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は じめ に

本章では鹿児島県か ら3つ の酪農教育 ファーム事例を紹介す る。 これ らの教育ファーム

事例 は経営内容、地域性、家族構成な どそれぞれに異なった特徴 をもっているが、三者 に

共通 していることは、女性 がその中心にいるこ とである。いずれ も酪農 とは縁 もゆか りも

ない実家か ら高原の牧場 に嫁いできた女性たちは、酪農教育ファー ムを訪れる人々 と同 じ

目線 で酪農 と山の暮 らしをみて、結婚当時の驚 きととま どい と、厳 しい生活のなかでみっ

けた感動 を提供することができるのである。

事 例A一 高原 酪農 の理 想 を追 っ て 一

出水市上場で酪農 を営むAさ んの家族構成 は夫婦 と二男一女。二男 と長女 は東京にお り、

長男 と同居 している。長男が後継者で あるが、現在は馬牧場でアルバイ トを している。従

業員は一人だけなので実際 には管理 をまか されてお り、牧場の手伝 いはとき どきや る程度

だ とい う。教育ファームは10年 ほどにな り、地域交流牧場 としては じめた とのことだった。

Aさ んは福岡県の出身で鹿児島大学農学部 を卒業 している。大学時代には中南米研究会に

所属 し、移民船に乗 り込んで9ヶ 月間の南米農業研修の経験 もある。「南米開拓のよ うな強

いものが勝つ所では、僕なんか通用 しない」 と考えて、移民 をあきらめ鹿児島県へ の入植

を選択 したそ うである。昭和47年 の ことであった。Aさ んが中南米研究会当時に教えを う

けた戦後高原 開拓 の先駆けであ り、その後、栗野町長 もつ とめた薬師寺忠澄氏が県北栗野

の地に入植 したのが昭和27年2月 であるか ら、その20年 後 とい うことになる。薬師寺に

ついては 『鹿児島戦後開拓史』[1]に 詳 しいので、それ に詳細は譲 るとして、Aさ んが高原

酪農の世界に飛び込むきっかけとなった ことなので、若干ふれておくことにする。

薬師寺は東京大学農学部卒業後 に教員生活や農業塾を経て、鹿児島県の戦後高原酪農の

嗜矢 として栗野岳に若い教 え子 らと22ha余 りの用地を取得 して入植 し農場 を拓いた。水の

確保 とイ ノシシ被害に悩まされなが ら3年 余 り奮闘をか さねるが、適齢期で結婚の展望を

もてない若者たちが去ってゆき、水源 も枯渇す る。薬師寺はすべての借金 を自分 自身 の名

義に書 き換 え、再出発を誓い、さらに新 たな水源か ら独力で水 を引いた。その後、簡易水

道ができ、 さらに大きな負担を ともな うが電気 もひ くことができた。昭和38年11月 の こ

とであったとい う。Aさ んが薬師寺の教 えを受 け、栗野原農場で研修 を行 ったのは、このあ

と昭和40年 代であ り、水 も電気 も既にあった ことになるが、彼 は薬師寺の 「覚悟」は十分

に学んだのだろ う。前掲書[1]に彼の次の言葉がある。「先生の後 を継 ぐとい うおおげ さなこ

とではないにしても、厳 しい生き方を知っていて、違 う道に入ることはできなかった」と。
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昭和47年 に入植 したAさ んには新たに電気 をひ くことこそなかったものの、高原酪農の

