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●下記アンケートにお答えいただいた方のなかから、抽選で 30 名様に、
 「佐賀県の牧場から直送の乳製品セット」を差し上げます。

質  問 A B C
1 酪農家の努力と思いに理解が深まった はい どちらでもない いいえ

2 日本の酪農の現状について理解が深まった はい どちらでもない いいえ

3 レシピを作ってみたいと思った。または実際に作ってみた はい どちらでもない いいえ

4 牛乳をいつも飲んでいる。またはもっと飲もうと思った はい どちらでもない いいえ

日本唯一の酪農専門フリーマガジン「MILK CLUB」は、年 4 回発行の季刊誌です。
中央酪農会議のホームページ（http://www.dairy.co.jp/）からご覧いただけます。

（あるいは、「ミルククラブ一覧」で検索すると、簡単にご覧いただけます。）

日本の牛乳は、日本でつくる。
〜牛乳は国産100％〜
これからも、日本酪農への応援と
国産の牛乳・乳製品をよろしくお願いします。

内容●牧場プリン３（100g）×8 個
（ミルク、きび砂糖、卵と、材料が３つだけの注目プリン）

佐賀県三養基郡みやき町 大富牧場  フライング カウ
「フライングカウの牧場プリン３　8 個セット」 

A

内容●カップアイス（１３０ml）×10 個（バニラ・ミルク・抹茶×各２個、
チョコ・ストロベリー・ラムレーズン・きな粉×各１個）

佐賀県佐賀市鍋島町  有限会社 ミルン牧場
「脊振高原ミルン牧場アイスクリーム 10 個セット」

B

発行日 2019 年 7 月　編集・発行 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 〒 101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-6-1 堀内ビルディング 4 階
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●佐賀県の牧場から直送！
乳製品セットを
●佐賀県の牧場から直送！
乳製品セットを

●応募方法
 ハガキで  アンケートの回答を明記のうえ、①住所・②氏名・③年齢・④性別・⑤電話番号・⑥冊子の入手場所・

⑦記事へのご意見や感想・⑧ご希望のプレゼント（A・B のいずれか）をご記入いただき、下記「ミルククラブ特別
版アンケート係」宛へお送りください。
〒141-0032 東京都品川区大崎 4 －3 －12 （有）ジーハウス（ミルククラブ特別版アンケート係）行

 Web で　http://www.ghouse.jp/milk/ にアクセスしてください。
※スマートフォンからは右の QR コードでもアクセス可能です。
※ eメール：milk@ghouse.jp に直接回答をお送りいただいても構いません。

応募締め切り  2019 年 9 月 14 日（土）
※プレゼント応募者が多数の場合は抽選とし、当選者の発表は発送をもって代えさせていただきます。

応募に記載の個人情報は、当事務局からの連絡、賞品発送以外には使用しません。
また、郵便物、eメール等は適切に管理し、使用後は破棄します。
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日本の酪農家の取り組み
「酪農っていいな！」と思ってもらえる魅力を
発信し続けたい
今年 6 月、酪農イベント「六本木牧場」で行われた「俺と牛コンテスト」。
全国の酪農家から募集した「牛と一緒に写ったお気に入りの写真」の
No.1を選ぶこのコンテストで、全国10名の中から見事優勝した佐賀県
の大富力さんに、酪農にかける思いや夢を伺いました。

佐賀県 大富牧場 大富 力さん
つとむ

➊ 左から、大富力さん、心
し お ん

温くん、鈴子さん、早
さ あ や

絢ちゃん、藍子さん。心温くんは「おじいちゃん、お父さんに続いて、ぼくが牧場をもっと大きくするよ！」
と頼もしいことを言ってくれるそうです。

➋ 天井の高いフリーバーン式の牛舎。15 年ほど前に、つなぎ飼いから、この方式に変えました。
➌ 94 頭のホルスタインのうち 19 頭は乾乳牛（搾乳を休む期間の牛）で、搾乳しているのは現在 75 頭。力さんは朝夕の搾乳を 1 人でこなします。

➍ 自動カウブラシを使う牛、気持ち良さそう！
➎ 子どもたちが牧場で牛と触れ合う「酪農教育ファーム活動」のひととき。
➏ 力さんの母の鈴子さんは花が好きで、「花いっぱい運動」（花を植えることで町の景観

