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2013 年度「牛乳の日・牛乳月間」イベント活動報告 

2013 年 7 月 24 日 

【概要】 

平成 25 年度の「牛乳の日（6/1）・牛乳月間（6 月）」に連動して、日本全国で酪農乳業関

係団体による牛乳の普及啓発活動が行われた。 

今年の「牛乳の日・牛乳月間」では、現代日本における「乳」の多面的な価値について、

医師・栄養士・学校教諭・研究者・酪農乳業関係者が一堂に会した記念学術フォーラムを

はじめ、全国各地で乳業メーカーの工場見学やイベント等様々な催し物が展開された。 

①全国の乳業工場見学は４０工場、②全国の関係団体による普及啓発イベントは７２件、

③全国酪農協同組合連合会が中心となった「父の日に乳（ちち）を贈ろう！キャンペーン」

は４３件、④各団体によるシンポジウム及びセミナーは１０件、集約すると計１６５件に

のぼり、関係者の取り組み姿勢が大いに伸長したものとなった。 

 

 Ｊミルクでは、業界統一ポスター、Ａ4 リーフレット、Ａ6 パンフレット（２種類）のデ

ータ提供、「牛乳の日」に対する学校現場での認知拡大と話題作りの一環として小学生を対

象とした「牛乳ヒーロー&ヒロイン」コンクールを行った。合わせて、「牛乳の日」の正式

登録（日本記念日協会）を行うとともに、各種のセミナーを開催した。 

また、各地の関連イベント情報の収集と情報公開を行い、各種メディアにも広報を行った。 

 その結果、ＴＶメディアでは１件、全国紙・地方紙計で９９件、web メディアでは 

８９件の取り扱い（露出）を得ることが出来、全国レベルに広がる動きとなったといえる。 

 

 因みに、メディア露出の月別推移を見ると下記の通りとなる。 
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【詳細】 

Ⅰ. イベント等の詳細 

1. 全国の乳業工場見学：40 工場 

№ 地区 主催 会場 

1 北海道 （株） 明治 十勝工場（チーズ館） 

2   雪印メグミルク（株） なかしべつ工場 

3   雪印メグミルク（株） 大樹工場 

4   雪印メグミルク（株） 酪農と乳の歴史館/札幌工場 

5   （株） 函館酪農公社 本社工場 

6 岩手 小岩井乳業（株） 小岩井工場 

7   岩泉乳業（株） 同社工場 

8 宮城 みちのくミルク（株） みちのくミルク本社工場 

9 福島 会津中央乳業（株） 同社工場 

10   東北協同乳業（株） 福島市国体記念体育館 

11 茨城 トモエ乳業（株） 本社工場 

12 埼玉 （有）加藤牧場 バッフィ日高本店 

13   （株）明治 戸田工場 

14   西武酪農乳業（株） 同社工場 

15 千葉 雪印メグミルク（株） 野田工場 

16 東京 森永乳業（株） 東京多摩工場 

17   協同乳業（株） 東京工場 

18 神奈川 雪印メグミルク（株） 雪印こどもの国牧場 

19   タカナシ乳業（株） あしがら乳業工場 

20 富山 とやまアルペン乳業（株） 同社工場 

21 石川 アイ・ミルク北陸（株） 本社工場 

22 長野 信州ミルクランド（株） 同社工場ほっとミルク夏まつり 

23   八ヶ岳乳業（株） 茅野工場 

24 静岡 函南東部農業協同組合 丹那牛乳処理工場 

25 愛知 森永乳業（株） 中京工場 

26   雪印メグミルク（株） 豊橋工場 

27 京都 雪印メグミルク（株） 京都工場 
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№ 地区 主催 会場 

28   雪印メグミルク（株） 京都工場池上製造所 

29   平林乳業（株） 同社工場 

30 大阪 （株） 明治 明治ヨーグルト館 

31 兵庫 森永乳業（株） 神戸工場 

32   雪印メグミルク（株） 神戸工場 

33 鳥取 大山乳業農業協同組合 本所牛乳ヨーグルト工場 

34 広島 有限会社トムミルクファーム 同社工場 

35   グリコ乳業（株） 広島工場 

36 山口 やまぐち県酪乳業（株） 同社工場 

37 福岡 永利牛乳（株） 牛乳工場＆牧場 

38 佐賀 グリコ乳業（株） 佐賀工場 

39 宮崎 有限会社白水舎乳業 同社工場 

40 鹿児島 南日本酪農協同（株） 鹿屋工場 

 

