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１．肉用牛生産基盤の強化
新規就農の確保と担い手の育成

（１）現状

（２）これまでの取組

《重点テーマに係るKPI》
・管内肉用牛繁殖母牛頭数

平成26年 ９，６３３頭
→ 32年 ９，９００頭

協議会目標
9,900頭

農協のサポート 肉牛農家の規模拡大

施設整備事業で
繁殖牛舎を整備

農協直営繁殖センター・
キャトルステーション

繁殖雌牛の増頭

子牛の増産

斉一性の高い
子牛の出荷

安定的な
育成牛預託

技術指導

飼養管理技術の実
証試験・研究

牛舎を貸付

新たな飼養管理
技術の実践

農協主導の取組を
地域のモデル経営
として牽引

育成牛
預託

中小規模
繁殖農家

地域の肉用牛基盤を強化

○管内の肉用牛繁殖母牛の頭数は、
・畜産クラスター事業等を活用した繁殖牛舎の

整備
・農協直営の繁殖センター・キャトルステー

ションでの預託事業の展開
等により、目標（9,900頭）を達成

＜地域の肉用牛基盤強化の概要＞

＜JA宮崎中央 畜産関連施設位置図＞

現在地
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○キャトルステーションの取組
・２箇所（国富キャトル、宮崎キャトル）のキャト

ルステーションを設置運営し、農家における繁
殖管理労力の軽減や牛舎空きスペースを活用し
た増頭を推進

○繁殖センター等の取組
・総合ファームでは、子牛市場導入及び自家育成

した子牛に種付けし妊娠牛として農家へ供給

・子牛市場の維持強化のため、宮崎繁殖センター
でJA自ら繁殖牛を飼養し、子牛をセリ市に上場

１．肉用牛生産基盤の強化
新規就農の確保と担い手の育成

（２）これまでの取組
○入植団地の取組

・当地域は市街地が近く、畜舎建築に対する地域
住民の理解が得られにくい。このため、用地取
得や規模拡大が進まない事例もあることから、
これらの課題に対応するため入植施設を整備

＜入植団地＞
国富団地（繁殖４戸、肥育２戸）、
西部団地（繁殖３戸）、北部団地（繁殖４戸）

・更に、平成２９年度に畜産クラスター事業等を活
用し、新たに第2国富団地（繁殖５戸、肥育１戸）
を整備。

妊娠牛供給頭数実績 （頭）
H26 H27 H28 H29

4 7 12 26

キャトル受入頭数 （頭）
H26 H27 H28 H29

国富キャトル 455 410 455 496
宮崎キャトル 556 494 608 660

計 1,011 904 1,063 1,156

撮影：JA宮崎中央情報センター

JA宮崎中央 第２国富畜産団地の全景
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○クラスター事業での中心的な経営体の牛舎整備
・規模拡大を図る中核農家の施設整備等を支援

実績 （H27～H29）
繁殖：30頭規模×５戸、40頭規模×2戸

計画 （H30）
繁殖50頭規模×１戸、40頭規模×１戸
肥育96頭規模×１戸

○新規就農者等への研修
・畜産スタート研修等により、新規就農者や後

継者等に対し経営計画作成や飼養管理研修等
を通じた経営管理能力向上を支援

（H29年に試行的に実施、本年度から本格開始）

（２）これまでの取組

（３）優良取組事例 ①
１．肉用牛生産基盤の強化

新規就農の確保と担い手の育成

畜産スタート研修

ＪＡ宮崎中央 国富キャトル・宮崎キャトルによる
子牛預託の取組

【目的】
・高齢農家の労力軽減による経営継続
・担い手の労力軽減と空きスペース活用による増頭

（規模拡大）
・子牛発育の斉一性向上
・早期離乳による分娩間隔の短縮

【実施内容】
・農家から子牛を、離乳後～子牛セリ出荷までの期間

預かり（預託料：550円/日・頭）
・国富キャトルと宮崎キャトルを合わせて常時600頭

飼養可能 

0%

50%

100%

H26 H27 H28 H29

キャトル稼働率

宮崎キャトル

国富キャトル

98.6%
86.2%

77.1%

90.7%
新規就農者数（肉用牛）

H26 H27 H28

後 継 者 2 人 3 人 11 人

新規参入者 0 人 0 人 1 人
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入植団地における担い手等育成の取組

【目的】
・肉用牛の中核的農家を育成し、肉用牛生産基盤

の強化を図る

【実施内容】
・規模拡大、新規就農希望者へ賃借アパート方式

で牛舎を貸付
・畜舎を集約化することで、都市圏である地域で

の課題に対応

【施設規模】

【入植者】
・繁殖農家１６戸（入植前360頭→現在773頭）
・肥育農家 ３戸（入植前210頭→現在310頭）

（３）優良取組事例②

１．肉用牛生産基盤の強化
新規就農の確保と担い手の育成

ＪＡリース牛舎を活用した担い手等育成の取組
【H29年度畜産クラスタ−事業（施設整備事業）】

借 受 者 ：E氏（後継者：息子２人）
経営規模：事業前：繁殖牛 79頭

目 標 ：繁殖牛109頭
整備内容：繁殖牛舎１棟（495㎡）

堆 肥 舎 １棟（ 99㎡）
家畜の導入 子牛2頭

事 業 費 ：34,269,480円
補 助 額 ：15,429,000円

整備目的：フリーバーン牛舎（30頭規模）を新しく
整備することで、規模拡大を図るととも
に、労力軽減や発情発見の見逃し防止に
より収益性向上を目指す

うち施設32,570,640円
うち家畜 1,698,840円

（３）優良取組事例③

繁殖４戸 　７０頭規模 × ２棟　＋　１００頭規模 × １棟

肥育２戸 　１５０頭規模 × ２棟

西部団地 繁殖３戸 　５０頭規模 × ３棟

北部団地 繁殖４戸 　５０頭規模 × ４棟

繁殖５戸 　５０頭規模 × ５棟
肥育1戸 　１００頭規模 × １棟

国富団地

 第2国富団地
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（４）課題

（５）今後の計画・対策

【肉用牛生産基盤の強化】
・キャトルステーションの子牛発育の改善により子
牛販売価格の向上を図ることで、より積極的な
キャトルステーションの活用を促す 

・地元産稲WCSの利用拡大等により、キャトルス
テーションの生産コスト低減を図る 

【新規就農の確保と担い手の育成】
・平成３５年までに新たな入植施設（５０頭規模✕９

戸）を整備することで、規模拡大や新規就農者の初
期投資負担の軽減を図り、担い手の育成を図る

・研修会の開催等により、新規就農者や後継者等の経
営管理能力向上を継続支援（集合研修＋個別就農計
画作成指導：計６回） 

【肉用牛生産基盤の強化】
・キャトルステーションで実証された飼養管理

技術を農家へ普及 
・

・

利用農家は、自家育成の場合よりも良い発育を
期待しており、発育が悪いと利用離れになる
生産コスト上昇のため、預託料の値上げも検討
する段階にある

【新規就農の確保と担い手の育成】
・子牛価格の高騰により、担い手の規模拡大が困

難な状況であり、初期投資の負担軽減が必要
・新規就農者等の育成においては、戸別の経営環

境に応じた支援が必要 

１．肉用牛生産基盤の強化
新規就農の確保と担い手の育成

宮崎キャトル 子牛の受入

キャトルの成績
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