をよくする目的で作られた運動）にも参加。牧場のあちこちに季節の花を咲かせています。
➐ 「牧場プリン 3」のまん丸の容器は、佐賀県で毎年開かれる国際的な熱気球の競技大

すね。こんなに喜んでくれるんだからまたやってみようか、と頑
張って、3 年目に完成しました」と語る藍子さん。
　搾って 3 時間以内のミルクから、3 つだけの材料（ミルク・き
び砂糖・卵）を使って作られるプリンは、一番上に乳脂肪のクリー
ム状の層があり、その下にプリンとカラメルソースの層がある、3
層仕立てなのが特徴。その味の良さ、品質の高さから、発売初
年にして大手コンビニエンスストアのプリンフェアの商品ライン
ナップに加えられました。

●次の世代につなげるために
酪農の魅力を発信

　もう一つ、大富牧場が新しく始めたことは、酪農教育ファーム
活動（※ 2）です。昨年から地元の小学校と幼稚園の牧場見学の
受け入れを始め、今年には酪農教育ファームの牧場認証も取得し
ました。力さん・藍子さんご夫妻は「体験に来た子どもたちが喜
んでくれるのがうれしい」と口をそろえます。
　「自分の次の世代につなげていきたいです。自分がいきいきと
自信を持ってやっていれば、酪農もいいなと思ってもらえるので
はないかと思い、そのためにも、あと 10 年、20 年、頑張らな
ければと思っています」と力さん。藍子さんも「酪農を身近に感
じてもらえるように、魅力を発信していきたいですね」と前向き
に語ります。
　次の世代の代表として、まず力さん・藍子さん夫妻のお子さん
たちが、ご両親の背中から酪農の魅力をしっかりと感じているの
ではないでしょうか。10 年後の「俺と牛コンテスト」では、息子
の心温くんが優勝しているかもしれません。
※１：6 次産業化
農林漁業者（1次産業）が、農産物などの生産に加えて、食品加工（2次産業）、
流通・販売（3 次産業）も手がける取り組み。
※２：酪農教育ファーム活動
「酪農を通して食やしごと、いのちの学びを支援する」ことを目的に、認証
を受けた酪農家等が、牧場や学校等で、主に学校や教育現場等と連携し
て行う、酪農に係る作業等を通じた教育活動。

改修なども行います」と力さん。
　そして午後 4 時から 5 時まではエサ作り。自家栽培している
牧草に、購入した干草や、穀物などの濃厚飼料を配合して、栄養
成分を調整します。その後、5 時から7 時までは夕方の搾乳、7
時からはまたエサやりと牛舎の見回りで、一日の仕事が終わるの
は夜 8 時ごろです。
　「まめに様子を見てやることが、牛の管理では一番大切です。
牛を大事にすることが、経営的にも良い結果につながります」と
力さん。
　今年、酪農家に支払われる飲用向け生乳の取引価格（乳価）が
改定されましたが、「上がった分は牛に還元してやったらどうだ」
という父・政博さんの意見もあり、自動カウブラシ 4 台の設置に
充てました。牛はブラッシングされることが好きで、固定式のカウ
ブラシは牛が自分で体をごしごしと動かして使いますが、自動カウ
ブラシは、牛が体を当てると自動的に回転を始めて一定時間ブラッ
シングするもので、「牛たちは気持ち良さそうに使っています」と
のことです。

●大切に作られたミルクで
名産品を作り、地域貢献を

　大富牧場では昨年、加工部門「フライングカウ」でプリンの製
造販売を開始しました。ここで中心になったのは、もともとお菓
子作りが得意だった藍子さんです。
　「私は子育てに追われる日々で、牧場の仕事には携わっていませ
んでしたが、夫や、義父、義母が毎日額に汗して働いた成果を形
にしたい、そして名産になるものを作って地域に貢献したいと思っ
ていました」と、以前から 6 次産業化（※1）に関心を持っていま
した。そして、佐賀県農業大学校で研修を受け、食品加工などに
ついて学び、試行錯誤を経て完成したのが「牧場プリン 3