理想を実現す る道筋は必ず しも平坦ではなかった。Aさ んは子牛2頭 と3haの 土地 と小 さ

な廃屋 を父親に130万 円で買ってもらい、牧場をは じめることになった。そ して、49年 の

結婚を経て、昭和52年 に県開発公社が売 り出 した現在の牧場へ引っ越 してきたのである。

牧場は牛舎、住宅、土地17ha付 きだった とい う。Aさ んは当時わず か成牛8頭 しかもって

いなかった。 当然、負債返済のためには成牛 を購入せ ざるをえなかった。 さらにす ぐに井

戸が壊れ て修理 が必要になった り、牧草不足でいったん手放 した以前 の採 草地を買い戻 し

た りしたので、負債の総額は6000万 円にのぼった。制度資金 は4年 据 え置 きの15年 払い、

その他の負債 も併せて、年440万 円ほどの返済額になった とい う。 この借金返済が一段落

したのが平成4年 。 しか し廃牛価格 などが下が り、 さらに保証人 となっていた知人の分に

っいての返済 もあって、借 り換 えた分でまだ負債が残 っている。それでも前に比べ ると余

裕がでてきた とい う。ち ょうど子育ても一段落 して、奥 さんも少 し手があいて きたので教

育 ファーム活動にふみだ したのだそ うである。

酪農家の多 くは1980年 代か ら90年 代にかけて急激 な生産拡大 を行 ってきた。 さまざま

な技術導入 も行わ ざるをえなかった。多頭化 と設備投資は負債 を増大 させ、その返済のた

めの収益性の追求は人に対 して も牛に対 しても負担を増大 させ がちであった。現在のAさ

んの牧場は土地面積が借入地2haを 含 めて22ha。 経産牛45頭 、未経産牛10頭 がすべてホ

ル スタインで、年間乳量約200t、 乳脂肪率は3.79%で ある。牛舎裏手の傾斜地が放牧場

になってお り、ここでお産す る牛 もいる。 その場合で も、犬がずっ と付 き添 うので野生動

物 などの心配はないそ うである。 ようや く高原酪農の理想に手が届きつつあるようだ。

写真1出 水市上場A牧 場の放牧風景
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奥 さんは鹿児島市内の出身で農業経験のないまま、職場の先輩 の紹介でAさ ん と結婚 し

た。酪農の仕事 は主に給餌 と子牛の世話であった。餌の配合 はAさ んが管理 してお り、そ

の指示 どお りに行っている。Aさ ん夫婦が教育 ファームをはじめたのは、Aさ んが奥 さんに

「お母 さんが好 きなことをやればよい」 と十年少 し前 に切 り出 したのがきっかけであった。

は じめは地域交流牧場 として始まった。 目的は交流であ り、暮 らしにゆとりをもつ とい う

意味もあったとい う。それ に自分たちのやっていることを見てもらう方法が他 になかった

か らだそ うだ。その後、喜入町のTさ んが熱心に酪農教育 ファームの認証 を うけるよ うに

勧めて くれた。Tさ んは子供が学校でい じめにあった経験 から、酪農への理解 を深 めてもら

お うと積極的に活動をはじめたとい う。奥さんが酪農教育ファームをは じめて気づいた こ

とは、お客さんがなかなか帰 らない とい うことだった。メニ ュー どお りに食事を出 した り、

おやっ を作った りして、それで帰ると考えていたのだが、子供たちは、は じめは 「お っか

なびっくり」で、そ して徐々に大胆に放牧場の牛に近づいてい く。犬や猫にも慣れてい く。

牧場を走 り回る。夕方の作業が始まる前に帰ってもらうのに苦労す るそ うである。現在の

教育ファームの施設 は写真2の ピザ用の窯 と、貸 し出 してもらった簡易 トイ レだけである。

牧場内の通路 もぬかるんでいるところが多 く、お客 さんが増えるに したがって、不便を感

じることもあ り、また他 の酪農教育ファームを見学 した り、交流を持つ機会 もあって、考

えることがあるとい う。

写真2ピ ザ用の窯 一とて も美味 しく焼 ける

現在、奥 さんには大きな夢がある。いまの教育ファームのメニューでは体験 して もらえ

ない もの。例えば、夕食 をお客 さんたち自身で作って食べ る共同炊飯 と共食、朝夕の牧場

の景色 、夜 の山の空気、そ して牛のお産等々を多 くの人たちに提供 したいと思っている。
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そのためには宿泊施設が必要である。ぜひそ うい うものを作 りたい、 とピザをご馳走 して

