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生産者と消費者の交流イベント

「あか牛がつなぐふれあいフェスタ 中央in

(社)熊本県畜産協会 川崎広通

はじめに

我が国では平成１３年９月に発生したＢＳＥを契機に風評から牛肉の消費

が激減し、その結果、牛枝肉価格が下落し、また子牛価格も低迷したことか

ら、肉用牛農家は大打撃を受けた。そんな中、熊本県下益城郡美里町ではあ

か牛の改良増殖を目的に設立されたあか牛生産改良組合が中心となり、あか

牛の普及啓発と牛肉の消費拡大を目指して、組合自らが牛肉まつりを開催す

ることとなった。その結果、消費の拡大に効果が見られ、生産意欲の高揚に

寄与するなど副次的な効果も出ており、局地的なあか牛の振興と交流の活性

化や今後の食育推進の観点からも注目されるところである。

１．対象とした地域

１）地域の概況

美里町は、熊本県のほぼ中央に位置しており、熊本市から南東へ約３０ｋ

ｍ、車で約４０分程度の距離にある自然豊かな地域である。

東に九州山地が広がり、さらに山や川に囲まれた自然を活かし、人々が連

、 、 、 、携しながら農林業を中心に営み 石橋 里山 棚田等地域資源を保持しつつ

里山文化を形成した地域である。美里町は平成１６年１１月１日に中央町と

。 ，砥用(ともち)町が合併して誕生した 平成１９年２月１日現在の世帯数は４

２６３戸、人口１２，５９８人、面積１４４．０３平方キロメートル（美里

町ホームページより）となっている。美里町の町名は、全国から公募した中

から選考し 「いつまでも美しいふる里でありますように」等の理由から美里、

町となっている。

２）肉用牛の概要

、 、 （ ） 、この地域は 古くから 和牛褐色和種 通称：あか牛 が飼養されており

最近ではみかんや桑畑の廃園など未利用地を利用した放牧も盛んに取り入れ

られた地域でもある。

平成１９年１月１日現在、美里町の肉用牛飼養農家は１１１戸で、飼養頭

数は１，２２２頭である。
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２．イベント取り組みの内容

１）開催の経緯

美里町には、旧中央町と旧砥用町で２つのあか牛(褐毛和種)の生産改良組

合(以下｢改良組合｣という。)がある。

改良組合は子牛生産の振興と組合員相互の融和と組織の増強を図り、農家

経営の健全なる発展に資すること目的に設立された。当初は肉用牛の生産、

技術の向上を主体に活動していたが、平成１３年のＢＳＥ発生を契機に低迷

した牛肉業界に 「われわれだけででも消費拡大しよう。自分たちもどうにか、

、 。」 。して牛肉を宣伝し 売ろう と地産地消と消費者に目を向けた活動を始めた

自分たちで何ができるかと試行錯誤した結果、改良組合はそれぞれ毎年牛

。肉フェスティバル和牛生産者大会の呼称で牛肉祭りを開催することとなった

中央町改良組合は「あ

か牛がつなぐふれあい

フェスタ 中央 、砥用in 」

町は「石橋とやまびこ

の里 ともち」の呼びin
名で始まり、中央町は

平成２０年３月で第７

回を迎え、砥用町改良

組合は平成１９年１１

月で第６回を数えてい

る。

２）イベントの運営

中央和牛改良組合は、組合員が約４０名おり、その半数が準備、運営、後

片付けまで行い、これに対し、県地域振興局、町役場、農協等の職員は一部

手伝う程度である。

運営は、全て改良組合自らが企画し、予算を立て、会場の設営から終了後の

反省会までやっている。

現在、フェスティバルには牛１頭を丸ごと利用しているが、最初は赤字を

。 、危惧し半丸から始めている 元々イベント開催を目的とした運営資金は無く

改良組合員の繁殖肥育一貫農家に肥育牛１頭の提供を願い、半丸を予約販売

用に、残り半分を会場のイベントに充て、残りの経費はチケットの販売で捻

出することとした。

写真１ 焼き肉を食べながら
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第１回目の開催時はＢＳＥの発生により価格が低迷している中、肥育牛提

供者が不利とならぬよ

う、当時としてやや高

めの１頭５０万円で買

い上げた。業者を通さ

ないため枝肉単価が約

円でも、実際は600
円以上で販売で1,000

きたため損は無かっ

た。現在は、枝肉相場

より 円程度高く買50
い上げている。

３）イベントの内容

イベントの内容は以下の通りである。

中央地区「あか牛がつなぐふれあいフェスタ 中央」in
ァ 試食コーナー

○バーベキュー（焼肉） ○モモの丸焼きコーナー

○牛スジの煮込みコーナー ○焼きそばコーナー

○ハンバーグコーナー

ィ 飲み物コーナー（有料）

ゥ 農産物(シクラメン等)オークション

ェ 楽しみ抽選会(野菜等)

