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　ダノンデイリーニュースの創刊に当たり、ダノンジャパン株式会社を代表して、

ご挨拶を申し上げます。

　私どもダノンジャパンは、日々の生乳供給において、生産者の皆様から多大な

ご協力を賜り、誠にありがたく存じます。おかげさまで、消費者の皆様よりご支

持いただける製品の製造・販売ができますこと、幸甚と存じ、今後とも皆様から

のご愛顧、ご協力を引き続きお願い申し上げる次第です。

　近年、ダノンジャパンは、ヨーグルト事業におきまして、消費者の皆様の多大

な支持を得て順調に拡大成長してまいりました。 特に「ダノンビオ」ヨーグルト

新発売以後、直近の過去 3 年間は、年売上増加率を約 20% に保ち続けることが

できました。これは、ひとえに比例して増加した生乳や乳原料を広く皆様から不

足なく供給していただきましたことによる賜物だと、心から感謝して止みません。

　現在、ダノンジャパンは、「世界中のできるだけ多くの人々に、食を通じて健

康をお届けする」というダノングループの理念のもと、乳製品の製造販売を行っ

ております。さらに、急速に変化するビジネス環境への対応や、健康に役立つ食

品やライフスタイルへの関心に対する高まる消費者のニーズにお応えすべく、今

後も積極的な挑戦を続けて参る所存でございます。そして、消費者の皆様やお客

様に的確なサービスをお届けすることを最優先ととらえ、誠心誠意、品質向上と

市場拡大努力を続けて参ります。また、生乳生産者の皆様には、乳製品の生産販

売を通じ、生乳の生産拡大と安定に貢献できるよう、更なる努力を続けて参りま

すので、引き続きの御支援の程、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　この度、新たに生乳生産者の皆様とのより密なコミュニケーションを目指した

“ダノンデイリーニュース”を刊行させていただきました。 この紙面を通して、

私どもダノンのことを多くの酪農家や組合関係者の方々に、より深くご理解いた

だけることを希望いたします。

　皆様におかれましては、今後ともご理解とご支援を賜りますようお願い申し上

げるとともに、2011 年が皆様にとって素晴らしい年となりますよう祈念申し上

げ、創刊のご挨拶とさせていただきます。

社長メッセージ

生乳生産者の皆様へ
ダノンジャパン株式会社
代表取締役社長

ジョージ ザリフィー

ダノングループ 低炭素社会への取り組み
　近年各地の異常気象をもたらしたとされ、すっかりおな

じみになった地球温暖化現象。その元凶といわれるのが、

人類の活動による二酸化炭素等の温室効果ガスで、特に過

去 20 〜 30 年において、この二酸化炭素（CO2）は急激

に増加しています。

　ダノングループの全社は、2008 年以来カーボンフット

プリント（CFP）による温室効果ガス（主に CO2）の削

減に真剣に取り組んでいます。

　ダノングループにおけるカーボンフットプリントとは、

企業が活動していく上で排出される二酸化炭素などの温室

効果ガスの出所を調査、その量を把握することです。一言

で説明すれば、文字通りの“炭素の足跡”を表しています。

ダノングループの温室効果ガス（主に CO2）
削減目標
　私たちは、2008 年初から 2012 年末までに、二酸化炭

素量（CO2）を 30% 削減することを目標に活動しています。

ダノンジャパンの
CO2 排出量内訳と削減活動
　図に示しましたとおり、単位あたりのヨーグルト製品に

関わる CO2 の内訳で一番大きな部分は、ヨーグルトの最

も基本かつ多量の原料であります生乳の生産で発生するも

のです。これは全体の 46% を占め、主には、乳牛が第一

胃（ルーメン）における消化時に排出されるゲップ等のメ

タンガスです。カーボンフットプリントでは、これを二酸

化炭素（CO2）に換算して量を把握します。まさに乳業と

しての根本をなす部分でもあります。この温室効果ガス量

の削減には、酪農業における飼料や乳牛体質の改善のみな

らず、生物の多様性、草地環境等の利点を勘案した環境保

全への取り組みをともなった、長期にわたる活動となります。

　一方近年、私たちダノンジャパンが取り組んできた主な

CO2 削減分野は、私たち自身が直接に関与する活動範囲

について、主に包装材料、物流、製造、廃棄等に焦点を当

てて、全社で削減努力をしてきました。

　次の４個パック包材はこれまでのダノングループやダノ

ンジャパンの CO2 削減の一例です。

CO2

削減への
取り組み
Vol .1

ダノンジャパン二酸化炭素排出量の内訳

4 個パック包材によるカーボンフットプリントの比率
１パック当たり 全重量（g）内容量（g）カップ包

材（g）
カートン

（g）
全包材（g）カーボン

フット
プリント

ダノン 352.3 320 17.9 14.4 32.3 101.2

国内大手乳業A社 357.0 320 19.2 17.8 37.0 117.8

国内大手乳業B社 358.8 320 20.5 18.3 38.8 126.9

ダノンビオ
A 社 B 社

ヨーグルト１kgあたり
2037ｇの二酸化炭素

（当社計算基準による）

原材料

6.1%

包材

10.0%

製造

10.4%

物流

16.0%

店舗＆家庭
7.3％

生乳

46.3%

廃棄

3.9%
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ダノングループとダノンジャパンの歴史
H I S T O R Y

プチダノン

離乳食あとの丈夫な体づくりを応援。カルシ

ウム、ビタミン D を強化した栄養機能食品。

ベビーダノン

6 種のフレーバーで飽きずに食べられる、生

後 6 ヶ月頃からの赤ちゃんのための乳製品。

ダノンヨーグルト

ダノンの知識と伝統を受け継ぐ本格派ヨーグ

ルト。家族みんなに愛されるまろやかな美味

しさ。

ダノンビオ

高生存ビフィズス菌 BE80 が入った酸味の

少ないクリーミーな味わい。フルーツのア

ソートや野菜シリーズ等毎日続けられる多彩

なフレーバー。
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世界における歩み（ダノングループ） 日本における歩み（ダノンジャパン）
1908	 ●	パスツール研究所所長、メチニコフがノーベル賞受賞

	 ●	ヨーグルトのバクテリア機能解明

1919	 ●	アイザック・カラソー、スペインにおいて、

	 　世界初のヨーグルト工業化に成功

	 ●	パスツール研究所から乳酸菌の株を取り寄せ、研究

	 ●	息子のDANIEL の名前をもじり「DANONE」を商標に

	 ●	最初、ヨーグルトは医師を通じて薬局で販売

1922	 ●	スペインにてダノンヨーグルトが初めて製造

1929	 ●	息子ダニエル・カラソーがフランスでダノン社創設

1932	 ●	パリに工場を建設

	 　当時としては革新的な容器洗浄・低温殺菌・牛乳を沸騰させる

	 　回転羽などの設備を備える

1966	 ●	2 つのガラス容器製造会社が合併し、「BSNグループ」誕生

	 　売上高 10億フラン

1967	 ●	「ダノン」とフランスのフレッシュチーズ会社「ジェルベ」が合併し、

	 　「ジェルベ・ダノン」誕生

1973	 ●	「ジェルベ・ダノン」と「BSNグループ」とが合併

	 　「BSNジェルベダノン」に

	 　売上高 1,650 億フラン

1994	 ●	「BSNジェルベダノン」は「ダノングループ」に名称変更

2001	 ●	世界での拠点 39カ国、販売地域は 120カ国に

	 　ダノングループ売上高14,470 百万ユーロ（約 1.66 兆円）

2007	 ●	乳幼児向け食品および医療用栄養食の大手企業ヌミコの買収、

	 　ビスケット事業の売却

1980	 	●	「味の素ダノン株式会社」設立

1982	 	●	「プチダノン」発売

1992	 	●	「カルピス味の素ダノン株式会社」設立

1993	 	●	「ベビーダノン」発売

1998	 	●	「ダノンヨーグルト」発売

2000	 	●	「ダノン・フルーツセレクション」ヨーグルト発売

2002	 	●	「ダノンビオ」ヨーグルト発売

	 　この頃より、消費者の高まる健康志向を受け、ヨーグルト全体の売り上げが増大

	 　それに呼応して乳取扱量も顕著に増加

2003	 	●	館林工場設立

2007	 	●	ダノングループ、日本における合弁会社カルピス味の素ダノン全株式取得

	 	●	「ダノンジャパン株式会社」設立

2009	 	●	生乳の生産者団体よりの直接購買の開始、外資として日本史上初

社会全体に価値を創造するからこそ、
ビジネスは成り立ち、持続することができます。
それはすなわち、人々の毎日の生活の役に立つこと、
製品・サービス・雇用・配当を提供することを意味します。

チルド乳製品

乳幼児向け
栄養食品

ウォーター

医療用栄養食

部門別売上げ構成比

ダノンは、食品業界における世界のリーダーであり
「食を通じて多くの人に健康をお届けする」ことを使命としています

エリア別売上げ構成比

57%

17%

20%

6%
医療用栄養食

乳幼児向け栄養食品

ウォーター

チルド乳製品

総売上高 :14,982 百万ユーロ

13%
アジアパシフィック

13%
ラテンアメリカ

4%
アフリカ
および中近東

9%
北米

14%
フランス

34%
西欧

13%
東欧

チルド乳製品（生産量）………………………………………………………No.1

ボトルウォーター（生産量）／乳幼児向け食品………………No.2

医療用栄養食（ヨーロッパ）…………………………………………………No.1

部門別ランキング

ダノングループ全従業員数 81,000人
エリア別構成比

北米
フランス

西欧

アジア
13%

33%

12%
11%

ラテンアメリカ

13%

東欧
14%

（ダノングループ 2009 年度実績）

使用生乳数量

20102002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

40,000

30,000

20,000

10,000

0

（年間トン）

アフリカ・中東
4%

ダノングループの実績
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二代目酪農家特集

　後継者問題が農業全体に聞かれるようになって久しい現在、酪

農後継者の減少は中でもより深刻な問題になりつつあると感じま

す。

　この度私たちは、ダノンジャパン館林工場の近郊地域で先代

から酪農を引継ぎ、現在二代目後継者として日々頑張っていら

っしゃる井野口吉正さん宅におじゃまして、その酪農への想い

をいろいろ伺いました。井野口吉正さんは、現在約 52 の牛床

を営む酪農の傍ら米作も営む兼業農家で、館林の典型的な酪農

の経営形態をとっている、二代目さんです。

　昨年夏、突然館林地域を襲った大竜巻の被害を受けた酪農家

であることも知られています。

まず始めに、酪農を引き継ぐきっかけをお尋ねしました。

　井野口さんが二十数年前、先代の酪農を引き継ぐと心に決め

たシンプルな理由は、なんと大学生時代、お付き合いをしてい

た女性 = 現在の奥様が、農家の嫁になって酪農をやりたいと

おっしゃったことだそうです。農家出身でない奥様ですが、も

ともと動物好きで毎日牛を相手にする酪農に対して憧れこそ

あれ、抵抗はなかったとお聞きしました。

　その頃から農家の息子の嫁取りは、井野口さんいわく、未来

の職業以上に重要だったそうで、実際、高校から大学まで柔道

一筋、学生時代は体育教員にでもなるつもりでおり、嫁取りの

難しい酪農業を継ぐことなど、真剣に考えたことがなかったそ

うです。そんな中の奥様のことばは、意外かつ絶好の嫁取りチ

ャンス到来と感じ、ここで迷わず、奥様と酪農を同時に決めま

した。これはまた、先代にも誉められたそうです。

　酪農を引き継ぐことに対しては、幼少の頃から、酪農を営む

先代の背中をいつも身近に眺めて育ったので、ある意味自分に

とって自然な、加えて嫁付のベストな選択だったと当時を振り

返り今、つくづく思うと語っています。

そこで、引き継いだ酪農の魅力をお尋ねしました。

　まず魅力は、すぐそばに仕事があること、すなわち酪農とい

う仕事の場と家庭が、日常生活全体のひとつの自然のリズムと

して組み込まれたものであること。毎日が酪農のリズム中心で

まわる生活には、巷の週休二日とかいう感覚こそないし必要も

ないが、食の大切さを知ること、家庭を持ち家族とともに農を

営みながら暮らす生活習慣など、その魅力には限りないと、生

き生きとした目で語っていただきました。この酪農のもたらす

生活文化を継承することは、井野口さんの誇りとするところで

す。

　また、竜巻の被害にあったときに助けていただいた地域の皆

さんの厚い人情には、涙を流して感動、この地で酪農をやって

いて本当によかったと、地域の皆さんにはいつも、感謝の意を

伝えたいそうです。

ここで、将来にむけた目標と希望をお尋ねしました。

　井野口さんの過去 15 年前から現在まで、そして未来にも一

貫している目標は、生乳の増産を続けること、すなわち頭数増

加のために用意した牛床を常に満床にすることです。当初の認

定農業者制度の補助にあやかり、今までこの目標を立てて頑張

ってきたが、現実が悔やまれるのはいつも、過去 BSE や口蹄

疫などによる頭数制限や、乳質規制強化などにより増産が妨げ

られ、満床が達成できずにいたことです。今や、ただただ増産

すれば良いという時代ではないかもしれないと、井野口さんの

その目標もちょっと霞みがちです。

　そんな時代で、前を向いて十年後の生活を想像していただき

ました。希望はやはり子供が酪農をついで孫ができて、生乳増

産目標も達成して、家族全員が幸せに暮らしている姿だと、目

を細めて語っていました。

引き続き、次世代を担う酪農後継者あるいは酪農家の子息に、

伝えたいことをお聞きしました。

　井野口さんは、ご自身の経験から、目標が定まっていなかっ

た学生生活をすこし悔やんでいました。もし、早期に酪農とい

う目標が設定できたなら、その後継者はしっかりと勉強して、

また、3 年以上は外で他人の飯を食って修行して、将来の自分

流の経営スタイルの基礎としてほしいと語っていました。そし

て、付け加えたのは、二代目は初代の築いた資産やノウハウの

伝授があるだけ恵まれているので、是非この利点を生かして、

頑張って、できるだけ長く酪農を続けて、子々孫々につない

でいってほしい、TPP が騒がれるなど近年の酪農環境は厳し

い、古き良き先代の時代と比較しても酪農をめぐる経済環境は

悪化しているのは事実、しかし、悪いことばかりではない、決

してあきらめないで、酪農を続けていってほしいということで

す。最近の館林地域は工業化住宅化が進み、緑草地が減少して

きています。酪農に対しては、その臭いが問題視されがちです

が、酪農をはじめとする農業全般の地域環境に対する緑地保全

効果を、もう一度しっかり見直してほしい、地域から酪農を追

い出して緑少ない土地になった時、後悔するときが必ずやって

来ると、井野口さんは語っています。

　最後に井野口さんは、酪農に限らず伝統を重んじその遺産を

継承すること、改善は必要だが、文化などの伝統を簡単に必要

がないという理由だけで捨てないでほしいとも、付け加えて結

びました。

酪農文化の継承と希望を結ぶ未来へ
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乳酸菌のはなし

世界のヨーグルト
　発酵食品の代表選手ともいえるヨーグルト。ヨーグルトは、乳

を乳酸菌などで発酵させて作られます。わたしたち日本人になじ

み深いのは、牛乳を乳酸菌で発酵して作られるヨーグルトです。

ヨーグルトというとブルガリアというイメージが強いかもしれま

せんが、「ヨーグルト」という言葉は、トルコ語でかきまぜるこ

とを意味する「ヨウルト（yogurt）」に由来したものです。ちな

みに、ブルガリアではヨーグルトは「キセロ・ムリャコ（すっぱ

いミルク）」と呼ばれています。

　もっと世界に目を向けてみると、地域によってさまざまなヨー

グルトがあることが分かります。日本でも「ヨーグルトきのこ」

として話題となった「ケフィア」は、ロシアのコーカサス地方が

発祥で、ヤギや牛などの乳を乳酸菌だけでなく、酵母を使って発

酵させるのが特徴です。また、モンゴルの「アイラグ」、中央ア

ジアの「クミス」は、主に馬乳を発酵させて作られるお酒（馬乳

酒）です。インドなどには「ダヒ」と呼ばれる、水牛の乳を発酵

してつくられるヨーグルトもあります。

なぜおいしくなるのか
　発酵とは、微生物のはたらきによって、ある物質の成分が分解

されて、良い物質に変化することをいいます。日本の伝統的な発

酵食品である納豆は、蒸した大豆を稲のわらで包んでおくことで、

大豆がわらに付着した納豆菌によって発酵するのを利用した食品

です。また、チーズは牛乳などを原料として、乳酸菌やカビを用

いて発酵させて作ります。

　ところで、これら発酵食品には独特なうまみを持つものが多い

と思いませんか ? 実は、そのうまみの秘訣も微生物にあるのです。

微生物は発酵の過程で、食品に含まれるタンパク質を分解します。

タンパク質はアミノ酸という物質がたくさん集まってできていま

す。アミノ酸にはグルタミン酸のようにうまみを持つもの、アラ

ニンのように甘味を持つものなどいろいろな種類があります。つ

まり、微生物のはたらきによってアミノ酸を作り出し、食品をよ

りおいしいものにしてくれるのです。しかし、発酵が食品にもた

らすのは、おいしさだけではありません。

からだにやさしく、健康効果もアップ
　人間の腸の中にはたくさんの微生物がいます。これらは「腸内

細菌」と呼ばれ、その種類は数百、数は約 100 兆個ともいわれ

ています。腸内細菌の中には、からだにとって良い働きをする菌

（善玉菌）と悪い働きをする菌（悪玉菌）があります。腸の中で

悪玉菌が優勢になると、下痢や便秘をひき起こしたり、アンモニ

アなどの有害な物質や発がん物質が作られたりします。一方、善

玉菌が優勢になれば悪玉菌の働きが抑えられ、免疫機能が高まり、

感染症などを防ぐ効果が期待されます。このように、腸内を善玉

菌優勢の状態にしておくことは、健康を保つ上でとても大切なこ

とです。発酵食品に含まれる乳酸菌や納豆菌などは、この腸内細

菌のバランスを改善することがわかっています。また、微生物は

発酵の過程でビタミン類や酵素を作り出します。発酵食品は、素

材に含まれる栄養はそのままに、発酵による新たなパワーが加わ

った食品といえるでしょう。

　さらに、消化しにくい成分も微生物が分解してくれるので、発

酵させることで消化の良い食品になります。よく、牛乳を飲むと

お腹がゴロゴロするという人がいます。これは「乳糖不耐症」と

いって牛乳に含まれる乳糖という成分を分解することができない

ために起こるものです。しかし、乳糖不耐症の人でもヨーグルト

なら、乳酸菌のはたらきによって乳糖の一部が分解されているた

め、お腹がゴロゴロしにくくなります。

保存の知恵
　食品が発酵するとき、「拮抗作用」といわれる性質がはたらき

ます。拮抗作用とは、ある一定の数の微生物がいると、他の微生

物の繁殖を抑えてその微生物だけが増殖しようとすることです。

この拮抗作用によって、腐敗の原因となる菌の増殖が抑えられま

す。また、乳酸菌の作り出す乳酸は、食品を酸性に傾けます。腐

敗の原因となる菌の多くは酸性の環境では増殖できません。この

ように、発酵をすることで、保存性を高めることもできるのです。

冷蔵庫などなかった時代の人々は、食品の保存にも微生物の力を

借りていたのですね。

小さい微生物の大きなはたらき
　微生物がもたらす発酵という作用は、食品以外の分野でも利用

されています。例えば、ペニシリンという薬があります。ペニシ

リンは 1928 年にアレクサンダー・フレミングがアオカビから

発見したもので、世界で初めての抗生物質として有名です。アメ

リカのファイザー社は発酵技術を利用してペニシリンの量産に成

功し、ペニシリンは第二次世界大戦中、多くの兵士を感染症から

守りました。近年では、発酵技術の向上にともなって、微生物を

利用した医薬品開発は急速に進展しています。

　また、環境保全にも微生物が一役買っています。水中の微生物

は水質汚濁の原因となる窒素などの有機物を分解して、きれいな

水に戻す作用があることから、下水の処理施設などで微生物が利

用されています。生ごみを発酵させて肥料を作ることなども、家

庭から出るゴミを減量するためのエコな取り組みとして注目され

ています。

C o l u m n

管理栄養士

伊藤真理子

I N T E R V I E W

井野口 吉正さん
群馬県 舘林市

発酵がつなぐ、
人間と微生物の
かかわり



編集・発行人： ダノンジャパン株式会社 SSD 乳性原料部　TEL：03-6361-6645　E-mail：fumio.hanawa@danone.com

酷暑は今年も続くか !?
ラニーニャの影響と今後の予測

　記録的な猛暑となった 2010 年。昨年をしめくくる「今年の漢字」

に『暑』が選ばれたのも、いまだ記憶に新しいところです。過去 113

年の統計史上、最高を記録した猛烈な暑さにより、牛乳の生産量は全国

的に低下。生産者の皆様をはじめ、乳製品業界にもさまざまな影響があ

りました。 

　この現象は「ラニーニャ」によるものと考えられています。ラニーニャ

とは、南米ペルー沖の海水温が下がる異常気象のこと。いったんラニー

ニャが起きると、太平洋の対岸にあたるアジア地域を中心に、天候が激

変しやすくなり、酷暑や洪水といった異常気象を引き起こす原因になる

と考えられています。

　2010 年のラニーニャは 6 月から 7 月にかけて観測され、8 月に活

発化しました。これが依然活発なため、今冬は平年を下回る寒さが予測

されていますが、「暖冬傾向にあった数年に比べると、平年並みの寒さ

に戻った」とも考えられるようです。過去のラニーニャの例では、たび

たび豪雪を記録し、山間部の孤立なども招いた 2005 〜 2006 年の冬と、

今冬の海洋の傾向が似ているのだとか。必ずしも気象条件は同じではあ

りませんが、2005 〜 2006 年冬期の越冬対策が参考になりそうです。

F
O

C
U

S 昨年、記録的な猛暑をもたらした「ラニーニャ」現象。
今後の動向から、2011年の天候変動を考えます。

来春にはいったん終息
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値 ● 畜産の情報

http://lin.alic.go.jp/alic/month/domefore/2010/nov/milk-jp.htm
● 2010 年夏の気温
http://www.jma.go.jp/jma/press/1009/01a/temp10jsum.html
● 学研サイエンスキッズ
http://kids.gakken.co.jp/kagaku/keywords/070423.html
● 気象庁 エルニーニョ・ラニーニャ
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/data/elnino/learning/faq/
whatiselnino.html
● 気象庁ニュースレター
http://www.jma.go.jp/jma/press/1008/10a/sankou201008.pdf
● 毎日新聞 2010 年 10 月 26 日
http://mainichi.jp/photo/archive/news/2010/10/26/
20101026k0000e040013000c.html

【参考文献】

 　一方、気になる「暑さ」はどうでしょうか。WMO（世界気象機関）

の観測や気象庁の予測によると、少なくとも 2011 年 3 月まではラニー

ニャが続き、春にかけて終息に向かうと考えられているそう。現在低い

値を示しているペルー沖の海水温も、徐々に基準値へ戻っていくと予測

されています。

　ラニーニャが終息するということは、暑さも平年並みに戻ると考えら

れます。ただし、これはあくまで予測です。

　気象庁では 1 ヶ月ごとにエルニーニョ／ラニーニャの監視速報を発

表しており、ウェブサイトでも見ることができます。最新情報をしっか

りと確認して、万全の暑さ対策を行いましょう。

気象庁「エルニーニョ監視速報」
http://www.data.jma.go.jp/gmd/cpd/elnino/

暑さ予測は、気象庁速報で確認を

エルニーニョ監視海域の海面水温の予測（2010 年 12 月）
エルニーニョ予測モデルによる、2011 年 6 月までの海面水温予測。2010 年
6 月に基準値 * を -0.7 度下回り、以来、ずっと海水温が下がったまま推移して
います（= ラニーニャ現象）。しかし、2011 年 3 月ごろを境に再び基準値に戻
ると予測されています。

* 基準値とは、前年までの過去 30 年間の各月における平均値のこと。表中では 0.0 ライ
ンを基準値として、+、- の相対的な値で水温の変動が示されています。

太平洋

南アメリカ

日本

赤道

ラニーニャ現象が
起こる海域

ペルー沖の海水温が下がり、太平洋の東と西で水温差が大きく

開くと、アメリカ側からアジア側へ吹く東風（貿易風）が強く

なります。強い東風に吹かれた暖かい水や雲がアジア側に分厚

くたまることで、2010 年の日本の猛暑やバングラデシュの洪

水などが引き起こされたと考えられています。

ラニーニャ現象とは

　ラニーニャのほか、エルニーニョという気象用語もよく耳にします。

これはラニーニャとは反対に、ペルー沖の海水温度が上がる異常気象の

こと。エルニーニョが起こると、いつもは乾燥している南米側に雨が多

く、アジア側には雨が少なくなるなどの影響が出ます。

　 ラニーニャとエルニーニョは対の関係にあるといわれていますが、

年ごとに交互に現れるかというと、決まった傾向はないのだそう。ラニー

ニャは、記録がある 1949 年以降、過去に 13 回発生していますが、翌

年すぐにエルニーニョが現れた例は、そのうち半数の 6 回のみです。

　ちなみに「エルニーニョ」とはスペイン語で「神の子（イエス・キリ

スト）」の意味。毎年クリスマスごろに発生することから、ペルーの漁

師たちに名付けられました。「ラニーニャ」は女の子の名前で、エルニー

ニョの反対ということからそう呼ばれるようになったのだそうです。

ラニーニャのあとはエルニーニョ ?
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東日本大震災 特集号