くれ なが ら語 って くれた。Aさ ん も夫婦の夢 を実現す るために努力をしているようであるが、

知人 の保証人 としての負担を減 らして もらったことがネ ックになって、金策に苦労 してい

るとい うことだった。ぜひ実現 して もらいたいと念ぜずにはい られない。

事 例B一 山 の て っ ぺ ん の レス トラ ン ー

Bさ ん夫婦は楽 しそ うである。Bさ んは山地放牧酪農家である。標高630mと はいえ、南

日本の気候で、わざわ ざ山地 と断ることもないよ うにも思われ るが、前 出の薬師寺によれ

ば鹿児 島、宮崎にも標高500m以 上の集落 はなかったそ うであるか ら、Bさ んが 「山地あ

るいは山岳」と冠 をつ けても当然なのである。Bさ んも薬師寺に影響を うけたひ とりである。

母校の酪農学園大学の後援会報に よれば、Bさ んは故郷の山畑か ら 「眼下に広が る数百ha

に及ぶ広大な草原 を見て、 こんな ところで牧場 ができた ら」 と夢見ていたが、家族に反対

され、その反対を押 し切 るよ うに中学卒業の次の年に酪農先進地の北海道へ研修 に出かけ

た。 「大先輩薬師寺忠澄先生か ら励 ま されながらの門出で した[2]」 と書かれている。 昭和

30年 のことである。その後、北海道で研修 を続 けるうちに 「酪農学園に行 こうと思 うよ う

にな り、数年後、通信教育や特別授業を受けてやっ との思いで[2]」入学できた。昭和36年

に卒業 し、旧開拓法(自 作農創設特別措置法緊急開拓事業)の 最後の年だった昭和40年 に

いよいよ故郷の山に入植す ることになった。

Bさ んの話 を うかが うと、また薬師寺の言葉 に行 きつく。 「開拓 とい うものはですね え、

神武様 の大昔か ら現代までのことを全部 しなければならないのです よ[1]」。開拓 した面積 に

比例 した奨励金 と最低限の構造改善事業 とい う制度の恩恵 を うけられた とはいえ、近 くの

集 落まで6kmの 山のてっぺんでの開拓はま さしく、大昔か ら現代までのことを全部 しなけ

ればならなかった。4kmほ どの水路を半年 がか りで引いた。それに伴侶が必要だった。見

合いは100回 以上 した とい う。しか し電気 もない ところに昭和40年 代にもなって来てくれ

るよ うな人はいない。Bさ んは裸電球 をぶ ら下げて、酪農設備用の発電機 をまわ して、ごま

か したそ うである。奥 さんはいまだに 「騙 された」 と言 っているそ うだ。またBさ んが奥

さんに結婚 にあたって約束 した ことが3つ あ る。 「サラ リーマ ンの生活 といっ しょだか ら」

「(酪農の)仕 事はせんでいいか ら」 「箸 より重たいもんは一切持たせんか ら」である[3]。

省力的な放牧酪農だか らこそできた約束であろ う。当時のB牧 場 にはすでに経産牛50頭 、

未経産牛25頭 がお り、その後 も更に増え続けて、昭和59年 からは弟 さんが酪農を手伝 っ

て くれた とはいえ、最 も多いときには135頭 にまで増 えたのである。

結局、電気がひけたのは結婚後3年 もたってか らであった。これも大事業であった。集

落か ら遠 く離れているBさ んの牧場 に電気を引 くには電信柱 を多数設置す る必要があ り、

この費用の大部分がBさ んの負担 とな る。山地農業の悲哀である。ところが調べてみ ると、

電話 を引く方がず っと安いことがわかった。電話を引ければ、その電信柱を利用 して電気

が安 く引けることになる。それでも電話60万 円、電気270万 円、水道280万 円(5戸 共同)
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かかったとい う。 ご夫婦は3人 の子供 にめ ぐまれたが、小学校か ら高校まで、牧場のある