さん

」です。
　「とても大変で、途中でやめようかと思ったこともありましたが、
娘やその友達が、試作のプリンを食べてすごく喜んでくれたんで

➎

●自分も働きたくなる酪農を目指して
　佐賀県東部のみやき町に位置する大富牧場。「父と祖父が協力
して、約 50 年前にこの牧場を始めました」という大富力さんは、
この牧場の三代目です。
　乳牛 20 頭足らずからスタートし、現在は酪農と肥育牛の複合
経営で、ホルスタイン種の乳牛 94 頭と、ホルスタイン種に和牛
の精子を授精させて産まれる交雑種（F1）と黒毛和牛 160 頭を
育てています。
　力さんとご両親が乳牛の世話をし、２名の従業員は F1・黒毛
和牛の肥育を担当、そして、加工部門を奥様の藍子さんが担当し、
みなで力を合わせて毎日、牧場の仕事を行っています。
　いまは牧場の中心となって働いている力さんですが、「両親が
本当にものすごく働くんですよ。自分に両親のような仕事ができ
るとは思えなくて、子どもの頃は先生になりたかったんです」と
いいます。しかし、「よその牧場も見てみて、自分にもできそうだ
と思えたなら、酪農を継いでもいいな」と、福岡県の大学を卒
業後、北海道の牧場で研修を受けました。

　研修先の北海道の牧場は、フリーストール式の牛舎（放し飼い
方式で、牛のベッドが一頭ごとに仕切られている牛舎）で、飼養
管理などの面でつなぎ飼いより省力化されている部分もあり、朝
晩の掃除やエサやり、搾乳などの仕事以外、昼間は自分の自由
な時間を持つこともできる働き方でした。「こういう酪農なら自分
もしてもいいな、と思って」と、一年間の研修を終えると、実家
に戻って牧場の仕事に入りました。
　「その頃は、うちではまだ牛をつなぎ方式で飼っていましたが、
2005 年にフリーバーン式の牛舎（放し飼い方式で、牛のベッド
が区切られていない牛舎）に変え、現在に至っています」

●牛をよく見て
大事に世話することが一番

　力さんの毎日の仕事は、朝 5 時半からの牛舎の掃除で始まり
ます。その後、午前 7 時から 9 時まで搾乳、10 時ごろまでに
エサやりを終えて、日中は、さまざまな仕事を行います。「牛舎
の見回りや牧草づくりの仕事、ときには牧場内の施設の補修や

➊ ➌ ➐ ➑➏

➋

会「佐賀インターナショナルバルーンフェスタ」の気球を上下反対にした形をイメー
ジしています。

➑ 古民家の中に作ったプリン工房で、週に 3 日はプリンを製造する藍子さん。

➍
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■世界の食料事情

　世界の人口は 75.5 億人（2017 年現在）。これは増加の一途を
たどっており、2030 年には 85.5 億人に達すると推計されていま
す。一方、例えば主食となる穀物について、世界全体での生産量
は 26 億 t（アメリカ農務省による 2018 年後半～ 2019 前半の
見通し）ありますが、それが世界中の人々に均等に分配されてい
るわけではなく、先進国と発展途上国で大きな格差があります。
飽食と飢餓が併存しているのです。
　世界の人口が増え続けるなか、食料の増産は欠かせません。こ
れまでは、農地を拡大し、農業の生産過程を近代化することで増

日本の牛乳は国産 100％。安全・安心な国産の牛乳・乳製品を、これから
もいつでも手頃な値段で買えるようにするために必要なのは、日本の酪農を
守ること。世界の食料事情と日本酪農の価値について専門家に伺いました。

守れ！日本の酪農
（株）資源・食糧問題研究所  代表

柴田 明夫さん

産を達成してきました。農地の拡大が限界にあるなか、今後、発
展途上国の農業を近代化し、単位面積当たりの収穫量を増やすこ
とができれば、世界の食料問題の解決につながる可能性がありま
す。しかしそれはそう簡単なことではありません。

■「拡大」「発展」よりも「持続」へ

　地球温暖化による異常気象などが世界各地で問題となっていま
す。気候大変動により、これまででは考えられないような気象パター
ンが、世界中のありとあらゆる場所で起きています。
　そうしたなか、主要国は 2015 年 12 月、二酸化炭素排出量の大
幅削減に取り組む「パリ協定」を締結しました。いまや世界は、化
石燃料の使用を減らす方向へと転換し、無限の自然を前提にした
無限の「拡大」「発展」を目指すグローバリズムに代わって、「持続