子牛は 2011 年 5 月 19 日生まれ。緊急時避難準備
区域から移動した親牛が産み落とした新しい命。
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この度の東日本大震災では、ダノングループとつながる世界各国の酪農家から
日本の酪農家へ温かなメッセージが寄せられました。

世界中から届けられた「酪農家の絆」は､被災した酪農家にとって、
次の一歩をしるすために大きな励みとなっています。

酪農でつながる人々の激励を支えとして、現実と向き合う酪農家の思いをご紹介します。

どんなに苦しくとも、私たちは

安心・安全な原乳を
お届けする。
そのプライドだけは
絶対譲れません。（宮城県）

原発は多くの国に
ありますが、
事故に負けないで
酪農を継続できました。
これからも諦めないで
前進します。（福島県）

応援メッセージありがとうございます。
今後を考えると、放射能汚染を解決し
牛乳を出荷できるようになるまでの

ヨーロッパの取り組みを
詳しく知りたいですね。（福島県）

「酪農家の絆」に、心から感謝を込めて

地球の裏側を含め
世界中で酪農に携わっている方々のことが
改めて分かったし、応援をいただいて

勇気づけられました。（福島県）

規模の大小にかかわらず、
酪農家というものは

世界中で繋がっている
ことが分かりました。	（宮城県）

復興までまったく予測できませんが、
いまは気持ちが萎えないように
しています。（福島県）

日本の実情を理解して
メッセージをくれていることに
驚くとともに、

心遣いに感謝しています。
（福島県）

「絆」ってつくづく
有り難いものですね。
震災で何もかも失ったけど、
温かな励ましが
心に響きました。（宮城県）

酪農を続けられることに感謝し、
今回の震災でやむなく
休業に追い込まれた方々の分まで

頑張っていきたい。（福島県）

世界中の仲間から
寄せられた激励が、
復興を目指す私たちを
後押ししてくれると
思います。（宮城県）

酪農家の絆は、2011年 3月
11日の東日本大震災で被害を
受けた日本の酪農家に対し世界
中の酪農家が送ってくれた励ま
しをまとめた小冊子です。
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大震災がもたらした甚大なる被害の実態
巨大地震と地震直後に襲いかかった大津波の被害は、
太平洋岸を中心に東日本地域一帯の広範囲に波及。
また、東京電力福島第一原子力発電所の事故は、
品目によっては福島県や北関東の農家を出荷停止に追い込むなど
深刻な被害をもたらしています。ここでは一次産業の被害の
実態と畜産を取り巻く状況をまとめてみました。
出典：東日本大震災及び福島原子力発電所事故の経過について（社団法人 中央酪農会議　資料より抜粋）

[概況]
○農林水産省においては3月19日に
原子力発電所事故を踏まえた家畜の飼
養管理について、「乾牧草（サイレージ
を含む）」を給与する場合は、事故の発
生前に刈り取り・保管されたもののみ
を使用すること」とし､関東及び東北農
政局に通知。
○4月14日に粗飼料中の放射性物質
の暫定許容値を設定し「今後生産され
る粗飼料を使用する場合は、暫定許容
値内のものを使用｣するとともに｢大気
中の放射線量が通常より高いレベルで
検出された地域においては､牧草等の
放射性物質の含有量を把握することが
有効であることから、これらに関する調
査を行う」との依頼が、東北・関東管内
の都県に発出されました。
○これを踏まえ、4月28日以降、各県で
実施した検査結果が随時公表され、4県
（岩手県、宮城県、福島県、栃木県）にお
いて一部地域で、乳牛への給与・放牧が
自粛されています（6月19日現在）

この度の東日本大震災では酪農業界も大きな被害を受けましたが経済的に最も大きかったものが生乳の廃棄です。物流網の被害や原発事故による
放射性物質の汚染により、約４万トン強の生乳が廃棄処分となりましたが、これは私たちダノンジャパン（株）が一年に使用する生乳量に匹敵します。

放射性セシウム 放射性ヨウ素

乳牛用 300 Bq/kg 70 Bq/kg

肉牛用 300 Bq/kg 農産物の出荷制限地域以外で生産＊

その他の牛用 5000 Bq/kg 農産物の出荷制限地域以外で生産＊

種類 原子力施設の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値（Bq/kg）

放射性ヨウ素

飲料水 300

牛乳・乳製品 300 ＊

野菜類（根菜、芋類を除く） 2000

放射性セシウム

飲料水 200

牛乳・乳製品 200

野菜類 500

穀類 500

肉、卵、魚その他 500

福島第一原子力発電所二本松市

気仙沼市

石巻市
震源

本宮市

粗飼料中の放射性物質の暫定許容値

食物摂取制限に関する指標

放射性物質モニタリング検査について

[概況]
○地震と津波によって､東京電力福島
第一原子力発電所は燃料棒の冷却機
能が損失し、放射性物質が飛散。
○原発周辺地域での放射線量の増大に
より、原子力災害対策特別措置法に基
づき､避難指示、屋内退避指示、計画的
避難区域、緊急時避難準備区域が指示
されました。
○3月17日に厚生労働省は食品衛生
法に基づく暫定規制値を設定し､モニ
タリング検査を行った結果、規制値を上
回る放射性物質が検出された農産物に
対し､原子力災害対策本部長（内閣総
理大臣）から出荷制限の指示が出され
ました。

福島原子力発電所の事故発生にともなう
出荷制限等について

東北被害状況DATA
福島県一部地域 ● 非結球性葉菜類（ホウレンソウ、コマツナ等）

● 結球性葉菜類（キャベツ、はくさい等）
● アブラナ科花蕾類（ブロッコリー、カリフラワー等）
● カブ、原木しいたけ 等

◎原乳に関しては田村市の一部、南相馬市の一部、飯舘村、川俣町の一部、浪
江町、葛尾村、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、川内村の一部などを除
いて出荷制限が解除されています。（6月19日現在）

福島県にみる出荷制限の対象となっている農産物 2011年6月17日現在

＊100Bq/kgを越え
るものは、乳幼児調製
粉乳及び飲用に供す
る乳には使用しないよ
う指導！

＊野菜類の放射性ヨウ素が暫定規制値（2000Bq/kg）を上回っていない地域

資料：厚生労働省医薬食品局食品安全部長「放射能汚染された食品の取り扱いについて」より抜粋

資料：農林水産省公表＜粗飼料中の放射性物質の目安＞より抜粋
◎暫定許容値は､農林水産省が肥料・土壌改良、飼料に含まれる放射性セシウムの濃度に対し許容できる数値を定めたものです。

◎暫定規制値は、厚生労働省が食品衛生法の規定に基づき、原子力安全委員会により示された「飲食物摂取制限に関する指標」
を元に設定した数値です。

資料：福島県公表「原子力発電所事故による農産物被害等関連情報」より抜粋

出荷制限については、日々状況が変化しています。

[概況]
○2011年3月11日（金）14時46分、
三陸沖を震源とする国内観測史上最大
（マグニチュード9.0）の大地震が発生
し、宮城県栗原市で震度7、宮城県、福
島県、茨城県、栃木県で震度6強など広
い範囲で強い揺れを観測。
○地震による直接的な被害に加え、地
震に起因した津波が東北を中心とする
太平洋沿岸を直撃し､広範囲に甚大な
被害をもたらしました。

主な被害 被害数 被害額（億円） 主な被害地域

農地の損壊 14,734箇所 3,957

岩手県、宮城県、福島県、青森
県、秋田県、山形県､栃木県、
群馬県、茨城県、千葉県など

農業用施設等の損壊 18,364箇所 3,180

農作物、家畜等 118

農業・畜産関係施設等 389

林地荒廃 446箇所 346

治山施設 180箇所 294

漁船 21,506艘 1,537

漁港施設 319漁港 7,231

養殖施設 730

家畜被害（頭・羽） 施設被害（畜舎、農具庫等） 生乳廃棄（t）

 乳用牛 187（水死171、圧死、餓死等16） ９（全壊３､一部損壊６） 13,866

 肉用牛 458（水死446、圧死、餓死等12） 10（全壊５､半壊や一部損壊５）

 養豚 5,850（水死4,037、圧死、餓死等1,813） 22（全壊20､半壊や一部損壊2）

 養鶏 4,549,620（水死174,800、圧死、餓死等4,374,820） 32（全壊3､半壊や一部損壊29）

農林水産関係被害状況

青森県、岩手県、宮城県における畜産関係被害状況（福島県の被害は調査中のため除く）

約2兆円の被害！（合計19,518億円  農水省調べ）

東日本大震災（地震・津波）の被害についてD A T A 1

D A T A 2

D A T A 3

2011年6月15日現在

2011年6月1日現在

＊東北農政局調べ　（福島県は調査中）
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それでも
故郷の浪江で
酪農を続けたい。

─地震・津波で大きな被害を受けた浜

通り地方のお二人の住まいがあった浪江町

津島地区はどのような状況だったのでし

ょう？

「震災前は 16 頭の乳牛を飼育していま

したが ､ 避難指示が出た 3 月 15 日から

は福島市の親類宅に家族で避難をしまし

た。避難先を福島市にしたのは浪江町ま

ではクルマで 50 分ほどで行ける距離だ

所用を済ませてじゃあ自分も避難しよう

かという日の夕方、牛舎に顔を出すと牛

は鳴いているし、搾乳と餌をやってから

と思ったら次の日の朝になってしまって。

じゃあせっかくだからもう一回搾乳と 

餌をとやっているうちにお昼を過ぎてし

まった…。じゃあ、このまま一人でやって

いくべと（笑）。避難指示があった時点

で国も県も何も指針が決まっていなかっ

たし、それが出るまで牛の面倒見よう、

と腹をくくりました。（紺野	宏さん）」

移動制限解除のその日まで
酪農家の責任を果たす

─緊急時避難準備区域から牛たちの移

動が始まったのは震災後から 2 ヶ月が

過ぎた 5 月 19 日のことでしたね。

「乾乳した牛は 4 月半ばには肉牛として

出荷しましたが、県の哺育センターに 

預けた育成牛の他は、規制が解けてから

二本松市の南が丘牧場に移動することが

できました。（今野	美智雄さん）」「原発

事故後に思ったのですが、酪農家である

自分たちの責任は何かというと、牛たち

の最後を見届けることじゃないのかと。

震災から 2 ヶ月以上、その思いで牛た

で、その虚しさに涙も出ました。4 月以

降は酪農組合の方から ｢ 乾乳」指示があ

ったのでそれにしたがって牛の世話にあ

たりました。（今野	美智雄さん）」

「親牛 20 頭、子牛 13 頭の計 33 頭の乳

牛を両親と育てていました。避難指示が

出てから一足先に両親を埼玉県の弟宅に

避難させ自分も合流するつもりでした。

に戻って酪農を続けるぞ、という気持ち

がどこまで持ち続けられるかは、はっき

りいって自分でも分からない。私にも知

り合いが伊豆の方に空いている牛舎があ

るよって電話を寄こしたり、北海道に来

ないかという話もあるけれど、先祖代々

苦労して切り開いた土地に見切りをつけ

てまで酪農をやれるかとなると…。酪農

を続けたいのは山々ですが、浪江を離れ

てまで、となると話は別ですね。（今野	

美智雄さん）」

「酪農の醍醐味は ､ 連綿と続いていくこ

とにあります。50 年前から親がやって

きていることがいま花開いているし、 

昨日やったことが 10 年後に役に立つと

か、区切りがないんです。繁殖や育成の

難しさ、楽しさもすべて牛から学びまし

たが、培ってきたノウハウをこの先も活

かせるよう ､ 一日も早い事態の好転を望

んでいるところです。（紺野	宏さん）」

難局を乗り切り、お二人が酪農家として

再出発する日を願わずにはいられません。

（2011年6月30日福島県二本松市にて）

し、毎日自分の牛舎に通い牛の世話がで

きるという判断からです。うちの地区は

震災当初は電話が不通だっただけで、幸

い水も電気も通じていた。手持ちの餌は

十分にあったし、牛には水をあげられ ､

搾乳もできたし、当たり前のように牛を

管理できる状況にあったわけです。3 月

中はとりあえず搾乳してはいたものの出

荷制限のために廃棄せざるをえないわけ

ちと向き合ってきましたが結果的に飼っ

ていた牛を一頭も殺すことなく無事に移

動させることができたし、自分に課した

役割が果たせてよかったと思います。

（紺野	宏さん）」

いま一番の願いは、
原発事故の収束

─お二人とも酪農家の二代目として、

親が基盤を築いた酪農業を継承されまし

た。今は白紙というのが現状でしょうが、

将来についてお考えをお聞かせください。

「牛を手放し酪農を休業することになっ

てからは、知り合いから静岡で土地を 

見つけたぞと連絡をもらいました。牧場

の跡地で牛舎もあると。北海道でもいつ

来てもいいよといわれてもいる。でも、

酪農をやるなら土着の福島、しかも浪江

がやっぱりいい。移転先で一生牛を飼っ

ていけるかとなるとそれはどうも違うか

なというのが正直なところです。とにか

く今は原発の事故が収束することが一番

の願いです。（紺野	宏さん）」

「土壌汚染を考えると故郷での酪農の再

開はそれなりに時間が掛かると思う。家

「事故はあったけれど 1 週間も
我慢すれば家に帰れるものだと
思っていた ｣ と語る今野 美智
雄さん。

移動規制が解けて福島県二本松市の
「南が丘牧場」にやってきた親牛（左）
と ５ 月 半 ば に 生 ま れ た と い う 子 牛

（右）。新たな命の行方も案じられている。

県内から移動されてきた乳牛
を預かる福島県二本松市の南
が丘牧場。牛たちにとっても
ここはあくまで仮住まい。

I N T E R V I E W F u k u s h i m a

原発の事故に伴う緊急時避難準備区域の指定、家畜の移動や搾乳、自給飼料の制限…。
過去に例のない厳しい環境に置かれた酪農家たちは
事故後の日々をどう生き、この先をどう見据えているのか。
浪江町を故郷とする今野 美智雄さんと紺野 宏さんのお二人にお話を伺いました。

酪農家の責務と心意気を語っていただ
いた紺野 宏さん（右）。美智雄さんと
は ､ 二代目同士、酪農の将来を語り合
う仲間。
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現在 60 頭の牛を飼う牛舎。長い間使
用されなかったこともあり、掃除や整
備など再開までには時間が掛かったと
か。まさに一からの牧場の立ち上げ
だった（上）搾乳した生乳を保管する
設備も牧場の片隅に設置（下）

困難ななか将来を見据えて酪
農業に臨むご兄弟。利仙さん
の奥様も（左）再出発した牧
場の貴重な戦力のお一人。

─三瓶さんと今野さんのご兄弟は酪農

の盛んな浪江町津島地区でも、その規模

は一番と二番だったとお聞きしましたが、

牧場移転にいたるいきさつを教えていた

だけますか？

「震災の前までは私が 55 頭、兄貴が 80

頭の乳牛を所有していましたが、農機具

などを融通しあう程度で経営は別々でし

た。避難指示が出た後、私は牛体格審査

で 93 点のエクセレントにランクする牛

を連れて県内の知り合い宅に避難し、 

そこから通いで、往復３時間かけ自分の

牛の世話にあたりました。当時は震災後

のガソリン不足で通うのも大変だったし、

体もきつくなってきたので 10 日ほどし

て牛と共に舞い戻ってきたんです。義兄

も避難指示があってから猪苗代町に避難

していたのですが、牛舎を覗いてみたら

牛 が 生 き て い た の で、 そ の 様 子 を 

連絡したんです。以来、5 月の移動制限

の解除までそれぞれが必死に牛たちの 

世話をしました。（今野	剛さん）」

牛舎と屎尿処理センター、
ふたつの偶然が重なって

「原発事故があってからは、酪農を続け

ていいものか 2 ヶ月ほど悩みました。

牛を移動できる目途もつかなかったし、

限られた持ち餌を遣り繰りしながら牛の

健康状態を維持するのさえ大変だった。

牧場移転というかたちで義弟と酪農を 

続けることができたのも、県酪連の方に

空き牛舎を見つけていただいたことと 

緊急時避難準備区域から牛を移動できたとしても牛舎や
施設等の不備から休業やむなしという酪農家が多い中、
牧場そのものを移転し､第二の酪農人生を歩む人もいます。
ご兄弟である三

さ ん ぺ い と し の り

瓶利仙さんと今野剛さんに、移転にいたる決意をお聞きしました。

屎尿処理に目途がついたからです。牧場

を営むためにはまず糞尿、堆肥が問題に

なり、処理施設がないことには牛の移動

自体が無理なわけです。移転を目指した

本宮市には堆肥処理センターがありまし

たし、その点でも我々は恵まれていまし

た。（三瓶	利仙さん）」

「この牛舎のキャパは 60 頭で、5 月中旬

の放射性物質のスクリーニング検査を 

全頭が受け、そのうちの 30 頭ずつを持ち

寄って共同経営を始めました。牛舎の 

大家さんは 5 年ほど前に離農されたそ

うで、時間が経っていたこともあり蜘蛛

の巣やら埃やらを取り除いてからの設備

の導入となったので ､ 牛を受け入れるま

では１週間以上かかりました。なんとか

牧場をオープンできたのは 5 月 27 日で

した。（今野	剛さん）」

牛の体調管理への不安、
飼料の問題も

─環境が変わったことで牛たちにも変

化が見られますか？

「移動に伴う牛のストレスが徐々に出て

これからの展望をお聞かせください。

「兄貴と一緒に会社を立ち上げるために

いま準備に追われています。ここで何年

酪農ができるのかも分かりませんし、も

し地元である浪江に戻れることになって

も共同経営をしていきたいと…。兄貴の

牛舎に絞りの牛をもっていって、私の 

牛舎では育成の牛を扱うという計画もあ

るので将来を見越しての法人化です。

（今野	剛さん）」

「原発事故に翻弄され、酪農から離れざる

をえなかった方々も多い。我々としては

そ の 方 の 分 は も と よ り、 地 元 福 島 の 

酪農の復興・発展のためにも頑張って 

いきたいと思いますので、これからも応援を

よろしくお願いします。（三瓶	利仙さん）」

兄弟では牛に対する接し方が同じと語る

今野 剛さん。酪農のキャリアが 35 年

という三瓶 利仙さん。木訥とした語り

の中に、意志の強さが垣間見えるお二人

の新たな出発に立ち会い、その成功を心

より祈るばかりです。

（2011年6月30日　福島県本宮市にて）

きているようです。妊娠している牛、 

分娩した牛も連れてきているので、体調

管理には気を遣っていますね。ここは内

陸性気候で浪江町よりも暑いみたいで、

暑熱対策などもしっかりしてあげないと

いけないし、環境の変化に対する牛の 

負担をどう軽減させてあげるか心配事は

尽きませんね。（今野	剛さん）」

「心配事には飼料代もあります。県内の

牧草は放射性物質の規制で牛に食べさせ

られませんし、代替飼料を確保するため

の費用負担もバカになりません。かつて

酪農を営んできた浪江町津島地区は、 

牧草も自給粗飼料も自前で賄い酪農を 

営んできました。飼料代は酪農を営む上で

コストの多くを占めますが、自前の牧草

を食べさせられないとなると経営上きつ

い。その意味でも自分で作った安心・安

全の牧草を食べさせて乳を搾りたいという

のが、一番の願いです。（三瓶	利仙さん）」

休業された方々の分まで
頑張っていく

─無事に牧場の移転が済んだお二人の

浪江町から本宮市へ。牧場移転
を決意した三瓶利仙さん（右）
と今野剛さん（左）のご兄弟。

I N T E R V I E W F u k u s h i m a

縁ありて､巡り会った地で、
新たに牧場経営に臨む。
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大津波による爪痕が残る気仙沼市本吉町。

海岸に近い牧場で酪農を営んでいた及川

義紀さんも大きな被害を受けた一人ですが、 

仲間の支えで酪農家として再出発の目途がつい

たといいます。震災を振り返りご自身の将来に

ついて語っていただきました。

─震災があった 2011 年 3 月 11 日ですが、

この町への津波は 15m を越えるものだったと

お聞きしました。

「地震は今までに体験したことのない揺れの強

さと長さでした。強烈な横揺れの後に外に出て

みると屋根瓦はそこいらに散乱しているし、 

牛舎はボイラーの配管が割れて水は溢れ出るしで、

ただ事ではないと直感しました。ケータイの緊急

地震速報で大津波警報が出たことを知らせる中、

家族を自宅裏の高台に避難させて間もなく、大

津波が押し寄せてきたんです。海から 500m

ほどにあった自宅も牛舎も牛もクルマもすべて

第一波で丸ごとのまれて、本吉町全体が壊滅状

態になりました。翌朝、高台から降りて家のあ

った場所に行ったのですが、頭の中は真っ白。

すべてを失ってしまったことに、もっとガックリくるかとも

思ったけど意外なほど冷静でした。現実感がなかったのでし

ょうね。」

─想像の及ばない、悲惨な状況をお聞きして言葉もありま

せん。

「奇跡も起きまして、津波で牛舎ごと流されたのですが、 

飼っていた 15 頭の牛のうち 1 頭だけが生き残っていました。

震災から 3 日目の朝のことです。牛が生きていたのは確か

に嬉しかったけれど、頭のなかはこれからの人生を考えるだ

けで精一杯。ゼロから酪農を始めるといっても設備投資は 

半端な額ではないので到底無理だと思っていたし、何か他の

仕事を探そうかなと避難所で思ったりもしま 

した。」

─大変な苦境のなかで、ご友人に助けられた

そうですね。

「ある友人から、震災の前に牛や施設を譲りた

い酪農家がいることを教えてもらっていたんで

すね。設備もしっかりしているけど奥さんが 

足を悪くされたことを機に酪農を辞めたいと…。

牛舎も設備ももったいないので、だれか代わり

にやってくれる人を探しているという話をふと

思い出し、友人を通して改めて酪農家の方に 

意向を聞いてもらったのですが「うちに来ても

いいよ」と。3 月中には再出発の目途が立った

のですが ､ 仲間に恵まれましたね。」

─生まれ育った本吉町で酪農を再開できるこ

とは大きな喜びですね。

「譲り受ける牛は 36 頭です。譲渡していただ

く酪農家さんは乳質にものすごくこだわりがあ

って、地元で低温殺菌牛乳を製造する「モーラ

ンド」に生乳を納入しているんです。最高の品

質の生乳を納めるために頑張ってきた人なので、

その品質を保持することが私の使命ですね。朝晩の搾乳なり、

餌やりを手伝いながら徐々に施設の管理を覚え、秋口までに

はなんとか酪農家として新たな一歩を踏み出せればと思って

います。」

　本吉町はかつて酪農家が 700 戸はあったという県内有数

の酪農の町だったといいます。先人たちは自前で乳業の工場

を立ち上げ、それが全酪連の第 1 号工場の前身にもなりま

した。及川さんを取り巻く環境は震災を機に激変しましたが、

先人から継承された酪農家の誇りを胸に、困難をきっと乗り

越えていくに違いありません。

（2011年 6月 28日　宮城県気仙沼市にて）

カキの養殖といえば宮城県の三陸海岸、な

かでも石巻市万
まんごくうら

石浦はマガキ及び種ガキ

の産地として広く知られる存在です。今回の 

震災ではその被害も心配されましたが、宮城県

漁協石巻湾支所かき部会長の高橋さんに現況を

伺いました。

─大津波によって養殖産業も大きな打撃を受

けました。マガキや種ガキを出荷されてきたこ

ちらの影響はいかがでしたか？

「津波が来たときは養殖マガキの稚貝（種ガキ）

を万石浦（石巻湾に繋がる漁場）に吊していま

した。入り口にあたる渡波地区の漁港は壊滅状

態だったのですが、万石浦は奥に行くにしたが

って広くなる形のため津波の強さが分散された

こと、湾の向こう岸側からは女川方面からの 

津波が流れ込んでぶつかり力が緩衝されたこと

で、種ガキ自体は 7 割が無事でした。」

─生き残った種ガキは、未来に繋がる ､ 財産

そのものですね。

「通常、カキは 7 月に産卵期を迎え、海中で 

受精した幼生が ｢ 原盤」と呼ばれるホタテの貝

殻に付着します。それを種ガキとして 8 月頃から出荷する

のですが、母貝づくりを震災後にはすぐにでも取り掛からな

いといけなかった。けれども私自身を含め組合の漁師たちは

家や船、カキ処理場、岸壁さえも津波で流されてそれどころ

ではなかったというのが実情でした。でも「このままではカ

キの産地である万石浦は駄目になる、母貝をつくろう」と呼

びかけ、徐々に津波を逃れた種ガキを母貝にする作業を始め

たわけです。船を流された人も多かったので、無事だった船

を組合漁師が融通し ､ 力を合わせてやろうとなった。それが

苦境のなかで我々ができる復興の第一歩でした。」

─カキ養殖の適地のようですが、その要因はどこにあるの

でしょう。

「万石浦は水温の関係から種ガキの採れる北限

とされています。ここから北は水が冷たくて 

種ガキはできないんです。例年なら広島、北海

道、九州まで全国に種ガキを出荷してきました

し、40 年ほど前はアメリカやフランスに種ガキ

を輸出していました。生食のカキの養殖が盛ん

になったのは、むしろ近年になってからのこと

です。もちろん広島でも種ガキはつくられてい

るのですが、宮城の方が成長が早いし、病気に

強いなどいろんな面で優れているようですね。

お陰で万石浦の種ガキは広島をはじめとして全

国から引き合いがあります。」

─復興にあたっての課題は何でしょう？

「冷蔵庫やカキ処理場などの設備面の整備が 

第一ですが、漁協の将来を考えると魅力ある 

職場づくりでしょうか。我々漁業者がだれの声を

一番に聞きたいかというと、それは消費者の生

の声です。生の声を聞くためには直取引をしな

い限りは無理なのですが、実際は流通の関係で、

価格の決定を含めて主導権がこちらにはないの

が現状です。消費者が宮城のカキの味わいをどう評価してい

るのか、価格はどれくらいが適正なのか、そうした実態を 

知ることで働き甲斐も変わってくるはずです。販売ルートも

ネット販売、築地市場への直販、カキのオーナー制度など‥

多様化してきていますので、そうした流れを取り入れながら

復興を進めていければと思います。若い人たちは震災の前も

後もやる気はあるんですからね。」

万石浦の種ガキの出荷量は全国でもトップ。｢ 来年は生産を

完全復活させたい」と話す高橋さんの言葉に、復興への強い

決意を感じ取ることができました。

（2011年 6月 29日　宮城県石巻市にて）
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大震災を乗り越え、   新たな希望を胸に
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及川義紀さん

