣行農法並みの収量が得られるようになるには 5 年くらいかかると言われ

る。微生物や虫などが増殖し土が生まれ変わるには一定の時間がかかるからで

ある。有機転換期に生産される生乳は当然ながら有機生乳としては利用できな

い。さらに飼料作物の大幅な収量減や労働力不足などの思わぬアクシデントも

発生しやすい。こうした有機転換期における経営リスク軽減のための支援は、共

同出資者の乳業の重要な役割であるといえよう。カネカは有機転換期の生乳の

プレミアム乳価での全量買取に加えて、有機酪農生産者や試験研究機関などか

ら有機酪農の実践的な知見を収集し、相互の交流の場をつくるといった支援を
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行っており、有機 JAS 認証取得に向けた推進体制の整備や認証機関との連絡調

整にも取り組んでいる。有機転換期の酪農経営への支援の重要性が理解されよ

う。

第三に、共同出資の母体となる酪農企業、乳業によるさまざまな需給調整機能

である。たとえば、別海ウェルネスファームは別海ミルクワールドとの間で社員

の派遣･受け入れによって労働力の過不足を調整しうる。別海ウェルネスファー

ムで需要を上回って生産された有機生乳は、別海ミルクワールドの生乳と合わ

せて「パン好きの牛乳」などの原料乳として利用される。有機生乳の乳価との差

額はカネカが負担することになるが、有機生乳の需給調整の仕組みは予め整っ

ている。共同出資を行う酪農企業や乳業が有機生乳取引のバッファーとなる生

乳出荷、調達ルートを確保していることが、有機酪農経営の安定性を保証する重

要な条件となる。

第四に、共同出資を行う酪農企業と乳業の自律的な関係である。共同出資で不

確実性の高い市場に参入する場合、相互の信頼関係に基づく自律したパートナ

ーとしての関係が必要とされよう。どちらかが経営リスクを全面的に負うこと

は難しく、相互に経営リスクを押しつけ合わない自律性が求められる。こうした

関係は共同出資の出資比率のあり方にも影響され、生乳取引では弱い立場にお

かれる酪農生産者の出資比率を 60%とした所以でもあろう。また別海ミルクワー

ルドとカネカとの生乳取引が垂直統合関係で結びついていないことが、別海ウ

ェルネスファームにおける相互の自律的なパートナーとしての関係を補強して

いる。酪農家と乳業の生乳直接取引では、乳業が酪農企業を組織的に囲い込み特

約的な関係を取り結ぶ傾向を強めるが6、別海ミルクワールドがカネカ以外の複

数の出荷先を確保していることで、こうした潜在的な傾向が予め抑えられてい

るといえよう。

第五に、乳業による有機牛乳乳製品の販売戦略がきわめて大きな影響力を持

つことである。有機酪農の出口となる有機牛乳乳製品の販売量や価格の設定の

あり方、さらには有機牛乳乳製品市場の動向が共同出資の有機酪農経営の自由

度を規定することになる。とくに有機牛乳乳製品の小売チャネルの選択、開発は

カネカにとって喫緊の検討課題となっている。「パン好きの牛乳」などの小売チ

ャネルとして位置づけられているベーカリーで相乗効果が得られるのか、ある

いは自然食品店やオーガニックスーパーなどのまったく異なる小売チャネルで

の販売が適しているのか。有機牛乳乳製品市場の普及を先導する小売チャネル

6 フランスでは有機酪農生産の普及によって乳業による垂直統合への傾向が進み、それに
対抗するために各地の有機酪農家が全国を範囲とする Producers Organization を組織し
て、各地の乳業メーカーとの生乳取引交渉力を確保しようとしている。
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の開発戦略が有機生乳生産の方向、乳業の有機酪農経営への参画の動向を大き

く左右することになる。酪農企業が口を挟む余地がないことであるだけに、乳業

には酪農生産との良好な信頼関係を揺るがさないようなコミュニケーション力

が求められるといえよう。
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(補足資料)

北海道における業界出資牧場現地実態調査(別海ウェルネスファーム)の概要

調査実施日：2021 年 7 月 27 日(火)

調査者：東京大学大学院経済学研究科 矢坂准教授

    日本乳業協会        本郷(調査補助)

調査先：株式会社 別海ウェルネスファーム

応対者：株式会社 別海ミルクワールド 中山貞幸社長

１ 株式会社 別海ウェルネスファームの概要(2021 年 7月)

・所在地：北海道野付郡別海町

・設立年月：2020 年 6 月(2021 年 5 月稼働開始、2023 年から有機牛乳を出荷す

る計画)

・経営主体：別海ミルクワールド

・出資者：別海ミルクワールド(60％)、カネカ(40％)

・出資金：非公表

・従業員数：別海ウェルネスファーム 2名、別海ミルクワールドから 1名(＋カ

ネカから 2名常駐。ただし、専属というわけではなく、リモートワ

ークで他の業務を行っている模様)

・事業概要：飼料作物作付面積は、別海ミルクワールドとして 417ha。その一部

を徐々に別海ウェルネスファームの有機飼料生産に切り替え中。経

産牛(搾乳牛)60 頭・生乳生産量 600 トン目標。

・特徴：有機酪農、放牧酪農、搾乳ロボット

(参考) 別海町の酪農の概要(2020 年度)

酪農家戸数：654 戸

乳牛飼養頭数：110,679 頭

生乳生産量：482,221 トン
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２ ヒアリング調査結果の概要

（１）別海ウェルネスファーム設立の背景

(別海ウェルネスファーム遠景)    (別海ミルクワールド等事務所)

・T事業協を通して M社に生乳を出荷していたが、(株)カネカから(株)別海ミル

クワールドの中山社長個人に直接話があり、試行錯誤の中でカネカとの取引

が始まった。その前に、T事業協とカネカの間で交渉があったが、乳価の面で

折り合わなかったのではないかと推測される。結果的に、2021 年 3月 31 日付

けで別海ミルクワールドは T事業協から撤退し、T事業協には生乳を出荷する

ことができなくなった。

・カネカからは、会長の強い思いがあるらしく、半永久的に取引をしたいという

話だった。また、会長からカネカの駐在員に対して、全力を挙げて成功させよ

との命令があるとのことである。カネカとしては、土づくりから、エサづくり

(発酵まで)、牛乳の生産まで一貫してやりたいとのことだった。

・このため、カネカの商品にあった生乳を作ることにしている。例えば、パン好

きシリーズはスッキリして味わいのあるミルクというコンセプト。ベルギー

のピュア・ナチュール社(有機牛乳乳製品をヨーロッパ各国で展開)の製法を

取り入れている(注：ホームページには 122℃・2 秒殺菌と記載されているの

で確認したところ、生乳のたんぱく質を変性させないように殺菌処理に工夫

を施し、低温殺菌牛乳に近い味の UHT 殺菌牛乳となっているとのこと)。自分

としても、ヨーロッパで牛乳を飲んでみて、オーガニックの方がおいしいと思

った。そういう中で、乾乳牛込みの 72 頭でオーガニック生乳の生産に取り組

むこととなった。

・カネカもオーガニック牛乳がどれだけ売れるか不安を持っている。そういう中

で、どの程度まで有機での生乳生産を増やしていくかについては、実際の有機

牛乳の売れ行きを見ながら判断していくことになるのではないか。具体的に

は、通常の生乳を生産している別海ミルクワールドとのシェアを調整してい
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くことになると考えている。

・カネカは、パン好きの牛乳の生産を始めた頃からオーガニックをやりたいと言

っていた。そのカネカの協力があったのでオーガニックに踏み切れたが、今年

から生乳生産を開始するというのには躊躇するものがあった。会員制倉庫型

店舗を展開する C 社からもオーガニックを薦められたが、話が価格から入っ

てきたので断った。有機牛乳の生産に取組むこととしたのは、世界の趨勢に乗

った方が成功すると考えたからである。

・カネカとは、これまでに欧米の乳業工場などの視察も行った。欧米では、メー

カーと生産者のかかわり方を含め多様性がある。牛舎の設計はヨーロッパの

設計士の協力を得て、オールフリー牛舎とした。

（２）別海ウェルネスファームの現状

(ヒアリング風景)       (カネカの生産する乳製品)

・牛舎の建設には畜産クラスター事業は使っていない。別海ミルクワールドの方

では、5年程度前に畜産クラスター事業も使ったが、補助金付きだといろいろ

なものが高くなるため、補助金を使わなくてもコストはそれほど変わらない

のではないか。ただし、カネカは建築資材も取り扱っているため、コストのい

かんにかかわらず同社の建築資材を使っている。

・飼料畑は 3 年前から準備を開始している。有機飼料への移行には 2 年かかる

が、飼料の生産量が通常ベースまで回復するのに 5 年くらいはかかる。デン

トコーンであれば、無農薬・無化学肥料に加え、マルチなしで栽培する必要が

ある。スラリーと鶏糞は撒ける。スラリーもなるべく有機で生産したものを循

環利用していきたい。

・デントコーン作付面積は、現在 30 数 ha である。来年からはイアコーンにも

チャレンジする。乳価が高いとはいえ、イアコーンのアタッチメントを買うだ

けで 2 千万円はするのが課題である。大豆も生産し、高い輸入有機飼料に頼
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らないようにしたい。たんぱく質を補うため、アルファルファの生産が 100ha

は必要と考えている。

・デントコーンの貯蔵方法を研究することにより、品質が通年変わらないように

しており、これだけでも 1日・1頭当たり２kgは生乳生産が増える。また、消

化率を 1 割上げると乳量が 2 割増えるので、トウモロコシを粉砕して給与す

ることなどを考えている。トウモロコシのコストは、輸入物の半額にすること

を目標としている。なお、有機栽培のため、雑草取りにカルチベータ―という

機械を使うが、30ha のデントコーンの栽培に 3 回以上は使わなければならな

い。

・別海ウェルネスファームの生乳については、需給事情などによりすべて有機牛

乳として売れなくても、同じ高い価格で買ってくれることになっている。生産

量が増えてくれば、乳価の引き下げもあり得るかもしれない。1頭当たり乳量

は通常のものと同じ程度にしたい。

・生乳の取引先については、別海ミルクワールドで生産された量をカネカだけで

売り切れないため、他社にも PB商品向けとして出荷している。乳価について

は、110数円から輸送費が引かれるだけで、手数料は引かれない。なお、以前

は、全量、道東あさひ農協経由で生乳を出荷していた。

・別海ミルクワールド内には、カネカの生乳検査室が併設されており、抗生物質、

乳成分、細菌数、体細胞数などの基本的な検査をすべて行っている。生乳検査

は使用するバルククーラーごとに日々行い、事故があった際の廃棄量を最小

限に止めるようにしている。生乳検査は、自らの検査のほか、農協及び乳業工

場の 3か所で行っている。

・出資割合は別海ミルクワールドが 60％、カネカが 40％であるが、公庫から資

金を借りて返済するのは別海ミルクワールド側となっている。カネカにとっ

ては、太陽光パネルや建築資材が使われることに加え、広告塔にもなるという

メリットがある。商品がカネカのマーケットで売れることに加え、相互に協力

することにより経費の削減も可能となる。目標とする「食べてほしい乳製品」

を消費者に届けることができる。

・別海町のメリットは、水がよいこと、原発にも遠く風評被害が発生しにくい

ことなどから、コスト的にも地域的もよいストーリーを作って売れる。ストー

リー作りはカネカの広告担当者が行う。まずは都会で販売し、少しづくマーケ

ットを広げていくことになる。将来的には、A2ミルクの生産も検討している。
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４ TACS しべちゃ