山の上から通学 したそ うである。とくに高校への通学は朝4時 起 きで、駅まで13km、 電車

が1時 間20分 で、帰 りが夜9時 になったが、3人 のお子 さん全てが高校 を卒業す るまで19

年間も、奥 さんが送迎をがんば りぬいたそ うである。現在は長女が結婚 して同居 し、地元

の役場に勤務 してお り、その夫が酪農を手伝いは じめている。

現在のB牧 場は結婚当時の規模、ホルスタイ ンの経産牛50頭 と未経産牛25頭 とい う規

模に戻っている。15年 前 くらいか ら徐々に頭数 を減 らしてきてい るとい う。鹿害が多 くな

り、乳質が下がってきている。 日乳量900kg、 乳脂肪率は32～3.8%程 度であるが、下が

る時期には3%を 切 ることもあるとい う。Bさ んは自作地26ha、 借入地20haに 山林8ha

を保有 してお り、 さらに自衛隊演習場 となっている草原での採草が可能 となっている。 こ

れは国が買い上げる以前の慣習をその後 も権利 として保有 しているか らであ り、 このこと

が放牧酪農 の多頭化を可能にしていたのであ り、現在でも牧草販売収入につながっている。
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写真3山 のてっぺんで自然を愛でるレス トラン

Bさ ん夫婦が酪農教育 ファームの活動をは じめたのは平成13年 か らである。奥さんは子

供 たちの学校への送迎が一段落 した とき、 自分たちを とりま く環境の素晴 らしさに改めて

気付いたそ うである。それか ら鹿児島の体験型酪農を実践 していた牧場へ見学に行 くな ど

して、 自分たちもできると思い、ランチやおやつ と自然体験を組み合わせたメニューを作

り、酪農教育ファームを始めることになった。 じつはBさ んはそれ以前か ら様々な自然 を

生か した、また 自然 を守 る活動 を行 ってきた経験がある。Bさ んは農業 ・農村は農産物 を生

産す るだけではない と感 じてお り、貴重なタブの木が残 り、絶滅危惧種である八色鳥の棲

む 自然林の保護に立ち上が り、多 くの賛同者 をえて約80haの 自然林を残す とい う成果をあ
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げている。また35年 前 から小学生を 自然体験 ・森林教室で指導 してきた経験もある。 この

よ うな活動経験を活か しながら、夫婦で酪農教育 ファームをたちあげたのである。
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写真4沢 原(さ わ ら)草 原の眺望

写真5自 然木(タ ブの木)利 用のテーブル

平成13年 に車庫を改装 し、約200万 円を投資 して レス トランを作った。もちろん営業許

可 もとった。 この レス トランがこの酪農教育 ファームの核である。夏の 「ゆ うすげ」の時
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期 には1日 に200人 の訪問者がある。 ここのメニューは自然体験 と食 がセ ッ トになってお

り(ラ ンチ付きが2500円 、おやつ付きが2000円 で子供 は500円 割引)、 家族連れ を意識

した もの ともいえるが、む しろこの レス トランは大人のための空間のような印象がある。

現 に老人クラブや婦人の団体などの利用 も多 く、中には食事だけの客もいるとい う。景観

も、牛 も、自然 も必要なのだが、それ らと繋がった レス トランの空間の価値 が非常に大 き

いよ うに思われた。大きな木のテーブル には離れがたい気持ちにさせ るものがある。室内

にはなにげなくハーブや リースなどが飾 られ、そ こには奥さん と手伝 ってくれる娘 さんの

レス トランへの思いが感 じられる。

事 例C一 世界 と交 流す る酪 農 家 一

Cさ んが実家の裏 山に牧場を拓いたのは昭和41年 のことであった。50万 円借金 を して子

牛2頭 か らの出発 であった。 同い年の奥 さんが近郷か ら嫁いできたのはその4年 後の こと

で、結婚 当時はす でに18頭 の牛がいたそ うである。奥 さんは自動車学校に通っていた とき

に、そこの教官 に勧 められてCさ ん と見合いす ることになったのだが、実はあまり酪農業

が好 きではなかったそ うである。 ところが見合 いの ときに 「本県は台風県であ り、その悪

条件下での農業は畜産が適 している。 中でも酪農は、安定 してお り、将来性 もある[4]」 と

語 る逞 しい青年 にすっか り魅せ られ て嫁いで きたのである。嫁いだ当初は、蹴 られた り、

突かれた りす るのではないか と牛が とて も怖かったそ うである。 は じめはおそ るおそ る、

飼料給与 とお とな しい牛の乳房ふ きを していたのだが、Cさ んの指導や普及所の研修 をとお

して酪農家 として成長 してい くことになった。
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写真6星 条旗がはためく放牧場
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C農 場の土地面積は 自家採草地4ha、 借地3ha、 それ以外 に放牧地20a、 畑 と水 田が各