宮城県気仙沼市本吉町
酪農家

H O P  E  &
F U T  U R E

高橋文生さん

宮城県石巻市
宮城県漁業共同組合	
石巻湾支所	本所かき部会長

｢ 原盤」と呼ばれるホタテの貝殻に付着
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　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、多くの尊い命が

失われ、今もなお多くの方が不自由な生活を強いられる未曽有の 

災害となりました。この度の震災で亡くなられた方々のご冥福をお

祈り申し上げますとともに、被災された皆様ならびにご関係の皆様

に心よりお見舞い申し上げます。

　震災の発生当初は、交通網が麻痺し、支援物資が届かないなどの状

況がありました。その後、物流が回復し、被災地における栄養改善 

のための様々な取り組みが進められた結果、今では避難所での食料

事情もずいぶん改善しました。しかし、避難所の食事は、おにぎり

やパンなど糖質が中心になりがちな一方で、肉・魚・野菜・果物な

どの生鮮食品の供給は十分ではなく、たんぱく質やビタミン、ミネ

ラル、食物繊維などの栄養素は不足しがちな傾向にあるようです。

夏バテの原因
　そんな中、今年も夏がやってきました。暑い日が続くと「なんと

なくだるい」「食欲がない」などの症状が出てくることがあります。

夏バテと呼ばれるこれらの症状にはいくつかの原因が考えられます。

まず 1 つ目は、暑くなると消化機能が低下することです。そうす

ると食欲は低下し、必要な栄養素を満たすことができず、体のだる

さなど夏バテの症状を助長するという悪循環に陥ってしまいます。

次に、体内の水・ミネラルの不足です。気温が高いと人間は汗をか

いて体温を下げようとしますが、その時、ナトリウムなどのミネラ

ルも汗と一緒に外に出ていってしまいます。夏は大量に汗をかくた

め、体の中のミネラルバランスが崩れやすいのです。特に、湿度の

高い日本の夏では、かいた汗が蒸発しにくいため、体温の調節が 

困難になることがあります。

　さらに、今年の夏は例年とは状況が異なります。被災地において

は空調の設備が十分でないところもあるでしょう。また、首都圏等

では、福島第一原発事故による電力供給不足から、節電のためにエ

アコンの使用を控えている方も多いでしょう。しかし、そのために

体調を崩してしまっては元も子もありません。今年はより一層、 

暑さへの対策が求められているのではないでしょうか。

水分をしっかり補給しよう
　暑い時期にまず気をつけたいのが水分の補給です。屋外での作業

や運動などで大量に汗をかいた時には、適宜スポーツ飲料などを 

利用し、水だけではなく汗で失われたミネラルを一緒に補給するこ

とが重要になります。「喉が渇いた」と感じる時には、すでに体は

水分不足の状態です。暑いところに出る前、入浴の前、寝る前など、

喉が渇く前に、こまめにコップ 1 杯程度の水分を補給しておくこ

とが大切です。

夏バテしない体をつくる
　スーパークールビズに、緑のカーテン。節電しながら涼を得るた

めの工夫はたくさんありますが、夏バテをしない強い体をつくるた

めの食生活もとても大切です。では、夏バテを防ぐためには、どの

ようなことに気をつければ良いのでしょうか。

　穀類やいも類、果物などに多く含まれる糖質は、体を動かすエネ

ルギーのもととなる栄養素です。しかし、糖質が体の中でエネルギ

ーになるためには、ビタミン B1 の力が必要です。糖質をたくさん

とった場合はビタミン B1 も十分にとる必要があります。食欲がな

いからといって喉ごしの良いそうめんばかり食べていたり、暑いか

らといって甘い清涼飲料水やアイスクリームなどをたくさんとって

いると、糖質の摂取が多くなる一方でビタミン B1 は不足しがちで

す。そうすると、糖質を効率よくエネルギーに変えることができず、

疲れやすくなってしまいます。ビタミン B1 は、豚肉や魚、豆類、

ごまやナッツなどの種実類、穀物の胚芽などに多く含まれています。

ニンニクやネギなどの香りの成分であるアリシンは、ビタミン B1

の吸収を高めるので、一緒に摂るのがおすすめです。また、たんぱ

く質の摂取が不足すると、足りない分を補うために体のたんぱく質

が分解されてしまうため、体力が低下してしまいます。肉、魚、 

大豆、卵、乳製品など、たんぱく質を多く含む食品もしっかりとり

ましょう。暑さは体にとってストレスになるので、抗ストレス作用

のあるビタミン C なども積極的にとるようにすると良いでしょう。

　つまり、夏バテを防ぐことに限った話ではありませんが、「これ

さえ食べていれば大丈夫」というものはなく、「バランスよく食べ

ることが基本」ということです。主食・主菜・副菜をそろえた食事

ができれば理想的なのですが、「暑くて食欲がないのにそんなにし

っかり食べられない」という方もいらっしゃるでしょう。例えば同

じそうめんを食べるにも、すりごまやネギなどを薬味にしたり、 

豚しゃぶやたっぷりの野菜をトッピングしたりすることで、栄養バ

ランスはぐんとアップします。食欲を増進させる効果のある柑橘類

や酢などの酸味、香辛料などを普段の食事に取り入れるのも手です。

野菜が摂取しにくい環境にある場合には、保存性の高い野菜ジュー

スを利用するなどして、栄養の補給に努めたいものです。

　また、手軽に栄養バランスを良くする工夫の 1 つとして、牛乳

やチーズ、ヨーグルトなどの乳製品を毎日の食事にプラスしてみて

はいかがでしょうか。牛乳には質の良いたんぱく質が含まれるほか、

ビタミン・ミネラルなどもバランスよく含んでいます。チーズには

牛乳の栄養成分がギュッと濃縮されているので、少量で牛乳と同様

の栄養をとれるのが魅力です。ヨーグルトは、製造過程でたんぱく

質が乳酸菌によってある程度分解されているので、消化もよく、 

夏の疲れた体にもやさしい食品です。

　食べ物は、私たちの体と心にパワーを与えてくれます。適切な 

水分補給を心がけながらバランスの良い食事をおいしく楽しく食べ、

暑さに負けない体でこの夏を元気に過ごしましょう！

栄養のはなし C o l u m n R e p o r t

管理栄養士

伊藤真理子

今年の夏を元気に過ごすために

東京大学教授

鈴木宣弘先生

はじめに
　2011 年 3 月 11 日に発生した大震災によって、東日本地域の

人々は未曾有の苦難に直面しました。その復旧・復興は、何よりも

最優先の課題ですが、震災からすでに何ヶ月も経過した今も、 

現場の苦難は続いています。なぜ、このように、復旧が遅れている

のか、また、復興の方向性は正しいのか、早急に検証しつつ、一日

も早い対応の改善が求められています。

机上の復興プランと遅れる震災復旧
　大震災から何ヶ月も経っても、各地の現場は今もまだ言葉を失う

ような大変な苦難の状況が続いている一方で、現場から遠く離れた

ところで、机上の空論のような 10 年、20 年先

の長期復興プランが飛び交っていることに違和

感を覚えざるを得ません。

　非常に多くの方々が、家族も住む場所も仕事

も失いました。田畑や牧場や牛や漁船を失った

り、放射能問題で農産物や生乳や牛肉や魚介類

が売れなくなった農漁家は経営破綻の危機に直

面しています。これは待ったなしの問題です。

現場の必死の努力を後押しするには、仮設住宅

や生活費、雇用の提供、補償支払い、生産設備

の復旧などが今すぐ必要です。目下の困難を乗

り切る見通しを現場の人々が立てられないまま、

希望のもてる長期計画などあり得ません。

　しかし、これまでの政府の対応には、機動性、

即応性、責任ある約束が欠如しています。予算

も、義援金も、原発賠償も、なかなか現場に 

届きません。これほどの事態にあって、具体的

中身の薄いパフォーマンスや言動、そして保身のための責任逃れが

目立っています。

　田植えができない、あるいは田植えをしてもコメが売れないかも

しれない水田、売れない野菜や生乳や牛肉を抱えて途方に暮れる 

多くの農家に対して、これまでに生じた損失の緊急補てんと今後の

販路確保の約束が不可欠です。国の対応遅れを自らの努力で何とか

しようと、農業・酪農組織も共済の早期支払いや損失補てんの「立

て替え払い」などで必死の対応をしてきました。しかし、こうした

中、相馬の酪農家が亡くなられたことは痛恨の極みです。

平時の手順で非常時に対処しては間に合わない
　現行の法律・規則で何ができるかといった解釈や手続きに時間を

取られて、現場に必要な手だてが遅れることは許されません。しか

し、日本の組織は、既存の枠組みや前例の範囲で何ができるかとい

った解釈論は得意ですが、不測の事態になると、従来の枠を超えて

主体的に動くということが苦手な傾向があります。

　法律や制度は現場を救うためにあるのです。法律解釈に時間をと

られて現場を救えないのなら一体何のための法律でしょうか。法律

や制度が金科玉条なのではなく、現場の必要性こそがすべての出発

点です。つまり、非常時には弾力的な運用をするのが当然です。
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鈴木宣弘（すずき のぶひろ）1958 年三重県
生まれ。東京大学 大学院 農学国際専攻 教授、
農学博士。1982 年東京大学農学部卒業。農
林水産省、九州大学教授を経て、2006 年よ
り現職。専門は、農業経済学、国際貿易論。
日中韓 EPA、日モンゴル EPA 産官学共同研
究会委員、関税・外国為替等審議会委員を務
め、著書には『震災復興と TPP を語る－再
生のための対案 ( 共著）』、『食料を読む ( 共
著 )』、『現代の食料・農業問題―誤解から打
開へ』などがある。
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震災復興はこれでよいのか

現場にまかせて、全責任はとる覚悟
　たとえば、現場独自の優れた復旧プランがあっても、それを実行

する財源が不足している場合には、平時の予算執行ルールに縛られ

ずに概算的な資金投入を早急に指示できるようにして、関係省庁や

現場が柔軟に動けるようにしなくてはなりません。国のリーダーが

「自分がすべての責任をとるから、現場の判断で動いてくれ」と 

言うべきときに、逆に、現場にも任せず、責任もとらないようでは

現場がもちません。

　原発問題についても、第一に東京電力の責任であることは当然で

すが、国の責任も決して避けられません。にもかかわらず、「原子

力損害賠償法」の解釈をめぐって双方が責任を押しつけ合い、時間

を浪費しているのでは、一刻を争う現場はどうなるのでしょうか。

東京電力には後で精算する形で負担を求めるとして、当面の住居や

生活資金、雇用確保などの一刻を争う問題については、国がまず 

責任をもって仮払いを急ぐべきでしょう。

　それから、何よりも、福島原発からの放射能流出を何としてでも

早く止めないことには、何事も見通しが立ちません。再生エネルギ

ー計画も長期的には大事ですが、その前にやるべきことがないがし

ろにされてしまってはならないのです。

深刻な情報操作
　国民に提供する情報は「全部出すものではなく、操作するのが 

当たり前」といった不遜な感覚は今すぐ捨てなければなりません。

生の情報を隠さずに出した上で、判断は国民に委ねるべきです。部

分的な情報発信は、むしろ国民の不安を増幅して逆効果でしかあり

ません。

　特に今回のように、国民の命や健康に直結する情報を出し遅れた

ことはゆゆしき事態です。炉心溶融についても、飯舘村の線量の 

高さについても、海外からは即座に指摘されていたにもかかわらず、

日本側は否定し、結局は事態が悪化してから認めました。最近にな

って神奈川や静岡のお茶や岩手の牧草、さらには宮城や岩手の 

稲ワラから許容基準値を上回る線量が検出されたということは、こ

れまでも相当な放射線被曝が広範囲に起きていた可能性が高いとい

うことでしょう。海外メディアの報道や外国人の日本からの帰国ラッシ

ュは過剰反応だと日本では言われてきましたが、実はそうした対応が 

むしろ正常だったのです。本来は最も深刻に対応しなくてはならない

日本国民が、真実を知らされず、自分たちが冷静に対応していること

を合理的かのように自負していた、というのが悲しい現実です。

　農産物の放射能汚染問題への政府の対応も、いきなり県単位で 

出荷停止してしまった上、「直ちに健康に影響はない」といった曖

昧な説明に始終していたために風評被害が増幅されました。わかっ

ている情報を正確に伝えて、問題が出た地域の該当野菜だけを止め

ればよかったのです。また、消費者の安心を確保するためには、き

め細かな線量測定情報が必要で、観測地点の数と観測頻度を早急に

増やすことが重要ですが、まだまだ体制が追いついていません。

　一方、生産者サイドは、農作物の風評被害を少しでも食い止めよ

うと、都内で直売会を開催するなどの懸命の努力を続けています。

消費者サイドでも、福島産などの野菜を買い支えようという動きが

るから「百年に一度」に備える防波堤は必要ないとして、防波堤は

そこそこにして、宅地を高台にして農地を低いところに造成すると

いうのでは、農作業者を危険にさらし、もし農地が海水浸しになっ

ても、また何度でもやり直せばいいということなのでしょうか。こ

れまでの発想を根本的に転換すべき大災害を経験しても、従来の 

論理を変えようとしないのは、これだけの経験に直面しても、誤り

を認めないということでしょうか。

　岩手県北部の普代村の村長 ( 故人 ) が、周囲の反対を押さえても

明治三陸津波と同程度の津波に耐えられる堤防を完成されたことに

よって、多くの村人の命が救われました。この実例を忘れてはなり

ません。

　食料もそうです。食料が入ってこないような状況はそれほど頻繁

にあるものではないから、コストが高い日本で作るのはやめて輸入

に依存しても大丈夫だという見解や、さらには、日本の農産物は 

放射能汚染が不安だから TPP( 環太平洋パートナーシップ ) 協定に

参加して輸入を増やさなくてはいけないといった見解さえあります。

しかし、そうした対処ではすまないはずです。ある程度コストがか

かっても、最低限の国内生産を維持しようという認識が高まるべき

ときではないかと思います。人々が安心して暮らせる持続可能な 

社会にはどういったシステムが必要か、食料自給のあり方も含めて、

真に有事に強い国のあり方を考え直さなければなりません。

震災復興と TPP をめぐる心ない極論
　地域が未曾有の打撃を受けた今、さらに地域に追い打ちをかける

ような TPP 推進は、白紙に戻すのが常識的な判断です。USTR（米

起こっています。ところが、卸売市場では価格暴落が続いている 

状況です。また、線量基準値を超えていないにもかかわらず、 

福島産トマトの栽培契約の継続を見送った加工メーカーもあります。

地域社会で支え合うことの重要性が再認識されたと言われ、生産者も

消費者も支え合おうとしているときに、もしも加工・流通・小売 

関係者が「買いたたく」ような事態があったとすれば、非常に残念

なことです。苦しいときにも生産・加工・流通・小売・消費が支え

合うことが、日本の食の明るく確かな未来につながります。

「想定外」では許されない、
コストをかけても備えねばならぬこと
　単純な規模拡大によるコスト削減など、目先の効率性追求にも 

限界があることが露呈しました。規模は大きくなくても、自前で、

あるいは近隣で原材料を調達できるような自給力ある経営、不測時

にも対応力が高いサステイナブル（持続可能）な経営、そして、関

係者が相互に支え合うことで成立する社会システムが見直されつつ

あります。酪農についても、大震災による輸入飼料のストップにも

直面し、輸入飼料に頼って規模をどんどん大きくしていくことの 

危うさも改めて認識されたように思います。

　今回の大地震、大津波、原発事故は「想定外」ではありませんで

した。目先のコスト削減を重視して、起こり得る事態に準備してい

なかったから被害が拡大したことを認めるべきです。千年前の貞観

地震にさかのぼらなくとも、百年前の明治三陸地震の経験を踏まえ

れば、間違いなく想定すべき事態だったのです。つまり、「東日本

大震災を想定できなかったことへの反省」でなくて、「想定される

事態に準備しなかったことへの反省」が必要なのです。その反省を

しっかりと行うことが出発点であり、「想定外」ですませたり、 

責任をうやむやにすることは許されません。国、企業、研究者、 

報道機関を含め、関係した人の責任は、刑事責任を含めて必ず問わ

れるべきです。こういうことに関わった人は逃れられない、責任を

とる社会にしなければ再発防止ができないと思います。

　その反省に立って、安全対策の費用対効果の考え方も大きく見直

す必要があります。たとえば下水処理施設などでは、あまりにも 

確率の低い豪雨に備えるための設備にコストをかけるよりも、何十

年か一度は床上浸水の可能性も許容しようといった判断が行われる

ように、軽微な被害であればコストとの関係でやむを得ないという

判断はあり得るでしょう。ですが、百年や千年に 1 度の頻度であ

っても、起こることが決して許されない災害については、「減災」

にとどめず、莫大なコストがかかっても防止しなくてはなりません。

一度でも起きたときに取り返しがつかないような問題を、短期的な

費用対効果で議論してはならないのです。

「逃げる」でよいのか
　それなのに、東日本大震災からの復興を進める上での基本的な 

考え方として、「防波堤などで津波を完全に防ごうとするのではな

く、被害を最小限に抑える「減災」の発想を取り入れ、災害教育や

避難路整備などを重視する」ことが提起されたのは、この大災害の

教訓を真に受け止めているとは思えない議論です。費用が大きすぎ

国通商代表部）のカーク代表も、震災後の 3 月 31 日に、「大震災

の上、TPP で追い打ちをかけるようなことは当面はできない」と述

べました。つまり、「TPP は日本を苦しめるものだ」と米国自身が

間接的に認めているのです。

　ところが、日本政府や経済界の方では、逆に、こういうときこそ

開国をして経済を活性化しようという議論が強まっています。米国

を頼ることで成立するのが日本だから、米国依存に徹するのが国の

方向性であって、だから TPP 参加も当然だ、というのです。しか

し、いま問われているのは、日本が独立国として、自国を自国で守

れる国なのかということです。震災後の世界各国からの温かい支援、

特に米軍の多大な支援は本当に有り難いものでしたが、これだけ米

国にお世話になったのだから、米国が求める TPP に入るのは断れ

ないかというと、それはまた別問題として考えるべきでしょう。

TPP に参加するかどうかは、独立国家としての日本のあり方に 

関する重大な選択でもあります。

　また、農地や漁場が壊滅的な被害を受けたのを見て、一部の識者

は「今こそ大規模化の好機」「それを全国モデルにして TPP などの

貿易自由化を推進する」「自由化して世界と戦えば、日本の農業も 

強くなり、輸出産業になれる」といった議論を展開しています。「農

地や漁場所有も自由化して農漁業への企業参入を進めよう」という

議論も出てきています。現場の農漁家がいかに経営を再建するかに

苦闘している直中に、現場の経営者を排除してでも新たな農漁業展

開の契機にしようというのは、まず、人としての心が問われます。

　しかも、それがどうして全国モデルになるのでしょうか。このよ

うな大震災がなければ大規模区画にできないほど日本の農地の規模

拡大は難しいのですから、もし被災跡地で実現できたとしても、 

それは全国のモデルになり得ないし、ましてや、だから貿易自由化

してゼロ関税でも大丈夫というのは空論です。その程度の規模拡大

では一経営当たり数千ヘクタールの米国やオーストラリアの農業 

経営と競争できるはずがありません。酪農についても同様です。

原点は「コミュニティの再生」
　被災地の復旧・復興ということを考えるときに基本になるのは、

「コミュニティの再生」だと思うのです。農業・酪農という産業をど

うするかということを考えれば、地域の実情に合わせてある程度規

模拡大することはあっていいけれども、「大規模化して、企業がやれ

ば、強い農業・酪農になる」という議論は単純すぎて、そこに人々

が住んでいて、暮らしがあり、生業があり、コミュニティがあると

いう視点が完全に欠落しています。やはりそこに住んでいた人々が、

自分たちの地域をもう一度どういう形で再生したいのか、その意向

を無視した形で、勝手な議論をするべきではないと思います。

　今回の一連の対応を見ていると、リーダーたる人々が本当に現場の

人々の置かれている状況と気持ちを理解しようとしているのか疑いた

くもなります。また、震災復興と結びつけて、自らに都合がいい主張

をする「論理の飛躍」や「極論」が目立ちます。現場を知らない人が

机上の議論を展開するのはやめていただきたい。具体的なプランは、

できるかぎり現場の人々に委ね、それを実現するための必要な予算を

国が一刻も早く確保・支出するという連携が望まれます。

R e p o r t
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骨の健康をサポートする新機能性ヨーグルト

ダノンデンシア
　  デビュー

50歳以上の日本女性
3人に１人が
骨に問題（骨粗しょう症）を
経験しています。

1カップ 半分

カルシウム

ダノンデンシア

ビタミンD

１日に必要な量の １日に必要な量の

1日分

女性の50歳は骨の健康のターニングポイント

50歳以上の日本人女性の
2人に1人がカルシウムとビタミンD不足

「おなかスッキリ」ダノンビオに続き、ダノンから新しい
機能性ヨーグルトが誕生。カルシウムと、カルシウムの
吸収を促進するビタミンDを強化し、年齢を重ねるに
つれてもろくなっていく骨の健康をサポートします。

1カップ（80g）に半日分のカルシウム（350mg）と 
1日分のビタミンD （5.0μg）入り。低脂肪、低カロリーで

おいしく食べて骨の健康をサポート。

おいしく手軽に
カルシウム+ビタミンDを摂取して、

健康で強い骨に ブレーン・加糖
1 個あたり栄養素
●プレーン・加糖 80g
●カルシウム 350mg
●ビタミン D5μg
●脂質 1.2g （低脂肪）
●エネルギー 55kcal

女性は閉経後はエストロゲンの分泌がほとんどなくなるため、骨量が減少して
いきます。自覚症状がなくても、50 歳を過ぎるころには女性の骨密度は低下
しているのです。密度の低下が進むと骨はもろく折れやすくなり、骨粗しょう
症へと進行していきます。

骨の健康に不可欠なのがカルシウム。ところが通常の食生活のみで摂取するの
は難しく、50 歳以上の日本人女性の 2 人に 1 人はカルシウム不足。 カルシウ
ムの吸収を助けるビタミン D も同じく 2 人に 1 人は不足しています。 （データ
ソース：2006 年国民健康・栄養調査）健康な骨を維持するには、カルシウム
とビタミン D を通常の食事以外のところから補うことが重要です。

プレーン・砂糖不使用
1 個あたり栄養素
●プレーン・砂糖不使用 80g
●カルシウム 350mg
●ビタミン D5μg
●脂質 1.2g （低脂肪）
●エネルギー 46kcal

カルシウム：リン酸カルシウム（乳製品由来）＋クエン酸カ
ルシウムビタミン D：ビタミン D3（ビタミン D2 より活性
率が高いといわれています）

※ データソース：藤原佐枝子 / 増成直美 / 児玉和紀 / 他 - 腰椎・大腿骨骨塩量カットオフ値を
使った骨粗鬆症有病率の検討 - Osteoporosis Jpn/5 巻，223-6 頁 / 発行年：1997 年　

DCa

年齢別骨粗しょう症の発生率

NEW!
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This calf was born on May 19, 2011.  A new life brought by 
the mother cow which was moved out of evacuation zone.
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Even amid all the difficulties, 

we will provide safe and 
secure raw milk.  We 

can never give up this 

farmer’s pride.   (Miyagi Pref.)