2. 全国の関係団体による普及啓発イベント：72 件 

№ 県 主催 イベント名 会場 

1 北海道 北海道牛乳普及協会他 骨密度測定会 札幌市近郊の大型温浴施設

2 青森 青森県牛乳普及協会 6 月「牛乳の日・牛乳月間」わくわくモーモ

ーフェスティバル 

弘前市 カブセンター弘前店

3 岩手 全農いわて 他 いわての元気はいわての牛乳から～「い

わて牛乳の日」ＰＲ活動イベント～" 

盛岡駅他 

4  全農いわて 他 いわての元気はいわての牛乳から～「い

わて牛乳の日」ＰＲ活動イベント～" 

盛岡市大通、肴町商店街 

5 宮城 宮城県牛乳普及協会 牛乳の日ＰＲキャンペーン 仙台市 さくら野百貨店 

6  宮城県牛乳普及協会 宮城県知事、東北農政局長表敬訪問 宮城県庁 

7  大崎市役所 食楽まつり 2013 大崎市鳴子温泉 

8 秋田 秋田県牛乳普及協会 ミルクフェア 2013 秋田市御所野イオンモール 

9 山形 山形県牛乳普及協会 ラジオ地域ローカル局ワンデージャック 山形県県内 

10 福島 2013 郡山まちなか子どもの

夢駅伝競走大会実行委員会

2013 郡山市まちなか子ども夢駅伝競走

大会 

郡山市 まちなか夢通り 

11 茨城 茨城県酪連 他 茨城県知事表敬訪問 茨城県庁 

12  茨城県酪連 他 水戸駅前ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ JR 水戸駅 
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№ 県 主催 イベント名 会場 

13  茨城県酪連 他 牛乳の日ｽﾍﾟｼｬﾙﾃﾞｰ JR 水戸駅ﾐﾙｸｽﾀﾝﾄﾞ 

14  茨城県酪連 他 ｼｪﾌの作るﾐﾙｸﾗﾝﾁ 水戸京成ﾎﾃﾙ 

15  茨城県酪連 他 水戸駅前ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ ＪＲ水戸駅 

16 栃木 栃木県牛乳普及協会 ミルクの国とちぎ スペシャルミルクデイ

In 下野新聞 ＮＥＷＳカフェ 

宇都宮市 下野新聞 NEWS

カフェ２階 

17  栃木県 とちぎ県民の日 栃木県庁前イベント広場 

18 群馬 群馬県中部農業事務所 他 県産牛乳消費拡大イベント「牛乳でグン

グンぐんまを応援しよう！」 

前橋プラザ元気２１にぎわい

ホール 

19 埼玉 埼玉県牛乳普及協会 報道各社プレスリリース 新聞：県庁・県北記者クラブ 

20  埼玉県牛乳普及協会 ミルクジャパン・牛乳の日関連  告知広

告 

埼玉新聞 

21  埼玉県牛乳普及協会 他 牛乳月間 料理コンクール優秀作品 商

品化・販売 

寄居町 埼玉県立川の博物

館内 カントリーレストラン

「ウォターミル」 

22  埼玉県牛乳普及協会 他 牛乳の日「ミルクフェア」 東松山市 埼玉県こども動

物公園 乳牛コーナー 

23 千葉 千葉県牛乳普及協会 他 ミルクフェスティバル 2013 千葉県立北総花の丘公園

B ゾーン 

24 東京 一般社団法人全国牛乳流通

改善協会 

「ママに牛乳どうぞ」キャンペーン 全国 

25  一般社団法人全国牛乳流通

改善協会 

ポスター配布 全改協加盟店に「6 月は牛

乳月間」のポスターを配り認

知度向上を図る。（6,350 枚

配付） 

26  一般社団法人中央酪農会議 「おねがいＭＩＬＫ ＧＯＤ」（６月：熱中症

編） 

日本テレビ系「ＺＩＰ！」 

27  東北酪青婦 がんばろう東北の酪農 東京都渋谷区 こどもの城 

28  一般社団法人全国牛乳流通

改善協会 

NHK きょうの料理でミルク料理を紹介 NHK E テレ、総合テレビ 

29 神奈川 tvk 日本大通り活性化委員

会 

tvk 秋じゃないけど収穫祭 日本大通り 

30 新潟 北陸酪連 他 ミルクジャパン in 新潟 新潟日報社メディアシップ 

31 山梨 山梨県牛乳普及協会 ヴァンフォーレ甲府表敬訪問 押原公園（昭和町） 
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№ 県 主催 イベント名 会場 