40a、 その他山林が40aほ どある。経産牛はホルスタイ ン22頭 、未経産牛10頭 、ジャー

ジー2頭 、肉牛10頭 な どとなっている。昨年現在の年間乳量は110t、 乳脂肪率が4%で

ある。他 に乗馬用ポニーがお り、放 し飼いのガチ ョウ、ニ ワ トリ、50kgも あろ うかとい う

大型犬 とゆかいな小型犬が走 り回ってい る。C農 場は結婚当時の18頭 か ら頭数がだんだん

増えていき、一番多い時には65頭 を数 えるにいたったのだが、その後Cさ んが町会議員に

な り、外 出の機会が増 えたので40頭 まで減 らしたのである。議員生活は22年 にもなる。

また、この牧場で もやは り酪農教育 ファームをは じめる前か ら、さまざまな交流の機会 を

提供 していたのであ り、そのことが現在 につながっている。次にそのことを述べたい。
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この牧場では30年 以上前か ら町内の小学生や保育園児たちがよく見学に訪れてお り、当

時か ら放 し飼いになっていた鳥や小動物 を触 った り、抱いた り、夏は木陰で冷たい牛乳や

おやっをサー ビス して喜ばれていた。また20年 ほど前には地域の親子を招待 して星空の観

測会をひ らいた。 こんなときは幸福感にひたれたそ うである。町会議員 を長年つ とめたC

さんだけではなく、奥 さんもたいへん積極的に地域活動やボランテ ィア活動をされてきた。

生活改善 グループをは じめ として、親子読書会、酪農婦人グループの活動、加工施設のあ

る農村婦人の家建設等々、枚挙にい とまがない。 さらに執筆活動 も活発に行 ってお り、講

演 もこな して しま うスーパー ウーマンである。 ご自身 も 「ボランテ ィア好きで しょ?」 と

の問いに、「そ うかもしれませんねえ」 との答 えが返ってきた。またC牧 場は様 々な形で実

習生や体験学習 をひろ く受 け入れてお り、企業の新入社員教育に利用 され ることもあるそ
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うである。海外 からのホー ムステ イや研修生の受 け入れ も積極 的に行ってお り、こ うした

経験が現在の酪農教育ファームの取 り組みにつながってきている。

しか しCさ ん夫婦に もつ らい経験があった。 それ は28年 前の農繁期 にCさ んがツツガ

ムシ病でたおれ2か 月の入院 を余儀なくされた ことである。 その時は寝たき りの父の介護

も抱えていて、農作業 を一手にひ き うけなが ら、毎 日、 ご両親 と病院のあいだを走 り回っ

たそ うである。 当時の ことを振 り返 り、「父の病気は 日増 しに悪化 し、 とうとう帰 らぬ人 と

な りました[4]」 と書かれているが、このような家族経営にあ りがちな、そ してつ らい体験

が自分への自信 と他人への優 しさを培い、それが人間的な魅力 とな り、地域のグループの

人たちや若い人たち さえも引きつけてい くのだ と思 う。若い学生が奥 さんを慕って、東京

や千葉か らはるばるイベ ン トに参加 した り、ホームステイにやって くるのも うなず ける。
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流 しそ うめん もある秘密基地?

現在、提供 してい るメニューは、町内外の小学校、保育園、スポー ツ少年団等の団体向

けのもの と個人(家 族)中 心の月1回 のイベ ン トが主なものである。 は じめにエプロンと

三角 巾を身につ けてのバ ター作 り、カ ッテージチー ズ作 り、アイスク リーム作 り、そ の次

は搾乳体験、乗馬 、ワゴン車に乗って敷地を一周。そ して牛や動物を学ぶ時間にな り、奥

さんの周 りに皆で集ま り話を聞 く。最後 は奥 さんのハーモニカに合わせて合唱 しておひ ら
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き となるとい うのが大体 の流れである。4年 前に息子 さんが経営 を引き継いでか らは、月1