１）設立経緯と事業目的

TACS しべちゃは標茶町農協が離農跡地を取得して 2013 年に開設、2015 年に

稼働した酪農の農協出資農業生産法人である。標茶町農協、雪印種苗(株)、標茶

町の三者が出資する酪農の農協出資農業生産法人で、資本金 9,500 万円の出資

比率は、標茶町農協 51%、雪印種苗 38.95%、標茶町 9.95%である。社長と副場長

は標茶町農協、場長は雪印種苗からの出向者が務めており、両者の共同経営とな

っている。とくに雪印種苗（株）（以下、雪印種苗と記す）が共同出資に参画し

たことが注目され、北海道ではその後、各地の農協とホクレン農協連合会(以下、

ホクレンと記す)などの共同出資による農協出資農業生産法人の開設が相次い

だように、大きなインパクトを与えたといえよう。

2010 年代前半、北海道では生乳生産量が前年実績を下回る年が続いた。標茶

町でも 2008～12 年の 5年間にわたって酪農の新規就農者がゼロとなり、現状を

放置すれば、酪農経営の離農の進展とともに、これまでの生乳生産量を維持しえ

なくなるという危機感が募っていたという。そこで標茶町農協は第３セクター

である農協出資農業生産法人を設立して酪農生産の拡大を図ることにした。共

同出資を要請したホクレンが、当時の判断では、特定農協の申し出に対応するこ

とには消極的だったので、飼料や牧草などの種子の販売や家畜飼育や自給飼料

栽培の技術サポートなどを事業とする雪印種苗に共同出資の相談を持ちか

けた。標茶町には雪印メグミルク(株)の磯分内工場があり、雪印種苗の飼料を使

用している酪農家も多く、農協のパートナーとして組合員からの了承も得られ

やすいと判断された。雪印種苗は生乳の減産傾向を食い止めるために農協出資

農業生産法人を立ち上げることに賛同し、共同出資への参加を了解した。

こうして TACS しべちゃは農協出資農業生産法人の大規模酪農企業として生

乳増産に一役買うこととなった。操業開始時には離農した酪農家の乳牛を市場

で購入しすぐに搾乳できる体制を整えたものの、乳牛価格が高騰して経営を圧

迫した。またのちにふれるように、研修生がいなくなって労働力不足に直面する

という時期もあったが、現在は中期計画を上回る経営実績を残している。現在、

飼養頭数（2021 年 11 月現在）は成牛 291 頭、育成牛 271 頭、草地面積は約 300

ヘクタール（うちデントコーン作付面積 42 ヘクタール）で、2020 年度の生乳出

荷量は 2,744 トンとなっており、自給飼料生産を基礎とする大規模酪農経営で

安定的な収益を上げている。標茶町は道内農協で第２位の出荷乳量を誇る酪農

産地であり、TACS しべちゃという新たな大規模酪農企業を加えることで産地と

しての安定性を増すことになったといえよう。

さらに TACS しべちゃには研修牧場としての役割も重視されてきた。かなり以



27

前から標茶町農協は研修牧場を設置し新規就農支援に積極的に取り組んでおり、

TACS しべちゃも次世代の酪農生産者を育成する拠点となることが期待されて

きた。TACS しべちゃに受け継がれてきた農協出資農業生産法人を活用した研修

スキームには、かなり注目される取り組みがみられる。たとえば、農協出資農業

生産法人による研修牧場による離農跡地の中間保有の取り組みは現時点では継

続されていないが、研究者からも注目された7。農協出資農業生産法人での研修

を補完する地域の酪農家や酪農関係者と連携した酪農実習や座学研修のスキー

ムも TACS しべちゃの特質であるといってよい。

さらに冒頭でふれたように、TACS しべちゃの独自性は雪印種苗による共同出

資・経営への参画である。TACS しべちゃの社長と副場長は標茶町農協の役員と

職員であるが、場長は雪印種苗からの出向者が務めている。当然ながら、農協単

独出資の農業生産法人とは異なって、飼料会社の視点からの経営判断が組み込

まれていく。TACS しべちゃは雪印種苗の経営参画によってどのような貢献や意

義を見いだしているのだろうか。場長には牧草や乳牛の飼養管理に造詣が深い

社員が望まれており、現在の場長も牛群管理や飼料開発の業務経験が長い。雪印

種苗が共同出資に参加することで、TACS しべちゃの業務にも雪印種苗や場長の

ノウハウや問題意識が反映されるといえよう。のちにみるように、地域の酪農家

への草地管理や牧草の植生改善などの情報提供はその表れである。一方、こうし

た TACS しべちゃでの取り組みがフィードバックされることは、雪印種苗にとっ

ても評価されている。飼料会社の経営参画の貢献や意義は短期的に評価される

ものではなく、より長期的な視点から検討されるべきものではあるが、こうした

共同出資がもたらした変化を整理しておくことは有用であろう。

以下、TACS しべちゃの特質である①研修スキーム、②雪印種苗の経営参画に

ついて、やや詳しくみていくことにしたい。

２）研修事業の推移

（１）離農跡地等の中間保有としての研修牧場

標茶町農協は TACS しべちゃ開設に先立って 2008 年に農協直営の研修牧場

「未来ファーム」を立ち上げている。資本金 900 万円のうち 89%を農協が出資し

ている株式会社形態の酪農企業で、農協が離農跡地を取得して、結果的には研修

牧場として運営することとなった。実践的な研修牧場として位置づけられてお

り、牧場の運営はかなり研修生に委ねられていた。2013 年に未来ファームの研

修生が農場リース事業を活用して未来ファームで独立新規就農することになり、

未来ファームは清算された。農協が離農跡地を中間保有して研修牧場として活

7 東山寛、正木卓「農地の中間保有の意義と担い手問題」『土地と農業』 39(48)、 2016 年
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用し、比較的早く研修生に牧場を売却するという取り組みは、研修の延長線上で

独立就農できるので、牧場の土地・施設などが研修生の希望とずれていなければ

魅力的な新規就農支援であったにちがいない。

2017 年に開設された TACS しべちゃの第 2牧場「Grazing TACS」も、未来フ

ァームと同様に、研修生が独立就農する牧場となった。TACS しべちゃではフリ

ーストール、バーラーシステムの飼養スタイルが採用されているが、放牧酪農で

の就農を希望する研修生が多く、標茶町農協は放牧酪農の研修牧場を別途開設

したのである。Grazing TACS は未来ファームと同様に、実践的な研修牧場とし

て運営される。研修生は TACS しべちゃで 2 年間の研修を終えてから、さらに 1

年間 Grazing TACS で農協のアドバイスを受けながら自主的に放牧技術と営農計

画を学ぶことになる。研修後は放牧酪農で独立就農するスキームとなっており、

最終的には円滑な就農を実現するために Grazing TACS で新規就農した。ふたた

び「農協が離農跡地を活用した研修牧場で研修生が新規就農する」という取り組

みが行われたのである。その後、Grazing TACS を再構築して放牧酪農の研修牧

場を稼働することが検討されたが、農協出資の研修牧場と研修生のマッチング

にはリスクがともなうこともあり、いまのところ Grazing TACS の再開設にはい

たっていない。

「農協の離農跡地の中間保有＋農協出資による研修牧場の開設＋研修生の研

修牧場での新規就農」という研修・新規就農スキームは、廃業する酪農経営の第

三者継承の過程に農協が介在して、生産性の高い研修牧場への改修と研修期間

中の研修生の経済的な基盤の保証を行う取り組みと理解することができる。農

協出資農業生産法人による研修牧場開設という手法を活用することで、酪農経

営の第三者継承のハードルは大幅に削減しうるだろう。一方で、農業生産法人の

出資者の経済的負担や実践的研修のあり方などの検討すべき課題も多いと考え

られる。今後の具体的な検討が期待される。

（２）TACS しべちゃの研修体制

TACS しべちゃは未来ファームの後継の研修牧場ということになる。TACS し

べちゃの研修体制の特徴は、常設の研修牧場として位置づけられている。①従業

員主体の作業分担、②研修内容の複線化、③座学の活用であるといえよう。

① 従業員主体の作業分担

TACS しべちゃ開設当初は、研修生にも従業員と同等の作業を担当させていた

が、現在は研修生の労働力に依存しない作業体系に転換している。研修生が 2年

間の研修期間を終えて新規就農し、労働力不足で牧場の運営が成り立たなくな

ったことがあったからである。研修生がつねに一定数いるとは限らない。研修生
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の労働力を当てにせず、つまり一人前の仕事ができるように指導するのではな

く、各部署の従業員のサポートをしながら作業の要点を習得してもらう OJT 型

の研修に転換した。研修業務を組み入れることで効率的な経営展開が妨げられ

ないように、酪農生産牧場としての経営に力点を置くようになっている。

② 研修内容の複線化

標茶町の新規就農プログラムでは TACS しべちゃで 1年、もう 1年は指導農業

士の牧場で研修を受けることになっている。大規模酪農企業では分業とマニュ

アルにもとづく作業体制が構築されているが、新規就農者はつなぎ牛舎で基礎

的な飼養管理技術を総合的に習得するのが望ましいともいわれる。研修生は

TACS しべちゃと指導農業士の酪農家で研修を受けることによって、複数の視点

から酪農経営を学ぶことになる。TACS しべちゃも研修生に特別な配慮を加える

ことなく、日常的な業務の範囲で研修生に対応すればよい。TACS しべちゃが酪

農生産牧場としての経営に力点を置くことが可能になったのは、研修のすべて

を TACS しべちゃが引き受けることなく、地域のなかでこなす体制ができている

からである。

③ 座学の活用

農業経営の研修では、生産現場での実践的な研修と知識・理念などを学ぶ座学

が必要であるといわれる。TACS しべちゃが提供する研修は従業員の作業を手伝

いながらの OJT である。学校のような座学のプログラムが用意されているわけ

ではない。座学は地域のさまざまな組織や人々が行っている。2015 年に廃校と

なった小学校を活用して、標茶町が開設した研修生の宿泊研修施設「しべちゃ農

楽校」は TACS しべちゃと隣接しており、牧場と一体化した研修施設となってい

る。この「しべちゃ農楽校」では標茶町主催の「農学ゼミナール」や農場 HACCP

の教育プログラムに基づく勉強会、元獣医師などによる自主的な勉強会が開か

れており、研修生はそれらから必要な知識や知見を学ぶことになる。

以上みてきたように、TACS しべちゃは大規模酪農法人経営に専念しやすい環

境に置かれていることがわかる。研修機能を地域の酪農家や酪農関係者・組織が

分担する体制が定着しているので、研修牧場としての負担は低く抑えられてい

るといえよう。

３）雪印種苗の経営参画による貢献と意義

雪印種苗が共同出資者として経営に参画していることで、TACS しべちゃでは

傾斜地での草地更新方法の検討、牧草地の植生改善の試行などが行われてきた。

雪印種苗の草地管理や飼養管理のノウハウを活用した地域貢献であると
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いえよう。草地更新方法を比較検討する「デモ会」（デモンストレーション

