
 

 

１ 我が家の経営方針 

立派な経営方針はありませんが、とにかく「仕事は楽しく！がっちり家族経営

で！」です。 

畜産業は 365 日休み無しの仕事です。毎日の仕事が苦になっては良い牛も育て

られませんし、良い経営もできません。 

(1)「身体は楽に」－ 少々お金はかかっても、設備投資はしっかりする 

機械化を図り、作業機械を導入し、毎日の仕事を少しでも楽にする。 

(2)「出来ることは自分でする」－ 安易に業者を頼らない 

先ず自分で出来ることは自分でする。無理なことだけ業者に頼む。無駄に楽

をしたり、無駄にお金を使わない。 

(3)「家族で経営」－ 家族みんなで協力し合い、しっかり稼ごう！ 

無理を言えるのも、無理を聞けるのも、やっぱり家族。良い牛を育てようと

いう同じ目標に向かって頑張れます。 

(4)「余暇を楽しむ」－ 自分達の時間を大切に！ 

日々の仕事はエンドレス。だから、暇は自分で作ること。そしておもいっき

り楽しむこと。明日の活力につながる大事な燃料補給です。 

 

２ 竹内牧場の歩み 

昭和 63 年 10 月 結婚（結婚当時は、搾乳牛 90 頭の酪農業） 

平成７年 酪農業から和牛肥育業への転向を決意 

 10 月 初めての和牛子牛(素牛)を長崎県壱岐より 36 頭導入 

 肥育用牛舎の建設を開始。肥育用施設の整備を進めながら、素牛の

随時導入を図り、徐々に頭数を増やしていく。 

 （収入確保の為、搾乳業も継続） 

ピンチとチャレンジは自分磨きの最大のチャンス！ 

～ アンラッキーな出来事は神様から与えられた試練であり、 

チャレンジは自らが自分に与えた試練である ～ 

竹内 友子（有限会社竹内牧場）

多気郡多気町河田



 

平成９年 3 月 最後の乳牛を売却し、酪農業を廃業 

 和牛肥育業への完全転向を果たす（枝肉取引は東京と経済連） 

 12 月 牛舎２棟新築、1棟改築を済ませ、肉牛 350 頭に増頭 

平成 10 年 杉本食肉産業株式会社と枝肉取引を開始 

平成 12 年 6 月 1 日 有限会社竹内牧場を設立 

 6 月 23 日 夫康弘が交通事故に遭い、3ヶ月半の入院 

平成 16 年 牛舎 1棟増築し、合計 4棟とする。肉牛 420 頭に増頭 

平成 18 年 6 月 コンポスト(急速醗酵堆肥化装置)を設置 

 11 月 ビーフフィーダー(自動給餌機)を設置 

現在に至る。 

 

３ ｢ピンチはチャンス！｣ 

～ アンラッキーな出来事は神様から与えられた試練 ～ 

 

(１) 私にとっての竹内牧場 

昭和 63 年 夫康弘と見合い恋愛で結婚（私 23 歳） 

畜産業の家ということには、不安も迷いも無く結婚を決意 

会社勤めを続けたので、家業は休みの日に手伝い程度 

平成元年 長男の出産を機に、会社勤めを辞め、子育てに専念 

平成２年 長女出産、子育てに奮闘 

平成５年 次男出産、ますます子育てに大奮闘 

平成７年 義母 3ヶ月入院 酪農業から和牛肥育業への転向を決意 

主力で頑張ってくれていた義母の突然の入院で、平穏な毎日が急転。子供

達を連れて義母の代わりに牛舎の仕事を手伝い始めるが、家事と育児に義母

のことと家業が加わり、超多忙な毎日に。 

平成８年 搾乳業を続けながらの肥育業規模拡大で、超多忙な毎日の連続 

平成９年  3 月に最後の乳牛を売却し酪農業を廃業、和牛肥育業への完全転

向を果たす 

  結婚以来初めての家族旅行に富士サファリパークへ。 

  （これを機に、いろんな所へ家族旅行に出掛けることに。） 

平成 12 年 4 月 次男の小学校への就学を機に、手伝いではなく、主人の良

き経営パートナーを目指し、家業に本腰を入れる 

・6月 1日 (有)竹内牧場設立を機に、名実共に経営者が義父か

ら夫に代わり、私も帳簿を譲り受け一切の経理を任される。 

・6月 23 日 夫が交通事故に遭い、全治 6ヶ月と診断 

まだまだ駆け出しの私にとって主人の突然の入院はまさに｢青天の霹靂｣。

3 ヶ月半の入院期間中、実家の助けを借り、私が牛達の面倒をみることに。

朝夕は牛舎の仕事、日中は夫の看病とリハビリのサポートに病院へ。家事も



 