可能な社会」の構築を模索しつつあります。
　日本においても脱グローバリズムが必要で、「より遅く」「より近
く」「より寛容な」地域に根差した転換が必要なのです。農業を核
に食料、エネルギー、人材、水、森林などの地域資源をフルに活用し、
域内だけで完結させる経済の構築です。長年地元で活動してきた
農協組織の活用も、地域社会の安定装置として不可欠でしょう。

■食卓に欠かせない牛乳・乳製品、貿易自由化の影響は？

　牛乳は毎日の食卓に欠かせない生活必需品ですが、日持ちがし
ないという特性を持つゆえ、安売りの対象にされやすい商品です。
　いま、酪農を含む日本の農業は、自由化の波にさらされていま
す。TPP11（環太平洋連携協定）および日欧 EPA（経済連携協定）
が発効し、今後、乳製品の関税が徐々に引き下げられるほか、日
米 TAG（物品貿易協定）交渉も始まっています。海外から安価な
製品が入ってくることによって、日本の酪農は今後、大きな影響を
受けることが想定されます。
　安価な乳製品などの農産物が輸入されるのは、消費者にとって
一見歓迎すべきことのように思えます。しかし、それによって日本
の農業が壊滅してしまっては元も子もありません。

■輸入頼みのキケン！

　「日本国内の生乳生産量が減っているなら輸入に頼ればいい」
と思う人もいるかもしれませんが、その考え方には大きな問題があ
ります。
　世界の生乳の生産量は 8 億ｔ以上ありますが、ほとんどは自国
内で消費され、海外への輸出に回る量は約 7,000 万ｔ、世界の生
産量全体の 1 割にも満たない量です。
　さらに、輸出国は、オセアニア、アメリカ、EU
等の数カ国に限られ、世界全体の輸出量の 8 割以上
を占めています。酪農は気象の影響を受けやすいの
で、干ばつなどの異常気象等により、これらの国の
いずれかの輸出が減ると、国際価格が急騰します。
限られた輸出国の情勢などにより、世界の貿易全体

■消費者である皆さんが、日本の酪農を支える

　酪農を含めた農業が、国内にしっかり存続していくことは、「食
料安全保障（凶作で輸入できないなど不測の場合にも食料が安定
して供給されること）」の面からもちろん欠かせませんが、それだ
けでなく、「国土保全」という面からも非常に意義があります。
　特に酪農は、中山間地など、地理的条件が不利なところで、家
族経営で営まれていることも多く、それが自然景観の保全、水源
の涵

かんよう
養、生物多様性の維持、さらに地域経済の安定にも貢献して

います。全国各地に多様な酪農家が存在していることが重要です。
　店頭で牛乳・乳製品を手にするとき、酪農が置かれた状況や、
日本に酪農があることの価値に思いを馳せてください。より安い
ものを指向する気持は分りますが、これからも安定供給ができる
ための適正な価格についても考えてみてください。
　日本各地で前向きに努力する酪農家の皆さんを、買い支えるこ
とができるのは、消費者である皆さん一人一人なのです。

守れ！日本の酪農

■需要は堅調も、厳しい日本酪農の生産環境

　日本において、牛乳・乳製品は、お米よりも需要量が多い（牛
乳・乳製品［生乳で換算］：約 1,200 万 t、米：約 860 万 t）日本
の基礎的な食料です。栄養学的に見ても完全食に近い食品とも言
われ、鮮度が問われることから、牛乳はすべて国内で生産されて
います。その原料「生乳」をつくるのが酪農の仕事で、酪農家は、
愛情を持って乳牛の世話をし、子牛を生んだ母牛から毎日生乳を
搾っています。
　しかし、生き物を相手にする酪農の仕事に休みはなく、労働時
間は長くなりがちです。高齢化や後継者不足、労働力不足に加え、
国際市場に影響され不安定な輸入飼料価格や燃料代、老朽化した
施設・設備の更新への投資費用の増大などにより、酪農家の戸数
は減少の一途をたどっています。ピークの 1963 年には約 42 万戸
あったものが、1 万 5,000 戸（2019 年 2 月現在）にまで減少し
てしまいました。
　この間、飼料となる牧草の自給、水田の活用による稲発酵粗飼
料や飼料用米の利用、乳牛 1 頭当たりの産乳能力を高めるための
遺伝的な改良など、生産性向上のための努力を続けていますが、
経営環境の変化が、それをしのぐスピードで進んでいます。廃業し
た仲間の分を残った酪農家がカバーするのも限界に達しつつあり、
生乳生産量はピーク時から120 万 t 以上減少してしまいました。
そうしたなか、国内生産量で満たせない分は輸入で補っています