Many countries have nuclear 
plants like us, but we could 
keep our farming business 
despite of the accident.  We 
will keep going forward 
without quitting. 
(Fukushima Pref.)

Thank you for your encouragement.  

I want to learn more about 
the European approach which 

enabled them to solve radioactive 

contamination and resume milk 

shipment.   (Fukushima Pref.)

It allows me to learn about our fellow 
farmers all over the world including 
those on the other side of the world.  
I feel encouraged to receive your 
message.   (Fukushima Pref.)

I’ve come to realize the 
worldwide relationship 
between farmers regardless of 
the scale.   (Miyagi Pref.)

Although I’m not able to imagine 
how reconstruction can be achieved, 
I’m trying to keep me 
motivated.   (Fukushima Pref.)

I’m surprised to see that you 
gave us message with such a 
good understanding of our 
situation.  Thank you for 
your consideration.   
(Fukushima Pref.)

I’m really grateful for the 
solidarity.  Having lost 
everything in the quake, 
I’m touched by your warm 
messages.   (Miyagi Pref.)

I’m thankful for that I can keep my 

dairy farming work.  I will try to 
work hard for the people who 

had to abandon farming due to 

the disaster.   (Fukushima Pref.)

Encouraging words from 

our friends all over 
the world will help us to 

go toward reconstruction. 

(Miyagi Pref.) 

"After the East Japan Great Earthquake Disaster, many warm messages have been 
delivered to Japanese farmers from those around the world through DANONE group.
“Solidarity Between Farmers” with messages from all over the world gives affected 

farmers great encouragement to take a step forward.
Here we introduce how Japanese farmers face reality while being supported by the 

encouragement from the colleagues in the dairy industry."

Sincere Thanks for “Solidarity 
Between Farmers”

“Solidarity Between Farmers” is a 
brochure to deliver the encouraging 
words that farmers worldwide sent to 
the Japanese farmers  who are 
suffering from the East Japan Great 
Earthquake Disaster of March 11, 
2011.
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[Summary]
○ O n  M a r c h  1 9 ,  t h e  M i n i s t r y  o f 
Agriculture, Forestry and Fisheries notified 
Kanto and Tohoku Regional Agricultural 
Administration Office of that "when dry 
grass (including silage) is used, it should 
be the one which was cut and stored 
before the crisis" regarding the post-
accident livestock feeding .
○ On April 14, provisional regulation 
value of radioactive material contained in 
roughage was set.  Each prefectural 
government in Tohoku and Kanto region 
was requested to "use only roughage 
below the provisional regulation value 
w h e n  u s i n g  r o u g h a g e  p r o d u c e d 
hereafter", as well as "conduct survey on 
amount of radioactive material contained 
in grass etc. at the area where higher 
radiation was detected in the atmosphere 
because it is effective to comprehend the 
amount".
○ In accordance with the request, the 
measuring result of each prefecture has 
been frequently announced since April 28, 
and the roughage feeding and grazing of 
da i r y  ca t t l e  has  been  vo lunta r i l y 
restrained in part ial  areas of  four 
prefectures (Iwate, Miyagi, Fukushima and 
Tochigi).  (As of June 19)

The East Japan great disaster has left enormous damage to the dairy industry, too.  Among them, the discarded raw milk gave the 
largest financial blow.  Due to the crippled distribution system and the radioactive contamination caused by the nuclear crisis, more 
than 40,000 tons of raw milk has been discarded.  This equals to the annual amount of raw milk which we DANONE JAPAN uses.

Radioactive cesium Radioactive iodine

Forage for dairy cattle 300 Bq/kg 70 Bq/kg

Forage for beef cattle 300 Bq/kg 
Roughage should be produced in regions that have no 
shipping restrictions for agricultural products.*

Forage for other cattle 5000 Bq/kg 
Roughage should be produced in regions that have no 
shipping restrictions for agricultural products.*

Nuclide Index values relating to ingestion limits in guidelines for coping with disasters 
at nuclear facilities etc.(Bq/kg)

Radioactive iodine

Drinking water 300

Milk and dairy product 300＊

Vegetables (Excluding root vegetables and tubers) 2000

Radioactive cesium

Drinking water 200

Milk and dairy product 200

Vegetables 500

Grain 500

Meat, egg, fish and etc. 500

Provisional regulation value of radioactive material in roughage

Indices relating to limits on food and drink ingestion

Monitoring for radioactive materials

[Summary]
○ The massive earthquake and the 
following tsunami knocked out the 
cooling systems for the spent fuel rods of 
the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power 
Plant run by the Tokyo Electric Power 
Company,  then  i t  began  spewing 
radioactive materials.
○Due to the increase in radiation dose at 
the boundary of the site, Japanese 
government has designated evacuation 
instruction, indoor evacuation instruction, 
planned evacuation zones and emergency 
evacuation preparation zones under the 
Act on Special Measures Concerning 
Nuclear Emergency Preparedness.
○On March 17,  the Ministry of Health, 
Labour and Welfare set provisional 
regulation values based on the Food 
Sanitation Act and the director-general of 
t h e  n u c l e a r  e m e r g e n c y  r e s p o n s e 
headquarters (the Prime Minister) issued 
shipment restriction on agricultural 
products in which radioactive materials 
exceeding the provisional regulation 
values have been found by monitoring 
test.

Shipment restriction due to the nuclear crisis at 
Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant

In parts of 
Fukushima 
Prefecture

● Non-head type leafy vegetables (spinach, mustard spinach and etc.)

● Head type leafy vegetables (cabbage, Chinese cabbage and etc.)

● Flowerhead brassicas (broccoli, cauliflower and etc.)

● Turnip, log-grown shiitake and etc.

◎As for raw milk, the shipment restriction has been terminated except 
for parts of Tamura City, Minami-soma City, Iitate Village, Kawamata 
Town, Namie Town, Katsurao Village, Futaba Town, Ookuma Town, 
Tomioka Town, Naraha Town, Hirono Town, Kawauchi Village.  (As of 
June 19, 2011)

Agricultural products that are subject to 
shipment restriction in Fukushima Prefecture As of June 17, 2011

＊Provide guidance 
so that materials 
exceeding 100 Bq/
kg are not used in 
milk supplied for 
use in powdered 
baby formula or for 
direct drinking!

*Regions where radioactive iodine of vegetables is under the provisional regulation value (2000Bq/kg).

Source: Abstracted from "Handling of food contaminated by radioactivity" issued by Director-General, 
Department of Food Safety, Pharmaceutical and Food Safety Bureau, Ministry of Health, Labour and Welfare.

Source: Abstracted from "Provisional regulation value of radioactive material in 
roughage" announced by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

◎Provisional regulation value indicates the acceptable value of radioactive cesium contained in fertilizer, soil and 
forage, set forth by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

◎Provisional regulation value indicates the value set forth by the Ministry of Health, Labour and Welfare based on 
"Indices relating to limits on food and drinking ingestion" indicated by Nuclear Safety Commission under the Food 
Sanitation Act.

Source:  Abstracted from "Related information including damage on agricultural 
products caused by the nuclear power plant accident" provided by Fukushima 
Prefecture

Regarding shipment restrictions, the status has been changing daily.

Enormous Damage Caused by the Great Disaster
The massive earthquake and subsequent tsunami caused extensive 
damage to east Japan region, mainly in the Pacific coastal areas.
Moreover, the nuclear crisis at the Fukushima Dai-ichi nuclear 
power plant run by the Tokyo Electric Power Company has caused 
serious damage including ban on shipment from Fukushima 
Prefecture and the North Kanto area for some agricultural products.  
This is a summary of damage on the primary industries and 
livestock industry status.

Source: "Progress after East Japan great earthquake and nuclear crisis at Fukushima Nuclear Power Plant" 
(Abstracted from material prepared by Japan Dairy Council)

Fukushima Dai-ichi
Nuclear Power Plant

Nihon-matsu City

Kesen-numa City

Ishinomaki City
Epicenter

Motomiya City

Data on disaster damage in 
northeast Japan

D A T A 2

D A T A 3

[Summary]
○The most powerful earthquake ever 
measured in Japan (Magnitude 9.0) 
occurred at 14:46 on Friday, March 11, 
2011, with its epicenter off the coast 
of Sanriku.  The measured seismic 
intensity was 7 at Kurihara City, 
Miyagi Prefecture and upper 6 in parts 
of Miyagi, Fukushima, Ibaraki and 
Tochigi prefectures.
○ Adding to the direct damages by 
the earthquake, quake-triggered 
tsunami hit the Pacific coastal side of 
northeast Japan and caused enormous 
damage over a wide range of area.

Major damage Number of 
damage

Damage cost (Unit: 
100 million yen)

Major damage 
area (prefecture)

Damaged agricultural land 14,734areas 3,957

Iwate, Miyagi, 

Fukushima, 

Aomori, Akita, 

Yamagata, Tochigi, 

Gunma, Ibaraki, 

Chiba and etc.

Damaged agricultural facilities, etc. 18,364areas 3,180

Agricultural crops and livestock, etc. 118

Agricultural livestock production facilities, etc. 389

Desolation of forests land 446 points 346

Damage of facilities for maintaining forest 180 points 294

Fish vessels 21,506 vessels 1,537

Fishery harbor facilities 319 harbors 7,231

Aquaculture facilities 730

Livestock damage (head) Facility damage (barn, warehouse and etc.) Discarded raw milk (t)

Dairy cattle 187(171 drowned and 16 crushed or starved, etc.) 9 (3 completely destroyed and 6 partially damaged) 13,866

Beef cattle 458(446 drowned and 12 crushed or starved, etc.) 10 (5 completely destroyed and 5 partially destroyed or damaged)

Hog 5,850(4,037 drowned and 1,813 crushed or starved, etc.) 22 (20 completely destroyed and 2 partially destroyed or damaged)

Poultry 4,549,620(174,800 drowned and 4,374,820 crushed or starved, etc.) 32(3 completely destroyed and 29 partially destroyed or damaged)

Damages of agriculture, forestry and fisheries

Damages of livestock in Aomori, Iwate and Miyagi prefectures
(Excluding Fukushima which is still under investigation)

Almost 2 trillion yen in damage! 
(Total 1,951.8 billion yen, Investigated by Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)

Damage caused by the East Japan great 
disaster (earthquake and tsunami)

D A T A 1

As of June 15, 2011

As of June 1, 2011

*Data of Tohoku Regional Agricultural Administration Office (Still investigating in Fukushima Prefecture)
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brother’s home in Saitama Prefecture.  I 

was planning to go there, too.

But at the evening when I finished the 

other work and got ready to leave, I 

looked into the barn and heard the cows 

mooing.  So I did milking and feeding 

work and the next morning came.  Just 

one more milking and feeding, I thought, 

and then it was past noon.  (Laughs) Then 

I decided to work alone like this.  At the 

time of evacuation order, neither the 

government nor the prefecture had any 

guideline.  I was determined to keep 

caring for the cows until any guideline 

comes up.  (Mr. Hiroshi Konno)”

Having fulfilled the farmer’s 
responsibilities until the 
movement restriction got 
terminated.

─ On May 19, two months after 

the disaster, the transfer of cattle in 

the evacuation zone was started.

“We shipped the dried-up cows as beef 

cattle in the middle of April.  Except for 

the growing cows we put in a prefectural 

institution, we could transfer all cattle to 

Minamiga-oka farm of Nihon-matsu City 

after the restriction on movement was 

removed. (Mr. Michio Konno)”“After the 

nuclear crisis happened, I came to think 

“Given the soil contamination, it would 

take considerable time to resume farming 

business in our hometown.  To be honest 

with you, I cannot tell how long I can keep 

my spirits to go back home to restart 

farming.  I got a phone call from my 

acquaintance saying he found a vacant 

barn in Izu area and an offer to invite me 

to Hokkaido, too.  But I’m not sure if I can 

abandon the land where my ancestors 

developed with difficulty for the sake of 

keeping the work.  I do want to keep 

engaged in farming, but it would be a 

different matter if I have to leave Namie.  

(Mr. Michio Konno)”

“The best part of dairy farming is its 

continuity.  It is seamless in time, such as 

we are receiving the benefits of what my 

parents have been doing for 50 years and 

what we did yesterday would be helpful 

after ten years.  I have learned everything 

from cattle, all the difficulty and joy about 

breeding and growing them.  To utilize the 

expertise I have developed, I hope the 

earliest settlement of the situation(Mr. 

Hiroshi Konno)”

We cannot help but hope that they will 

overcome this difficulty and start over 

again as farmers.

(At Nihon-matsu City, Fukushima 

Prefecture, June 30, 2011)

that we have responsibilities of farmer and 

we should watch our cattle to the end of 

them.  For more than two months after 

the quake, I had been facing our cattle 

with the belief.  As a result we could 

transfer all in safe without killing any of 

them.  I’m relieved that I could fulfill the 

self-imposed role.  (Mr. Hiroshi Konno)”

What we seek most is 
stabilization of nuclear crisis

─ B o t h  o f  y o u  a r e  s e c o n d 

generation farmers and have been 

succeeding the farming business with 

the base built  by your parents.  

Although we suppose you are on a 

clean slate now, Please tell us your 

thoughts on future.

“After I had to give up our cattle and 

suspend farming, I was notified that there 

was land in Shizuoka by an acquaintance 

of mine.  It used to be a farm and includes 

barn.  I also received an offer from 

Hokkaido I can accept anytime.  But for 

f a r m i n g ,  I  p r e f e r  m y  h o m e t o w n 

Fukushima, especially Namie after all.  

Honestly I’m not really sure about whether 

I can keep cattle all my life in any other 

place.  What we seek most now is 

stabilization of nuclear crisis at any rate.  

(Mr. Hiroshi Konno)”

The mother cow (left) and a calf born in 
the middle of May (right) have been 
moved to Minamiga-oka farm of Nihon-
matsu City, Fukushima Prefecture after 
the restrict ion on movement was 
removed.  It remains uncertain what will 
happen to this new life.

I N T E R V I E W F u k u s h i m a

Mr. Hiroshi Konno (right) talked about 
the responsibility and spirit of farmer.  
He often talks with Michio about the 
farmer’s future as they are both second 
generation farmers.

Still, we want to keep 
farming at our 
hometown Namie.

─ Namie Town, Tsushima where 

you used to live, is located in Hama-

dori region which suffered great 

damage from the earthquake and 

tsunami.  Please tell us about the 

situation of the area.

“Until the quake, I had been raising 

sixteen dairy cattle at my farm.  On March 

15, when evacuation order was issued, my 

family fled to our relatives in Fukushima 

C i ty.   I  chose  Fukush ima C i ty  fo r 

due to the shipment restriction.  The 

feeling of emptiness brought tears to my 

eyes.  As we received an instruction to dry 

up from the dairy cooperative in April, we 

followed it to care for cows.  (Mr. Michio 

Konno) ”

“My parents and I had been raising 33 

dairy cattle comprising of 20 cows and 13 

calves.  After the evacuation order was 

issued, first I had my parents went to my 

evacuation because it takes only about 

fifty minutes by car and allows me to visit 

my farm everyday to take care of cattle.  

Fortunately we had water and electricity in 

our area right after the quake, although 

only phone line was not working.  We had 

enough forage at hand.  We could also 

give water to cows and do the milking 

work,  so we could do the regular 

management for cows.  During March we 

kept milking but had to abandon the milk 

As a consequence of the nuclear crisis, evacuation zone has been designated 

and restrictions were imposed on movement, milking and self-feeding forage 

of livestock.  To learn how the affected farmers went through post-disaster 

days and how they prepare for their future under this historically severe 

circumstance, we have interviewed with Mr. Michio Konno and Hiroshi Konno 

who were born and raised in the town of Namie, Fukushima Prefecture. 

“After the accident, I thought we 
would be able to go back home if 
we withstand just for a week or 
so,” Mr. Michio Konno said.

At Minamiga-oka farm of Nihon-
matsu City, Fukushima where to 
place dairy cattle moved from 
the other farms.  This is just a 
temporary place for those cows.



Danone Dairy N
ew

s Vol.2

8 9

law and I could luckily achieve the farm 

transfer to keep cattle farming, because a 

dairy cooperative staffer introduced us an 

available barn and there was a way to 

treat excrement there.The excrement and 

compost issue comes first with cattle 

farming, so it is just impossible to transfer 

cattle to the place without treatment 

facility.  We were lucky because Motomiya 

City, our candidate site to transfer, had an 

excrement treatment faci l i ty.   (Mr. 

Toshinori Sanpei)”

“The capacity of this barn is sixty.  After all 

cattle went through the radioactive 

screening test in the middle of May, we 

brought thirty cattle each to launch joint 

operation.  The owner of the barn has 

abandoned farming about five years ago, 

so we had to clean up all the spiders’ web 

and dust before installing equipment.  It 

took us more than a week to settle our 

cattle here.  On May 27, we finally 

managed to launch this farm.  (Mr. 

Tsuyoshi Konno)”

Anxiety for health condition of 
cattle, also forage issue arises.

─ Has the environmental change 

─ So you two have successfully 

achieved the farm transfer now.  

Please let us know about your vision.

“My brother and I have been busy in the 

preparation of company formation.  We 

cannot tell how long we can keep farming 

here.  Even if we can go back to our 

hometown Namie, we would like to 

maintain joint operation.  As we are 

planning that my brother would have milk 

cows in his barn and I would take care of 

cattle-raring, we are incorporating our 

farm management for our future plan.  

(Mr. Tsuyoshi Konno)”

“Many farmers were tossed about by the 

nuclear crisis and had to abandon dairy 

farming.  We are determined to work hard 

for them, as well as for recovery and 

development of dairy farming at our 

hometown Fukushima.   We would 

appreciate your continuous support.  (Mr. 

Toshinori Sanpei)”

Mr. Tsuyoshi Konno told that the brothers 

take same approach to cattle.  Mr. 

Toshinori Sanpei has a 35 year career in 

the cattle farming.  Having witnessed the 

restart of the two farmers who both show 

strong will power in their honest attitudes, 

we extend our sincere wishes for their 

success.

(At Motomiya City, Fukushima, June 

30, 2011)

made any effect on your cattle?

“They seem to gradually develop the 

stress of transfer.  As we have some 

pregnant and postpartum cows, we are 

paying much attention to their health.  

The inland climate makes here hotter than 

Namie Town, so we have to ensure heat 

prevention.  There is no end to the worries 

about how to alleviate the cattle’s burden 

caused by the environmental change.  

(Mr. Tsuyoshi Konno)”

“One of our worries is the forage cost.  

We are not allowed to feed cattle with 

grass grown in the prefecture due to the 

restriction on the radioactive materials.  It 

costs a lot to ensure the alternative 

forage.  In Tsushima region of Namie Town 

where we were farming before, the grass 

and the roughage were all self-contained.  

The forage cost is the bulk of the farming 

cost.  It is a financial blow that we cannot 

feed with self-contained grass.  In that 

sense, we want to feed our milk cows 

with self-contained, safe and secure 

forage.  That’s what we want most now.  

(Mr. Toshinori Sanpei)”

Go forward for those who had to 
suspend farming.

I N T E R V I E W F u k u s h i m a

The brothers are engaged in cattle farming 
with future prospects despite all the 
difficulties.  Mr. Sanpei’s wife (left) plays an 
important role in the restarted farm.

Now sixty cattle are kept in the barn.  It 
took much time to clean and prepare for 
resumption after a long break period.  It 
was just a clean start. (upper)  Here installed 
the equipment to keep raw milk production 
at the corner of the farm. (lower)

─ We heard that Mr. Sanpei and 

Mr. Konno were ranked as the first 

and second largest farmer in Tsushima 

region of Namie Town where farming 

is flourishing.  Could you tell us the 

story of your farm transfer?

“Before the disaster, I had 55 milk cows 

and my brother had 80.  We sometimes 

shared farm equipment but had separate 

management.  After the evacuation order 

w a s  i s s u e d ,  I  e v a c u a t e d  t o  m y 

acquaintance’s home in the prefecture 

along with a cow which ranks excellent, 

93 points in the cattle shape grading.  

Then I started a round-trip commute of 

three hours to take care of my cattle, but 

it was hard to commute due to the post-

quake gaso l ine shortage and a l so 

physically demanding.  So after about 10 

days I went back with my cow.  My 

brother-in-law had also evacuated to 

Inawashiro Town.  As I found his cattle 

were alive, I informed him about that.  

Since then we both had cared for cattle 

desperately until the movement restriction 

was l i f ted in  May.   (Mr.  Tsuyoshi 

Konno)”

Two lucky coincidences, barn and 
excrement treatment facility.

“After the nuclear crisis happened, I had 

been in conflict over whether I should 

keep cattle farming or not for about two 

months.  At that time I could not make 

any plan to transfer cattle and it was very 

hard to merely keep cattle health with 

limited amount of forage.  My brother-in-

While many farmers had to suspend their work due to the lack of barn or facilities etc. even if they could 

transfer cattle from the evacuation zone, some farmers have transferred the whole farm to start the second 

stage of farming.  We have interviewed the brothers, Mr. Toshinori Sanpei and Mr. Tsuyoshi Konno on how 

they decide the transfer.

Restarting cattle ranching at the 
place where things led us to.

From Namie Town to Motomiya City.  
The brothers of Mr. Toshinori Sanpei 
(right) and Mr. Tsuyoshi Konno (left) 
decided to transfer the farm.
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Sanriku Coast of Miyagi Prefecture is famous 

for oyster farming.  Especially Mangoku-ura, 

Ishinomaki City is widely known as a provider of 

Japanese oyster and seed oyster.  As there is a 

concern over the disaster effects, we have 

interviewed Mr. Takahashi, manager of Honjo 

oyster department at Ishinomaki Gulf Branch of 

Miyagi Prefecture Fisheries Cooperative on the 

present situation.

─ The great tsunami has caused severe 

damage to the oyster farming, too.  Could 

you tell us about the effects you received 

here as a provider of Japanese and seed 

oyster?

“When the tsunami surged, we had alevins of 

farming oysters (seed oysters) hanging up in the 

Mangoku-ura (a fishing bay links to Ishinomaki 

Gulf).  While Tonami fishing port at the entrance 

of the gulf was devastated, Mangoku-ura is 

wider inside and its shape dispersed the power of 

tsunami.  Also another tsunami from Onagawa 

direction, the opposite side of the gulf flowed 

into the first one and buffered the power.  So 

70% of the seed oyster was remained.”

─ The remained seed oyster must be the 

fortune for the future.

“Oyster spawning usually occurs in July and the fertilized larvas 

attach to scallops shells called “culch”.  We usually start 

shipping it as seed oyster around August, but we need to 

develop mother shells immediately after the disaster.  As all the 

farmers of cooperative including me had lost our homes, ships, 

oyster plants, and even the quay walls, we could not do the 

developing work for a while.  But then we gradually started the 

work saying “If this goes on, Mangoku-ura as the oyster 

producer will be dead.  We have to raise mother shell.”  Many 

farmers had lost their ships, so cooperative farmers shared the 

remained ships for joint operation.  That was the first step 

toward reconstruction we could take amid the difficulties.”

─ This place seems to be suitable for 

oyster farming.  What is the contributory 

factor?

“Mangoku-ura is said to be the northern limit of 

seed oyster production because of the water 

temperature.  In north of here the water is too 

cold to raise seed oyster.  We had been shipping 

seed oysters every year to all around Japan 

including Hiroshima, Hokkaido and Kyushu areas.  

About 40 years ago, we used to export seed 

oysters to the U.S. and France.  Recently we are 

farming more oysters to be eaten raw.  Of 

course, Hiroshima is also producing seed oyster, 

but we have some advantages here in Miyagi 

such as fast growing and disease resistance.  So 

we have been receiving many inquiries from all 

around the country including Hiroshima.”

─ W h a t  i s  t h e  c h a l l e n g e  f o r 

reconstruction?

“First of all, we have to improve the facility 

including refrigerator and oyster plant.  Then we 

will work on developing attractive work place for 

the future of Fisheries Cooperative.  What we 

want to hear most is the real voice of our 

customer, but the only way to hear it is direct 

dealing.  Actually, the present distribution system 

does not allow us to take the initiative at any process including 

pricing.  It would help us develop motivation if we can learn 

about the current status such as customers’ evaluation on taste 

of Miyagi oyster and appropriate price.  Now we have more 

diversified sales channels including net distribution, direct sales 

to Tsukiji market and owner’s system of oyster.  We would like 

to fol low the trend toward reconstruction.  Younger 

generations still have much motivation even after the disaster.”

The shipment volume of Mangoku-ura seed oyster is at the top 

in Japan.  We could hear the strong determination toward 

reconstruction in the Mr. Takahashi’s saying “we want to fully 

recover the production next year.”