育児もこなしながら、朝は 3 時半に起きて夜寝るのは 12 時過ぎ。一ヶ月で

体重が 10kg も減る程頑張ったのに、夫の留守中に死なせてしまった牛は７

頭にもなり、人生最大の試練でした。でも結果的にこのことが、夫の良き経

営パートナーとして、私を短期間に育てあげてくれました。 

平成 13 年 千葉県でＢＳＥが発生 

スーパーで買い物客が｢そんな怖い肉、いくら安ても買ったらあかん｣と話

す中、｢私達が買って、安全性をアピールさな！｣と半額シールの上にもう一

枚半額と貼られても誰も買わない松阪肉を次々と買い物かごへ。｢あの人見

てみ、よう買うわ、あんな肉｣ と後ろ指を指されたこともあり、牛達のこと

を考えると不憫で、ほんとに情けない思いをする。 

平成 16 年 子牛用の大桝の部屋を完備した牛舎を増築 

 私が子牛の世話の担当に。 

 7 月 大型車の免許証を取得 

平成 18 年 7 月 コンポストを設置 

フンの処分に困っていたとは言え、あまりに高額なコンポスト導入に、私

は二の足を踏むが、「フン処理は畜産業にとって大きな課題。将来的にもこ

れは必ず必要となるから！｣と夫に説得され設置を決意。 

結果的には夫の判断は正しく、醗酵堆肥の注文は途切れることが無く、長

年悩まされ続けたフン処理問題から解放されたこの安堵感は何物にも代え

難く、採算を度外視しても必要な投資もあることを学ぶ。 

 11 月 ビーフフィーダー(自動給餌機)を設置 

 作業がいっそう楽になり、その分、牛の管理を充実させる。 

平成 19 年 甲状腺ガンで、夏と秋に二度の手術を受ける 

夫の良き経営パートナーを目指し頑張ってきたのに、闘病生活でしばらく

休業。夫に仕事の負担をかける上、私の心配までさせて申し訳無く思う毎日

が続く。 

平成 20 年 年が明け、本格的に仕事復帰 

 8 月 フォークリフト運転免許証を取得 

平成 21 年 夏 夫と 2人で 2泊 3日の東北旅行へ 

『私達で牛の面倒をみるから 2 人で旅行に行っておいで・・・』との子供

達 3人からのプレゼント。新婚旅行以来初めての 2人旅に感動もひとしお。

成長した子供達にも改めて感謝。 

平成 22 年 3 月 2 人で初めて宮崎県都城家畜市場へ子牛の買付けに 

毎月義父が行ってくれている子牛市だが、子供達が牛の面倒を

みてくれると言うので、3泊 4日の初めての市場デビューを果た

す。 

 4 月 宮崎県で口蹄疫が発生 

感染拡大の阻止がなかなか出来ない中、ウィルスという見えな



 

い敵を相手に、｢明日は我が身では｣と不安に思う毎日が続く。 

 8 月 27 日 宮崎県の口蹄疫終息宣言 

発生が確認されてから 130 日目の終息宣言。我が家もほっと一息。 

 

(２) 「試練は、技術を磨き、人間性を磨き、絆を磨く」 

私を人間的に大きくした 3つの試練は、平成 7年の和牛肥育業への転向、平

成 12 年の夫の入院、そして平成 19 年の私の闘病生活。 

それぞれに、精神的にも肉体的にもかなり追い込まれ、もうダメだ！と何度

思ったかしれないが、後になって思えば、｢人間って、やれば出来るんだなぁ｣

とつくづく思い、乗り越えた結果として得たものは大きく、経営パートナーと

しての成長と内面的な成長、そして強くなった夫婦・家族の絆や、肉親・友人

の存在の有り難さなど、｢苦労は買ってでもしろ｣をまさに実体験で実感する。 

 

４ ｢チャレンジもチャンス！｣ 

～ チャレンジは自らが自分に与えた試練 ～ 

 