会）には、多くの酪農家が参加しており、組合員が草地管理を見直すきっかけに

なっているという。

こうした取り組みの成果は雪印種苗にフィードバックされ活用されることに

なる。生産現場での草地管理の検証には何年もの年月を要する。5年、10 年とい

うスパンで定点観察することによって、草種・品種特性や現地適応性などをふま

えた植生改善のあり方が把握できるようになる。この過程で得られる情報は同

業他社には得られない有用なものである。さらに草地管理などの実証試験の取

り組みそれ自体が、飼料会社のイメージアップにもつながっている。道内の他の

農協から雪印種苗への協力要請も相次ぎ、飼料会社としての独自性を内外にア

ピールすることができたと評価されている。

４）小括

TACS しべちゃは酪農経営の離農跡地・施設の活用を、以下の 2つの観点から

模索してきたといえよう。

一つは、廃業する大規模酪農経営を農協が継承する手法である。離農跡地の最

後の受け皿としての農協出資農業生産法人を立ち上げ、酪農経営を継承・刷新す

る試みである。地域の生乳生産が減退しないように農協が酪農生産に臨まなけ

ればならない状況が酪農でも生じているということである。

その際、農協の単独出資ではなく雪印種苗との共同出資であったので、組合員

の了解が得られやすかったという評価が注目される。資本金が分担されること

だけでなく、酪農の基礎的な技術である飼料生産のノウハウをもつ飼料会社が

出資に応じていることが、農協出資農業生産法人の立ち上げは地域貢献につな

がるという期待を醸成したのかもしれない。共同出資の農協出資農業生産法人

による大型酪農経営の継承が円滑に進む条件の検討は、今後の重要な論点であ

る。

いま一つは、家族酪農経営の離農跡地の中間保有による新規就農支援である。

かつて北海道農業開発公社がこうした農地の中間保有による離農者と新規就農

者のマッチングを図ってきたが、離農跡地の「在庫」を保有することは資金的に

難しく、両者のマッチングが成立してから中間保有に乗り出すという経過を辿

っていた。未来ファームや Graizing TACS は中間保有する離農跡地などを活用

して研修牧場を運営し、研修牧場での新規就農を希望する研修生に譲渡すると

いう新規就農支援のあり方を示している。TACS しべちゃが農地などの中間保有

と酪農経営の中間継承によって、新規就農者への売却までの橋渡しをしている

ことになる。このような酪農経営の第三者継承の仕組みが定着するかどうかは

不透明であるが、今後優良な農地・施設をもつ酪農家も後継者不在で離農してい
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くことが予想されるなかで、酪農経営を持続させていく新規参入者を確保して

いく手法として検討すべき論点であろう。
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(補足資料)

北海道における業界出資牧場現地実態調査(TACS しべちゃ)の概要

調査実施日：2021 年 11 月 1日(月)

調査者：東京大学大学院経済学研究科 矢坂准教授

    日本乳業協会        本郷(調査補助)

調査先：株式会社 TACS しべちゃ

応対者：標茶町農協 高取氏(設立時組合長)、高橋参事(設立時営農部長)

TACS しべちゃ 高橋場長(雪印種苗)、野口副場長(標茶町農協)

１ 株式会社 TACS しべちゃの概要(2021 年 11 月)

所在地：北海道川上郡標茶町

設立年月：2013 年 11 月

経営主体：標茶町農業協同組合

出資者：標茶町農協(51％)、雪印種苗(38.95％)、標茶町(9.95％)、その他(場長、

副場長 0.1％)

出資金：95,000 千円

従業員数：5 名。実習性 3 名。搾乳パート 4 名。（この他、取締役 3 名中場長及

び副場長の 2名が農業従事者という位置づけ)

事業概要：飼料作物 300 ヘクタール(うちデントコーン 42ヘクタール)、経産牛

(成牛)291 頭、育成牛 271 頭、生乳生産量 2,744 トン(2020 年度)

特徴：研修牧場

(参考) 標茶町の酪農の概要

酪農家戸数：約 260 戸

乳牛飼養頭数：約 36,000 頭

生乳生産量：約 154,000 トン
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２ ヒアリング調査結果の概要

（１）TACS しべちゃ設立の背景

（TACS しべちゃ正面）    (同ミルキングパーラー)

・2013 年の設立当時、酪農家の離農が進んでおり、このままでは乳量は維持で

きないとの危機感が背景にあった。このため、第 3 セクターで生産を伸ばそ

うということになり、まずはホクレンに出資を要請した。しかし、ホクレンは、

当時の判断として、標茶町農協だけでなく全農協から同じような要請があっ

た場合には対応するのが難しいとして消極的だった。そこで、飼料会社として

付き合いのある雪印種苗(株)に相談したところ、「お役に立ちたい」との賛同

の意を示していただき、話がトントン拍子に進んだ。

・その背景には、標茶町には雪印メグミルク(株)の工場(磯分内工場)があったこ

と、全酪連、明治飼糧(株)、ホクレンのほか雪印種苗(株)（管内では全酪連に

次いで 2位ではないかとのこと)の飼料を使っている農家が多かったことがあ

る。このため、雪印種苗の社長、副社長や雪印メグミルクの本社の関係者にも

相談したところ、乳量が減っていたので何とかしなければならないという問

題意識を持っていたことから、一気に話が進んだ。

・その際、乳業が牧場を直接運営することについては、生乳共販（指定団体によ

る一元集荷多元販売）に反するということで話が進まなかった。その点では、

雪印種苗の方がやりやすかった。雪印メグミルクの本社では無理だろうと思

ったが、雪印種苗であれば会社も北海道にあるので大丈夫だろうと考えた。

・はじめは乗り気でなかった標茶町も、雪印種苗が参加することがわかると流れ

が変わり、参加することになった。標茶町の出資比率が 9.95％となっている

理由は、10％以上だと経営に参画(具体的には人を出す必要が生じるとのこ

と)しなければならなくなるため、上限ぎりぎりに抑えた。ただし、TACS しべ

ちゃ（以下「TACS 」）の事務所兼宿泊・研修施設である「しべちゃ農楽校」は

町有の施設であり、間接的にも支援していただいている。
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・TACS は Town、Agricultural Cooperative、Snow Brand Seed の頭文字をとっ

たものであるが、タッグを組むという意味が込められている。

・「しべちゃ農楽校」は、TACS が設立された年とほぼ同じ時期の 2014 年に閉校

となった小学校と教員用住宅を活用したものである。新規就農を目指す酪農

研修生の宿泊施設や座学研修施設として整備された標茶町農業研修センター

という位置づけである。当該施設は TACS に隣接しており、夫婦で 3戸まで入

居できる。このほか、TACS の従業員用の 5 戸が入れるアパートも併設されて

いる。

・TACS ができる前までは、離農跡地を農協が取得し、未来ファームとして農協

直営の研修事業を運営してきた経緯がある。この未来ファームはそこで研修

をしていた者が新規就農者として引き継いでいる。TACS も離農跡地を取得し

たものであり、跡地の一角に元の所有者が今でも住んでいる。

・ただし、以前のような農協の一部門(一課)としての研修牧場では、アウトサイ

ダーと同じ扱いになり補給金ももらえないため、経営的に苦しく組合員の理

解も得にくいという課題があった。例えば、別海町の研修施設は町が運営して

おり、赤字部門となっている。そこで、農協出資の株式会社として法人化すれ

ば、普通の酪農家と同じくホクレン経由で生乳を出荷できるため、経営も安定

すると考えられたことも背景にある。

（２）TACS しべちゃの現状

（しべちゃ農楽校）          (ヒアリング風景)

・現在、TACS の場長は 2代目(3年目)となっており、研修牧場というよりは、生

産牧場という意識が強くなっている。

・これまでは、研修生がいない時もあったが、いなくても運営できるようにして

いる。研修期間は最長 2年間。現在、実習生は 3名おり、従業員をサポートし

つつ研修を行っている。
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・研修生ばかりでなく、従業員が新規就農する事例もある。これまで 2名の従業

員が新規就農しており、さらに、現在 5 名いる従業員のうち 2 名は新規就農

希望者である。30 代までの従業員は、新規就農をしようとする傾向がある。

若すぎてもだめだが、40 代になると、負債の返済のことを考えて新規就農は

検討しなくなる傾向がある。

・根釧地区と道北地区は土地代が安いので新規就農しやすいが、十勝はそうはい

かない。道南は、空きが出るとすぐに居ぬきで新規就農者が入る傾向があり、

放牧酪農で新規就農する例が多い。

・TACS の課題の一つは、当該施設がそこそこに大きいこと。新規就農者には少

ない頭数のつなぎ牛舎で基礎を覚えていただくのが理想的だと思うが、TACS

では分業して憶えていただくしかない。このため、TACS での研修は 1 年が基

本で、もう 1年は他の牧場(指導農業士の牧場)で研修している。

・座学もやった方がよいという人もいるが、基本的に OJT で覚えてもらってい

る。ただし、元獣医で定年となった方が、毎月勉強会を開催してくれている。

また、農場 HACCP の教育プログラムも実施している。農場 HACCP の会で、月

2，3 回程度、外部有識者にきていただいて教えてもらっている。副場長によ

る勉強会もやっている。さらに、TACS の勉強会のほか、標茶町の農業者向け

に「農学ゼミナール」も開催している。

・新規就農者には標茶町内で新規就農してほしいと期待しているが、計根別や稚

内に行って新規就農した者もいる。標茶町管内では、この 7年間で 10名が新

規就農しているが、うち 6名は TACS 関係者である。さらに、そのうち 4名が

研修生で、2名は従業員である。ただし、うち 1組は和牛生産農家となったた

め、酪農関係は 5 組ということになる。TACS で取得した放牧専用の第 2 牧場

「グレージング TACS」で研修後に新規就農した者もいる。前記のとおり、現

在の従業員 5 名のうち 2 名は新規就農を予定している。このほか、ヘルパー

から新規就農する人もいる。逆に、ヘルパーとして農協の子会社であるサポー

トセンターに就職した人もいる。

・なお、標茶町の新規就農者への支援措置は、原則として 2年間の研修をした者

となっているため、元従業員も実習生となってから新規就農をしている。この

場合、町からは就農後の 5 年間、150 万円(×5 年間)の助成金が支給される。

・TACS の給与は、実習生で 15万円/月（町 5 万円、農協 5万円、TACS5 万円の負

担)であるが、TACS 分を 8 万円に引き上げて 18 万円にできないか検討してい

る。指導農業士のところで研修しているときも、同額の給与を支払っている。

・給与水準の観点からは、大規模法人経営が研修なしで採用してしまうのが課題

である。また、TACS で予定していた技能実習生が 2 年間来ないなど、技能実

習生が足りないという課題も生じている。
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・農協が離農跡地を購入して新規就農者に貸し付け、最終的に売った例は、未来