(At Ishinomaki City, Miyagi Prefecture, June 29, 2011)
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Overcoming the great di   saster with hope in heart

There are still traces of the great tsunami at 

Motoyoshi Town, Kesen-numa City.  Mr. 

Yoshinori Oikawa had been engaged in dairy 

farming at the farm near the coast and became 

the victim of the disaster.  With support from his 

fellow farmer, he could make a plan to start over 

his farmer’s career.  We have interviewed him on 

the post-disaster days and his future plan.

─ On March 11, 2011, the day of the 

disaster, allegedly tsunami over 15m hit this 

town.

“I had never experienced such a strong and long 

earthquake in my life.  I went outside after the 

violent side shake to found the scattered roof 

tiles everywhere and water flooding from the 

broken pipe in the barn.  So I got to know it was 

an emergency by intuition.  The great tsunami 

surged up right after I made my family fled to a 

higher ground behind my house, while the 

emergency earthquake alert from mobile phone 

was beeping,  The f i rst  wave swal lowed 

everything including my house about 500 meters 

away from the sea, my barn, my cattle and my 

car.  It just devastated the whole Motoyoshi 

Town.  When I went down from the higher 

ground to the place where my house was, I just 

didn't know what to think.  I thought I would feel more 

shattered at losing everything, but surprisingly I was so calm.  I 

suppose I couldn’t feel it was real.”

─ We don’t know what to say on hearing such an 

unimaginable catastrophe.

“Also a miracle happened.  The tsunami swept away the whole 

barn, but one out of 15 cattle I kept there survived.  It was 

found on the third morning after the disaster.  Although I was 

glad at the survival, my mind was filled with concern for the 

future.  I thought that it would be absolutely impossible to start 

over dairy farming because of the enormous facility investment.  

At refugee shelter I thought about finding other job.”

─ We heard that your friends helped you 

out of the difficulties.

“Before the disaster, a friend of mine told me 

about a farmer who wanted to give over his 

cattle and facility.  The farmer has good facility, 

but wants to abandon farming because his wife 

got a leg trouble, my friend said.  As the barn 

and the facility are too good to be abandoned, 

the farmer was looking for someone who would 

take over his farm.  I remembered this story and 

made an inquiry to the farmer through my friend.  

Then I got a reply saying “you can come to our 

place”.  Thanks to my fellow farmer, I could get a 

prospect to start again by the end of March.”

─ It must be a great joy to restart farming 

in Motoyoshi Town where you are born and 

raised.

“I will adopt 36 cattle.  The owner of the cattle 

places much importance on the milk quality.  He 

has been providing raw milk to “Mo-Land”, a 

manufacturer of pasteurized milk.  As he has 

been working hard to deliver raw milk of best 

quality, it’s my mission to maintain his quality.  

While assisting milking and feeding twice a day, I 

will gradually learn how to control the facility.  I 

would like to take a step forward as a dairy 

farmer by the early autumn.”

 Allegedly Motoyoshi Town used to be the major farming 

town in the prefecture, including no less than 700 farms.  The 

predecessors independently established a milk plant which was 

developed into the first plant of Dairy Cooperative Associations.  

Although Mr. Oikawa has gone through a great change due to 

the disaster, we believe he will overcome the difficulties with 

the farmer’s pride he succeeded from the predecessors.

(At Kesen-numa City, Miyagi Prefecture, June 28, 2011)

10 11

Mr. Fumio Takahashi

Ishinomaki City, Miyagi Prefecture
Miyagi Prefecture Fisheries 
Cooperative
Ishinomaki Gulf Branch, Manager of 
Honjo oyster department

A “seed oyster” is attached to a scallops 
shell called “culch”.  Seed oyster of 
Mangoku-ura is one of the best in the 
quality and quantity.

Mr. Yoshinori Oikawa

Motoyoshi Town, Kesen-numa City, 
Miyagi Prefecture

Dairy farmer
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R e p o r t

Professor of the University of Tokyo

Dr. Nobuhiro Suzuki

Introduction
In the wake of the Great Earthquake on March 11, 2011, people in 
the Eastern Japan region has been facing unprecedented hardship.  
Our foremost priority is recovery and rebuilding of the area, but 
hardship of the affected area still continues even after many months 
have passed since the disaster.  Why is the recovery so slow?  Is this 
the right direction for rebuilding?  These issues must be urgently 
reexamined and better measures need to be taken without further 
delay.  

Desktop Rebuilding Plans and Delayed Disaster 
Recovery
Even after many months have passed since the Great Earthquake, 
tremendous hardship beyond all words continues at the disaster-
stricken areas.  I cannot help feeling that something must have gone 
wrong when I see 10 to 20 year-long rebuilding plans that seems like 
desktop ones are flying around so far from the actual disaster scenes.  

A great number of people have lost their families, 
houses and jobs.  Farmers and fishers face the 
crisis of bankruptcy because they lost farms, 
pastures, cattle, fishing boats, or because they 
cannot sell their produce, milk, beef or fish due to 
the radiation issue.  This is an urgent situation 
which needs a solution now or never.  In order to 
support the desperate efforts of the local people, 
they urgently need temporary housing, living 
expenses, employment offers, compensation 
payment, restoration of manufacturing facilities 
among other things.  Hopeful long-term plans 
can be offered only when the local people 
involved in the actual restoration can have a 
positive perspective to overcome the hardship 
that they face now.  
Unfortunately, the government’s response has 
been lacking mobility, readiness and reliable 
c o m m i t m e n t s .   N o n e  o f  t h e  b u d g e t s , 
contributions and compensations for a nuclear 

accident reach the affected area.  Even under such a serious situation, 
we see a lot of performances and behaviors without concrete 
contents, and buck passing for self-defense.  
Many farmers are at a loss being stuck with rice paddies which cannot 
be planted, or whose rice cannot be sold even if they are planted.  
Many others cannot sell their vegetables, raw milk and beef.  For these 
people, a commitment is essential to give them urgent compensations 
for the loss, and secure the market.  In order to compensate for the 
delayed government response with their own efforts, agricultural and 
dairy organizations have desperately tried their best by early payment 
of mutual aids and the third party payment of compensations for the 
loss.  However, despite all of these efforts, it was my greatest sorrow 
that one of the dairy farmers in Soma had taken his own life.  

Procedure in Peacetime is not for Emergency
Amid this situation, you should not take so much time interpreting 
what can and cannot be done under the current laws and regulations, 
because it would delay responding to the needs of the affected areas.  
Japanese organizations are good at interpreting what can be done 
within an existing framework and precedent.  However, they tend to 
be weak with taking actions on their own initiative beyond traditional 
borders at the time of unexpected emergency.
Laws and systems exist to save the affected areas.  If the government 
takes too much time interpreting laws, and cannot save the people in 
the affected areas, what are the laws for?  What is important is not 
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Nobuhiro Suzuki.  Born in Mie Prefecture in 1958.  Currently professor of 
the University of Tokyo Graduate School, Department of Global Agricultural 
Sciences.  Doctor of Agriculture.  Graduated from the University of Tokyo 
Faculty of Agriculture in 1982.  He was an official of MAFF, a professor of 
Kyushu University before taking the present post in 2006.  His area of 
expertise is agricultural economics and international trade.  A member of 
joint research team of China-Japan-Korea FTA, Japan-Mongolia EPA, 
Industry-Academia-Government Collaboration, Council on Customs, Tariff, 
Foreign Exchange and other Transactions.  His publications include "Shinsai 
Fukkou to TPP wo Kataru – Saisei no tame no Taian (Reflections on 
Recovery from the Disaster and TPP – Counterproposal for Restoration (co-
author)", "Shokuryo wo Yomu (Reading Food)co-author" and "Gendai no 
Shokuryo-Nogyo Mondai – Gokai kara Dakai e (Modern Issues on Food and 
Agriculture – From Misunderstanding to Breakthrough").  

The Great Eastern Japan Earthquake on March 11, 2011 turned out to 

be an unprecedented disaster where many precious lives were lost and 

still many people have been forced to lead difficult lives.  I pray for the 

victims, and wish those who were affected and involved my deepest 

sympathy.

Right after the disaster, there was lack of relief supplies due to 

paralyzed transportation network. Later on the network returned to 

normal, and various efforts were made to improve the nutrition 

situation of the affected areas.  As the result, the diet at the 

evacuation centers now has greatly improved.  However, diet at the 

evacuation centers tends to have too much carbohydrate such as rice 

balls and breads, and lacks fresh produce such as meats, fish, 

vegetables and fruits.  This leads to a shortage of nutrients such as 

protein, vitamins, minerals and dietary fibers.  

What Causes Heat Fatigue?
Meanwhile summer has come.  When hot summer days continue, you 

may start to feel somehow tired and lose appetite.  These are 

symptoms of heat fatigue, and result from several causes.  The first 

cause is a dysfunctional digestive system due to the heat.  This causes 

lack of appetite, which leads to lack of necessary nutrients.  This in 

turn leads to a vicious cycle which encourages symptoms of heat 

fatigue including weariness.  Another cause is lack of body fluid and 

minerals.  When it is hot, we try to lower the body temperature by 

perspiring.  In the process minerals including sodium are drained out 

of the body with the perspiration.  In the summer, mineral balance is 

easily lost because we perspire a lot.  Especially in Japan where the 

humidity is high, the perspiration on the surface of the body does not 

readily evaporate, which makes it difficult to regulate body 

temperature.  

Moreover, the summer is different from normal summers this year.  In 

some areas affected by the earthquakes and tsunami, air conditioning 

may not be enough.  Even in the Tokyo metropolitan area, many 

people may refrain from using air conditioning to save electric power, 

responding to the power shortage caused by the accident at 

Fukushima Daiichi Nuclear Plant.  However, there is no point in saving 

energy if it upsets your health.  This year, you will need to counter the 

heat with still more careful measures than usual.  

Drink Plenty of Fluid
The first thing we need to take heed of during the hot season is 

drinking plenty of fluid.  Especially those who work and exercise 

outdoor need to drink sports drink beverages as needed to supply not 

only fluid but also minerals lost with perspiration.  When we feel 

thirsty, it means our body already lacks body fluid.  So it is important 

for us to carefully drink a glass of water to supply body fluid not when 

we feel thirsty, but before we go out to the heat, or before bath or 

bedtime. 

Build your Body against Heat Fatigue
Super Cool Biz and green curtains.  There are many ways to keep 

ourselves cool while saving electric power, but diet is also important to 

build a strong body against heat fatigue.  What, then, can we do to 

prevent heat fatigue?  

Sugar in grains, potatoes and fruits is a nutrient which produces 

energy to move the body.  However, vitamin B1 is necessary to turn 

the sugar into energy in the body.  So when you eat a large amount of 

sugar, you need to eat a large amount of vitamin B1 as well.  You may 

not have appetite, and feel like just eating smooth food such as 

somen noodles that goes down easily, or since it is hot, you may 

consume a lot of sweet soft drinks or ice cream.  If you do so, you will 

end up taking a lot of sugar but very little vitamin B1.  Then you won’t 

be able to effectively turn the sugar into energy, which causes you to 

feel tired easily.  A large amount of Vitamin B1 is contained in pork 

and fish, nuts and seeds including sesame, and germs of grains.  I 

recommend that you take Vitamin B1along with allicin, which is a 

component of flavors of garlic and spring onions, because allicin 

encourages absorption of Vitamin B1.  Also, if you don’t take enough 

protein, the protein in your body will be decomposed to supply its 

lack, and your energy level will go down.  So try to take enough foods 

which contain a lot of protein such as meat, fish, soybeans, eggs and 

dairy foods.  Since heat gives a stress to your body, you should also 

take enough Vitamin C which has an anti-stress effect.  

In other words, (and this is not just limited to fighting against heat 

fatigue) there is no single food item that guarantees our health.  The 

bottom line is that you need to eat with balance.  An ideal meal is the 

one complete with a main dish, a side dish and a staple food.  

However, many may feel it is too much because of the heat and lack 

of appetite.  In that case, add some ground sesame seeds and green 

onions to your somen noodles, or eat them with pork shabushabu or 

plenty of vegetables on the top.  That way the balance of nutrients 

improves a great deal.  Making acidulant (such as citrus fruits and 

vinegar) and spices part of your daily diet is another good way for a 

healthy eating habit because they enhance your appetite.  If your 

current situation does not give you access to fresh vegetables, drink 

vegetable juice instead, because it keeps well, but still supplies you 

with the same nutrients.  

Also, as another easy way to make your meals well-balanced, why 

don’t you try to eat dairy products such as milk, cheese and yogurt, 

with your daily meals?  Milk contains high-quality protein, as well as 

vitamins and minerals with good balance.  Cheeses are attractive 

because milk nutrients are concentrated in them, and a small amount 

gives you the same nutrients of milk.  Yogurt is easily digested and a 

good food item for your heat-stressed body because its protein is 

decomposed to a certain degree during the manufacturing process by 

the lactic acid bacteria.

Food gives power to both our body and mind.  Let’s enjoy well-

balanced good meals with plenty of fluid, and enjoy the summer with 

the body which beats the heat!  

A Story about Nutrition C o l u m n

Certified Senior Nutritionist

Mariko Ito

Let’s Stay Vibrant through the Summer!
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any lessons from the great earthquake.  It adopts the idea of 
“mitigating a disaster” to keep it to a minimum, instead of completely 
preventing a tsunami by building seawalls.  It simply emphasizes 
disaster education and improving evacuation routes.  The proposal 
states that seawalls are not necessary because it is not cost-efficient 
considering the fact that the seawalls are needed only once every one 
hundred years.  It suggests that residential zones be built on a hill, but 
farms in the low lands.  Are they saying that they are willing to risk the 
lives of farmers?  Are they telling farmers to restart their farms again 
and again each time their farmlands get flooded by the seawater?  We 
all have gone through a great disaster which forced us to completely 
reconsider traditional concepts.  However, the government would not 
change their old logics.  Does it mean they wouldn’t admit their fault 
even in the face of such tragic experience?
A village mayor (deceased) of Fudai Village in the northern Iwate, in 
spite of objections of villagers, had built a huge seawall which could 
protect the village from a tsunami of the scale of the Meiji Sanriku 
tsunami.  We must not forget the fact that many lives were saved 
because of this seawall.  
The same is true with food.  Some say that since food import hardly 
ever stops, it is OK for us to stop producing food domestically and to 
rely on imported food because the cost is higher in Japan.  Some even 
say that we should participate in TPP (Trans Pacific Partnership) in order 
to encourage importing because farm products in Japan may be 
radioactively contaminated.  However, that kind of measures cannot 
be sufficient.  Even at the expense of some cost, we need to recognize 
more and more that we must maintain minimum domestic production.  
What kinds of systems are necessary in a sustainable society where 
citizens can live with peace of mind?  Including the issue of food self-
sufficiency, we must reconsider what a disaster-tolerant nation is like.   

Thoughtless, Extreme Argument Concerning 
Disaster Reconstruction and TPP
Now that the Eastern Japan has been hit by an unprecedented 
disaster, it is a commonsense judgment to wipe the slate clean with 
promoting TPP because it will cause still further damages to the 
affected areas.  Ambassador Kirk of the USTR (the United States Trade 
Representative) stated after the disaster on March 31, “I don't think 

we want to do anything that even hints at us trying to exploit what 
really is a horrible tragedy," thus indirectly admitting that TPP would 
be distress for Japan.  
However, there are more and more arguments in the government and 
the economic circles that on the contrary, now is the time to open up 
the nation to activate economy.  They say that Japan only exists by 
depending upon the United States, and so we should direct ourselves 
to total dependency on them.  Participating in TPP stands to reason 
too.  That's what they say.  However, the current question is whether 
Japan can protect ourselves as an independent nation or not.  After 
the disaster, we deeply appreciated warm support from countries all 
over the world, especially a great amount of support from the U.S. 
was overwhelming.  However, even if the U.S. helped us a great deal, 
participation in TPP is another story.  Participation in TPP is a significant 
decision for Japan’s existence as an independent nation.  
Also, some intellectuals see the devastating damages of the farms and 
fishing grounds, and expand their argument by saying, “Now is the 
time for large-scale farming and fishery,” “Let’s make it a model for 
the whole country and promote free trade like TPP,” and “If we 
compete with the world by freeing trade, agriculture in Japan will be 
strengthened and become an export industry.”  Some would argue, 
“Let’s free up farmlands and fishing grounds, and promote company’s 
participation in agriculture and fishery.”  When the local farmers and 
fishers are in the midst of bitter struggle to reconstruct their 
operations, the others are trying to take advantage of the disaster to 
start new farming and fishery to the exclusion of the local operators.  
It makes me wonder if they have a heart.  
What is more, why do the disaster-stricken areas have to be the model 
for the whole country?  Japan’s expansion of farmlands is so difficult 
as to be done only at the wake of a great disaster.  Even if large-scale 
farming can happen at disaster sites, it does not mean that it can be a 
model for the whole country.  Much more it is an empty theory that 
free trade and zero tariffs are no problem.  The expansion of the 
farmlands to such degree is not enough to compete with agricultural 
operations of the United States and Australia where one operation 
owns several thousand hectares of farmland.  The same is true with 
dairy farming.  

“Regeneration of the Community” is a Starting 
Point
When we think about restoring and reconstructing a disaster area, the 
basis should be “regeneration of the community.”  If we are just 
talking about industries such as agriculture and dairy farming, large-
scale operation to a certain degree is possible depending upon each 
local situation.  However, the argument is too simplified when they say 
that agriculture and dairy farming will be stronger if they are operated 
by companies in a large scale, and it completely lacks the viewpoint 
that there are people and communities who live and work in the area.  
They should not have self-centered discussions ignoring how the local 
people want to restore their own hometown.   
Seeing how the government has been responding to the current 
issues, I doubt if the leaders are trying to understand the real 
situations and feelings of the local people.  I also see a lot of “logical 
leaps” and “extreme theories” used to justify wishful thinking which 
takes advantage of disaster reconstruction.  Those who do not know 
what is actually happening in the frontline should stop showing off 
their empty desktop theories.  They should entrust actual plans to the 
local people.  In order to realize the plans, the government needs to 
closely cooperate with the frontline by urgently securing and 
disbursing necessary budget.  

R e p o r tSomething is Wrong with the Disaster Rebuilding Plans

laws and systems, but everything starts with the needs of the affected 
areas.  In other words, the government obviously needs to adopt 
flexible measures at the time of emergency.  

Let Frontline Do It Under the Responsibility of 
the Government
For Example, the frontline workers may have their own superb 
restoration plans.  But if they don’t have enough funds to perform the 
plans, the government needs to be able to instruct approximate fund 
infusion, freed from the constraint of usual budget implementation 
rules so that related government offices and the frontline can act with 
flexibility.  Now, leadership of a state should say, “I will take all of the 
responsibilities.  You can act on your own judgment.”  If they don’t 
entrust the matter to the frontline or even take the responsibility, the 
frontline will not last.  
The same is true with the nuclear plant issue.  It is obvious that TEPCO 
is first to be blamed, but the government is also responsible.  
Nevertheless, both parties are passing the buck to each other debating 
over interpretation of Atomic Energy Damage Compensation Law and 
wasting time.  What will happen to the frontline which requires 
prompt action?  We must require TEPCO to pay their share of 
compensation later on, but for the time being, the government needs 
to be responsible to temporarily provide the victims with urgent 
necessities such as funds for tentative housing and living, and 
employment opportunities.  
Above all, we cannot plan anything until the radiation leakage from 
Fukushima Nuclear Plant stops.  A renewable energy plan is important 
in the long run, but we must not neglect to do what needs to be done 
before that.   

Serious Information Control
The government must immediately abandon the arrogant idea that it's 
natural to control information without providing the citizens with all of 
it.  They should provide all of the raw information, and then entrust 
judgment to the citizens.  Partial information transmission amplifies 
anxieties, and even causes an adverse effect.  
Especially with the current situation, it is serious that the government 
deliberately waited to release the information which directly concerns 
lives and health of the citizens.  Other countries immediately 
mentioned meltdown and high radiation levels in Iitate Village.  
Nevertheless, the Japanese government denied them, and admitted 
them later when the situation worsened.  The radiation levels 
exceeding the legal limit have been recently detected in tea leaves in 
Kanagawa and Shizuoka, grazing grass in Iwate, and even in rice 
straws in Miyagi and Iwate.  These facts indicate that a great amount 
of radiation leakage had possibly been happening in the extensive 
areas.  The foreign media reports and the return rush from Japan had 
been said to be excessive response, but actually their response was 
rather normal.  Unfortunately it was true that Japanese people had 
been considering their calm reaction as rational attitude without 
knowing the truth although they should have taken the most serious 
attitude.
The government’s information about radio active contamination of 
agricultural products was also detrimental.  They ordered a whole 
prefecture to stop shipping the products in a lump without any 
warning, and then maintained obscure explanation about the situation 
saying, “There is no immediate risk to the health,” which amplified the 
financial damage by harmful rumors.  They should have announced 
known information as it is, and should have stopped shipping only the 
vegetables of the area with contamination problems.  Also, detailed 
information about radiation levels is essential to ensure the consumer’s 
confidence.  However, the system falls behind with increasing 

monitoring posts and frequency of monitoring.  
On the other hand, farmers have been making their own desperate 
efforts to fight back the effects of harmful rumors about their farm 
products.  An outlet sales event in Tokyo is one of them.  There is a 
movement on the consumer’s side as well, to prop up the sales of 
vegetables of the affected areas including Fukushima.  In the 
wholesale market, however, price collapse continues.  Some processed 
food manufacturers put off renewing their farming contracts with 
Fukushima’s tomato farmers.  More and more people in the local 
communities are recognizing importance of supporting each other, 
and producers and consumers are trying to support each other.  It is a 
great pity if processors, distributors and retailers should possibly try to 
beat down the price.  When producers, processors, distributors, 
retailers and consumers support each other, Japan will have bright 
future of food provision.  

Never Say “It Exceeded Assumptions”, Prepare at 
the Expense of Cost
Now we are finding out more and more that pursuing immediate 
efficiency such as cost reduction by simple expansion has its limits.  
More people are paying attention to businesses which may not be 
large, but is self-sufficient and has ability to procure materials on their 
own or from neighboring areas.  They are sustainable businesses with 
high response capabilities at the time of emergency.  And more people 
are finding it important to have a social system which is based on 
cooperation of each other.  Also in the area of dairy farming, faced 
with suspension of imported forage, they came to recognize the 
danger of expanding businesses relying on imported forage.  
The recent three-fold disaster of an earthquake, tsunami and nuclear 
power accident did not “exceed assumptions.”  The government 
needs to admit that the damage was more serious because they had 
emphasized the importance of immediate cost reduction, and had not 
been prepared for a possible disaster.  We do not have to go back all 
the way to Jogan Earthquake.  If we learn from the Meiji Sanriku 
Earthquake experience one hundred years ago, the disaster in Tohoku 
was to be assumed without fail.  In other words, they need to stop 
and think, “Why were we not prepared for an assumed situation?” 
instead of, “Why were we not able to assume the Great Eastern 
Earthquake?”  The earnest reflection is a starting point, and it is 
unacceptable to continue to insist that it was an “unanticipated 
event”, or to obscure who is to be responsible.  Whether it is the 
government, company, researchers or press, those who are responsible 
need to be held liable without fail, including criminal liability.  We will 
not be able to prevent recurrence of the disaster unless we build up 
the society where those who are responsible are held liable, without 
escaping their responsibility.  
After earnest remorse, they need to reconsider the idea of safety 
measures based on cost effectiveness.  For example, sewage treatment 
plants may judge that minor damages must be overlooked because of 
the cost.  This is just like they may decide not to spend money for the 
facilities to prepare for the torrential rainfall which rarely happens, and 
decide to allow possible inundation above the floor level to happen 
once every several decades.  However, even if it may happen only once 
every one hundred years or one thousand years, there are disasters 
which can never be allowed to happen.  These disasters must not be 
just mitigated, but should be prevented even at an enormous cost.  
We must not discuss an irreparable issue from a viewpoint of short-
term cost effectiveness.  