ォ あか牛の消費拡大と注文販売

モモの丸焼きは ０キロもある肉を回転させながらダイナミックに焼くこ1
とによって、柔らかく風味があり、美味しいことから客に人気があり、フェ

スティバルの看板となっている （写真３）。

４）来場者への呼びかけ及びチケットの販売

このイベントは消費拡大運動であり、地域へのＰＲには、まず町議員へア

ピールすべきとの意見が組合員から出され、呼びかけの１番手に町議会議員

楽しみ抽選会写真２ お
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を考えた。議員を来賓に

チケットを優先配布し、

「地元の人間が買わない

でどうする 」と割当てに。

も似た言い回しで率先購

買を呼びかけ、一般への

周知は新聞へのチラシの

折り込みの他、ラジオの

イベント情報コーナーで

紹介を行なっている。

チケット価格は当初１

枚 円であったが、現1,000
在は 円になっている。1,500
チケット１枚につき牛肉 （焼き肉用 及びステーキ用 、おにぎ150g 100g 50g）
り２個、野菜セット及び乾杯用お茶１缶が付いている。

参加した関係者はそれだけで 円の対価は十分あると言い、更に、各コ1,500
ーナーで試食用のハンバーグ、牛スジ煮込み及びモモ丸焼きが無料で食べら

。 、 、れるため不満もでていない 開催当初は 配布牛肉に一定の取扱方針がなく

会場で食べる人、持ち帰る人が半々位であったが、全て会場で食べることに

より、牛肉の不足を緩和している。

チケットの販売は、改良組合員が中心となり予約販売で実施しており、町

の経済課及び熊本県畜産農協城南支所においてとりまとめている。毎年恒例

の催しとして定着した現在では、焼肉台に限りがあることから約３００枚の

制限したチケットは事前に完売している状況である。

なお、第２回の大会には、モーモーレディース（婦人部）の参加や宇城管

内に着任した外国人英語の教師１０名が招待されるなど、彩りを添えるなど

毎年趣向をこらしたイベントとなってきた。参加した教師からとった英文ア

ンケートでは好評を得ている。

また、町の協力で招致したカントリーミュージックのボーカルグループ｢チ

ャーリー永谷とキャノンボール｣の演奏があった年には、あか牛を知らないフ

ァンが熊本市などから押し寄せたため大盛況で、来客は３００名をはるかに

越え、新たな消費者の開拓にもつながった （写真４ （写真５）。 ）

現在では改良組合員、モーモーレディース、町の経済課及び熊本県畜産農

協城南支所などが協議会（実行委員会）を構成して、さらなる発展を遂げて

いる。

モモの丸焼きコーナー写真３
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３．事業の効果

１） あか牛の普及・啓発と安全・安心の浸透

この催しは地域内外

にあか牛の存在と牛本

来の味、安全・安心を

、知らしめる機会となり

あか牛の消費減少に歯

。 、止めが掛った 併せて

、あか牛の底辺が拡大し

盆、暮の自家用、進物

用として牛肉消費も増

えてきている。また、

このイベントを実施し

たことにより改良組合員

の団結力もより強化され

ることにつながった。

地域の畜産物を地域

で消費するいわゆる地

、産地消運動から始まり

農村部の生産者と都市

部の消費者が交流する

ことで信頼関係が築か

れ、牛肉の消費拡大と

ともに美里町を内外に

アピールすることがで

きた。

２）生産意欲の高揚とあか牛減少・耕作放棄地に歯止め

ＢＳＥを契機に生産者自らの発意で開始したが、他からの資金的援助も無

いなかで自ら運営し、欠損金も出さずに反省会費用までも捻出できた上、単

発に終わらず継続できたことが、生産者の自信と生産意欲の高揚につながっ

。 、 、た その結果 地域のあか牛の減少及び耕作放棄地の増加にも歯止めが掛り

未利用地利用放牧やコントラクターの利用も拡大することになった。平成１

８年６月に開催された第１０回草地畜産コンクール（日本草地畜産種子協会

写真４ コンサート風景

写真５ 音楽に合わせて踊り出す
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主催）では組合の会員である明石氏が廃果樹園のシバ型草地造成などで表彰