32  山梨県牛乳普及協会 骨密度測定＆混ぜ飲み試飲会、搾乳体

験 

小瀬スポーツ公園（甲府市）

33 長野 全国農業協同組合連合会長

野県本部 他 

６月１日『牛乳の日』６月『牛乳月間』キャ

ンペーン 

松本駅前（お城口前広場） 

34  全国農業協同組合連合会長

野県本部 他 

ＳＢＣ『大人の文化祭』 長野市 エムウエーブ 

35 岐阜 岐阜県酪農農業協同組合連

合会 

６月１日『牛乳の日』６月『牛乳月間』キャ

ンペーン 

岐阜駅前北口駅前広場・杜

の架け橋 

36  美濃酪農農業協同組合連合

会 

酪農まつり 美濃酪連ひるがの北濃牛乳

工場 

37  飛騨酪農農業協同組合 のりくら『グリーンフェスティバル』 国立乗鞍青少年交流の家 

38  関牛乳（株） 関牛乳だいすきキャンペーン 関牛乳店頭 

39  美濃酪農農業協同組合連合

会 

牛乳月間キャンペーン とれった広場 関店 

40 静岡 静岡県庁 他 6 月牛乳月間 普及展示 県庁展示コーナー 

41  一般社団法人静岡市静岡歯

科医師会 

第 20 回 お口健康歯っぴーふぇあ 静岡市 葵スクエア＆青葉

公園 

42  静岡県牛乳普及協会 ホームページにより牛乳の日、牛乳月間

の PR 

静岡県牛乳普及協会ホーム

ページ 

43  毎日新聞 他 毎日新聞への 6 月牛乳月間普及 PR 掲載 毎日新聞 

44 愛知 愛知県酪協 他 ６月１日『牛乳の日』６月『牛乳月間』キャ

ンペーン 

名古屋駅周辺 

45  中央製乳（株） ６月１日『牛乳の日』６月『牛乳月間』キャ

ンペーン 

ＪＡアグリパーク食彩村 

46  名古屋牛乳（株） ６月１日『牛乳の日』６月『牛乳月間』キャ

ンペーン 

選定中 

47  みどり乳業（株） ６月１日『牛乳の日』６月『牛乳月間』キャ

ンペーン 

選定中 

48 三重 三重県酪農業協同組合連合

会 

６月１日『牛乳の日』６月『牛乳月間』キャ

ンペーン 

津駅周辺（西口及び東口）・

近鉄四日市駅周辺 

49  大内山酪農農業協同組合 ６月１日『牛乳の日』６月『牛乳月間』キャ

ンペーンツールの配布と地元産牛乳のＰ

Ｒ・店頭販促等の販促企画 

選定中 
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№ 県 主催 イベント名 会場 

50  (有)四日市酪農 ６月１日『牛乳の日』６月『牛乳月間』キャ

ンペーンツールの配布と地元産牛乳のＰ

Ｒ・店頭販促等の販促企画 

選定中 

51 大阪 近畿生乳販連 近畿生乳販連 GET’S MILK FM802 

52 兵庫 兵庫県酪連 県知事訪問 兵庫県庁 

53 奈良 JA ならけん 他 まほろばの国より～牛乳の日 ２０１３～ JA ならけん まほろばキッチ

ン 

54 島根 島根県牛乳消費拡大運動実

行委員会 

「牛乳の日」街頭キャンペーン ＪＲ松江駅（北口付近） 

55  島根県牛乳消費拡大運動実

行委員会 

「暑い夏を乗り切ろう！」事業 スポーツ大会等に牛乳斡旋

56  島根県牛乳消費拡大運動実

行委員会 

まきばのおまつりｉｎ砂流牧場 砂流牧場（安来市上坂田町）

57 岡山 中国四国農政局 他 第１回「牛乳が好き。」Ｍｉｌｋ●Ｊａｐａｎフォ

トコンテスト 

中国四国農政局 （岡山市

北区下石井 1-4-1） 

58  おかやま酪農業協同組合 岡山県知事、中国四国農政局長表敬訪

問 

岡山県庁、中国四国農政局

59  中国四国農政局 他 牛乳のこともっと知ってミルククッキング

Ⅱ 

岡山市北ふれあいセンター 