牧場等の 2組である。ただし、農協が不動産を抱えると、すぐに売れればよい

が、減価償却等の負担が大きくなるという課題がある。

・TACS は株式会社なので、経営を赤字にするわけにはいかない。2020 年度の生

乳販売高は 246 百万円、その他の収入も含めた純売上高は 364 百万円で、当

期純利益は 8.56 百万円となっている。なお、2019 年度は乳価が相対的に高か

ったこともあり、当期純利益は 30 百万円であったことからもわかるとおり、

経営状況は良好である。

（３）その他のコメント

・雪印種苗への期待は、資金もさることながら、バックとしての強い味方となる

ため、組合員が大丈夫と言ってくれるだろうと考えたことである。牧草の種子

事業も行っているため、草地利用に関するノウハウも持っている。TACS は組

合員が離農した跡地にあるが、土壌の質がよいことと景観が非常によいため

雪印種苗も即座に賛同した。

・他にも浜中町などに研修牧場はあるので、モデル牧場という意識はなかった。

大きな法人は見に行っていない。富良野のＦ牧場は見に行ったが、砂のベッド

は洗う水の量が半端ではなく、冬の寒さも違う(標茶の方がはるかに気温は低

くなる)のでまねはできないと考えた。ただし、ベッドには拘りがあり、デン

マーク製の 1枚 5万円もするものを導入した。

・雪印種苗としては、草地管理は地域への貢献として、そのノウハウを教えたい

と考えている。このため、簡易更新等、草地を区切っていろいろなことを実験

的に行ってきた。デモ会（デモンストレーション）も時々行っており、例えば、

草地更新をして参考にしていただくなど、組合員が草地管理を見直すきっか

けとなっている。農協の広報誌に雪印種苗の枠を作っていただき、広報活動も

行っている。

・雪印種苗は本社が札幌にあり、全道・全国でその土地条件にあった草地管理や

草地改良のノウハウを提供している。良質な牧草を収穫するためには、土壌改

良が必要であり、一年ではできないことから、標茶町にも雪印種苗との取引生

産者もいるため、草地改良への一途として長期にわたり草地管理ができるこ

とから、出資につながった。農協との関係は TACS を通じた草地管理のみであ

る。

・TACS は雪印種苗の研修施設ではないが、飼料会社でこのような事業に取り組

んでいるのは当社だけなので、他社（視察に来た商系飼料会社など)は脅威を

感じているのかもしれない。特に、設立当初は全国から問い合わせがあった。

当初は、農水省からも注目された。足寄や新得からも協力を要請された経緯が
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あり、きっかけとしてはいい影響があった。名前を広めるだけでも効果がある。

新規就農者の研修施設としてだけでなく、雪印メグミルクの新入社員の研修等

にも活用されている。
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５ 酪農とちぎ農業協同組合

１）酪農とちぎの概要

都府県においては業界出資牧場の事例が見当たらないため、東日本および西

日本を代表する主要酪農県において、都府県における生産基盤強化の観点から

業界出資牧場等に対する考え方を聴取することとした。検討の結果、東日本につ

いては、都府県における生乳生産量が第 1 位であり、今後とも生産の拡大が期

待される地域として栃木県を選定した。同様の考え方に基づき、西日本について

は熊本県を選定した。

酪農とちぎ農業協同組合(以下「酪農とちぎ」)は 2001 年 8月 1日、県内の那

須高原、三和、北部、明石、那須野、下都賀の 6酪農協が合併して設立された。

酪農とちぎの現在の職員数は 78名、組合員数は 551名である。受託乳量は約 23

万 7 千トンと栃木県全体の 72％の生乳を取り扱っていることから、酪農とちぎ

の取組みが栃木県内の酪農の中長期的な帰趨を左右することになると考えられ

る。このため、栃木県の中から、全国でも有数の酪農協である酪農とちぎを選定

して調査に協力していただいた。

2021 年 7 月現在の組合概要によると、酪農とちぎは、本所のほか那須高原、

宇都宮及び県南の 3 支所、事業所としてふれあい牧場、那須高原配送センター

及び高根沢配送センター、さらに那須高原クーラーステーション及び宇都宮検

査室を有する。

実施している事業は、生乳受託事業、購買事業、指導事業、改良事業、診療事

業(獣医師 3 名)及び牧場事業と多岐にわたる。購買事業では、濃厚飼料や粗飼

料など、組合員個々に適した生産資材の安定供給を行っている。指導事業では、

経営の支援・指導、農作業受委託事業、担い手確保対策、環境整備、ポジティブ

リスト制度への対応、ヘルパー事業(専従ヘルパー要員 13 名、臨時ヘルパー要

員 20名)のほか、付帯事業として乳牛導入事業、預託事業等を行っている。改良

事業では、乳用牛の登録、凍結精液および受精卵の販売、牛群検定の事業実施主

体、乳用種雄牛後代検定の推進などを行っている。牧場事業では、先に挙げたふ

れあい牧場のほか、土上平放牧場、小林放牧場において、乳牛の預託事業を行っ

ている。

以上のとおり、酪農とちぎは各種事業の実施により組合員の負託に応えてい

るばかりでなく、酪農まつりの実施などを通して消費者による酪農の理解醸成

にも取り組んでいる。

２）栃木県の酪農の現状及び目標

栃木県酪農・肉用牛生産近代化計画書(2021 年 3月策定)に基づき、栃木県の
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酪農の現状及び 2030年度の目標についてその概要をまとめると以下のとおり

である。

生乳生産量については、2018 年度は 330,600 トンであったが、2030 年度の目

標は 21.3％増の 401,000 トンとされており、全国の 2030 年度の生乳生産目標

（780 万トン）が 2018 年度（728 万トン）の 7.1％増であることと比べ伸び率が

大きく上回っており、かなり意欲的な目標が設定されていることがわかる。その

裏付けとなる経産牛頭数は 37,400 頭から 7.2％増の 40,100 頭、経産牛 1頭当た

り乳量は 8,840kg から 13.1％増の 10,000kg に能力向上を図ることとしている。

ここで注目すべきは、1頭当たり乳量の向上であろう。全国では、8,636kg か

ら 9,000～9,500kg(平均 9,250kg)へと生乳生産目標と同じ 7.1％の増加しか見

込んでいないのに対して、約 2 倍の能力向上を目標としている。世界的な潮流

では、SDGｓ（持続可能な開発目標)達成のため酪農部門においても地球温暖化ガ

スの排出削減が求められている中で、乳牛の能力(生産性)向上により単位生乳

生産量当たりの地球温暖化ガスの排出削減に寄与していこうとしており、酪農

先進国における暗黙の合意に沿った目標であると評価できるのではなかろうか。

他の都道府県と比べ、栃木県の酪農・肉用牛生産近代化計画のもう 1 つの特

徴は、酪農家戸数及び 1 戸当たり平均飼養頭数について目標を設定しているこ

とである。具体的には、酪農家戸数は 725 戸から 22.5％減の 562 戸とし、逆に、

1 戸たり平均飼養頭数は 72 頭から 36.1％増の 98 頭へと大幅に規模拡大を図る

目標となっている。国を含め、酪農家戸数の目標を設定していないのは、中長期

的に担い手の減少は避けられないにもかかわらず、努力しても避けがたい現実

に沿った目標を設定した場合、酪農家を減らす目標を設定するのか、との批判に

さらされかねないためであろう。

そのような観点からみると、栃木県による目標の設定は評価すべきであり、ま

た、目標自体は、自然体での予測と比べれば相当に高めの目標となっている。都

府県における酪農生産基盤の弱体化が課題となっている中で、東日本だけでな

く都府県全体の酪農の雄として、引き続き生産基盤の強化を図り、大消費地に近

いという地理的な条件を活かしつつ消費者の需要に応えていこうとする極めて

意欲的な計画となっている。

３）酪農とちぎにおける酪農の現状

以上のような栃木県全体における酪農の現状及び目標を踏まえた上で、ヒア

リング結果に基づき、酪農とちぎに絞って酪農の現状を再確認してみることと

したい。

繰り返しになるが、酪農とちぎの受託乳量は約 23万 7千トンで、栃木県の生

乳生産量の約 7割程度を占めるため、酪農とちぎの様々な指標値がそのまま栃
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木県の実態を反映しているともいえる。

酪農とちぎにおける生乳生産量は、昨年に比べ組合員数は僅かに減少してい

るものの、前年比で 110％程度と大幅に増加すると見込まれている。特に、メガ

ファームの第 2 牧場ができたことが大きく寄与している模様である。仮に、経

産牛飼養頭数 1,000 頭規模以上の経営をメガファームと定義すれば、357 戸のう

ち 6戸がメガファームとなる。この 6戸だけで、生乳生産量の約 4割を占める。

生乳生産量の増加分約 10％のうち 5～6％は、1,000 規模以上のメガファームに

よるもので、家族経営の生乳生産量は前年比 101～102％程度とのことである。

ただし、酪農とちぎの生産増加はここ 1～2 年がピークで、3 年くらいで落ち着

くと見込まれている。また、離農する酪農家のほとんどは 10～15 頭飼養層であ

るため、生産量への影響は少ない。

本調査の主な目的は都府県における生産基盤の強化であるが、本調査の目的

とは裏腹に、現在、不需要期における生乳廃棄回避の観点から、一時的な生産の

抑制が議論されている。今後、本格的な生産面での対応が必要となる可能性があ

るが、その場合、ここ数年で生産を大きく拡大したメガファームと安定的な生産

を続ける家族経営間の調整が課題として浮上してくるものと考えられる。ただ

し、栃木県は例外として、今後とも都府県における生産基盤の弱体化は進むと見

込まれていることに加え、夏季の最需要期における都府県の生乳需給逼迫も続

くと考えられることから、栃木県酪農・肉用牛生産近代化計画書に基づく中長期

的な生産基盤の強化は必要不可欠であろう。

他方、生産基盤の一翼を担う育成牛については、自家育成は少なく、ふれあい

牧場、栃木県の土上平放牧場、小林放牧場（酪農とちぎ管理受託）に預託してい

るほか、酪農とちぎ等を通して岩手県や北海道に預託している例が多い。なお、

育成牛を確保するための性判別精液利用に対する助成事業は、国の補助事業が

できる前の 2012 年度から、酪農とちぎにおいて独自に開始しているとのことで

あり、その先駆的な取組は特筆に値する。

自給飼料については、春にデントコーン、秋にイタリアンライグラスを作付け

する二毛作が主流である。稲 WCS(ホールクロップサイレージ)の生産は微増傾向

にあり、耕種農家からの購入が多い。配合飼料価格が高騰しているため、籾米サ

イレージの需要が増えている。籾米には反当り 8 万円+1.2 万円の補助金が出る

ため、相対的に安くなっていることによる。なお、粗飼料はほとんどが輸入もの

である。

堆肥はデントコーン畑に還元しているほか、近隣の水田農家の稲わらと交換

等を行っている。SDGs の観点から環境に配慮した酪農生産が求められる中で、

酪農とちぎにおいても、とりわけ生産を急速に拡大しつつある大規模な経営体

における家畜排せつ物の適切な処理が、これまで以上に重要な課題になってく
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ると考えられている。

