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　感染対策徹底しながら
　　　　   受け入れを継続

堆肥で土を肥やし、牧草が
育ち、それを食べた牛が子牛
を生み、生乳を生産する—。
松浦牧場はそうした命の循環
を、酪農教育ファーム活動を
通して消費者に伝えている。

酪農教育ファームの牧場お
よびファシリテーター認証を
取得したのは今年３月。酪農
体験の受け入れは20年10月
から始め、これまでの来場者
は200人に上る。「来場者に
は牧場を学びの場として意識
してほしい」と１人3,500円
の体験料を設定。気温が高く
なる６〜９月は乳牛の体調に
配慮して基本的に受け入れを
中止するが、学校などからの

要望があれば団体のみを受け入れ
る。その他の期間は週に１、２組

（１組平均５人）のペースで、
体験時のマスク着用や手洗
い、消毒を徹底しながら受け
入れを継続している。

８月８日には、持続可能な
まちづくりの実現を支援する
(一財)こゆ地域づくり推進機構
とタイアップし、酪農体験イ
ベントを開催した。県内外か

ら小・中・高・大学生、留学生、
社会人など12人が牧場を訪れ、

宮崎県児湯郡新富町　松浦牧場

変化する社会のニーズ捉え 　　　
　　　　  酪農への関心高めたい

生産現場から消費者へ“命の循環”伝える

松浦さん一家。前列左からちひろさん、美知子さん、従業員の金丸天音（あまね）さん（21）、後列左
から研修中の串間颯太（そうた）さん（14）、従業員の糸田尚貴さん（26）、博俊さん、松浦さんと長女・
千依ちゃん（３）。長男・千隼（ちはや）ちゃん（１）は撮影時不在

消費者や子どもたちに酪農を伝えたい酪農家の
思いと、酪農を活用して子どもたちに食や命につ
いて学ばせたい教育関係者の思いから生まれた酪
農教育ファーム活動。現在、認証牧場が287戸、
認証を受けて活動を行うファシリテーターの数は
600人に上り（21年３月末現在、(一社)中央酪農
会議）、2019年度の体験者数は30万人を超える。

酪農経営の世代交代が進む中、後継者などを中
心に新たに酪農教育ファーム認証を取得する動き
も出ている。酪農体験を軸に、コロナ禍で様変わ
りした生活様式や食に対する消費者の価値観に対
応していこうと挑戦を続ける、宮崎県新富町の牧
場を例に、酪農教育ファーム活動が秘める今後の
可能性について考える。

松浦牧場は2010年、口蹄疫の発生により当時飼養していた全74頭の乳
牛を失ったが、後継者の松浦千博（ちひろ）さん（36）が中心になり経営再建
を進めてきた。20年10月には念願だった酪農体験の受け入れを始め、今年
３月に酪農教育ファーム認証を取得。生乳生産の現場から“命の循環”の大
切さを伝えている。松浦さんは「消費者との交流を通じ、絶えず変化する社
会のニーズを捉え、それを踏まえた情報を発信することで、酪農に目を向
けてもらう機会を増やしていきたい」と意欲を見せる。
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真剣な面持ちで体験に臨んだ。
内容は❶哺乳体験❷牛舎見学❸

堆肥見学❹搾乳❺牛乳飲み比べ
❻バターづくり。ファシリテータ
ーの松浦さんを中心に、「乳牛の
一生」「牛乳ができるまで」に加え、
堆肥を使った野菜や米づくりの話
を中心に命の循環の大切さを、紙
芝居で伝えた。当日はサポート役
の母・美知子さん（57）、妻・ち
ひろさん（28）と従業員２人の計
５人で対応した。

搾乳体験は牛舎内で、松浦さ
んが補助しながら行う。来場者か
ら「牛乳は冷蔵庫で冷やされてい
るイメージだったので、搾る時に
温かくて驚いた」と声が上がるな
ど、生命の温もりに触れる機会と
なった。

続いて牛乳の飲み比べやバター
づくり体験を行った。市販の牛乳
は高温殺菌（120〜130℃、２秒
間）し、脂肪球を砕いて均質化（ホ
モジナイズ製法）しているのに対
して、松浦牧場の「まつうらみる
く」は低温殺菌（65℃、30分間）で、
脂肪球の均質化を行っていない

（ノンホモジナイズ製法）のが特
徴。「初めて牛乳を飲む子どもに
もお勧め」とちひろさん。来場者

は「甘いのにクセがなくてさらっ
としている。後味もさわやか」と、
そのおいしさに舌鼓を打った。牛
乳と生クリームを手で振り混ぜて
つくったバターも「クリームチー
ズみたいで食べやすい」と好評だ
った。

　

　人を呼び込み
　　　  地域に恩返ししたい

松浦さんは県立妻高等学校卒業
後、視野を広げたいとアメリカへ
留学。酪農教育ファーム活動に興
味を持ったのは当時の経験から
だ。

カリフォ
ルニア州の
語学学校を
経てシエラ
カレッジで
一 般 教 養
を、州立大
学に編入し
てからは実
践的な酪農
を学びなが
ら、大学近
くの牧場で
搾乳のアル