60 広島 広島県牛乳普及協会 県知事訪問 広島県庁 

61 山口 山口県酪農乳業協会 山口市長表敬訪問 山口市役所 

62  山口県酪農乳業協会 MILK●jAPAN in 山口 道の駅 仁保の郷 

63  山口県酪農業協同組合 消費促進街頭呼びかけ ＪＡ山口駅周辺 

64 福岡 九州 Love MilkClub 九 州 LoveMilkClub  Presents  FM

Fukuoka ハッピーミルクフェスタ 2013 

イオンモール福岡 

65 長崎 九州 Love MilkClub 九州 LoveMilkClub Presents FM 長崎

ハッピーミルクフェスタ 2013 

JR 長崎駅 カモメ広場 

66 大分 大分県酪農青年女性会議 「牛乳の日、牛乳月間の普及啓発運動」

知事への牛乳・乳製品贈呈式 

大分県庁 

67  大分市青年部 他 父の日だけに（!?）ウシの乳搾りに挑戦し

てみよう！ 

パークプレイス大分 

68 宮崎 JA 宮崎経済連酪農課 理解醸成活動 宮崎市 JA ビル、宮崎県庁 
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№ 県 主催 イベント名 会場 

69 宮崎 JA 宮崎経済連酪農課 のぼり広告 県内酪農家、乳業メーカー、

各 JA、JA ビル 他 

70 宮崎 JA 宮崎経済連酪農課 「毎月 1 日は牛乳の日」A コープ牛乳特売

及びマネキン販売 

県内 A コープ全店舗 

71 宮崎 JA 宮崎経済連酪農課 広告 地元新聞・こども新聞、JA 宮

崎経済連広報紙「M モーショ

ン」での掲載 

72 鹿児島 九州 Love MilkClub 九州 LoveMilkClub Presents μFM ハ

ッピーミルクフェスタ 2013 

イオンモール鹿児島 

 

3. 全国酪農協同組合連合会が中心となった「父の日に乳（ちち）を贈ろう！キャンペー

ン」：43 件 

№ 活動者 場所 内容 

1 北海道会議の委員及び事務局 江別市のっぽろ幼稚園 他 幼稚園で子供たちが描いたお父さんの似顔

絵を添えて、牛乳をお父さんにプレゼント 他

2 東北会議役員・事務局 他 こどもの城 パネル展示、牛乳配布・販売、啓蒙チラシ等

の配布 

3 岩手中央酪農青年婦人会議 岩手県歯科医師会館 県歯科医師会「８０２０運動」と同時開催 

4 山形県酪農青年婦人会議 山形県酪農業協同組合・置賜支所

（山形県南陽市） 

「山形ミルクランドモウモウフェスティバル」会

場でキャンペーン開催 

5 福島県酪農青年研究連盟 福島県内 郡山駅前で牛乳等配布 

6 北陸酪農業協同組合連合会 

他 

ニイガタスイーツフェスタ 牛乳の PR 

7 北陸酪農業協同組合連合会 

他 

川まつり 牛乳の PR 

8 北陸酪農業協同組合連合会 

他 

アッシュフェスタ アッシュというフリーペーパーのイベントにて

活動の PR 

9 北陸酪農業協同組合連合会 

他 

アレビレックスイベント 牛乳の PR 

10 長野県酪農青年女性会議 長野県内 牛乳の PR 

11 栃木県酪農青年女性会議 やみぞそば祭り 「ちゅるりん」にて牛乳の PR 

12 栃木県酪農青年女性会議 道の駅 那須高原友愛の森 他 県内８カ所で一斉にキャンペーン活動実施 

13 栃木県酪農青年女性会議 栃木県民の日イベント 牛乳の PR、県知事への牛乳贈呈 

14 茨城県酪農青年女性会議 いばキャラまつり リーフレット、メッセージカードの配布 
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№ 活動者 場所 内容 