They Must Not Escape
Nevertheless, the government submitted a basic proposal to promote 
disaster reconstruction which reflects that they must not have learned 



編集・発行人： ダノンジャパン株式会社 SSD乳性原料部　TEL：03-6361-6645　E-mail：fumio.hanawa@danone.com

Danone Dairy News
www.danone.co.jp/group/ 2011.08

VOL.02

骨の健康をサポートする新機能性ヨーグルト

ダノンデンシア
　  デビュー

50歳以上の日本女性
3人に１人が
骨に問題（骨粗しょう症）を
経験しています。

1カップ 半分

カルシウム

ダノンデンシア

ビタミンD

１日に必要な量の １日に必要な量の

1日分

女性の50歳は骨の健康のターニングポイント

50歳以上の日本人女性の
2人に1人がカルシウムとビタミンD不足

「おなかスッキリ」ダノンビオに続き、ダノンから新しい
機能性ヨーグルトが誕生。カルシウムと、カルシウムの
吸収を促進するビタミンDを強化し、年齢を重ねるに
つれてもろくなっていく骨の健康をサポートします。

1カップ（80g）に半日分のカルシウム（350mg）と 
1日分のビタミンD （5.0μg）入り。低脂肪、低カロリーで

おいしく食べて骨の健康をサポート。

おいしく手軽に
カルシウム+ビタミンDを摂取して、

健康で強い骨に ブレーン・加糖
1 個あたり栄養素
●プレーン・加糖 80g
●カルシウム 350mg
●ビタミンD5μg
●脂質 1.2g （低脂肪）
●エネルギー 55kcal

女性は閉経後はエストロゲンの分泌がほとんどなくなるため、骨量が減少して
いきます。自覚症状がなくても、50歳を過ぎるころには女性の骨密度は低下
しているのです。密度の低下が進むと骨はもろく折れやすくなり、骨粗しょう
症へと進行していきます。

骨の健康に不可欠なのがカルシウム。ところが通常の食生活のみで摂取するの
は難しく、50歳以上の日本人女性の 2人に 1人はカルシウム不足。 カルシウ
ムの吸収を助けるビタミンDも同じく 2人に 1人は不足しています。 （データ
ソース：2006年国民健康・栄養調査）健康な骨を維持するには、カルシウム
とビタミンDを通常の食事以外のところから補うことが重要です。

プレーン・砂糖不使用
1 個あたり栄養素
●プレーン・砂糖不使用 80g
●カルシウム 350mg
●ビタミンD5μg
●脂質 1.2g （低脂肪）
●エネルギー 46kcal

カルシウム：リン酸カルシウム（乳製品由来）＋クエン酸カ
ルシウムビタミンD：ビタミンD3（ビタミンD2より活性
率が高いといわれています）

※データソース：藤原佐枝子 /増成直美 /児玉和紀 /他 - 腰椎・大腿骨骨塩量カットオフ値を
使った骨粗鬆症有病率の検討 - Osteoporosis Jpn/5 巻，223-6 頁 / 発行年：1997年　
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年齢別骨粗しょう症の発生率
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予防のカギはカルシウムとビタミンDの十分な摂取にアリ。

2011年
秋

Special Issue on the Great East Japan Earthquake Disaster

This calf was born on May 19, 2011.  A new life brought by 
the mother cow which was moved out of evacuation zone.
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工場での製造工程を見る前に、ダノン製品に
ついてレクチャー。

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所の事故は、 
東北沿岸及び東日本の広域で甚大な被害をもたらしました。被災地の復
興のためには緊急支援だけでなく、さまざまな分野での長期支援が必要です。 
ダノンは、経済的な発展・成長だけでなく、社会の健全な発展のために 
貢献することも使命としています。その一環として、ダノンでは、この未曾有の
災 害 に よ り 被 害 を 受 け ら れ た 東 北 の み な さ ま、 特 に こ ど も た ち に 
対し、ダノンのリソース（スキルやコンピテンシー、人的・財的）を最大限に 
活用して、中長期的な支援を行うことを目標に、社員による“東北サポート
コミッティ”を立ち上げ、さまざまな活動を展開しています。

今号ではこれらの“東北サポートコミッティ”の活動の一環として、2011 年 11 月 12 日に、震災後、ダノンの工場がある館林市及びその近隣

である太田市に避難されているご家族を招いた交流イベントの模様をご紹介します。

主な活動
◎スポーツを通じたコミュニケーションイベント
被災したこどもたちやご家族に笑顔をもたらす場を提供したい、との思いからスポーツを通じた活動を展開。たとえばサッカーをベースに 

スポーツで身体を動かしたり、「ドラムサークル」の手法を用いて太鼓のリズムや音楽を通してコミュニケーションを楽しんだり。 

誰もが参加できるこれらのイベント内容で、宮城県名取市や石巻市を訪問し地域の皆さんと交流しました。

◎給食支援プログラム
特定非営利法人「セカンドハーベストジャパン」と協力し、震災により給食センターが多大な被害を受けた福島県南相馬市の小学校への

給食補助として、ヨーグルトとミネラルウォーターを定期的にお届けしています。

子牛への哺乳体験では、こどもたちも大喜び。
　当日は好天に恵まれ参加者は３つのグループに分かれて、 

イベントに参加。酪農見学の会場となったのは、館林工場の近郊

にある月が島牧場さん。経営者である大朏さんの牛舎の案内の後、

子牛を囲んで獣医さんのお話と続きました。「ホルスタイン種は

なぜ白と黒の毛なのか」の説明や「乳牛の角は雌雄同様にあるも

のの、搾乳時に作業する人がケガをしないよう、幼い頃に角を切

ること」「妊娠期間が 10 ヶ月で、だいたい 4 ～５回お産をして

乳を出すといったライフサイクルとなっていること」などをユー

モラスに語っていただきました。参加したこどもたちは初めて子

牛を見たという子も多く「牛の耳についている黄色いタグの意味」

や「えさ」についての質問が寄せられました。子牛とふれあうだ

けでなく、哺乳も体験できたことでこどもたちも大喜び。「子牛

は思ったより力が強く驚いた」といった声も聞かれるなど、いき

いきとしたこどもたちの横顔を見てご家族の方も微笑ましい表情

をされていました。

東北サポートコミッティ・レポート

第2部では生産ラインを間近にした見学。
　酪農見学の後には、館林市役所に隣接する「市民レストラ

ン栄（さかえ）」での美味しいランチ。参加者にはお好きなヨ

ーグルトをお好きなだけ召し上がっていただきました。また、 

ダノンジャパン並びにダノンウォーターの社員有志が、参加され

たご家族と一緒にテーブルを囲んでランチを楽しみふれあいました。

その後はいよいよダノンの工場見学。今回の趣向は、白衣、帽子を

身につけ完全消毒の姿で、ヨーグルトの生産現場を間近に見られ

るというもの。また、説明も普段は製造ラインで作業にあたる 

スタッフが臨み、自分の言葉で工程を熱く語ってもらいました。

ガラス越しではない臨場感に、みなさん目を丸くしてロボットの動

きをみたり、製造工程の自動化の仕組みを楽しみながら学ばれた

ご様子でした。

ご好評をいただいたイベントプログラム。
　当日参加されたご家族の声をご紹介。「今日のプログラムは

ミルクを飲む子牛の力強さに、
こどもたちから歓声が…。

見学後にはヨーグルトのお土産を手にし、みんな大喜び！

子牛の愛くるしい動きや表情に、イベントに参加されたみなさんの目はくぎづけ。

館林市にあるダノン工場の近くにある「月が島牧場」。酪農家の大朏さんご夫妻
が飼育するのは乳牛、肉牛合わせて 160 頭あまり。

当日のイベントメニュー

2 頭の子牛を前に、
今 回 の イ ベ ン ト の 
趣 旨 に 耳 を 傾 け る 
参加者のみなさん。

子牛を見て 
「かわいい」の声が
あちこちに。

工場のスタッフが
説明役になった
ユニークな見学会も
無事終了。

ガラス越しではなく、
製造ラインの間近で
見学。臨場感が抜群 !!

子牛とふれあい、
ヨーグルトができる
工程を見て、驚いて。

体験イベントを通して被災者の方々と交流。

こどもたちには良い気分転換になったと思う。慣れない所に 

来て、友達はできてきたけど、外で遊ぶ機会も少ないのでスト

レスが溜まってきたところでした。家族みんなで出掛ける機会

ができてよかった」と語っていただいたのは福島県の富岡町 

から群馬県太田市に避難された方。原発関連の仕事に就いて 

いて、地震があった時は建物の中にいたそうです。津波が来るから 

必死に逃げた、という生々しい体験もお話いただきました。また、

「ミルクをあげたり、今日は楽しかった。おじいちゃんが養豚を

やっていたけど、津波で畜舎が流されて…。豚舎で遊ぶことも 

多かったこどもたちにすれば、今日の牛舎は懐かしい匂いだった

かもしれない。農業と工業の同時見学は初めてなので、大人にも

楽しめました」と話していただいたのは、南相馬市から館林市に

避難された方。今回の企画を大変喜んでいただいたご様子でした。

　館林市では社会福祉課の方、太田市では社会福祉協議会の方の

ご協力を得て、成功裏に「ふれあいイベント」は幕を閉じました。

ご協力をいただいた方々に本誌面を通してお礼を申し上げます。

見学会の前には、好きな味のヨーグルトを 
試食。思わず笑顔がこぼれる参加者。

月
が
島
牧
場

酪
農
場
見
学

館
林
市
民
レ
ス
ト
ラ
ン

「
栄
」に
て
ラ
ン
チ

ダ
ノ
ン
工
場
見
学
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都内で消費されたアドバシは籾殻と
いっしょにプロセッサーにかけられ上
質なオガコになる。オガコ不足に悩む
近隣の酪農家からも大きな期待が寄せ
られている。
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　地域からの循環型社会づくりをテーマに、「地域循環圏」の構

築が各地で進んでいます。これは廃棄物の適正処理を前提に、「地

域特性」や「循環できる資源物（循環資源）の性質」を効果的に

活かすため、地域に応じた最適な規模で循環型社会の形成を目指

していこうという考え方です（環境省発行の環境白書（平成 22

年）参照）。不用になったものを近所で融通したり、フリーマー

ケットを通じてリユースするのはコミュニティ資源循環の一例で

あり、「地産地消」も「地域循環圏」を語る取り組みの一つ。また、

農山漁村では間伐材、家畜排泄物、貝殻、分別収集された生ごみ

が循環資源となり、バイオマス系循環資源として肥飼料等に利用

され、これらを利用して生産された農畜水産物が地域内で消費さ

れる循環のシステムが形成されています。こうした動向を踏まえ、

今号のダノンデイリーニュースでは「循環」をテーマに「都市と

農村を結ぶブロック内資源循環」、「酪農における地域循環」に

フォーカスし、その取り組みとネットワークの現在進行形につい

てレポートします。

　間伐材でつくった割り箸を、使い終わったら回収し、それを

オガコにして堆肥を作る…。割り箸を起点に、消費地である都心

と地方の林業家、畜産、農家をひとつに繋ぐ循環型社会モデルを

構築する毎日アースデイ。社長の池田さんにその取り組みをお聞

きしました。

「アドバシ」が出発点となった資源循環の仕組み。
　この資源循環は、間伐材を使い、箸袋を広告スペースに仕立て

た「アドバシ」を作ったことがそもそもの出発点です。もう 10

転換期を往く『資源循環』

高度経済成長期の大量消費と大量廃棄を経て、廃棄物の処理法の改正、各種のリサイクル法も制定。
循環型社会元年と位置づけられた平成12年から9年余り。
低炭素社会の構築に向け、地域の特性や循環資源の性質等に応じ、
最適な規模の循環を形成する「地域循環圏」の構築が各地で進んでいます。
転換期を迎えた日本の環境や循環型社会において、地域発の取り組みの一例をご紹介します。

間伐材の「アドバシ」を起点に、
飛騨地方の農畜循環システムを確立。

毎日アースデイ株式会社
代表取締役

池田正昭さん

裏面が広告スペースとなっ
た「アドバシ」。森と土と
食べ物を元気にする仕掛け
をもった割り箸で、港区を
中心に都内大学の学食等で
見かけた方も多いかも。

転換期を往く『資源循環』

人を繋ぎ、
限りある
資源を結ぶ
地域からの循環型社会づくり。
活動の「いま」を見つめて。

年前になりますが、アースデイ東京に関わったご縁から、日本の

間伐材の普及活動に協力することになりました。東京のような都会

にいて、消費者であるわたしたちが森林再生のために日常的に

貢献できることはなにか。最適の答えは、間伐材でつくった割り

箸を使うことなんですね。日本人が年間に使用する割り箸は

250 億膳。そのほとんどは中国からの輸入箸ですが、もしそれ

がすべて国産に代わったら、それだけの間伐材が使われたら、間違

いなく日本の森は救われる計算になります。ところが国産の割り箸

だと輸入物よりどうしてもコストが高くつく。ではどうするかと

考えた挙げ句、広告収入でその差を埋めようと箸袋のスポンサー

を捜し「アドバシ」なるものが生まれたんです。いまから３年前

のことで、「アドバシ」の幅広い導入を図りつつ回収の仕組みづくり

を進めるなかで、出会ったのが飛騨地方の酪農家である藤原孝史

さんだった。「アドバシ」で培ったノウハウを活かして飛騨地方

の間伐材から割り箸を作る。それを都心で消費した後は回収し

オガコにして堆肥作りに活かすというプロジェクトが動き出した

わけです。

畜産農家の藤原さんが、資源循環への想
いを胸に一人で作り上げた「飛騨地方と

都心を結ぶ循環」のジオラマ。材料は
すべて割り箸でつくったという

凝りようで、熱い想いが
伝わってくる力作。
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オガコの高騰に音を上げていた
酪農家にとって吉報に。
　2009 年の冬に動き出したこのプロジェクトですが、当時は 

オガコが外材頼りで高騰していました。値段が高いだけでなく入

手することもままならない状態で畜産農家も頭を抱えていたとい

います。オガコさえあればいい堆肥ができるのにそれができな

い。何とか安くオガコを手に入れる策はないものか、悶々とした

心持ちで藤原さんも日々を送っていたそうでしたが、港区エコプ

ラザでのイベントで「間伐材」を使った割り箸を目にして「あぁ、

これだと」。オガコを作るために間伐材から割り箸を作ればいい。

使い終わったら回収し、それを粉砕しオガコにして堆肥づくり

にまわせばいいと。そもそも国産間伐材から作られる割り箸は、 

無垢の木材なんです。使用後の割り箸や割り箸の製造過程で出た

端材は、破砕してそのままオガコとして使えますが、輸入割り箸

の多くは漂白剤や防カビ剤を使用しているため、オガコには適さ

ないんです。果たして国産材の割り箸から生まれるオガコは、飛

騨地方の健康な牛と豚、鶏のし尿に混ぜて発酵させる無二の堆肥

となりました。

まるで腐葉土。生きた森の土壌のような堆肥になる。
　オガコから堆肥、そして土づくりに活かされる間伐材の割り箸

ですが、その堆肥は特筆ものです。発酵法に独自の技術を駆使

していることもありますが、見るからに通常の堆肥のイメージ

とは違いますね。腐葉土と呼ばれる、生きた森の土壌そのもので、 

この堆肥を使用して無農薬で作物をつくる農家さんのネットワー

クも、飛騨地方で形成されています。また、収穫された野菜や米

の味わいの力強さ、旨味は格別で、港区エコプラザで行われる 

アースディマーケットでも評判となっています。農業は土づくり

アドバシからつくられるオガコを使った堆肥は、飛騨地方の農家が使用。
土づくりに活かされ、生命力あふれる極上野菜の素地となる。

無農薬で栽培される野菜の味はどれも絶品。「アー
スデイマーケット」などに「LIP 飛騨野菜」とし
て出店。試食したら買わずにいられない。

写真上：現在の搾乳牛は 78 頭ほど。
写真中：牛舎から運び込まれた堆肥
原料は、広大な一次発酵室にて 25 日で
堆肥へと進む。写真下：トラックで「切り返し」
の過程を経てできた堆肥。匂いもなくあたかも
腐葉土のよう。

　昭和 13 年に創立。標高 1300 ｍの高原にある八ヶ岳中央農業

実践大学校は、酪農に端を発する農業実践の学校として歴史を 

刻んできました。火山灰土壌の改良を重ねた広大な農地は、牛糞

堆肥を主とする循環農法の成果であり、師弟同業で地平を切り開

いた証でもあります。資源循環が見直されるいま、その核を担う

酪農部での実践を高橋農場長にお聞きしました。

実践教育を通し、農業経営の担い手を育てる。
　本校の特徴は、273ha の広大な学校農場を実践教育の場とし

て、畜産（酪農、養鶏）と野菜、花卉、畑作物など農業経営の担

い手を育てること。酪農や農業を生業として生活を営んでいく、

そうした志をもった学生たちと耕畜連携による循環と土づくりを

基本に ､ 安全で環境に配慮した農業に取り組んでいることです。

学生は全国から迎えていますが、その 7 割が非農家で都会出身

の学生や社会人経験者の方も増える傾向にありますね。この学校

の一番の特色は師弟同業という学び方。酪農部も他の専攻と同様、

職員は学生と同じように作業現場に立ちます。職員ができないこ

とは学生にも教えられませんし、朝夕の搾乳、給餌、放牧 ､ 糞出

しも一緒に行うことで学生たちの実践力を磨いています。

酪農経営を体得するための搾乳頭数と機械の導入。
　家畜はホルスタイン種を主として現在飼育・管理するのは経産

牛、育成牛を含め 160 頭余り。作業は哺乳期、育成期、乾乳期の 

三分野で師弟が一体となって臨み、生きた生産技術と経営管

理能力を身につけるようにしています。搾乳牛は 78 頭ですが、 

これは家族経営の規模を考えての頭数です。当校の牛舎も年季が

入ってきましたが、搾乳時の労力軽減を考えて自動搬送機を導入

するなど機械化も一部で進めています。ここを巣立ってから経営

の規模や人手に見合った酪農を営めるように、という配慮からで

す。冬以外は放牧している牧草地が約 100ha、餌はほぼ自給とい

グローバル化が進む農業で、
資源循環は担い手にとって
不可避のテーマです。

八ヶ岳中央農業実践大学校
農場長

高橋 昭さん

う環境はこの学校ならではのスケールではあるものの、それ以外

のすべては酪農家となった時に活かせるカリキュラムとなってい

ます。

耕畜を融合させた堆肥造りを。
　資源循環の要ともいえる堆肥づくりは、牛糞をベースに馬と山

羊の屎尿を使っています。酪農牛の糞は水分が高いので、そのま

までは発酵しづらいので、副資材としてきのこを栽培した後の菌

床とおがこなどを混ぜ、水分を調整をしてから攪拌機に投入して

います。堆肥庫に運ぶ量は 2t トラックで 3 台分で、それが毎日。

約 25 日で一次発酵を終えると水分が発散して、カサも２／ 3 ほ

どになります。今度はそれを別の発酵プールに積み上げてトラク

ターで「切り返し」をつづけて堆肥は完成しますが、本当に手間

の掛かる作業です。この作業は残念ながら学生にはやらせません。

失敗した堆肥を畑に入れると悪い土をつくるかもしれないし、温

度管理と水分調整が堆肥づくりの難しいところで、それがうまく

いかないと微生物が活性しないんですね。学生は教官の作業を後

ろで見て覚えるだけ（笑）。

転換期を往く『資源循環』

からといわれますが、その地の間伐材で作られる割り箸が、オガ

コに再生され堆肥となって土に還っていく仕組みは、これからの

環境や農業の姿、資源の循環を考えれば理にかなうものだと思い

ます。飛騨地方発、飛騨地方着の完結型資源循環モデルのメリッ

トを他の地域でも享受できるよう育てられたら嬉しいですね（談）
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二代目酪農家特集

「牛が好き」という思いに導かれた仕事。
まず、先代から酪農を引き継いだきっかけをうかがいました。

　開口一番、「もともと牛が好きだったんです」と青木さん。 

小学生の頃から牛が大好き。学校から戻っても、友達と遊ぶより

牛舎にいることのほうが多かったといいます。先代が牛の世話を

する姿を見ながら、「いつかは自分の手で、品評会で一番になる

牛を育ててみたい」と思っていたそうです。

　しかし、学生時代はいろいろな夢を模索するもの。青木さんも

進路選択の時期になると、酪農を選ぶのか、当時興味のあった 

アパレル分野を選ぶのかで迷ったとか。実際、一度は農業専門学

校に進学しながらも、その後、家業の手伝いとアパレルの仕事を

並行していた時期もありました。

　５年ほどの期間を経て、最終的に青木さんが選んだのは酪農の

仕事。子どもの頃からの夢に向かって、本格的に動き始めたのです。

酪農に生きる。この決断にためらいはなかったのでしょうか。

　青木さん自身は、ごく自然に気持ちの切り替えができたようで

すが、ご家族にとっては大きな問題でした。アパレル時代に職場

結婚した奥様も、当初はためらいがあったといいます。しかし、

生来の動物好きということもあり、１年前からは奥様も家業に 

参加。今では仕事の上でも欠かせないパートナーです。

　「自分も妻も毎日が牛の世話ですから、子どもたちをどこにも

連れて行ってあげられないのが悩みですね。このままではいけな

いかなと感じることもありますよ」と青木さん。

　とはいえ、お子さんたちの遊び場は牛舎。青木さんと同じよう

に、お父さんの背中を見ながら成長していきます。ここで、青木

さんにお子さんたちに後継者になることを期待しますかとたずね

てみました。すると、「子どもだから継いでほしいというのはあ

りません。大事なのは、牛が好きということなんです。その気持

ちがなければ、牛を大事にできませんから」という答え。そこに

は、真摯に牛と向き合う酪農家の姿がありました。

良い牛を育てるために、品評会グランプリを目指す。
先代から引き継いだ酪農。仕事のやりがいについて、青木さんに

うかがいました。

　「牛舎に入って、乳牛が全部寝て、口を動かして反芻している

姿を見ると胸がいっぱいになりますね。みんながリラックスした

状態でいてくれると、牛と一緒にいられて最高だなと思うんです」

と青木さん。とにかく牛のことが一番。それだけに「量」より「質」

を重視した酪農にこだわりたいといいます。

　酪農の作業自体は、機械の導入などによって昔よりも楽になって

いるそうですが、だからといって頭数を増やす予定はないと青木

さんは話します。「作業に余裕ができた分、今の牛たちに手をか

けてあげたいですね。親父やおじいちゃんもそうやってきたと思

います」。

　また、先代から引き継いだものを、さらに良くしていく方法を

模索するのも後継者の役割。青木さんも飼育しながら試行錯誤

を続けます。「餌やり、草やりを変えるのは勇気のいることです。

怖いという気持ちもありましたが、現在の方法を取り入れてから

牛のトラブルは以前よりも少なくなりました。何が良いのかは 

牛が教えてくれるんです」。

良い牛を育てること。青木さんが品評会に力を入れる理由もそこ

にありそうです。青木さんにとって品評会とはどんなものなので

しょうか。

　「私の中では酪農と品評会は一緒です。良い評価を得られる牛

になるかどうかは管理次第ですから。牛舎で雌の子牛が生まれた

ら、１頭１頭を見ながら、『この子はきっとグランプリをとれる

ようになる』と自分に言い聞かせるんです」と青木さんは笑いま

す。品評会は、より良い管理を徹底するための一つの指標でもあ

るのです。

　今後の目標は、やはり品評会の全国大会で１位になること。 

遠い道のりだと青木さんはいいますが、ブルーバンブーファーム

の牛は、今年、埼玉県大会でグランドチャンピオンを獲得してい

ます。全国一の目標も叶わぬ夢ではないでしょう。

最後に、将来の夢、現状での課題をうかがいました。

　「自分の理想とする牛を牛舎に並べられたらいいですね。でも、

酪農家としては、良い牛を育てるだけでなく、ファームを運営し

ていくことも大事です。それもいい加減な気持ちで臨んでいたら

終わってしまいます」と青木さん。まずは、自分たちの仕事を広

く知ってもらうための情報発信、地域での啓蒙活動に取り組むこ

とが必要だと考えているそうです。近隣小学生の搾乳体験なども、

牛のコンディションを見ながら実施していきたいと話してくれま

した。

目指すは日本一！
「質」の酪農に奮闘する三代目。

　今回、私たちが訪れたのは、埼玉県熊谷市で酪農を営む若き三代目、青木洋介さんです。 
終戦直後に先々代が開いたブルーバンブーファームを引き継いで８年。搾乳、育成合わせて
約 60 頭の牛を管理しながら、稲わらや堆肥の製造・販売を手がけるお兄さんとともに 
ファームを運営しています。
　ブルーバンブーファームは、代々乳牛の品評会に意欲的に参加し、良い牛づくりに力を
注いできた酪農農家です。もちろん三代目の青木さんも、その意思をしっかりと受け継ぎ
ました。日本一の乳牛づくりに日々奮闘する青木さんに、酪農への思い、品評会への思い
をうかがいました。
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地域と連携した循環による堆肥造り。
　ここでつくる堆肥は年間で約 700t ほどで、ほとんど自給用で