が、近年、健康志向の高まりなどから牛乳・乳製品の消費量は増
加しており、輸入への依存度が増しています。

資料:農林水産省「畜産統計」

●酪農家戸数の推移
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●牛乳・乳製品の消費量の推移※生乳換算

国内消費量：左軸 一人当たり消費量：右軸 

が影響を受け、価格が不安定化するのです。
　一方、世界の人口増加等により需要は増えていて、中長期的に
は不足気味な状況が続くと見込まれています。
　買いたくても買えない状況のなか、足りなければ海外から輸入
すればいいという認識は間違っており、国内でしっかり生産するこ
とが重要なのです。

区　　分
生産量

a
輸入量

b
輸出量

c
輸出÷生産

c ÷ aシェア シェア シェア

ア ジ ア 347,049 41.2% 44,697 59.7% 6,638 8.9% 1.9%

中国 31,592 3.7% 14,615 19.5% 53 0.1% 0.2%

インド 186,143 22.1% 76 0.1% 616 0.8% 0.3%

日本 7,293 0.9% 2,215 3.0% 10 0.0% 0.1%

その他 122,021 14.5% 27,791 37.1% 5,959 8.0% 4.9%

アフリカ 47,739 5.7% 10,146 13.5% 1,219 1.6% 2.6%

中  　米 17,931 2.1% 6,338 8.5% 1,669 2.2% 9.3%

南  　米 64,343 7.6% 3,647 4.9% 4,126 5.5% 6.4%

北  　米 108,587 12.9% 2,578 3.4% 12,896 17.3% 11.9%

ヨーロッパ 226,524 26.9% 5,875 7.8% 26,355 35.3% 11.6%

オセアニア 31,027 3.7% 1,632 2.2% 21,818 29.2% 70.3%

世 界 計 843,201 100.0% 74,914 100.0% 74,720 100.0% 8.9%

● 2018 年の世界の牛乳・乳製品生産量および輸出量（生乳換算）      単位：千ｔ

資料：FAO 「Food Outlook 2019 May」
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夏バテ解消！食欲増進！
牛乳・乳製品を使った
夏のヘルシー・レシピ
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牛乳で、
夏も元気に！

の

いっぱい！

佐賀県佐賀県
特産品特産品が

材料（2 人分）
なす…………………………………………………2本
牛薄切り肉………………………………………150g
塩、黒こしょう…………………………………各少々
バター………………………………………………10g
カレー粉……………………………………小さじ1/2
薄力粉…………………………………………小さじ1
牛乳……………………………………………100ｍｌ
溶けるチーズ………………………………………30g
お好みの野菜（今回は、スナップえんどう、パプリ
カ、きのこを使用）……………………………… 適量

作り方
❶	なすは皮をむき、軽く水に漬けた後、ラップに包み、
600Wのレンジで3分加熱する。粗熱をとってから、
包丁で細かく刻んでおく。

❷フライパンにサラダ油（分量外）を入れ熱し、牛肉を
入れて火が通るまで焼く。塩、黒こしょう少々で味を
調え、牛肉を取り出す。

❸❷のフライパンをキッチンペーパーで軽く拭き取り、

作り方
❶ボウルに無糖ヨーグルト、クミンパウダー、一味唐
辛子、塩を入れて、よく混ぜ合わせる。

❷トマト、きゅうり、紫玉ねぎは、それぞれ盛りつけ
用に少し残しておき、残りを❶に入れて混ぜ合わ
せ、器に盛る。

❸残しておいたトマト、きゅうり、紫玉ねぎを載せ
て、一味唐辛子を振って、召し上がれ。

材料（2 人分）
ズッキーニ（1㎝厚さの輪切り）……………………1本
モッツァレラチーズ（食べやすい大きさにちぎる）
……………………………………………１個（約10０ｇ）
海苔（食べやすい大きさにちぎる）………………１枚
塩、醤油、酢、わさび、ごま油、白ごま…………各少々
サラダ油……………………………………………適量