バイトに励んだ。午前２時と午後
２時に一人で150頭分の搾乳を担
当し、やりがいを感じる一方、
宮崎とはスケールや風土などが大
きく異なり、「将来の糧にはなら
ないのではないか」と悩むことも
あった。

転機となったのは、イリノイ
州の牧場（搾乳牛60頭規模）で２
カ月間経験したインターンシップ
だ。その牧場では酪農体験の受け
入れやファーマーズマーケットで
の自家産チーズやアイスクリーム
の販売、小・中学生への食育活動、
地元ワイナリーとのワークショッ
プの共同開催など、消費者との交
流に積極的だった。「消費者は観
光牧場に行くことはあっても、生
乳生産がメインの牧場に行く機会
は少ない。あくまで生産者として
酪農体験の受け入れなどをするよ
うな牧場を目指したいと思った」
と振り返る。

口蹄疫が発生したのは10年４
月で、松浦さんが帰国し就農した
のが６月。８月の終息宣言を経て、
12月ごろから初妊牛や育成牛を
導入し、少しずつ増頭しながら経
営再建を進めてきた。「経営が軌
道に乗ってきたのは最近のこと。
多くの人に支えてもらい何とか続
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搾乳体験では初めに牛の体に優しく触れ声を掛けてから搾り始める

時代に寄り添う̶酪農教育ファーム活動のこれから時代に寄り添う̶酪農教育ファーム活動のこれから
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けることができたので、この地域
に人を呼び込むことで恩返しがで
きたらいいな」と語る。

　

　“学びの場”としての
　　　　牧場の在り方を模索

現在は総飼養数140頭（うち搾
乳牛70頭、つなぎ飼い）、年間個
体乳量は9,089kg。乳脂肪率4.1 

％、無脂乳固
形分率8.9％、
体細胞数９万
9,000／d。
高い乳質を生
かし、今年か
ら同県川南町
のアリマン乳

業Qに製造委託した牛乳「まつう
らみるく」の直販を始めた。カ
フェ・キートス（新富町）やカフェ・
ダーマ（宮崎市）で販売する他、ま
つうらみるくを使った料理教室な
ども開き、消費者と積極的に交流
している。

生乳の品質を維持するため日々
の飼養管理に余念がない。経営主
の父・博俊さん（70）はこれまで、

地元の共進会に子
牛を出品して成育
を確かめながら、
手間を惜しまず育
てることにこだわ
ってきた。そうす
ることで、健康で
病気になりにくい
成牛になり、結果
として乳質も良く
なるという。

飼養管理の責任
者である松浦さんは、そのやり方
を引き継ぎつつ、特に給餌や牛舎
環境整備に気を配る。粗飼料主体
のPMR（部分混合飼料）を１日１
回、配合飼料は乳量に応じて１日
４回に分けてトップドレス（餌に
ふりかける）で給与する。飼料分
析を毎月行い、月１回は獣医師や
コンサルタントと一緒に牛の状態
を確認し、飼料設計を見直すとい
う徹底ぶりだ。

また、牛のストレスを減らす
ため、牛床やウオーターカップは
常に清潔に保つことを心掛けてい
る。「酪農体験の受け入れを始め
てから従業員が牛舎の掃除を率先
してやってくれるようになった」
と従業員のモチベーションアップ
につながることを実感している。

今後については、「酪農家の仕
事を知らない人はまだまだ多い。
酪農に目を向けてもらう機会を増
やすには、社会のニーズを捉えて
酪農家が情報発信をしていく必要
がある。酪農教育ファーム活動は
その一つの手段になると思う。例
えば、循環型の酪農を通じSDGs

（持続可能な開発目標）について考
えるなど、学びの場としての牧場
の在り方を模索していきたい」と
意欲を新たにしている。
 【中村　恵】

松浦牧場
松浦牧場は1970年、松浦さんの

父・博俊さんが現在地で新規就農
し、乳牛10頭を導入して酪農を始
めた。搾乳牛は70頭で、2020年
の出荷乳量は720ｔ。アリマン乳
業Qに製造委託する牛乳「まつうら
みるく」も販売する。

飼料畑12haでイタリアンライグ
ラスやエン麦、ミレット（ヒエ）を
つくる他、自給用に水田20haも所
有し食用米をつくり、酪農体験者
に提供している。牛舎作業は松浦
さん、博俊さん、美知子さん、従
業員２人が当たる

牧草収穫後の時期に
は“牧草ロールお絵
かき体験”も行う

【写真提供：松浦牧場】

キッズスペースがあるため、子ども連れでも安心してバター
づくり体験などを楽しめる【写真提供：松浦牧場】

カフェ・キートスでは松浦牧場の牛乳をた
っぷり使用した「松浦牧場さんのしあわせ
ココア」「カフェオレ」が人気。素材にこだ
わったサンドイッチなども提供している

ウオーターカップや飼槽、牛床など清掃
が行き届いている
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