すが、近郊の農家にも供給しています。副資材であるきのこの菌

床は北信州のきのこ栽培農家から調達していますが、もともと菌

床自体が産廃ですからお互いにメリットはあるわけです。おがこ

は上田市から、米の籾殻は地元の原村や富士見町の農家からそ

れぞれ分けてもらっていますが ､ 大事なのは地域ネットワーク。 

おがこも昔は建物を壊すと廃材をチップにするといった具合で地

域循環してましたが、いまはホルモン関係の薬剤を使っているの

で、それを畑に撒くわけにはいかない。おがこの確保も大変です

が、堆肥づくりは自分でやらないと今後は酪農が成り立たないと

思いますね。糞尿の処理には費用がかかるし、肥料代も値上がり

していますし…。酪農を含め農業全体の将来を考えると、地場産

業と連携する一方で、耕畜融合による堆肥づくりの環境を整えて

いくことが急務といえるでしょうね。

教育の機関である学校としての取り組みと将来像。
　実践教育を旨とする農業大学校として、小・中学生の半日体験

コースを用意し、多くの児童・生徒を受け入れています。ブラシ

がけから糞出し、搾乳まで体験することで ､ 命の尊さ、飼育の 

難しさと喜びといった酪農そのものを感じてもらっていますね。

また、 地域の酪農家との連携拠点としてもこの学校は機能して 

います。新しい技術があれば、ここの牛舎を使って普及所とか家

畜保健所と組んで講習会をしたり、搾乳の講習会などでも会場と

して学校を提供しています。（宮脇耕平 学校長）

アニマルウェルフェアを視野に入れた酪農へ。
　酪農業の理想はやはり草地酪農だと思います。搾乳牛に関して

は、いまは牛舎でつなぎ飼いをしながら乳量を確保するという命

題があるので常に全頭放牧というわけにはいきませんが…。草地

主体で飼い、乳を搾る。乳量も少ないけど、掛かる経費もその

分少ないけれど、いわゆる牧場らしい景観のなかで酪農を営む、 

そんな酪農形態もあっていいのかなと思います。ヨーロッパでは

アニマルウェルフェアといって動物の福祉を考えた畜産も根づい

てきています。健康な家畜から健全な畜産物を手にする ､ 酪農な

らば乳質の高い乳を搾るという思想です。動物として本来の生理

を全うさせながら生産を行っていくことが理想ですし、対価を 

確保する努力を払いながら、家畜の福祉も見据えた経営実践にも

取り組んでいければと思います。（宮脇耕平 学校長）

「草地を整備し大地に立脚する酪農経
営の質実を高めていきたい」と語る宮
脇耕平 学校長。同校の実践的な酪農
教育を起点に酪農のユートピアができ
ることを願っている。

写真上：搾乳と餌やりは朝夕の 2 回、365 日。搾乳前には学生が総出で牛舎を掃除し、きれいに
なった環境で乳を搾る。 写真右上：酪農部（専修科）2 年のお二人。岐阜県出身の西尾香葉子さん 

（右）は、卒業後、愛知県の酪農ヘルパー協会への就職を内定。沖縄県出身の喜友名（きゆな）美春さん 
（左）は家業の牧場を継ぐという。「好きな酪農だから頑張れる」と口を揃える。 写真右下：学生が操作する 
のは自動搬送装置。乳を搾る牛の近くまでミルカーを搬送するので搾乳を省力化できる。

I N T E R V I E W

青木洋介さん
埼玉県熊谷市
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今年も寒い冬がやってきました。気候と健康は密接な関係があります

が、この時期に気を付けたいのが「血圧」です。

高血圧って？
　血液は、体中の細胞に栄養と酸素を運んだり、細胞から二酸化炭素

などを回収したりしています。その血液を体のすみずみまでめぐらせ

るのが心臓です。心臓はポンプのように収縮と拡張をくり返して血液

を循環させています。

　「血圧」とは、心臓から送り出された血液が動脈壁を押す力のことで

す。心臓が収縮し、血液は勢いよく押し出され、動脈壁にかかる圧力

が最大になった時の血圧を「収縮期血圧」、心臓が拡張し、動脈壁にか

かる圧力は最小になったときの血圧を「拡張期血圧」と言います。では、

血圧が高いとはどういう状態なのでしょうか。ゴムホースに水を流す

ことを想像してください。水をたくさん出せばホースの内側にかかる

圧力は高くなります。また、水の量が少なくても、ホースを途中でつ

まんだりすれば水が流れにくくなり、やはりホースの内側にかかる 

圧力は高くなります。つまり、心臓から送り出される血液量が増えた

状態や血液が流れにくい状態では、血圧が高くなるということです。

　高血圧の人の割合は年齢とともに増える傾向があります。その原

因の 1 つが加齢による動脈硬化です。年齢を重ねるとともに血管は 

厚く硬くなり、しなやかさが失われてくるため、血液がスムーズに流

れにくくなります。すると心臓は、体中に血液を届けるためにより強

い力で血液を押し出そうとするので、血圧が上がってしまうのです。

血圧が上がると血管壁に傷がつき、そこにコレステロールなどがたま

って動脈硬化はさらに進むという悪循環に陥ります。高血圧の怖いと

ころは、これらの症状が自覚症状がほとんどないまま進行することで

す。不調を感じないからと放置しておくと、気づかないうちに動脈硬

化が進行し、脳梗塞や心筋梗塞などの重大な病気を発症するというケ

ースも多いのです。

寒い冬は温度差に要注意！
　血圧が高い方では、気温の低い冬には特に注意が必要です。「暖かい

部屋から寒い屋外に出る」「寒い脱衣所で服を脱ぎ、その後急に熱い 

お湯につかる」など、冬は体が急激な温度変化にさらされる機会がた

くさんあるからです。急激な温度変化は血管の収縮をもたらし、血圧

を急上昇させます。外出時の防寒対策や、トイレや脱衣所も暖房で暖

めるなど家の中の温度差を少なくする工夫が大切です。窓には厚手で

長めのカーテンをかけるなど、暖房効率を上げて節電する工夫も忘れ

ないようにしたいものですね。

血圧と食事
　高血圧の予防・改善と毎日の食事は、切っても切れない関係にあり

ます。肥満がある場合は、まず体重を減らすことが大切です。食べ過

ぎや偏った食事、運動不足など生活習慣を見直し、減量することで、

体重 1kg あたり 1 ～ 2mmHg 血圧が低下すると言われています。

また、血圧は塩分摂取と深い関わりがあり、健康な成人の 1 日あたり

の食塩摂取の目標量は男性 9.0g 未満・女性 7.5g 未満※ 1、高血圧

患者の場合は 6g 未満※ 2 とされています。ラーメン 1 杯に含まれる 

塩分がだいたい 5 ～ 8g なので、それだけでほぼ 1 日分の塩分に相当

してしまうということです。しかし、「減塩が良いのは分かっていても、

おいしくないのは嫌！」という方も多いかと思います。そこで、減塩

でもおいしく食べられるヒントをいくつかご紹介します。

①旬の食材を使う…旬の新鮮な食材は、そのものの味がしっかりして

います。素材のうま味を引き立てる薄味でいただけば、季節のおい

しさを味わいながら減塩ができて一石二鳥です。

②だしを効かせる…京料理などは、塩味が薄くてもおいしいですね。

これはだしのうま味が効いているからです。昆布やかつお節などで

しっかりとだしを取って料理に使えば、塩分を控え目にしてもとて

もおいしい料理になります。なお、市販の顆粒だしなどは塩分を 

含んでいるものも多いので、注意が必要です。

③酸味や香辛料を利用…酢や柑橘の果汁の酸味、香辛料の風味は減塩

の強い味方になります。これらを料理に取り入れると、薄味の物足

りなさをカバーしてくれます。

④具だくさんにする…例えばみそ汁では、具だくさんにすることで 

汁の量を減らすことができるため、味の濃さは変えずに減塩するこ

とができます。

⑤ 1 品はしっかり味をつける…すべての料理を薄味にするのではなく、

1 品だけはしっかりと味をつけると、濃い味と薄い味でメリハリが

つき、おいしく食べられます。

⑥調味料は「かける」ではなく「つける」…例えばお浸しの醤油は、

あらかじめかけておくより、小皿にとった醤油に少しずつつけて 

食べる方が減塩につながります。減塩醤油、減塩塩など、減塩の調

味料も最近は種類が豊富なので、利用してみてはいかがでしょうか。

　塩分を控えるだけではなく、摂った塩分を体の外に出すことも大切

です。野菜や果物、芋などに豊富に含まれるカリウムには、体内の 

余分な塩分を排出する作用があります。カリウムは水に溶けやすいの

で、生で食べたり煮汁ごと食べられる料理にするのがおすすめです。また、

野菜やきのこ、海藻などに多く含まれる食物繊維は、腸管の内側にくっ

ついて塩分や糖、コレステロールを便と一緒に排泄してくれます。

血圧が高い方では、便秘にも気を付けなければいけません。排便時の

いきみが血圧上昇につながるからです。ヨーグルトなどの発酵乳は、

乳酸菌が腸内環境を整え便秘を解消するといわれており、積極的に 

摂りたいものです。また、特定の乳酸菌が作り出す「ラクトトリペプ

チド」の一部には血圧の上昇を抑える働きがあることが分かっています。

　もう 1 つ大切なことは、自分の血圧をこまめにチェックすること

です。日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン 2009 では、診察室

での血圧の場合は収縮期 140mmHg または拡張期 90mmHg 以上、 

家庭での血圧の場合は収縮期 135mmHg、拡張期 85mmHg を高血

圧の診断基準としています。日頃から血圧を測定することを習慣づけ、

基準を超える値が続く時は、病院を受診するようにしましょう。

冬の健康と食事 ―高血圧―

※1 厚生労働省「日本人の食事摂取基準 (2010 年版 )」より　※ 2 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン 2009」より

平成 23 年度は「早ね早おき朝ごはん」をテー
マに、小学校の中学年～高学年生を対象とし
た小冊子「ごはんだもん！げんきだもん！」
を制作。教育の現場や保健センター等で子ど
もたちの食育指導に活用されています。

DIJF のホームページでは、３事業を柱とした協会の活動内容を紹介。子ども向け
の食育特設サイトには、小冊子「ごはんだもん！げんきだもん！」の内容を掲載。
同内容のパンプレットもダウンロードできるようになっています。

　一般財団法人ダノン健康・栄養普及協会

（THE DANONE INSTITUTE OF  JAPAN 

FOUNDATION ＝ DIJF） は、 食 と 栄 養、

健康の関係性に対する深い理解を促し、人々

の健康増進をサポートとする目的で生まれ

た非営利組織です。ダノングループによって

設立されたダノン・インスティテュートの

日本支部として、平成 10 年につくられま

した（平成 22 年より一般財団法人として

活動）。

　ダノン・インスティテュートは、世界

17 カ国に拠点を有し、ダノンの展開する、

食と健康的なライフスタイルを推進する活

動の中心的な存在です。

　その科学的水準の高さは、医学や栄養学

など様々な分野の著名な専門家の協力によ

って支えられています。

　日本においては、DIJF によって以下の

３つ事業を柱に活動が展開されています。

① 学術助成事業
　とくにプロバイオティクスと小児・高齢

者の栄養に重点を置き、健康と栄養に関す

る優秀な研究を助成する活動です。

　平成 11 年より継続的に助成を実施し、

これまでに受贈者数 108 名、総額 1.8 億円

の助成を行っています。平成 23 年度も総

額 1,200 万円、６件の助成を実施してい

ます。

②ダノン健康・栄養フォーラム事業
　管理栄養士、栄養士を主な対象に、健康

や栄養に関する最新の科学的情報を提供す

る活動です。

　平成 11 年より毎秋、ダノン健康・栄養

フォーラムを開催しています。健康・栄養

に関するタイムリーかつ必要とされている

事柄をテーマに、参加費無料で実施してい

ます。平成 23 年度は、「第２次食育推進

基本計画−−生涯にわたる食育—」をテー

マに開催し、健康・栄養分野に携わる多く

の専門家が参加しました。

③食育情報事業
　一般の方々、とくに子どもたちにもわか

りやすいように、栄養と健康の基本的知識

や情報を提供する活動です。

　幼児から保護者の方々まで、幅広い年齢

層に楽しく食に関する知識を身につけても

らえるように印刷物や WEB コンテンツを

制作。一般の方々に広くご紹介しています。

食・栄養・健康に関する知識を深め、
健康増進に寄与する活動を展開しています。

DIJF（一般財団法人ダノン健康・栄養普及協会）の活動

食育情報サイト
http://www.genki-danone.jp/

オフィシャルホームページ
http://www.danone-institute.or.jp

食や栄養に関する研究支援、ヘルスケアのプロ
育成、栄養学情報の提供などを目的に、毎年、
助成やフォーラム開催を実施しています。



編集・発行人： ダノンジャパン株式会社 SSD 乳性原料部　TEL：03-6361-6645　E-mail：fumio.hanawa@danone.com

【お詫びと訂正】ダノンデイリーニュース VOL.2  東日本震災号の編集にあたり、誌面に掲載されたお名前に誤りがありました。本誌にて訂正させていただきます。
 訂正内容（敬称略）：【誤】近野  美知雄 → 【正】今野  美智雄　【誤】近野  剛 → 【正】今野  剛　 ご迷惑をお掛けしましたことに深くお詫び申し上げます。



共同型酪農経営モデル
「ミネロファーム」

Danone Dairy News 
www.danone.co.jp/group/

ダノン デイリーニュース
2012.7
VOL.04

特集



2 3

てしまうと再開する人はなかなかいないのが現状。避難した

人にとっては、酪農を再開できるのか、そもそも元の場所に

戻れるのかさえも分からない、そんな不安のなかにいました

が、去年の 6 月、ダノンジャパンさんから福島の酪農に対し、

何か支援できないかという申し入れをいただいた。酪農家に

とって牛の匂やさまざまな音は生活そのものでしたし、飼育

に携わる人は多くはなくとも、そこに行けば牛がいる、仲間

にも会える、そんな牧場を作ることができればと話したこと

が、このプロジェクトの発端です。

ー牧場はどのように確保したのでしょう？

岡　一から牧場を立ち上げるとなると莫大な資金が必要にな

るので、まずは既存の牧場を改修して事業を始めることにし

ました。ミネロファームとしてオープンした土地と建物は、

震災で大きな被害を生じたために経営継続が困難となってい

た福島市の酪農場を NPO 法人 福島農業復興ネットワーク

(FAR-Net）が借り受け、ダノングループの協力を得て、整

備しました。原発事故から 1 年が過ぎ、酪農 ･ 農業から撤

退する人が増え、さらに 2，3 年と続いた場合、日本の酪農

･ 農業を担う人がさらに少なくなってしまうという危機感か

ら、一刻も早く、かつての仕事を取り戻す必要があるという

思いで NPO 法人を立ち上げ、事業化を急いだわけです。

共同経営の形態で､働き方を変え、
生活の質の向上を図る

ーミネロファームの特徴は何でしょうか？

岡　ミネロファームの特徴は、共同経営の酪農形態にありま

す。従来の形態に多い家族単位による小規模経営に比較して

土地や設備、家畜への大規模な投資ができ、生乳の生産量を

拡大することで経営の安定化を図ることが可能です。また、

共同で経営することのメリットは、その働き方にも表れます。

勤務シフトを組むことができ、酪農家の生活の質の向上も図

ることで、後継者不足の解消にも繋げることができます。

NPO が主体となり、参画する酪農家には共同経営の手法や

大規模酪農について学ぶトレーニングをするモデルも構築し

たいと思っています。地域の酪農家同士が情報を交換する場

を設けることで酪農家が経営のスキルを磨いたり、新規参入

者がノウハウを学びやすい環境も提供したい。また、学生や

一般の人に対しても ､ 酪農体験プログラムや教育プログラム

を実施することで、地域との繋がりを強めたり、酪農への理

解を深めてもらうことも事業の大事な要素となっています。

ー運営スタッフは被災した酪農家があたるそうですね。

岡　当初の運営には ､ 原発事故の影響で休業せざるを得なく

なった 5 名の酪農家があたりますが、酪農業に関心を持つ

すべての方を対象に参加者を募っていく予定です。また、農

場管理責任者には、飯舘村に入植する前に大規模な酪農場で

もう一度、福島で酪農ができる
歓びを噛みしめて……
福島の酪農の底力をお見せします

NPO 法人 福島農業復興ネットワーク (FAR-Net）
ミネロファーム農場管理責任者

田中 一正さん

Fukushima Minero Farm
Danone Ecosystem Fund
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福島市
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須賀川市

喜多方市

相馬市

二本松市
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会
津
美
里
町

　福島市から南西へ約 9 キロ。地名の峰
み ね み ち

路を名の由来に生ま

れた共同型酪農経営牧場「ミネロファーム」は、福島を起点と

した酪農復興を目指し NPO 法人 福島農業復興ネットワーク

(FAR-Net）が牧場を経営し、ダノングループが支援するプロ

ジェクト。酪農業の収益性及び生活の質を改善し、それによっ

て高齢化や後継者不足に悩む酪農業界への若者の参加を促進し、

日本の酪農業界全体の活性化を図る。その取り組みは、原発事

故で被災した酪農家の就業機会を創出することも設立の目的と

しています。2012 年 7 月に始動した同プロジェクトについて、

NPO 法人 福島農業復興ネットワーク (FAR-Net）理事の岡 正

宏さんと農場管理責任者である田中 一正さんに事業の狙いや

思いを伺いました。

仏ダノングループのエコシステムファンドの支援のもと、
震災からの復興と酪農業界の課題に挑む、
共同型酪農経営モデル「ミネロファーム」が
いよいよ始動します

被災した酪農家が、仲間と会い、
牛の匂いや音に触れられる場を

ープロジェクトの構想はいつ頃立ち上がったのでしょう？

岡　原発の事故以来、福島県浜通りの酪農家の多くは避難を余

儀なくされ、休業せざるをえない状況に追い込まれました。酪

農は牛を世話し、毎日乳を搾る大変な仕事です。重労働ですが、

毎日続けているとそれも苦ではなくなるんです。でも一度辞め

休業中の酪農家の雇用創出と
地元福島の酪農文化の新たな可能性
その礎を築く新たな取り組みです

NPO 法人
福島農業復興ネットワーク (FAR-Net） 理事

岡 正宏さん

すべては、震災からの復興と
福島から酪農業界の新たな地平を拓くために

Special  Edition

ミネロファームの概要
◎所在地 ： 福島県福島市松川町  水原字峰路8-13
◎敷地面積 ： 48,401㎡
◎牛舎 ： 1棟 / 2,333㎡
◎ホスピタルペン ： 164㎡
◎パーラー ： 324㎡（10頭Wパラレル）
◎堆肥処理施設 ： 1棟 / 1,500㎡
◎堆肥舎 ： 2棟 / 1,740㎡
◎倉庫 ： 2棟 / 780㎡
◎家畜頭数 ： ホルスタイン種 乳牛150頭
　（2012年末までに取得）
◎スタッフ ： 14名（運営スタッフ5名、契約従業員9名）
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ダノン「エコシステムファンド」は、ダノンやその子会社を取り巻くすべての事業関係者の成長や発展につな

がる支援を行う目的で、2009 年にダノンが設立した基金。設立時に 1 億ユーロ、さらに 2010 年から 5 年間、

年間純利益の最大 1 パーセントを加えていく仕組みとなっています。現在、世界各地で 39 のプロジェクトに

支援を行っており、資金面の支援のみならずプロジェクトの管理や経理、品質管理といった技術面での支援を

もカバーしていく予定です。支援の対象となるプロジェクトは次の通りです。

１）雇用の創出や中小企業を支援する経済活動

 または起業家プロジェクト

２）技術取得または再雇用を目的とする技術指導プログラム

 なお当ファンドは、各国のダノン現地法人による提案から選定され ､ 各地域の非営利団体との協力のもと、

活動することが条件となっています。

世界で39のプロジェクトを支援
ダノン「エコシステムファンド」

の管理経験がある田中さんを指名。是非ともこの事業を軌道

に乗せたいと思っているところです。

田中　酪農の学校を出て、新卒で企業が経営する大規模農場

で 7 年勤めました。その後 ､ 新規就農の地として飯舘村で

独立し、足掛け 10 年という節目の去年被災しました。家が

あったのは長期帰宅困難地域に指定された長泥地区です。震

災後は自分が飼っていた牛を無事に処分し終えてから、県南

の西郷村で避難した人たちの育成牛を預かっていた牧場で管

理をしていました。その後は、山形県の飯豊町にある牧場で

お世話になってという感じで、震災後も休む間もなく酪農の

現場に臨んできました。なんでこんだけ働かなきゃいけない

のって（笑）、自分でも呆れるくらい頑張ってきましたね。

ーミネロファームに掛ける思いは？

田中　規模の違いは有れど十年前にも一から牧場を立ち上げ

たわけだし、それまでは 1300 頭の乳牛を飼育する栃木の

牧場で管理をしてきたので、やるべきことは分かっている。

その経験で運営チーフを任せもらっていると思うんですが、

福島に来てからお世話になりましたし、ここで恩返しをしよ

うという気持ちが強い。ミネロファームは、初めて酪農家を

志す人をトレーニングしたり、そのノウハウを集積するとい

った新しいチャレンジができることにも働き甲斐を感じます

ね。福島の酪農の復活という、本筋を見失わずに経営に参画

していければと思っています。

　今回のミネロファームの開設にあたっては ､ 仏ダノングル

ープ及びダノンジャパンが自社のエコシステムファンドを通

じて支援しています。同ファームは、2012 年の 9 月中に生

乳の生産を開始予定。年内には乳牛約 150 頭の規模を目指

し、2015 年までには計 200 頭までに拡大。年間 1700 ト

ンの生乳生産を目標としています。共同型酪農経営という古

くから行われていて、今新たにチャレンジしがいのあるモデ

ル、「ミネロファーム」は地元福島のみならず、酪農業界か

らもその成果が注目されるプロジェクトとなっています。

（上）ミネロファームの堆肥舎　ここへの導線の
一部が震災でダメージを受けているが復旧作業中。

（下）フリーストールの牛舎　扇風機など、牛を
迎える準備はまだこれから。

第2、第3のミネロファームを立ち上げ、
福島酪農の真の復興を果たす

ーおしまいに、NPO 法人 福島農業復興ネットワーク

(FAR-Net）の今後の展開についてお聞かせください。

岡　飼料については当面は全量を購入飼料で賄うことになり

ますが、循環型酪農を目指す点からも、被災酪農家でコント

ラクターを組織することも考えています。今後は請負作業を

しながら自給飼料生産に取り組んでいければ、と。そうして

ミネロファームを経営モデルとして数年以内に第 2、第 3

の牧場を展開していくことが目標です。こうした取り組みの

一つひとつが福島酪農の復興、酪農の進歩に貢献できるもの

と確信しています。

250の小規模農家に対し乳牛を
購入するための資金を調達する 
プログラム。資金の他に安定した
生産を確保するために餌の管理や
乳 牛 の 健 康 管 理 な ど 技 術 的 な 
サポートも行っています。

CIATER DAIRY DEVELOPMENT PROGRAMインドネシア

ミルクの需要が高いものの利益確保
が難しい状況下で、NPO法人と協力
して品質と生産性を向上させ、ミルク
生産─購買─消費の一貫した流れの
なかで小規模の酪農家の地位を確保。
所得アップに繋がるような技術的な
指導も行っています。

DANFARM EGYPTエジプト

生産量の低下や貧困に悩む酪農家に対し、
新しい生活共同体形式（Coop）の酪農モ
デルを通じて、生産性の向上、QOLの改
善を実現するプログラム。2010年6月に
NPO法人と協力して立ち上げたもので、
2300人の酪農家が参加。各自200時間の
研修を受け、60もの雇用を創出しています。

UKRAINE COOP LEARNING FARMウクライナ

ノルマンディー地方で2010年
3月から有機ミルクの生産を
試みている300人の酪農家
に対し、必要な技術を指導
するとともに経済的なサポート
をしています。

REINE MATHILDEフランス

Fukushima Minero Farm
Danone Ecosystem Fund

2008年から約1000人の小規模酪
農家が利用する搾乳所を18カ所設置
し、衛生的な搾乳を実現するととも
にトレーサビリティも確立。今後は
2000人規模の酪農家が利用できる
搾乳所を整備していく予定です。

CENTRAL MILK PARLOR TURKEYトルコ

NPO 法人  福島農業復興ネットワーク（FAR-Net）
http://far-net.or.jp/



二代目不退転の決意。牛の数を５倍に
　大野美信さんが酪農の仕事を初めて経験したのは、
今から 15 年ほど前。なぜか就職先の土木建築会社で、
しかも本業の前後にアルバイトという形だったとか。

「昔から家を継ごうと決めていましたが、このときはま
だ。勤めていた会社の奥さんが牛を 80 頭くらい飼育
していて、その世話をさせてもらったのが最初でした」
　土木と酪農の二足の草鞋で働きながら、結婚し、子供ができ、
やがて家業を継ぐことに。12 年前のことです。

「親父の代は稲作が中心で、牛は 20 頭ほどでした。しかし、米
の価格は下がってきているし、それなら酪農を大きくできないか
と考えたんです。もちろん、自分の経験が浅いこともわかってい
ましたが、思い切って親父に言ったんです」
　お父様からの返事は、「拡大は時期尚早」というものでした。
でも、一度心に決めたからには大野さんだって簡単には諦めません。

「『できないなら、出てく！』と私の決意を伝えて、ようやく許し
てもらったんです。親父も最後は『先祖からもらった大切な土地
を活かすならバチは当たらないだろう。俺はお前に賭ける！好き
なようにやれ！』って言ってくれて」
　こうして酪農農家として本格的に仕事を始めた大野さん。20
頭の牛は一挙に 100 頭まで拡大することになったのです。

仲間に支えられ、手に入れた“いま” 
　事業ベースで考えれば規模の拡大は必要。でも、酪農は前の職
場で３年間経験したのみ。この状態で決断するのは勇気のいるこ
とだったでしょう。