回のイベ ン トは息子 さんの担 当とな り、今では奥 さんはサポー ト役 である。イベ ン トの企

画 を毎回十分に練ってお り、リピーター も多い。平成19年5月 か らはイベ ン トは有料 とし

てい る。ただ団体の うち、昔か ら来ても らっている町内の保育園、小学校か らお金を とる

のはなかなか難 しいよ うである。

息子 さんは農大を卒業後、米ネブラスカで2年 間にわた り海外農業研修の経験を持ち、

海外の人たちともメールでや りとりができる。新 しい感性 と語学力が この牧場に加わって、

いっそ う海外 と交流 も濃密 なものになっていったことだろ う。海外研修後、10年 前にこの

牧場で就農 してお り、す でに結婚 されてお子 さんもいる。若奥 さんは外勤で、酪農 には携

わっていないが、酪農教育ファームのために50万 円かけて改装 したオフィス兼 キッチンで

おい しい コー ヒーを奥 さんやお客 さんに御馳走 してくれている。
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写真9、10左 がC農 場の女性用 トイ レ、右が貸 し出された簡易 トイ レ

ま とめ

今 回の現地調査で紹介 した酪農教育 ファームは、現在 あるいは近い将来に 自立 した経営

部門 として収益を得 ることを目的に している。 当初の調査 目的はその経営的問題点を洗い

出す ことであったのだが、お話 をお聞きしてい くうちに、現在の活動が各々の酪農経営の

歴史 と分かちがたい ものであることがとて もよく理解できた。 これ らの3組 の酪農家夫婦

が高原 の開拓地で酪農を営み、多 くの得難 い経験 を積んできた反面で、 とくに嫁いだ女性

た ちは、都会や平場の農村であれ ば簡単に手 にできた多 くのものをいわば犠牲に してきた
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のである。 それゆえに、これ らの酪農家夫婦 に とって、 自分史の延長線上に、 自己確認 と

回復のプロセスのひ とつ として、酪農教育 ファームへの取 り組みがあるのだ と感 じられた

のである。表面的な経営問題 を云々することはあま り意味がないように思 えた。

冒頭 にも述べたよ うに、 これ らの酪農教育ファームに共通 していることは、女性 がその

中心にいることである。酪農 とは縁 もゆか りもない実家か ら高原の牧場に嫁いできた これ

らの女性た ちは、酪農教育 ファームを初めて訪れ る人々 と同 じ目線 で酪農 と山の暮 らしを

みることができる。彼女たちは山の暮 らしや酪農 には じめて触れた時の驚 きととまどい と、

厳 しい生活のなかでみつけた感動が どの ような ものかを一番 よく知っている し、子供 たち

が どのよ うに遊び成長 していったかを一番 よく知 っているのである。だか らごく自然にそ

れを提供す ることがで きる。そのことが結果的に都市住民をひきつけてい るよ うに思われ

る。バ ター作 り、ポニーの乗馬 、搾乳体験な どは確かに面 白くて人々をひきつけるもので

あるが、必ず しもそれだけを目的 に都会か ら多 くの人々が何度 も足 を運んで くれる とは思

われ ない。

Aさ んの奥 さんが宿泊施設建設を とお して提供 しようとしているものは高原牧場 のよ り

「本質」に近い何かであろ う。B牧 場のテラスに何をす るでもなく1日 座 り続けていた夫

を亡 くした40代 の女性は、ほ どな くして同 じ境遇の女性を連れて再訪 したそ うである。そ

れ をや さ しく見守ることができる奥 さんが素晴 らしい。東京や千葉 から、遠 く離れたC牧

場 に通 う学生たちが求めているものも、やは り個々の提供 メニューには載せ られない もの

であろ う。様々なイベン トやWebに 載せ られ たメニューの数 々はもちろん酪農教育 ファー

ムに重要 な位置 を占めてい るし、 さらに工夫を重ねていかねばならないだろ う。 しか しそ

れ は酪農教育ファームが提供す る多 くの もののほんの一部分であ り、これ らの牧場にあっ

ては、よ り本質的な濃厚な体験への入 り口なのである。

(調査 日:平 成22年2月7～8日)
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