４）乳業出資牧場に対する考え方

今回の調査の主目的である乳業出資牧場に対する酪農とちぎの考え方につい

ては、そもそもこれまでに検討したことはないことから明快な回答が得られな

かったが、おおよそ以下のような「コメント (下記カギ括弧内) 」が得られた。

「酪農とちぎ側から乳業メーカーに対して出資を要請するようなことは考えて

いないが、逆に、乳業メーカー側から共同出資等の話があれば検討はする。目的

さえ合えば、いっしょに牧場経営ができるのではないか。ただし、乳業との共同

出資牧場の経営については、生産者組織である酪農とちぎ主導で行いたい。この

ような運営方法に価値を見出せなければ、乳業メーカーは乗ってこないであろ

う」

なお、乳業メーカーと生産牧場の接点のひとつとして、酪農とちぎでは、これ

まで(株)明治や雪印メグミルク(株)の新入社員の牧場での研修の世話をしてき

た経緯がある。乳業メーカーの中には、自社職員の研修を目的とした牧場を有す

る社もあることを踏まえれば、そのような目的を併せもった生産牧場を建設す

るという考え方もあり得るのではないか。

「国際的な潮流を踏まえると、酪農も脱二酸化炭素やメタン排出の抑制などの

SDGs に対応していかなければならないが、酪農家には最新の情報や技術がなか

なか入ってこない。そうした観点から、海外の最新の情報や技術にも通じている

乳業が、酪農生産に投資する意味はあると考えられる。例えば、乳業が SDGs な

どにも対応したモデル的な酪農経営を行い、酪農家がそれらを学んで普及して

いけば、SDGs への対応なども進みやすくなる」

「乳業メーカーには、工場のある地域(例えば過疎地域)に貢献することを考え

てほしい」

乳業工場のある地域は、主に元々は酪農家が多く所在する地域であったと考

えられるため、乳業出資牧場の建設により酪農家の仲間作りに貢献し、当該地域

の活性化にも貢献してほしいという趣旨であろう。

なお、前段の SDGs への対応については、6の考察で触れることとする。

５）農協出資牧場の設立構想

繰り返しになるが、昨年度の机上での調査において、都府県には農協出資牧場

の建設事例が見当たらなかったことから、本年度は主要な酪農協等を訪問し、そ

の考え方などについて実態調査を行うこととしたものである。
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今回、都府県における主要酪農協である酪農とちぎに赴き実態調査を行った

ところ、期待していたとおり、酪農とちぎ内にプロジェクトチームを作り、牧場

建設について検討を開始していることが判明した。以下では、その概要を記し、

都府県における先進的な検討事例として紹介し、他の地域における検討の素材

として活用・普及が図られることを期待したい。

（１）牧場建設の目的

建設を目指している牧場は、職員の人材育成を主な目的としており、併せて、

新人ヘルパーの育成、乳業メーカーの職員や酪農後継者の研修等にも活用する

ことを考えている。また、新規就農者の育成も担っていくことを考えているほか、

農業高校生の就職先の受け皿作りになることを期待している。

（２）牧場建設計画の規模感等

本プロジェクトは、2021（令和 3）年度から 2023（令和 5）年度までの第 6期

中期計画の中に位置づけられている。現場に強い人材の育成を目指して、1頭当

たり土地面積、飼養頭数などの規模感を含め、どういった牧場を作るかについて

は、現在、組合の中で意見集約中である。生乳生産のための牧場ではなく、人材

育成を主な目的とした牧場なので、100～200 頭規模になるものと想定している。

（３）牧場の特徴と期待

人材育成プログラムを作り、持続可能性などの SDGs を進めるうえで組合員の

目標となる牧場になればよいと考えている。このため、JGAP の取得や太陽光発

電の導入により夜間の電力を賄うことなども検討の視野に入れている。

（４）牧場建設の候補地

候補地の県央は水田が多いので、耕種農業との連携も可能である。現段階の検

討対象とはなっていないが、「ふれあい牧場」の敷地内も選択肢にはなり得る。

なお、家畜排せつ物を適切に処理・利用するためには、新たな農地の取得も必

要となるが、規模拡大とともに農地の利用に関して地域で競合する状況が生ま

れる。このような観点から、酪農とちぎに農地を供出してくれるような雰囲気を

作っていきたいと考えている。

（５）ヒアリングで得られたその他の情報

北海道の農協出資牧場では搾乳ロボットの導入がスタンダードとなっている

が、酪農とちぎでは検討していない。県の畜産酪農研究センターが搾乳ロボット

を導入しているので、搾乳ロボットの研修はそちらで対応することにしている。
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以上に加え、組合員の理解を得るためには、牧場単体で採算ベースに乗せるこ

とが求められる。

６）小括

４の乳業出資牧場に対する考え方のところで触れたが、海外の最新の情報や

技術にも通じている乳業には SDGsに対応したモデル的な牧場の建設を検討して

ほしいという意見は、非常に示唆に富んでいる。今回の調査の主な目的は、都府

県における生産基盤の強化という点にあったことから、規模の大きい法人経営

としての生産牧場の建設を想定しがちであった。しかしながら、生産基盤の強化

への貢献は、平均的な規模のモデル的な牧場を建設し、最新の技術や情報の普及

に貢献することにより、生産基盤の中核である担い手の確保に資するという手

法もあるということである。

北海道における農協出資牧場のほとんどにおいて、研修牧場という位置づけ

と搾乳ロボットの導入がスタンダードになっているのは、ほぼ同様の考え方に

よるものであろう。ただし、その北海道の農協出資牧場の例をみても、バイオガ

スプラントの併設など、結果的に SDGs にも貢献する先進的な取組み事例はある

ものの、意識的に SDGs への対応の普及という視点を基本に据えた事例は見当た

らない。ただし、SDGs という用語自体、最近になって人口に膾炙してきたもの

であることを踏まえれば、そのような事例が見当たらないのは当然というべき

かもしれない。

災害からの復興を目的とした福島県のミネロファームやフェリスラテの例を

見るまでもなく、乳業出資牧場あるいは業界出資牧場等については、その出資や

補助の方法、支援の仕方、目的などは多様であってよい。したがって、今後は、

主力の北海道においても、SDGs への対応が農協出資牧場のスタンダードとなっ

ていく可能性もある。ここで検討している乳業出資牧場についても、生乳生産と

いう直接的な貢献だけでなく、間接的に生産基盤の強化に資するという視点で

検討を深めることも必要となってくるのではなかろうか。

牧場の建設構想については、都府県におけるもう１つの調査先である熊本県

酪連においても、酪農とちぎの構想ほど明確に組織の計画に位置付けられてい

るわけではないが、定款上の課題をクリアすることを前提として、現在、観光牧

場として利用されている阿蘇ミルク牧場を研修牧場として拡充・併用すること

が検討されている。

このように、都府県においても力のある酪農協等においては、北海道の主要農

協のように牧場建設が検討されていることがわかったことは、都府県における

生産基盤の強化にとっては安心材料となり、大きな収穫であった。
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他方、北海道における農協出資牧場の場合、自治体や乳業メーカーを含む関係

の深い企業・団体等からも出資を募り、研修のできる大規模な生産牧場を建設し

ているのに対して、上記２組織からのヒアリングによれば、他の組織等から出資

を仰ぐことは検討されておらず、あくまで家族経営の研修ができる規模程度の

牧場建設を志向している点が異なっている。

こうした実態を俯瞰すると、都府県の生産基盤を維持強化するために乳業メ

ーカーができることは、自然災害により酪農に大きなダメージを受けた生産地

域や、農協組織の力だけでは生産基盤の弱体化を止められないような準主要酪

農生産地域において、地域の農協等と連携して牧場を建設することなどが考え

られる。この場合、組合員の理解を得るためには、農協においても採算ベースに

乗せることが求められているように、乳業メーカーにおいても株主の理解を得

るために採算ベースに乗せることが求められることは当然のことであろう。

他方で、生産基盤の強化を目的として J ミルクが実施している「酪農乳業産

業基盤強化特別対策」に対して乳業メーカーが拠出しているように、あるいは福

島県の復興牧場であるミネロファームはダノンエコシステムファンドと福島県

酪農業協同組合の支援(資金提供)を受けて設立されたように、別組織を通じた

間接的な資金提供による社会貢献事業と割り切った支援を行うことはできない

ものであろうか。本業にも間接的に貢献し得ることに加え、SDGs への対応とし

ても評価できるものであり、中でも災害支援ということであれば、企業のイメー

ジアップにも貢献するかもしれない。乳業メーカーには、中長期的かつ通常とは

異なる視点・位置づけによる検討も期待したいところである。



45

(補足資料)

栃木県における業界出資牧場等現地実態調査結果の概要

調査実施日：2021 年 10 月 1日(金)

調査者：日本乳業協会 本郷、山中

調査先：酪農とちぎ農業協同組合

応対者：菊池理事長、臼井組合長、南條副組合長、黒川専務、渡辺業務部長、大

平総務部長

１ 酪農とちぎ農業協同組合の概要(2021(令和 3)年 7月現在)

(酪農とちぎが入居する建物)     (酪農とちぎの事務所入り口)

所在地：栃木県宇都宮市

設立年月：2001(平成 13)年 8月（県内 6酪農協が合併）

地域：栃木県内一円

出資金：1,428,813 千円

役員：理事 15名、監事 4名

職員：78名(正職員 60名、臨時職員等 18名)

組合員数：551 名(生産者 357 名)

乳牛飼養頭数 37,869 頭(うち経産牛 26,418 頭)

受託乳量 236,687 トン(栃木県内シェア 72％)

機構：本所、支所(那須高原、宇都宮、県南)、事業所(ふれあい牧場、那須高原

配送センター、高根沢配送センター)、那須高原クーラーステーショ

ン、宇都宮検査室

２ 栃木県酪肉近代化基本計画

生乳生産量：330,600 トン(2018 年度) → 401,000 トン(2030 年度)
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総飼養頭数：51,900 頭 → 55,290 頭

経産牛頭数：37,400 頭 → 40,100 頭

経産牛 1頭当たり乳量：8,840kg → 10,000kg

酪農家戸数：725 戸 → 562 戸

1戸たり平均飼養頭数：72頭 → 98 頭

３ ヒアリング調査結果の概要

(お世話になった役員の皆様)      (ヒアリング風景)