「地域の酪農仲間や業者の人たち、本当に多くの人に支えられてき
ました。まるで自分の家のように手伝いに来てくれて、そして、い
ろんなことを教えてくれました。おかげでここまで来られました」
　もちろん、大野さん本人の努力も並大抵のものではなかったはずです。

連なる牛舎では、牛たちがゆっくりと草を食んでいました。
そんなのんびりとした風景の中で、大野牧場スタッフの皆
さんが静かに牛たちへ視線を向けていました。「撮影するな
ら、みんなでお願いします」。これが、今回、ご紹介する二代
目酪農家、大野美信さんと交わした最初の会話でした。牛も
家族、スタッフも家族、犬も猫も、みんな家族。全て合わせれ
ば250を超えるかというアタマ数。大所帯を背負って立つ
大黒柱は、その頼もしさとは裏腹に、はにかみがちな可愛ら
しい笑顔の持ち主でした。

「１日のほとんどを牛舎で過ごしていましたね。とにかく
牛の状態を見ておくことが大事だと教わりましたから」と
振り返ります。周囲の応援を受け、努力はやがて成果とな
って、今では 200 頭の牛を飼育する規模になりました。

「とにかく、いまは前に進むしかないです。一生懸命やれ
ばきっとうまくいく。ここまでやってこられたのですか
ら、これからも妥協はしたくないですね」

思いやりと感謝を忘れない
　大野さんに毎日の日課をたずねてみると、「朝、子供たちが出
かける前に牛舎から一度家に戻ります。皆の顔を見て、また仕事
に戻る。ささやかな朝の日課です」という答えが返ってきました。
家族思いのお父さんの一面が見えてきます。
　中学一年生の長女を筆頭に、小５と小２の女の子、そして、保
育園に通う４歳の長男と、４人のお子さんに恵まれました。

「子供たちも牛舎に来ますよ。子供たちにかっこいいと思っても
らえるような酪農をやりたいです」と大野さん。
　そして、牛舎で頑張るご主人に代わり、家庭を守る奥様も、家
事の合間に酪農の仕事を手伝います。

「育児で疲れたとき、仕事を手伝うと気分がリフレッシュできま
す。つい最近、人から『農家は幸せだね。子育てが終わっても仕
事があるし、やりがいがあるね』と言われて、本当にそうだなと
思いました。サラリーマン家庭で育った私は、嫁ぐまで気づかな
かったですけど」と奥様。
　家庭と仕事を二人三脚で頑張る大野さん夫妻に、牧場のスタッ
フの皆さんもサポートを惜しみません。

「みんなに支えてもらっています。『子供がいるんだから行ってら
っしゃい』と、泊まりがけの旅行にも行かせてくれました。休み
のない酪農の仕事で、１日でも２日でも家族サービスできる日が
あるのは幸せです。スタッフを大事にしなくちゃいけないと、そ
れはいつも思っていますね」

　的確な診断と処置で乳牛たちのいのちを見守る獣医師さ

ん。酪農家さんを縁の下の力持ちとして支え、牛のライフ

サイクルのすべてに関わる獣医師さんをご紹介する新企画

がいよいよスタート。栄えあるトップバッターとして、福

島県酪農業協同組合の佐藤 正晴さんにお話を伺いました。

ー獣医師を目指そうとしたきっかけは？

出身が新潟県の佐渡市で、

漁業が家業。食品の加工も

やっていたので、動物は飼

えない環境でした。動物が

好きだったけれど、飼えな

かった環境のなかで動物に

対する思いが膨らみ、獣医

師を目指すきっかけになり

ました。生き物はいろいろ

いますが、大きな動物が好

きですね。

ー牛はみんなおっとりしているように見えますが、乳牛

と肉牛では違うものですか？

乳牛と肉牛とでは、同じ牛なのに気性も生理もまったく違

う。ホルスタインは乳を出す動物で、ストレスがかかって

病気になるケースが多いし、繁殖にも影響が出るので細や

かにケアをしてあげなくてはいけません。肉牛は子供を育

てるときしか乳を出さないし、あまりストレスがかからな

い。繁殖面の管理も肉牛は乳牛に比べて容易ですね。

ー獣医さんのお仕事の中身は？

事務所には 4 人の獣医がいて、仕事を振り分けながら仕事

にあたっています。急患があれば各人が直行するし、餌を

食べないとかで往診の依頼があれば農家さんのところへ飛

んでいく。牛に発情の兆候があるという連絡が入れば、授

精のタイミングを見極めるために出向きます。病気の治

療や繁殖時の処置だけが獣医の出番というわけではなく

て、乳牛の専門医としては乳質を守ることも大事な仕事で

す。平時には乳房炎の予防を第一に、衛生的な搾乳の指導

もするし、乳質に異常が見

られれば、機械のシステム

との関係なども疑いながら

細やかに診断しています。

ーお仕事のやり甲斐を感

じるのはいつでしょう？

順調に妊娠させたり、その

牛が無事に子供を生んだり、

あるいは病気を治したり…。

生命に関係する仕事として、

牛のライフサイクルのすべ

てに関われることが醍醐味ではないでしょうか。あとはそ

れらがうまく回転して酪農家が経営的に安定していくのが

一番。顔色の良い農家さんと接するのは、乳牛を専門とす

る獣医の特権ともいえるかもしれませんね。

ー今後についてはいかがですか？

私たちの管轄では、ミネロファームが開設されたので、事

業が順調に軌道に乗るよう協力していきたいですね。福島

県はいま原発の事故が酪農自体に大きな影響を及ぼしてい

ます。乳牛の頭数は減っていますし ､ 実は獣医の数も同様

です。でも苦境の時こそ踏ん張りどころ。組合員とともに、

福島の酪農文化を守っていきたいと思います。

栄養管理から病気治療
分娩･出産まで
好きな牛の一生に
関われることが歓びです
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（中下）幼なじみの２人。偶然の再会がきっかけとなりゴールイン。「結
婚した時は、まわりも驚いたけれど、自分たちも驚きました」と、笑う
お二人。仲の良さをみれば、偶然ではなく必然だったのではと思えてき
ます。

（左）離乳間際の仔牛はやっぱりミルクが好き。哺乳瓶に勢い良く吸い付
く姿は元気そのもの。

（中上）大野さんに、嫁取り問題解消を聞いてみると、「この地域には私
より若い２代目、３代目も多いですよ。すでに結婚している人もいま
すけど、牛には愛情を注げるのに、相手が女性だとうまくできないとい
う人もいますね。牛に接するようにすればいいのになぁと思うんだけど

（笑）」と大野さん。

I N T E R V I E W～獣医さんを訪ねて～

佐藤 正晴さん

福島県酪農業協同組合
県北酪農指導所

所長 獣医師

家
族
と
、仲
間
と
、牛
と

み
ん
な
で
つ
く
る
未
来

I N T E R V I E W

二代目

栃木県那須塩原市

大野 美信さん



『ダノン デイリーニュース』をご覧いただき、誠にありがとうござ
います。
既存の酪農専門誌とは異なる角度から、酪農関係者の皆様へ情報
をお届けすることを主とし、昨年の冬に創刊されました。皆様の 
おかげをもちまして、今号で4回目の刊行となりました。
そこで、皆様のご意見をうかがい、今後の参考とさせていただく
ため、別紙のアンケートにご回答をお願いいたします。
誠に恐縮ですが、ご記入いただいたアンケート用紙は弊誌事務局へ
ファックスにてお送りください。
期限内にご回答いただきました方の中から抽選にて、5名様に 

「ダノンビオ：6パック入り」をお送りいたします。（お送りする 
条件については右記をご参照ください）

ご回答期限：平成24年8月末日（以降のご回答は抽選対象となりません）
抽選結果の発表：賞品の発送をもって発表に代えさせていただきます。
ダノンビオの発送：平成24年9月中旬ごろ、クール宅急便にてお送りします。

（到着日のご指定などはできません）

ダノンビオをお送りするのはご回答者ご本人に限られます。
別所への発送、第三者への送付や譲渡などはできません。

アンケート用紙の内容に不明な点や確認の必要がある場合には、弊誌事務局担当者から、
お電話にてお問い合わせのご連絡をする場合があります。

個人情報の取り扱いについては、弊社ホームページをご覧ください。
ダノンジャパンプライバシーポリシー：
http://www.danone.co.jp/info/privacy.html

「ダノンビオ」プレゼントのお知らせ・アンケートご回答のお願い

編集・発行人： ダノンジャパン株式会社 SSD 乳性原料部　土岐 潤一　E-mail：junichi.toki@danone.com

ダノンジャパンについて　www.danone.co.jp
ダノンジャパンは、25 年以上にわたり、日本の消費者の皆様に栄養価のあるチルド乳製品をお届けしています。
今日では、「ダノンビオ」、「ダノンデンシア」、「プチダノン」、「ベビーダノン」の製品を取り揃え、おいしさだけでなく、ヘルシーな食品をお届けしています。
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「ミネロファーム」、1年の軌跡
   牧場の二代目は、栄養士だった!!

特
集
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NPO法人 福島農業復興ネットワーク (FAR-Net）
ミネロファーム農場管理責任者

田中 一正さん

白い外観が印象的な瀟洒なコミュニティハウス 中は酪農家同士の情報交換や研修などに使用

(上)食欲全開でエサを食む元気な乳牛たち

(左)乳質の高さを証明したコンクールの賞状

いい乳牛を夢見るミネロファームの未来を背負う子牛たち
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酪農復興を目標に新しい可能性の     開拓に挑んだ、
共同型酪農経営モデル「ミネロフ    ァーム」の1年

　福島駅で東北新幹線から在来線に乗り換え、2つ目の金谷川

駅で下車。迎えにきていただいたNPO法人　福島農業復興ネッ

トワーク(FAR-Net)の広報・増子裕人さんの車に乗り込み、

のどかな田園地帯を15分ほど走ると、小高い丘の上に共同型

酪農経営モデルを実践する「ミネロファーム」の建屋が見えて

きた。昨年本誌でも紹介したこの牧場は開設より1年が経ち、

福島県の酪農復興のシンボルとして多くのマスコミにも取り

上げられている。そんな「ミネロファーム」を訪ね、この1年

間の歩みの中で見えてきた共同型酪農経営の可能性や課題、

将来像などを聞いた。

牧場開設からの1年は、まだまだ準備段階。
　ミネロファーム農場管理責任者・田中一正さんの案内で牛舎に入

ると、150頭の乳牛たちが賑やかに出迎えてくれた。他の施設に預

けてある45頭の子牛を含めると、現在195頭を数えるという。

そして、150頭のうち、100頭ほどに種がとまっているとのこと。

「牧場ができて僅か1年です。2産目の牛も生まれていないこの段

階で、うまくいっていると言うのは早計だと思います。我々は常

に100%を目指してやっているので、たとえ起こったトラブルが

機械のちょっとした故障一つだったとしても、現状に満足してい

るとは言えません。ですから、ミスやロスを無くし、いま預けて

いる子牛たちが戻って搾乳できるようになり、さらにはウチで生

まれた牛で回せるようになって、初めて牧場としての成否評価の

対象になると思います。牧場づくりは、スパンの長い仕事です。

まだ始まったばかりですよ」

　現在、搾乳できる牛は130頭ほどで、1日の乳量は平均3トン。

この牧場規模において乳量は適正とのことだが、開設1年足らず

で福島県の乳質コンクールにおいて最高位の賞を獲得したとい

うから驚きだ。飼料やケアの仕方など、独自のノウハウがある

のか尋ねてみたが、何も特別なものはないという。「酪農に

一発逆転満塁ホームランはありません。特別なことをやるので

はなく、基本に忠実に、正しいと言われることを当たり前にや

る。酪農は、この繰り返しです」

月に8日の完全休養日。課題はやはり飼料コスト。
　ここミネロファームでは田中さんを含む、計5名のスタッフで

ローテーションが組まれ、1週間に1日、隔週で2日、1ヵ月で7

～8日は休みが確保できるシフトになっている。

「もちろん、夏休みとかもっと長い休みも取れますよ。その分、

他の休みを削ることになりますが…(笑)」。家族経営の牧場と比

べ、自宅と牧場がはっきり分離しているため、オン・オフのメ

リハリがつけやすい。これは共同型酪農経営のメリットと言え

るだろう。また、ここで働くスタッフは、震災前まで自分の牧

場を切り盛りしていた一国一城の主たち。それぞれが培ってきた

ノウハウを共有できる点も、この牧場ならではの強みではないだ

ろうか。

　飼料については自給率ゼロで、すべてを購入しているとのこと。

自給するにしても土地の問題、人手の問題、何より人件費を考え

た時に難しいのだという。「畑仕事が増えれば、当然そのための

人を雇うことになりますよね。その人件費を飼料の購入費に充て

ると考えれば、この牧場のスタイルで本当に自給した方が安く済

むのかどうか…。結局、自給できるところは家族経営が多く、そ

の場合、畑仕事にかかる人件費は家族の頑張りによって賄われて

いるのが現状ではないでしょうか」。やはり経営コストの大半が

飼料代となることは他の牧場同様に大きな課題であり、今秋には

稲のアオ刈り“ホールクロップサイレージ”の導入も考えている

とのことだが、刈り入れ時期がまちまちで、それによって飼料と

しての質が変わってしまうのが少々不安なのだとか。

ミネロファームの概要
◎ 所在地：福島県福島市松川町 水原字峰路8-13
◎ 敷地面積：48,401㎡
◎ 牛舎1棟：2,333㎡（フリーバーン：54頭＋54頭／
　 フリーストール：60頭＋60頭）
◎ ホスピタルペン 1棟：164㎡
◎ パーラー 1棟：324㎡（10頭Wパラレル）
◎ 堆肥処理施設 1棟：1,500㎡
◎ 堆肥舎 2棟：1,740㎡
◎ 倉庫  2棟：780㎡
◎ 家畜頭数：ホルスタイン種乳牛150頭
　 （2013年7月現在）
◎ スタッフ：5名
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この日のシフトは3人態勢、

左から田中さん、今野さん、長谷川さん



「食を通じてより多くの人々に健康をお届けすること」
を使命にかかげるダノングループでは、2000年に設定
した容器の軽量化や、水およびエネルギー消費の削減
といった長期目標のほとんどを2008年までに達成して
います。また、カーボンフットプリント、容器、水源
保護、農業、生物多様性の5つの分野を優先課題と定め、
そのための取り組みを継続的に行っています。

世界のさまざまな栄養・健康の問題を解決するために。
国際的専門研究機関ダノンリサーチや、食と栄養、そし
て健康の関係性についてより深い理解を促進することを
目的とした非営利組織ダノン・インスティテュートなど
と協同し、人々の健康を促進するための商品開発や活動
を行っています。

ダノングループは、ダノンのビジネスを取り巻く社会+
経済環境、すなわち「エコシステム」の強化に取り組
んでいます。安定したビジネスは、より安定した環境
があってこそ。従業員やサプライヤー、消費者などの
ビジネスを取り巻く多様なステークホルダーに気を配
りながら、これまで世界各地の経済発展に貢献する仕
組みを構築してきました。2009年に設立した「エコシ
ステム基金」はその一例で、ミネロファームのサポート
にも活用されています。

持続的な基盤に基づいた社会的な目標を掲げたビジネ
スは、世界における貧困や栄養不良に立ち向かう有効
な手段となりうる。ダノングループは、「ダノン・コ
ミュニティーズ基金」を設立し、世界の貧困・栄養の
問題解決を目指すソーシャル・ビジネスを支援してい
ます。2006年グラミン銀行と共同で設立したバングラ
デシュのグラミン・ダノンフーズは、その一例です。

「企業の経済的成長と社会の発展は、歩みを共にしなければならない」̶この経営方針を1972年に表明して
以来、企業と社会が共に発展するための活動に積極的に取り組んできたダノングループ。事業を展開する地域
の社会的状況を考慮しながら、コミュニティが直面する課題やニーズを汲み上げ、産業インフラの整備や雇用
の創出、生活環境の改善など、さまざまなサポートを行っています。

 

NATURE
健全な自然環境を
維持するために

FOR ALL
世界中に健康を届けることを
使命として

PEOPLE
世界各地の経済発展に
貢献するために

HEALTH
世界の貧困・栄養の
問題解決のために

「ミネロファーム」を応援する

企業と社会が共に発展するための取り組み
̶それがダノンの「デュアル・コミットメント」
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（上）手前の建屋が搾乳施設。奥には牛舎が見える
（下）暑い福島の夏対策、オートミストの作動状況を確認する田中さん
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ミネロファームに、酪農に、描く未来は多彩。
　FAR-Netの福島を起点にした酪農復興プランを、ダノンの経営

方針にある の一つとしてサポートす

ることで始まった共同型酪農経営モデル「ミネロファーム」。この

先、どのような将来像を描いているのだろうか。田中さんは、「これ

は酪農という大きな括りになりますが、例えば授精、飼料、機械

といった各分野に特化した高度なスキルを持つエキスパートが集

まったら一体どんな牧場ができるのか、興味がありますね。もし

これが実現し、成功すれば、また新しい酪農のカタチを示せるの

ではないでしょうか」。一方、FAR-Netの増子さんは、「牧場と

してミネロの経営安定はもちろんのこと、今後は酪農を志す若者

のための酪農塾、あるいは牧場を継ぐ人のための二代目塾として

も活用して、福島県のみならず酪農全体の復興にもっともっと貢

献したいですね」 

　いよいよ2年目に入ったミネロファームが、果たしてどのような

牧場へと成長していくのか。これからもその動向に注目していき

たい。

［ミネロファーム酪農実習生募集のお知らせ］
実際に牛に触れながら酪農を学ぶトレーニングプログラム。

新規就農者はもちろん、酪農に興味のある学生・社会人のご応募も

可能です。

詳しくは、NPO法人 福島農業復興ネットワーク(FAR- Net )まで

お問い合わせください。Tel :024-953-6566
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「デュアル・コミットメント」
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お父さんは5時起き。美穂さんは毎朝7時からの登場。睡眠もバッチリで、
可愛いホルスタインの前で“ハイ、ポーズ!!”

（上）エサでおびき寄せる自慢の搾乳ロボット
（下左）除糞した糞を牛舎の外へと運び出すバーンクリーナー
（下右）健康な自給飼料を育てる牧場自家製の肥料

（左）畑いっぱいに積まれたサイレージ
（右）酪農家の“職業病”という牛グッズのコレクション。美穂さんの手にはスペイン
           で買ったお気に入りの赤い牛の置物が

二代目  ■  
群馬県安中市「須貝牧場」 須貝 美穂さん

「
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今回は群馬県安中市にある「須貝牧場」に、二代目酪農家

として日々牛と奮闘している須貝美穂さんを訪ねました。

ピンクの長靴に紺色のピンストライプのお洒落なツナギ。

そして、明るい笑顔。重労働といわれる酪農をどこか楽し

んでいるような美穂さんに、後継者となったキッカケや

毎日の酪農生活について語っていただきました。

後継ぎとしての覚悟ができたのは、　　　　　　　　　　
酪農の経営コンクールにおける父の受賞でした。　　　　
　学校卒業後1年ちょっと栄養士として勤めていました。そろそ

ろ次へのステップアップをと管理栄養士の資格修得を考えた時

に、勉強と会社の両立は難しい。それでアルバイトでもしながら

試験に備えようと。そんな矢先に『牧場が大変だから手伝って欲

しい』と父に打診されました。私としては「嫁に行くぐらいまで

なら」と軽い気持ちで手伝うことにしましたが、牧場の仕事の忙

しさから抜け出せなくなり、嫁にも行かずこうしていまも牛の世

話をしています(笑)。ただ、最初の頃は管理栄養士のこともある

し、『後継者』と言われるのが嫌でした。牧場の後継ぎなんだと

覚悟みたいなものができたのは6年ほど前です。ちょうどその頃、

所属団体の経営者コンクールみたいなものに父が出場し、日本各

地から集まった多くの酪農家の中から優

秀賞に選ばれました。それで、「全国に

通用する酪農家だったんだウチは … 」

と誇らしく思えて、この仕事も悪くない。

父が努力して築いてきたものを絶えさせ

られないと、本気で酪農に取り組むよう

になりました。

搾乳ロボット導入のおかげで手があく時間は、　　　　　
畑仕事や次のための勉強にと有効活用しています。　　　
　現在、この牧場では、育成牛35頭を含むホルスタイン115頭と

繁殖和牛30頭を私と両親、そして祖父の4人で面倒をみています。

実はこの祖父も酪農をやりたかったようですが、曾お爺ちゃんに

反対され養蚕業の道へ。ですから、父が酪農を始めたいと言った

時は、まだ高校生なのに牛を2頭買ってくれたそうです(笑)。朝晩

の搾乳については、乳頭の位置をレーザーで検知し、自動で搾っ

てくれる搾乳ロボットで行い、乳量などの個体データはパソコン

で管理しています。いま搾れるのは60頭ほどで、1回の搾乳時間

は1頭あたり約5分。年間搾乳量は1頭平均9000キロです。通常で

あれば2名の人手が取られるところを、このロボットのおかげで自

給用のトウモロコシやイタリアンライグラスなどの畑仕事に時間を

割くことができますから、とても助かっています。酪農は力仕事も

多く、体力面で女性には辛い部分もありますが、除糞を含め機械に

任せられるところは任せて、私なりにできることを一つずつ増やし

ていきたい。ちなみに目下、受精卵移植師の資格取得に挑戦中です。

とても休みが少ない仕事なので、
自分なりのリフレッシュ方法を見つけています。　　　　
　将来的にはこのロボットをもう一機導入できれば、搾乳する牛

の数を倍にしても大丈夫だし、より高い収益性と安定した経営を

実現できるのかなと考えたりしています。もちろん、この機械を

購入するには相当高いハードルがあるわけで、さしあたっての夢

はもっと休みを増やしたい(笑)。というのも、私の休日は月2日

程度。いまは世界のビールに凝っていて、この前のお休みは東京

で開催されたベルギービールのフェアに行ってきました。日本に

いながら安く海外旅行の気分が味わえるし、私なりのリフレッ

シュ方法ですね。
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85g×2

45g×4

80g×4

2層仕立て ラズベリー＆パッションフルーツ

ダノンビオのラインナップに、新フレーバーが仲間入り！

すりりんご＆にんじん
45g×4

45g×4

45g×4
45g×4 45g×4

いちご

緑の野菜10 黄色の野菜10

りんご
45g×4

70g×3

フルーツミックス

ぶどう＆りんごもも

■ 9月2日～発売予定 ■ オープン価格

プレーン砂糖不使用と
フルーツソースの2層仕立て！！2層仕立て

1895年フランス・パリに創設され、現在は25カ国46校で展開する料理学校。 本科
講座“ディプロム”の卒業生は、世界に通用する技術力の証“グローバル・パスポート”
として、高い信頼を寄せられ、卒業生は料理人やパティシエ、ブーランジェの他、レシピ
開発やフードライターなど、フードビジネスの世界で幅広く活躍しています。

ほんのりとやさしく残るラズベリーの甘みとパッションフルーツの爽やか
な酸味は、砂糖不使用のヨーグルトと相性抜群。さらに、フルーツの粒が
大きめなので、より果実感を楽しんでいただける商品です。 

脂肪0 アサイー＆ラズベリーミックス

■ 9月23日～発売予定 ■ オープン価格

健康的なのに、毎日食べても飽きないおいしさです。
ブラジルでスーパーフルーツと呼ばれているアサイーと相性の良いフル
ーツ、ラズベリーのミックス。
甘酸っぱいラズベリー果肉にアサイーの芳醇な香りを加え、毎日楽しめ
る爽やかなヨーグルトの開発を心がけました。しかも、脂肪0。

消費者投票の結果、
1位のフレーバーが決定！！

乳児用規格適用食品

といっしょにホップ！ ステップ！ ジャンプ！

離乳食を卒業し始めたお子様に。
1カップに1日に必要な
カルシウムの25％※、ビタミンDを配合！

ソースとヨーグルトのユニークな２層タイプ
ベビーダノンは6ヶ月頃からの赤ちゃんの為のヨーグルトです

香

料・
着色料

不使用

2層仕立て

　
フ
ルー

ツのピューレ入り つ

ぶつ
ぶ果肉入り

※「日本人の食事摂取基準（2010年版）」の1～2才の
　カルシウム摂取推奨量（400mg）に対して１カップで25% 

※「日本人の食事摂取基準（2010年版）」の3～5才の
　カルシウム摂取推奨量（600mg）に対して１カップで25% 

編集・発行人：ダノンジャパン株式会社SSD乳性原料部　土岐潤一 E-mail : junichi.toki@danone.com
ダノンジャパンについて　www.danone.co.jp
ダノンジャパンは、25年以上にわたり、日本の消費者の皆様に栄養価のあるチルド乳製品をお届けしています。
今日では、「ダノンビオ」、「ダノンデンシア」、「プチダノン」、「ベビーダノン」の製品を取り揃え、おいしさだけでなく、ヘルシーな食品をお届けしています。
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大きくなったお子様も喜ぶ食感。
1カップに1日に必要な
カルシウムの25％※、ビタミンDを配合！