されている。

３）親子ふれあいの場の創出

このイベントでは昨今

親子が一緒に笑顔を交わ

す機会が少ない中で、青

空の下で屈託ない、楽し

いふれあいの場が創出さ

れている。

会場では、牛肉はもち

ろんのこと地元の花農家

が栽培した花（シクラメ

ンなど）や野菜のオーク

ションが行なわれ、飲酒

の勢いもあって盛り上がり、

肉は店価より㎏当たり 円50
高、市価 円程度のシクラメンが 円、 円の価格で落札されて1,000 2,000 3,000
いる （写真６）。

４．アンケート結果の概要（平成１９年２月の開催時に実施）

in平成１９年２月２５日に開催された「あか牛がつなぐふれあいフェスタ

中央」に参加した約３００名に実施したアンケート結果について以下の通り

とりまとめた。回収者数は６０人と少なかったが、その要因としては夫婦や

家族などグループで参加する者が多かったこともあり、その代表として回答

したことと関係すると思われる。

回答者の性別としては男性が３５％、女性が６５％となっており、食に対

する女性の関心の高さを示している。年齢別構成をみると、１０歳代２％、

２０歳代１０％、３０歳代２１％、４０歳代２％、５０歳代２７％、６０歳

代１９％、７０歳代１９％となっている。あらゆる世代の参加がみられたこ

とは、このイベントが家族で参加するふれあいの場になっていることがわか

る。参加地域別構成をみると美里町内４２％、町外５８％となっており、約

半々である。今後は地域外の参加者を募る手法も検討すべきである。イベン

ト参加経験の構成をみると過去に参加したリピーターが５６％、初めてきた

人が４４％となっている。初参加が４０％以上もいたことでさらなる参加者

写真６ オークション
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開拓の余地があると思われた。

次は牛肉の内容について、まず肉の味を尋ねたところ９８％がおいしいと

回答している。肉のかたさを尋ねたところ７５％がやわらかい、２３％が普

通と回答した。この種のアンケートとして、牛肉の評価で一番はやわらかい

ものが好まれることが多いが、今回もその結果になったことがわかる。肉の

色を尋ねたところ９６％が良いと答え、普通、気にしないものが残りの４％

で、色が悪いと回答したものはいなかった。脂肪の量を尋ねたところ適量と

回答したものが全体の７４％を占めている。

牛肉を買う時に気をつけているのは何ですか？という質問に対しては値段が

一位で、次に産地であった。牛肉に個体識別番号（トレーサビリティシステ

ム）が付いていること知っていますか？という質問に対しては、７０％以上

の人が知っていると答えており、パソコン等で検索した人が数％いた。

イベントの内容についての質問に対しては楽しいが７６％、どちらでもない

が２４％でつまらないと答えたものはなかった。イベントのうち一番楽しか

ったものはオークションと答えていた。来年もまた来ますか？の問いに対し

て９８％の人がまた来ると回答していた。参加料金（１５００円）は？の質

問には５％が高いと答えていた。

以上のアンケート結果を総合するとこのイベントに使われたあか牛の肉の

評価は高く、イベントの内容も高い評価を受けたといえる。関係者はこのア

ンケート結果を次年度以降のイベントに活かしていきたいと答えていた。

５．今後の課題

１）催しの拡大への制約

改良組合員としては、この催しが地域におけるあか牛の消費拡大につなが

ったことから、出来得れば将来、参加人数を増やしたイベントに持って行き

。 、 、たいという構想はある しかし 使用できる焼肉台に台数の限度があるうえ

増えたとしても保管スペースを要することから設置台数が制約されるために

参加人員が制限されるなやみがある。今後は美里町の事例を踏まえて、規模

を大きくしていくためにまわりの市町村を取り組んだ地域全体の活動として

開催していく必要があると思われる。

２）学校教育等との連携

当該行事は、町内の食に関するイベントとして定着してきている。あか牛

は、伝統の地域食材として期待される中で、現在のところ通常時で学校との

連携はない。しかし、イベントのために用意されたあか牛牛肉の一部は町内
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の小学校、中学校の給食用として買い上げられており、少しずつではあるが

町内の教育現場と連携が進んでいる。

平成１７年６月に食育基本法が施行され、食育に関する意識が高揚する中

で、今後は地域の産物であるあか牛を振興するうえからも、地産地消を推進

する上からも学校教育等との連携を推し進める必要がある。

おわりに

改良組合は牛肉の消費低迷を打開するために実施した地産地消運動から始

まり、イベントを通じて農村部の生産者と都市部の消費者が交流することで

新たな信頼関係を築いてきた。あか牛は体が頑丈で、性質がおとなしく、飼

いやすく、牧草などの粗飼料をよく食べ、太りがはやいために短期間に牛肉

に仕上がるなどすばらしい特徴がある。まさに、地球にやさしい、人にやさ

しい牛といえる。これからも改良組合があか牛の消費拡大を図りながら、さ

らに都市部の消費者とともに地域の活性化と振興に取り組んでいくことを期

待したい。

（平成１９年２月実施）アンケート結果（一部抜粋）

参加者の年齢層 参加するのは何回目？ 肉の固さは？

味は？ 脂肪の量は？ 参加費は？