（１）酪農とちぎにおける酪農の現状

・酪農とちぎは、2001(平成 13)年 8月、那須高原、三和、北部、明石、那須野、

下都賀の 6農協が合併して設立された。

・受託乳量は約 24 万 7千トンで、栃木県の生産量の約 7割程度を占める。昨年

に比べ組合員数は僅かに減少しているが、生乳生産量は増加している。特に、

メガファームの第 2牧場ができたので、前年度比では 110％くらいになると見

込んでいる。このうち 5～6％は 1,000 規模以上のメガファームの貢献で、家

族経営は 101～102％といったところ。ここ 1～2年がピークで、3年くらいで

落ち着くと想定している。

・メガファームによる生産増だけでなく、100 頭規模(生産量が 1,000 トン程度)

の家族経営も増加している。メガファームによる貢献もあり、1戸当たり平均

飼養頭数も約 100 頭程度となっている。

・1,000 頭規模以上をメガファームとすれば、357 戸のうち 6戸がメガファーム

となる。この 6戸だけで、生産量の約 4割を占める。

・離農する酪農家のほとんどは 10～15頭飼養層であるため、生産量への影響は

少ない。

・クラスター事業による施設導入では、地域としてのクラスター作りが難しくハ

ードルが高いので、利用が少ない。ただし、同事業による機械の導入は多く、
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2021(令和 3)年度は、事業費で 4億円程度となっている(1/2 は補助金)。

・育成牛については、自家育成は少なく、ふれあい牧場、栃木県の土上平放牧場、

小林放牧場（酪農とちぎ管理受託）に預託しているほか、酪農とちぎを通して

岩手県の葛巻、北海道の標茶、本別、全酪連(矢吹:初生牛)への預託、又は全

酪連を通して直接北海道に預託している例もある。メガファームの場合、初妊

牛を北海道から買うことが多い。現在、育成牛も初妊牛も余り気味といったと

ころ。

・育成牛を確保するための性判別精液利用に対する助成は、国の補助事業ができ

る前の 2012（平成 24）年度から独自に事業を開始している。両事業が活用で

きるため、生産者の負担は相当程度抑えられている。

・自給飼料は春にデントコーン、秋にイタリアンライグラスを作付けする二毛作

が主流。稲 WCS(ホールクロップサイレージ)は約 2,000 トンの利用があり、微

増傾向。耕種農家からの購入が多い。籾米サイレージも利用しており、配合飼

料価格が高騰しているため、稲 SGS(ソフトグレインサイレージ)の需要が増え

ている。籾米には反当り 8 万円+1.2 万円の補助金が出るため、相対的に安く

なっている。

・粗飼料はほとんどが輸入ものであり、組合員のうち約 7割が使用している。

・酪農とちぎ独自の TMR センターは持っていない。指定メーカーである明治飼

糧(株)、全国酪農業協同組合、雪印種苗(株)がそれぞれ TMR センターを持っ

ており、そこから購入しているが、粗飼料も含めて輸入ものなので値段が高い。

・堆肥はデントコーン畑に還元しているほか、近隣の水田農家の稲わらと交換等

している。ただし、野菜農家は堆肥の品質に拘りがあるので、供給するのが難

しい。

（２）乳業出資牧場に関するコメント

・酪農も脱二酸化炭素やメタン排出の抑制などの SDGs(持続可能な開発目標)に

対応していかなければならないが、酪農家には最新の情報や技術がなかなか

入ってこない。そうした観点から、海外の最新の情報や技術にも通じている乳

業が酪農に投資する意味はあるのではないか。

・乳業が SDGs などにも対応したモデル的な酪農経営を行い、酪農家がそれらを

学んで普及していけば、SDGs への対応なども進みやすくなる。

・乳業メーカーから共同出資等の話があれば検討する。目的さえ合えば、一緒に

やれる。ただし、やるなら酪農とちぎ主導でやりたい。メーカーが価値を見出

せなければやらないだろう。なお、これまでは(株)明治や雪印メグミルク(株)

の新入社員の牧場での研修の世話をしてきた経緯がある。

・乳業メーカーには、工場のある地域(例えば過疎地域)に貢献することを考えて
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ほしい。

（３）農協出資牧場の設立構想に関するコメント

・酪農とちぎでは、プロジェクトチームを作って人材育成のための牧場建設に

ついて検討を開始している。

・職員の人材育成がメインであり、新人ヘルパーの育成、乳業メーカーの職員や

酪農後継者の研修等にも活用したい。また、新規就農者の育成も担っていきた

い。

・牧場を作ると広がりが増える。農業高校生の就職先の受け皿づくり、方向性作

りにもなる。

・本プロジェクトは、令和 3 年度から令和 5 年度までの第 6 期中期構想の中に

位置づけられている。

・現場に強い人材育成を目指して、1頭当たり土地面積、飼養頭数などの規模感

を含め、どういった牧場を作るかについては、現在、組合の中で意見集約中で

ある。生乳生産のための牧場ではなく人材育成のための牧場なので、おそらく

100～200 頭規模になるのではないか。

・人材育成プログラムを作り、持続可能性などの SDGs を進めるうえで組合員の

目標となる牧場になればよい。そのためには、JGAP の取得や太陽光発電の導

入により夜間の電力を賄うことなども検討の視野に入る。

・家畜排せつ物を適切に管理・利用するため、新たに農地の取得も必要になる

が、規模拡大とともに堆肥処理のため、農地利用に関して地域で競合する状

況が生まれる。共存して地域を守るという気持ちが必要ではないか。

・上記のような観点から、酪農とちぎに農地を提供してくれるような雰囲気を作

りたい。候補地の県央は水田が多いので、耕種農業との連携も可能である。現

段階では検討対象となっていないが、「ふれあい牧場」の敷地内というのも選

択肢になり得る。

・EＵの例などをみていると、今後、日本の酪農経営にも土地面積要件が求めら

れるようになるのではないか。例えば、1頭当たり 20a は必要であろう。都府

県の都市近郊酪農の場合、自作地の確保は困難だが、近隣の野菜農家に堆肥を

供給したり、稲わらと交換したりするなどの貢献もしているので、実質的に利

用している土地面積をカウントすればよいのではないか。

・搾乳ロボットの導入は検討していない。なぜなら、栃木県の畜産酪農研究セ

ンターが搾乳ロボットを導入しているので、搾乳ロボットの研修はそちらで

対応していただくことにしている。

・酪農ヘルパーで新規就農を希望する者がいるため第三者継承をしたいところ

であるが、離農する酪農家の多くは小規模酪農家であるため、継承に見合う規
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模ではないという課題がある。酪農経営については、やめた人の近隣の人が受

け入れるような仕組みとなっているか、ということも課題。そのためには、学

校の問題、行政の支援、地域の支援などが必要。

・以上に加え、組合員の理解を得るためには、牧場単体で採算ベースに乗せる

ことが求められる。
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６ 熊本県酪連

１）九州における熊本県の位置づけ

熊本県は都府県における有数の酪農産地である。九州における熊本県の生乳

生産シェアは４割を超えており、まもなく５割になると見込まれている。酪農家

戸数は 1989 年 1,404 戸から 2021 年 445 戸へと大幅に減少し、酪農経営の規模

拡大による酪農生産構造の変化が著しい。酪農家戸数が減少しながらも、生乳生

産量は 1989 年の 20.4 万トンから 2000 年代はじめには 25 万トンを上回るよう

になり、その後も酪農家戸数が減少を続けるなかで生乳生産量は 25万トンほど

の水準で推移している。県内には飼養頭数 1,000 頭を上回る酪農メガファーム

はなく、節税対策や雇用対策のために家族経営が経営形態を法人に転換するこ

とも多いが、実質的には家族酪農経営の経営規模拡大によって生乳生産基盤の

強化が図られてきた。酪農生産の構造変化が進展していずれ酪農メガファーム

が登場することも想定されるが、酪農家の戸数減少を抑えながら生乳生産を安

定させる時期に向かいつつある。比較的規模の大きな酪農経営が廃業すると、そ

の乳量を既存の酪農家の規模拡大ではカバーしえなくなるといえよう。

酪農協の組織再編が積極的に進められているのも、こうした酪農生産構造の

変化に対応したものであろう。4農協が統合して火の国酪農協が設立されており、

今後、火の国酪農協、JA 菊池、球磨酪農農協の 3 農協に集約した上で、熊本県

酪連に一本化する方針が策定されている。

このような酪農生産構造の変化に安定性を与えるのが、酪農への新規参入の

促進である。離農する酪農家と新規参入希望者とのマッチングによって新規参

入が実現しているが、それとともに熊本県酪連の第三者継承による酪農生産へ

の参入も俎上に載せられるようになっている。

以下、熊本県酪連を酪農生産の主体として位置づけることが現実的な課題と

して受け止められるようになっている要因を整理することにしよう。

２）熊本県酪連の事業の特質

熊本県酪連の事業や組織には、他の県酪連にはない次のような特質がみてと

れる。一つ目は、乳業事業の展開である。チルド商品を製造する熊本工場とロン

グライフ商品を製造する菊池工場で牛乳・乳飲料などを製造し、事業売上高も

200 億円ほどになっている。事業を運営する資金やノウハウなどを培ってきてい

るといえよう。二つ目は、子会社の観光牧場における酪農生産事業の展開である。

実質的には乳牛を飼養し生乳を生産・販売する酪農生産事業にすでに取り組ん

でいるといってよい。三つ目は、酪農家と直接コンタクトを取って進める指導事

業の展開である。飼料設計などの生産管理や経営管理の指導業務は一般的には
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単位農協の業務であるが、熊本県では熊本県酪連が主体となって指導業務に当

たっている。その結果、酪農生産現場の動向が日常的に把握されるとともに、酪

農家との直接的な関係が取り結ばれることになる。

これらの事業展開のもとで、熊本県酪連が廃業する酪農家を第三者継承して

酪農生産を担うことが、今日では現実的な選択肢になっているといえよう。ここ

ではより直接的な関わりをもっている酪農生産事業と指導事業についてみてい

くことにする。

（１）酪農生産事業

熊本県酪連は 2000 年に阿蘇らくのうパークを開園し、2003 年にリニューアル

して阿蘇ミルク牧場と改名した。阿蘇ミルク牧場は熊本県酪連の子会社である

(株)マザーズファームが運営する観光牧場で、熊本市街から自動車で 50分ほど

の西原村にある。のびのびとした環境のなかで酪農体験やさまざまな動物とふ

れあう場などがあり、家族連れで楽しめる観光施設であるとともに、乳牛が飼養

される牛舎や牛乳乳製品が製造される工房も支障のない範囲でオープンにされ

ている。来場者に実際の牧場や乳業工場を訪問しているような感覚を抱かせる

ような現実味が魅力にもなっており、2020 年度はコロナ禍の影響で来場者は 17

万 1千人にとどまったが、通常は年間 27万人が来場している。

酪農部門はミルキングパーラーの増設で搾乳牛の飼養頭数が50頭に増頭され、

県内の標準的な酪農経営の規模となっている。1 頭あたり平均日量は 28 ㎏であ

るが、飼養しているホルスタイン種以外のジャージー種、ガーンジー種、ブラウ

ンスイス種、エアシャー種を含めた乳量であることをふまえれば、平均以上の乳

量を達成している酪農経営であるといえよう。

なお、園内には宅配用の瓶入り(200ml)牛乳やバター、アイスクリーム、チー

ズを製造する乳業施設もあり、事実上、熊本県酪連の第３乳業工場になっている。

牛乳乳製品の製造工程を外からガラス越しに見ることができるので、さながら

乳業工場の中に入って視察しているようでもある。

阿蘇ミルク牧場は楽しく酪農･乳業への理解醸成を育む観光施設であるとと

もに、酪農生産と牛乳乳製品製造を行う熊本県酪連の6次産業化牧場でもある。

（２）指導部

熊本県酪連は連合会組織ではあるが、指導部をつうじて直接酪農家へのサポ

ートを行っている。指導部には技術課、経営支援課、営農指導課があり、技術課

は検診・診療や受精卵移植などを担当し、経営支援課は国や県の多数の事業への

対応や熊本県酪連独自の酪農経営支援対策の実施窓口でもある。酪農ヘルパー
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利用組合の事務局も担当しており、ヘルパー利用組合を介して酪農家との接点