(１) 小学生の牛舎見学受け入れ開始 

平成 12 年 地元小学校５年生担任の先生から初めて牛舎見学を依頼される 

最初は断るも、先生の熱意に押され、依頼を受けることに 

平成 13 年 今後の継続的な牛舎見学を依頼され、引き受けることに 

平成 14 年 牛舎見学に付随して、子供達への松阪肉(焼き肉)の提供を始める

ことに 

畜産の勉強をしてくれたお礼と、竹内牧場の松阪肉を子供達に

食べてもらいたいのと、そして、畜産の学習の良い思い出とな

ることを願って、お肉の提供を始める。 

現在に至る 

 

(２) 子供達との交流で、変化していく私達の気持ち 

《受け入れ第一回目》 依頼を受けたことを大きく後悔 

事前準備の大変さ（牛舎の掃除、資料作り、仕事の段取り） 

見学当日の大変さ（仕事が出来ない、説明が上手く出来ないなど） 

《受け入れ第二回目》 今後もまあ、やってもいいかな 

前回の見学の後、子供達から礼状をもらい、私達への感謝の気持ちと牛達

への命をいただく感謝の気持ちが書き綴られている手紙を読んでとても嬉

しく感じる 

畜産業を知ってもらう良いチャンスだ！ 

《回を重ねるごとに》 これはやらなくては！と強く感じるように 

毎年、たくさんのことを学び取り感じ取ってくれる子供達。子供達に畜産



 

業のありのままの姿、それに携わる人達の姿を見てもらい、命をいただいて

自分達が生きていることへの感謝の気持ちを感じ取ってもらえるこの授業

の大切さをひしひしと感じ、だんだん積極的に学校のお手伝いをする様に。 

苦になっていた牛舎の掃除も、｢牛舎がきれいになる良いチャンス｣、資料

作り等の事前準備も｢自分達の勉強になる良いチャンス｣と思える様になる 

《今では》 これは自分達にしかできないこと。続けなくては！ 

やっぱり私達がやらなくては！ 

・畜産業の大変さと大切さを直に学んでもらう為に 

・食と命の大切さを直に学んでもらう為に 

自分達もスキルアップが図れる良いチャンス 

 

(３) 子供達との交流で、改めて感じたこと、そしてその成果 

《改めて感じたこと》 

１）畜産業を見直す良いきっかけに 

２）畜産業を勉強する良いきっかけに 

３）自分達自身の向上心を高める良いきっかけに 

４）食育を現場で実践出来る大切な環境であることを理解 

５）畜産業がやり甲斐のある仕事であることを実感 

《その成果》 

１）子供達はもちろんのこと、子供達を通し保護者にも畜産業への関心と

理解をもってもらえたこと 

２）食と命の大切さを直に学んでもらえたこと 

３）学校側に自然と根付いた(代々受け継がれていく)畜産業への関心と理解 

４）自分達のスキルアップにつながったこと 

５）おまけ（悪臭問題で役場へ通報されなくなったこと） 

 

５ 今後の私のあり方 

・夫に対しては、私と一緒にいることで、楽しかったり安らげたり、そしてまた

新たな元気が湧いて来る様な、そんな人生の良きパートナーであること。 

・家族に対しては、いつもみんなの太陽であること。 

・仕事に対しては、心強い経営パートナーであること。 

 

６ 夫、康弘さんへの思い 

・とにかく、まあ、よく働く人です 

・修理・工夫・発明の名人、何でも自分でやります。 

・ちょっと気分屋のところがありますが、基本的にとっても優しい人 

・健康に気を付けて、いつまでも元気で、一緒に楽しく歳を重ねましょう 

 



 

７ 将来に向けて 

・やっぱり目指すのは、｢このお肉は味があって、美味しいなぁ｣と喜ばれる牛

を育て上げること。 

格付けも大切だが、我が家は“味”でも勝負をしていきたい。 

・色々な意味で私達に刺激を与えてくれる小学生との交流を大切にすること。 

・事業を継ぐことに関しては、子どもたちの人生は子どもたちのものなので、

無理強いはしません。ただ、継いでくれるというのであれば、舞台裏からで

きる限りの援助はするので、私達の今のこの思いも一緒に受け継いでもらえ

ると嬉しいです。 

 

８ 最後に 

・夫婦仲良く、元気な限り、やり甲斐を持ってこの畜産業を続けていきたい。 

 

 

 