15 埼玉酪農業協同組合 サクラソウまつり リーフレット、メッセージカードの配布 

16 中部会議 東海農政局 東海農政局への牛乳贈呈 

17 愛知県酪農農業協同組合 愛知県内 メッセージカードを持参してお宅訪問 

18 青年女性部 愛知県庁 県知事への牛乳贈呈予定 

19 岐阜県酪農青年女性会議 岐阜県庁 県知事への牛乳贈呈予定 

20 三重県酪農女性会議 津市役所 市長への牛乳贈呈 

21 石川県酪農業協同組合女性部 石川県内  

22 静岡県酪農青年女性会議 静岡県内  

23 JA 兵庫六甲 直売店舗 牛乳試飲、乳製品販売 

24 淡路島酪農女性部 淡路島牧場 牛乳試飲、乳製品販売 

25 大山乳業農協酪農 青年部会 鳥取県内  

26 おかやま酪農協青年部・女性

部 

岡山県庁・中国四国農政局 知事・農政局長への牛乳・乳製品贈呈 

27 広酪メンバーズクラブ 広島県庁 県知事への牛乳贈呈 

28 山口県酪農青年女性会議 山口市役所 他 市長への牛乳贈呈 

29 徳島県酪農青年女性会議 徳島県内  

30 愛媛県酪農経営者協議会 愛媛県庁 県知事への牛乳・乳製品贈呈 

31 ふくおか県酪農青年女性会議 イオン甘木店 他 ツール配布等 

32 佐賀県酪農婦人部 県内 A コープ各店 リーフレット等ツール配布、牛乳試飲 

33 連絡協議会 県内農畜産物直売所  

34 大分県酪農青年女性会議 大分県庁 県主催牛乳シンポジウム参加、県知事への

牛乳贈呈 

35 大分県酪農青年女性会議 大分市内ショッピングモール 搾乳体験等のイベント実施 

36 熊本県酪農青壮年部・女性部

協議会 

光の森 他 牛乳試飲・贈呈、グッズ配布等のPR活動 他

37 宮崎県酪農青年女性連絡協議

会 

宮崎県庁 県知事、副知事、農林水産部へ牛乳等の贈

呈及び PR 活動 

38 宮崎県酪農青年女性連絡協議

会 

都城市役所 市長への牛乳贈呈 他 

39 宮崎県酪農青年女性連絡協議

会 

小林市 市長への牛乳贈呈 

40 宮崎県酪農青年女性連絡協議

会 

県内各地 幼稚園・保育園で日頃の感謝の気持ちを込め

お父さんの似顔絵を描いてもらい、メッセージ

と一緒に渡してもらう 
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№ 活動者 場所 内容 

41 鹿児島県酪農青壮年会議・女

性部 

県内各地 保育園で PR 活動（子牛ふれあい体験、バタ

ー作り、牛についての学習会） 他 

42 沖縄県酪農青年女性部連絡協

議会 

県内スーパーマーケット メッセージカード、オリジナルハンドタオル、シ

ールの配布 他 

43 沖縄県酪農青年女性部連絡協

議会 

沖縄県庁 県知事への牛乳贈呈、活動の PR 

 

4. 各団体によるシンポジウム及びセミナー：10 件 

№ 地区 主催 実施日 イベント名 会場 

1 福島 一般社団法人日本乳業協会 6 月 3 日(月) おいしいミルクセミナー 郡山ビューホテル 

2 
東京 一般社団法人 J ミルク 6 月 1 日(土) 「牛乳の日」記念学術フォー

ラム 

時事通信ホール 

3 東京 一般社団法人Ｊミルク 6 月 17 日(月) 業界エビデンスセミナー 東京 KKR ホテル 

4 
東京 一般社団法人Ｊミルク 6 月 26 日(水) メディアミルクセミナー 東京 大手町サンケイプラ

ザ 

5 
石川 一般社団法人日本乳業協会 6 月 28 日(金) おいしいミルクセミナー ANA クラウンプラザホテル

金沢 

6 
大阪 第 55 回日本老年医学会学

術部会 

6 月 6 日(木) 日本老年医学会ランチョンセ

ミナー 

大阪 リーガロイヤルホテ

ル 

7 
広島 内閣府食育推進室 6 月 22 日

(土)-23日(日)

食育推進全国大会講演 広島大学キャンパス 

8 愛媛 一般社団法人日本乳業協会 6 月 17 日(月) おいしいミルクセミナー 東京第一ホテル松山 

9 
大分 大分県 他 6 月 13 日(木) 大分県産牛乳・乳製品 食

育推進シンポジウム 

大分県庁舎新館 14F 大会

議室 

10 鹿児島 一般社団法人日本乳業協会 7 月 11 日(木) おいしいミルクセミナー 城山観光ホテル 

 

  



 10 / 10 
 

 

Ⅱ. イベントの模様 

1. 5 月 31 日開催 牛乳の日 特別授業 （新宿区立鶴巻小学校） 

参加人数： 1 年生-5 年生、130 名 

 

 

2. 6 月 1 日開催 「牛乳の日」記念学術フォーラム （時事通信ホール） 

参加人数：250 名 

「乳の学術連合」運営委委員会委員長 

折茂肇氏 開会挨拶 

講演 シンポジウム 

以上 