をもっている。

特筆されるのは営農指導課であり、単協からの依頼に基づいて県内の酪農家

を巡回して飼料設計や暑熱対策などを指導している。単協が行う指導事業は限

られていることから、熊本県酪連が一括して県内の酪農経営の指導に当たって

いる。コンサルタントと契約を結んでいる大規模酪農経営も営農指導課に巡回

を依頼することがあり、酪農経営支援対策と連携した経営指導が評価されてい

るといえよう。こうして熊本県酪連は酪農生産や経営に関する酪農家へのサポ

ート事業を指導部の職員が酪農家を訪問して直接行っており、連合会でありな

がら多くの酪農家との接点があり、生産現場の情報を収集している。

３）酪農への新規参入支援

熊本県では毎年 3 パーセント前後の酪農経営の廃業が続いている。将来にわ

たって酪農生産を維持するためには、既存の酪農家の経営規模拡大とともに、酪

農への新規参入支援の強化が求められている。毎年新規参入の照会は 10件ほど

あり、そこから 2 戸程度が新規参入に至ることが目標とされている。2021 年度

は 1戸が新規参入し、22年度には 2～3戸の参入が見込まれている。

北海道での新規参入を希望する人が多く、熊本県のように酪農の主産地であっ

ても新規参入者を確保するのは容易ではない。毎年 2 名の新規参入者というの

は控えめではあるが、現実的な目標として設定されているのだろう。

新規参入支援への取り組みとして、熊本県酪連は 2021 年度に全酪アカデミー

へ賛助会員として参加した。このプログラムでは酪農への新規参入希望者は3年

間の研修期間中、全酪アカデミーの職員として雇用され生活基盤が保証される。

熊本県酪連は 2 年目からの研修牧場で実践的な研修、そして就農地の選定や移

譲者との協議などを経て新規参入者の就農地確保をサポートする役割を担うこ

とになる。

このようにこれまで以上に直接的な新規参入支援を検討する方向を打ち出し

たことと関連して、熊本県酪連が酪農経営により積極的に関与することが検討

されるようになっている。簡単にその内容をみておくことにしよう。

（１）阿蘇ミルク牧場への研修部門の導入

阿蘇ミルク牧場の搾乳牛頭数が 50頭に増頭され、県内の酪農経営と遜色のな

い経営規模になったことにともない、観光牧場に研修牧場としての機能を追加

することが現実的な選択肢として検討されるようになった。すでに大学生のイ

ンターンシップ研修が行われているが、現状では日帰りでの研修にならざるを

得ない。宿泊施設を整備すれば、酪農への新規参入に関心を持っている人の体験
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的な短期研修や、全酪アカデミーの研修プログラムなどを含めて新規参入を予

定している人の長期の体系的研修を行うことができる。新規参入を志す人材を

発掘し、酪農生産現場で実践的な就農準備をサポートすることで、県内での酪農

への新規参入者を確保する道筋ができるといえよう。

観光牧場と生産牧場を兼ね備えている阿蘇ミルク牧場での酪農研修が、来園

者への新たなメッセージにもなるだろう。酪農家になるための準備を進めてい

る人が牧場で教わりながら励んでいる様子を実際に見るという経験は、酪農へ

の新規参入という選択肢を脳裏に刻みつけるにちがいない。オープンな酪農研

修施設として一般的な研修牧場には果たせない展開が期待される。

（２）熊本県酪連による酪農経営の第三者継承

高齢化などで廃業を予定する酪農家が増え、良好な状態の農地や牛舎が使わ

れなくなっていく場合も多くなる。先年、離農予定の酪農生産者が離農跡地と牛

舎などを賃貸し、本人は再びそこで従業員として働きたいとの希望を熊本県酪

連に寄せた。熊本県酪連は牧場を借り入れて、阿蘇ミルク牧場の運営者である子

会社のマザーズファームが酪農経営を行うという形での第三者継承を検討する

ことにした。阿蘇ミルク牧場の第 2牧場という位置づけになる。

しかし、熊本県農協中央会は熊本県酪連の定款には農業規定がないので定款

の変更が必要であると指摘した。子会社のマザーズファームが酪農経営を継承

するとしても熊本県酪連による直営とみなされるというものであった。農業規

程の制定は定款変更を含め会員農協と九州農政局の承認が求められ、最短で2年

ほどの期間を要すると見込まれており、この熊本県酪連による第三者継承の計

画は見送られることとなった。

いずれにしても熊本県酪連がマザーズファームを介して酪農生産に直接関与

し、研修牧場としての機能も持たせるといった展開が具体的な検討課題として

認識されるようになったといえよう。

４）小括

熊本県酪連は会員農協から酪農家への指導事業を一括して委ねられており、

連合会ではあるが、酪農経営に実践的な指導を行う人材やノウハウが蓄積され

てきた。こうした酪農家とのコミュニケーションを背景に、都府県の酪農主産地

である熊本県でも農協組織が研修牧場の運営や廃業予定の酪農経営の第三者継

承に乗り出す気運が高まっていることが注目される。酪農家の経営規模拡大が

進展しても離農農家による減産をカバーし得なくなってきており、新規参入支

援の強化や自ら酪農経営を行う必要性が認識されてきたからであるといえよう。

とくに阿蘇ミルク牧場の事業展開に見られるように、消費者からの距離が比
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較的近い都府県の酪農産地では、観光牧場という形態をとりながらも、研修牧場

や酪農生産牧場としての機能を兼ね備えた多機能牧場として運営しうることが

わかる。ゆったりと楽しく過ごせる憩いの場へのニーズが高まっているなかで、

観光牧場はリアルな乳牛のさまざまな感触やイメージを伝え、消費者と酪農と

の距離を縮める役割を担っている。さらに展示場としての運営にとどまらず、生

産牧場や研修牧場としても運営されることはビジネスとしての酪農の魅力の発

信にもつながるといえよう。
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（補足資料）

熊本県における業界出資牧場等現地実態調査の概要

調査実施日：2021 年 10 月 12 日(火)

調査者：東京大学大学院経済学研究科 矢坂准教授

    日本乳業協会        本郷(調査補助)

調査先：熊本県酪農業協同組合連合会

応対者：大川常務、小池参事、南部生産本部長、廣田総務部長

阿蘇ミルク牧場 藤井場長

１ 熊本県酪農業協同組合連合会の概要（2021(令和 3)年 8月現在)

所在地：熊本県熊本市

設立年月：1954(昭和 29)年 4月

地域：熊本県内一円

出資金：932,420 千円

役員：理事 14名、監事 3名

職員：285 名

会員数：20組合

売上高 63,895 百万円(うち生乳業務事業 30,843 百万円、乳業事業 19,372 百万

円、阿蘇ミルク牧場事業 343 百万円)

機構：本会、熊本工場、菊池工場、2 支店 7 営業所、子会社(らくのう運輸、マ

ザーズファーム(阿蘇ミルク牧場運営))

２ 熊本県酪肉近代化基本計画

生乳生産量：252,066 トン(2018 年度) → 260,000 トン(2030 年度)

総飼養頭数：43,700 頭 → 44,000 頭

経産牛頭数：28,700 頭 → 28,900 頭

経産牛 1頭当たり乳量：8,783kg → 9,000kg

酪農家戸数：566 戸 → （目標値は非設定)

1戸たり平均飼養頭数：79頭 → (同上)

３ ヒアリング調査結果の概要

（１）熊本県における酪農の現状

・熊本県の生乳生産量については、2016(平成 28)年の熊本地震によるダメージ

により 2 年連続で減少したが、2018(平成 30)年以降は順調に生産が増加して

おり、本年度は過去最高に迫る見込みである。九州における熊本県のシェアは
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4 割を超えており、早晩 5割になると見込まれている。

・酪農家戸数は、1989(平成元)年には 1,404 戸あったが、2021 年(令和 3)年に

は 445 戸と、約 30 年間で 7 割近く減少している。ただし、1 戸当たりの規模

拡大により、生乳生産量は 1989(平成元)年の 204 千トンから 2020(令和 2)年

には 256 千トンと、逆に増加している。なお、2021 年 7月現在の 24か月齢以

上の乳牛頭数は、ちょうど 3万頭程度である。

・熊本県酪農の特徴の一つは、いわゆるメガファーム(１千頭以上飼養)が 1 戸

もないこと。最大で 600 頭程度。

・酪農経営の法人化については、節税対策や雇用対策のため 445 戸中 135 戸

(30.3％)が法人化(有限会社、株式会社、農事組合法人)している。

・二股出荷については、鹿児島県で 3戸、宮崎県で 2戸が、岡山県に本社があり

ディスカウントストアなどを運営している D 社に出荷しているが、熊本県は

ゼロである。

・国の指導に基づき、集乳調整金を確保するために九州生乳販連は集送乳のプー

ル化を行ったが、熊本にとってはかえって高くなった。他の指定団体では集送

乳のプール化も乳価の一本化も行われておらず、ハシゴを外された感じがす

る。なお、手数料率については、熊本県が九州の中で一番少ない。

（２）熊本県酪農業協同組合連合会の現状

(熊本県酪連正門)               (隣接する熊本工場)

・乳業事業の売上高については、2001(平成 13)年の 164 億円から長い期間横ば

い気味に停滞して推移してきたが、最近では右肩上がりに推移しており、

2020(令和 2)年には 193 億円と過去最高の水準となっている。熊本県酪連は熊

本工場と菊池工場の 2 つの工場を持っており、売上高の比率は熊本工場 8 に

対して、菊池工場 2といったところである。
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・菊池工場は LL 牛乳等の LL 商品の生産に特化している。LL 牛乳の生産は長年