作り方
❶フライパンにサラダ油を入れ熱し、ズッキーニを入
れて、軽く塩を振り、両面に色が付くまで香ばしく
焼く。

❷ボウルに醤油、酢、わさび、ごま油を入れて混ぜ、❶
とモッツァレラチーズを入れて和える。

❸	❷に、海苔、白ごまを入れて軽く和え、器に盛る。

材料（18㎝ケーキ型）
ハウスみかん（薄皮をむく）………………………5個
卵…………………………………………………3個
きび砂糖（上白糖でも可）…………………100g
薄力粉 …………………………………………30g

作り方
❶ケーキ型全体に、バターまたはサラダ油（分量
外）を塗っておく。底には、クッキングシートを
丸く切ったものを置く。

❷	細かく砕いたビスケットに溶かしバターを加え
て、しっとりとするまで混ぜ、❶の型に敷きつ

甘酸っぱい　　　　　　と
牛乳、生クリームで夏の味

みかんのクラフティ
（フランス伝統の焼き菓子） 
（1 人分のエネルギー 282Kcal）
［ホール1 台を 8 等分］

特産
佐賀
特産
佐賀

　　　  の和とチーズの洋。粋な組み合わせ

ズッキーニとモッツァレラ
チーズの海苔和え

（1 人分のエネルギー 237Kcal）

特産
佐賀
特産
佐賀

牛肉 なす
トマト
海苔甘酸っぱいみかん

みかん

牛肉 なす
トマト
海苔甘酸っぱいみかん

みかん

 が食欲をそそる！カレーのお供に！

クミン風味のライタ
（インドのヨーグルトサラダ）
（1 人分のエネルギー 129Kcal）

特産
佐賀
特産
佐賀

牛肉 なす
トマト
海苔甘酸っぱいみかん

みかん

 と   　　　！ うれしいハーモニー！

牛肉のソテー
なすのカレーチーズクリームソース

（1 人分のエネルギー 569Kcal）

特産
佐賀
特産
佐賀 牛肉 なす

トマト
海苔甘酸っぱいみかん

みかん

材料（2 人分）
無糖ヨーグルト………………………………… 300g
クミンパウダー……………………………小さじ1/2
一味唐辛子（カイエンヌペッパー）………………少々
塩……………………………………………小さじ1/4
トマト（5mm角切り）……………………………中1個
きゅうり（5mm角切り）…………………………2/3本
紫玉ねぎ（粗みじん切り）……………………大さじ2

牛乳……………………………………………50ｍｌ
生クリーム……………………………………200ｍｌ
ラム酒……………小さじ1（お好みで、無くても可）
【ケーキ型・土台】
ビスケット ……………………………………… 60g
バター（溶かす）…………………………………30g

め、押しつけるようにして、厚さを均一にした後、冷
蔵庫に入れておく。

❸	ボウルに卵を入れ、卵のこしを切るように軽くほぐ
し、きび砂糖を入れる。よく混ぜ合わせてから、ふ
るった薄力粉を入れる。薄力粉がなじむまで混ぜ、牛
乳、生クリームを入れる。その後、一度濾しておく。

❹❷の型に、❸を流し入れる。みかんを入れ、180℃の
オーブンで45分ほど焼く。

❺❹を切り分け、粉砂糖（分量外）を振る。温かいまま
でも、冷蔵庫で冷やしても、おいしくいただけます。

バター、カレー粉、薄力粉を入れて弱火にかけ
る。香りが立ったら火を止め、牛乳を少しずつ入
れてかき混ぜた後、弱火で、とろみがつくまで火
にかける。❶を入れ、塩、黒こしょうで味を調え、
溶けるチーズを入れて、溶けるまでかき混ぜる。

❹器に、焼いたお好みの野菜、牛肉の順に盛り、❸
をかけ、黒こしょうを適量かけて、出来上がり！