にわたり減少傾向をたどっていたが、最近ではタピオカミルクのブームに乗

って生産が伸びていた。しかしながら、コロナ禍により外食需要が落ち込んで

いることもあり、今は反動で生産が落ちている。

・LL牛乳の輸出については、香港向けがメインであり、そのほかシンガポール、

台湾、タイ向けもある。現在、年間 1 億 2～3 千万円の輸出額に過ぎないが、

畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業(商談費用、販売促進費用等に対する

補助)を活用し、倍増を目指している。

・阿蘇ミルク牧場では酪農・乳業の理解醸成に取組んでおり、通常は年間 27万

人の入場者があるが、昨年度はコロナ禍の影響で 17万 1千人と大きく落ち込

んだ。

・組織で特徴的なのは指導部の存在。経営支援課は、国や県の多数の事業や酪農

ヘルパー事業、Jミルク事業などに対応しているだけでなく、熊本県酪連独自

の対策も多数講じている。また、営農指導課は、単協からの依頼に基づき県内

酪農家を巡回指導している。メガファームにはコンサルタントがいるが、営農

指導課に依頼があるので、例えば暑熱対策などの指導に赴いている。単協には

指導員は限られているため、経営指導は熊本県酪連が一手に引き受けている

のが熊本県の特徴であり、北海道とは真逆である。なお、ヘルパー利用組合は

熊本県酪連の外郭団体という位置づけになっている。

・組織の統合については、熊本県では 1 県 1 酪農協に向けて進めていく方針で

ある。3段階に分けて進めていく方針であり、まず A段階として火の国酪農協

という受け皿を作り、4農協を統合した。B段階では火の国酪農協への統合を

進めつつ、生乳出荷戸数最大の JA菊池と、乳業工場を持っている球磨酪農農

協の 3つに集約する。C段階で県内酪農協を熊本県酪連に集約して一本化する

という方針である。しかしながら、国の方針が迷走しており、改正畜安法に基

づく指導と規制改革推進会議に基づく計画が逆方向を向いているため、一本

化ができにくくなっている。

・県の連合会で乳業部門を持っているのは、熊本県酪連と大山乳業農協のみ。6

次産業化ともいえるが、酪農家は自分たちの工場だと思っている。牛乳乳製品

の生産に使用されているのは 100％熊本県産の生乳である。

・九州の全国的コーヒーチェーン店で使用しているミルク(チェーン店仕様に加

工しているので牛乳ではない)は熊本県酪連の製品。乳房炎対策として全国的

コーヒーチェーン店のコーヒー粕を買い、熊本県酪連の TMR センターで発酵

TMR を生産し、リサイクルに貢献している。
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（３）乳業出資牧場に関するコメント

・牧場への乳業メーカーとの共同出資等の協力について、熊本県酪連としては民

業圧迫とならないよう酪農家をサポートすることが基本だと考えているので、

現段階では考えていない。

・将来的に生乳が足りなくなれば、乳業メーカーの力も借りたいが、現在はその

ような状況ではないと考えている。

（４）熊本県酪連出資による研修牧場の設立に関するコメント

・阿蘇ミルク牧場を研修施設にできないか検討を行っている。搾乳牛頭数を 50

頭規模に拡大したところであるが、研修施設として利用するためには宿泊施

設が必要と考えている。全酪アカデミーでも活用したい。同牧場を大学生のイ

ンターンシップでも研修機関として活用している。

・離農は年間 3％程度あるので、新規参入を促したい。このため、全酪連の取組

である(一社)全酪アカデミーに参加している。熊本県酪連を含め、32 会員

（2022 年 2 月現在）が全酪アカデミーの賛助会員となっている。全酪アカデ

ミーでは、全酪連若齢預託熊本牧場も利用する方針。既に１戸が全酪アカデミ

ーへの参加に手を上げている。

・今年は 1 戸の新規参入があり、来年の 4 月にはもう 1 戸の新規参入が見込ま

れている。年間では 10 件程度の照会情報があるが、そのうち１～2 戸程度が

新規参入することを目標としている。

・素牛の安定供給のため、北海道への預託などを含め育成などをしっかりとやり

たい。酪農家が欲しいというときに牛を供給できるようにしたい。

・離農により空いている良い牛舎をどう活用するかについては、現在検討中であ

る。定款上の課題があると考え、牧場施設を借りて熊本県酪連又は子会社が運

営し、オーナーを逆に雇用する形を提案したが、相談した熊本県農業協同組合

中央会からは、子会社が運営するとしても実態上は熊本県酪連が直営(農業参

入)するのと変わりないはないとして、定款上の農業経営の規程に引っかかる

とされた。このため、この方式は見送った。ただし、今後の展開については、

県にも照会中である。

・単協であれば、組合員の承認さえあれば牧場経営も可能であるが、熊本県酪連

は農協の連合会であるため、会員の賛同に時間と手間を要するという課題も

ある。牧場経営は会員(20 組合)の承認の取り付けが大変であり、最低でも 2

年はかかるであろう。また、定款の変更には九州農政局の承認が必要である。

・他方、直営牧場を持つと、生産調整などの際には率先して対応しなければなら

なくなるなどの課題もある。5年以上にわたり後継者の研修対応も行っている

ので、モデル農場作りを考えたい。例えば、搾乳ロボットであれば、複数のメ
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ーカーに競わせることもできる。

（参考）阿蘇ミルク牧場について

・阿蘇ミルク牧場は、2000(平成12)年に阿蘇らくのうパークとしてオープンし、

その後、2003(平成 15)年に現在の阿蘇ミルク牧場にリニューアルされ、酪農

の魅力や大切さを消費者に伝えるため、生産者と消費者の交流や酪農・乳業へ

の理解醸成に取組んでいる。

・基本的には観光牧場であるが、搾乳牛は約 50頭、総面積は 33ha と、平均的な

酪農家 1戸分の経営規模に相当する。

・観光牧場であるため、世界の 5大乳牛と言われるホルスタイン種、エアシャー

種、ジャージー種、ガーンジー種、ブラウンスイス種が飼養されており、牧場

に訪れた子供たちは搾乳体験をすることができる。希少品種の確保が困難で

あるため、人工授精により後継牛を確保することを基本としている。

・1頭当たり平均日量は 28kg。これは希少品種を含めての平均であるため、ホル

スタイン種に限れば優に 30kgを超え、平均以上の生産量であると推定される。

・一部観光用に放牧利用もしているが、面積のほとんどは観光牧場としての施

設・体験用地であり、自給飼料の生産は行なっていない。飼料は、粗飼料を含

めすべて購入飼料(熊本県酪連の TMR)である。

・酪農部門の経営を改善するため、これまで 30頭程度の搾乳牛飼養頭数規模で

あった施設を改修し、一度に 6 頭搾乳できるミルキング・パーラーを増設す

ることにより、搾乳牛飼養頭数は 50頭まで増頭が可能となった。

・このことにより、研修牧場として活用することが視野に入ってきた。

・このほか、製造工程がガラス張りで見える小さなミルク工場が設置されてお

り、瓶入り牛乳(牧場の売店で 200ml 入り 200 円で販売)やバター、アイスク

リーム、チーズを製造している。

・瓶入り牛乳は熊本県酪連の熊本工場でも菊池工場でも生産しておらず、阿蘇ミ

ルク牧場でのみ生産している。このため、当牧場産の生乳だけでは不足するこ

とから、九州生乳販連から不足する生乳を調達している。生産された瓶入り牛

乳は、宅配用として九州各県に出荷されている。なお、阿蘇ミルク牧場で生産

された生乳は敷地内にあるミルク工場に直送されるが、商流上は九州生乳販

連を通して購入していることになっているので、それぞれの用途ごとに九州

生乳販連の取引乳価が適用される。

・チーズについては、イタリアで開催されたコンクールで出品数約 3,500 点の

中から金賞を受賞している。また、日本のチーズプロフェッショナル協会が主

催する Japan Cheese Award でも銀賞を受賞している。様々なチーズ作りを行

っているため、手狭になった熟成庫を増設中である。
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あとがき

昨年度の主要乳業メーカーへのアンケートを中心とした調査に続いて、本年

度は北海道における農協等出資牧場の現地実態調査に加え、都府県における主

要酪農協等に対してヒアリングによる実態調査を行った。

調査結果の詳細は報告書のとおりであるが、北海道の主要農協においては、離

農跡地などを利用して後継者や新規参入者の研修等を目的とした、乳業を含む

関係機関等との共同出資牧場を建設することにより、生乳生産量の維持・拡大と

同時に、地域資源や TMR センターを通じた草地の有効活用なども図っている。

こうした取組みは関連産業にも波及するため、地域経済の活性化にも大いに貢

献している。また、世界の潮流となっている SDGs への対応の観点から、新規に

乳業に参入した企業が草地利用型のメガファームとの共同出資により、業界の

常識にとらわれることなく、積極果敢にオーガニック製品の生産を目的とした

牧場建設を進めているという事例も見出された。

他方、都府県においても、現段階では構想に過ぎないが、力のある酪農協や県

酪連においては、人材育成等を目的とした生産牧場の建設が構想されており、将

来的には生産基盤の強化に貢献するものと期待される。

調査の本来の目的は、都府県における酪農生産基盤の強化であることを踏ま

えれば、生産基盤が弱体化しつつある地域の調査が必要なのであろうが、そうし

た地域においては、調査の受け入れ先を見つけること自体が困難であるという

課題もあり、断念せざるを得なかった。また、「提言」において本取組が構想さ

れた頃とは異なり、現在の生乳需給は、当時の逼迫から大幅な緩和へと反転した

中で行われたため、相互に違和感を抱きながらのヒアリング調査となった。

しかしながら、都府県の来年度以降における生乳生産量は再び減少傾向を辿

ることが予想されることから、夏季の最需要期における生乳需給逼迫の実態を

踏まえれば、都府県の酪農生産基盤の強化は、引き続き最重要課題の一つである

といえよう。都府県において牛乳乳製品を生産する乳業メーカーにおいては、本

調査報告書を参考の 1 つとして活用し、出資による牧場建設を含め、自らの乳

業事業の安定と発展のためにも、酪農生産基盤の強化に資する取組みを検討さ

れることを期待する次第である。

今回の現地実態調査は、新型コロナウイルスの感染拡大と縮小が数波にわた

り続く中で実施せざるを得なかった。とりわけ、東京における感染者が地方に旅

行や出張等で移動することにより、全国に感染が波及・拡散していると考えられ

ている中での実施であったため、調査先の関係者の皆様にはご心配をおかけす

るとともに、調査日程の決定に当たっては、何度も調整を繰り返し大変なご苦労

をおかけした。調査にご協力いただいた関係者の皆様のお名前や調査時の主な
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コメントなどについては、補足資料として添付した各調査結果の概要の冒頭に

記した。調査にご協力いただいた各牧場や農協等の関係者の皆様には、改めて心

より感謝申し上げる次第である。

また、大学における講義や大学院生への論文作成の指導等でご多用であるに

もかかわらず、快く調査を引き受けてくださり、三度にわたる調査先への出張・

調査、報告会における講演、報告書の作成を行っていただいた東京大学大学院経

済学研究科の矢坂准教授にも、改めて深謝申し上げる次第である。

なお、本事業は Jミルクの「酪農乳業産業基盤強化特別対策事業」を活用させ

ていただいた。事務手続きでお世話になった J ミルクの三代主任をはじめ関係

者の皆様にも改めてお礼申し上げたい。


