
平成２１年度 農業競争力強化対策民間団体事業

九州地域飼料増産重点地区の取組

九 州 地 域 飼 料 増 産 行 動 会 議

（事務局：九州農政局生産経営流通部畜産課）

（社） 日 本 草 地 畜 産 種 子 協 会

平成２２年３月

【コントラクター編】





はじめに

一昨年来高騰を続けてきた飼料穀物価格は現在比較的落ち着きを見せてはおり

ますが、世界的な人口の増加傾向やバイオエタノール用など非食用穀物需要の堅

調な推移を踏まえますと、配合飼料価格がかつてのような水準まで低下すること

は期待しがたく、国際的な穀物市況の動向に左右されない安定した畜産経営を実

現するためには、我が国の土地基盤（水田、畑、草地、その他耕作放棄地）を有

効に活用し、飼料作物、稲発酵粗飼料及び飼料用米の生産・利用を拡大すること

が必要であります。

平成２２年度には自給率の向上を図るため、水田を有効活用して、稲発酵粗飼

料等の戦略作物の生産を行う者に対して、主食用米並の所得を確保し得る水準を

直接支払により交付する水田利活用自給力向上事業が創設され、飼料作物の作付

面積の拡大が見込まれるところです。

このような状況の下、飼料生産・収穫・調整機械等を整備しているコントラク

ター組織の利用により労働負担の軽減、設備投資の低減及び飼料生産作業の効率

化・低コスト化を促進することが重要であり、コントラクターに対する期待は今

後益々高まると考えられます。

九州地域飼料増産行動会議においても、これまで、管内各県の行政機関、農業

団体、畜産関係団体等と連携を図りながら、耕畜連携による粗飼料増産や水田放

牧、国産粗飼料の生産・流通の円滑化等の取組を推進しているところであります。

本冊は、こうした状況の中、各県畜産主務課・室並びに関係各位のご協力を頂

きながら、飼料増産重点地区のうちコントラクターの取組事例をまとめたもので

あり、これら事例を参考に、各地域で飼料増産の取組の普及・拡大がなされるこ

とを期待する次第です。

最後に、本冊を取りまとめるに当たり、事例提供にご協力を頂いた管内各県関

係機関、ご執筆者並びに取組実施者の皆様方に対し、心より感謝申し上げます。

平成２２年３月

九州農政局 生産経営流通部

畜産課長
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コントラクターの活用登録地区
地
区
数

合計

鹿児島県

宮崎県

大分県

１４

２

５

１

４

１

０

１福岡県

佐賀県

熊本県

長崎県

飼料増産重点地区とは

飼料増産運動の推進方策として、飼料増産運動や自給飼料関係施策の地域農家等へ
の周知徹底と、行政、関係団体による自給飼料の増産に基づいた地域の畜産振興を確
実なものとするため、自給飼料増産が可能な地域の選定と重点指導を行う地区。

べべんこはーと飼料増産受託組合
（五島市）

熊本市酪農農業協同組合
（菊陽町）

西原村総合コントラクター組合
（西原村）

ＪＡ阿蘇コントラクタ組合
（阿蘇郡市）

志布志市農業公社松山事業所
（志布志市）

曽於南部自給飼料推進協議会
（有）さかうえ （志布志市）

コントラクター筑紫

（福岡市、筑紫野市、那珂川町）

事例１

北吉住不耕起組合
泗水コントラクター利用組合
旭志ＴＭＲ生産組合
JA菊池

（菊池市） 事例２・３

豊後高田営農コントラクター
（（有）グリーンスマイル大分）
（北部地域（旧西高地域））

事例４

（有）ながえ村生産組合

（えびの市） 事例５

（株）ＪＡアグリランド田の神さぁ

（えびの市） 事例６

霧島コントラクター組合

（都城市） 事例８

（有）アグリセンター都城

（都城市） 事例９

細野ファーム大地

（小林市） 事例７

福岡県

佐賀県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

鹿児島県
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営農集団経営形態

稲発酵粗飼料用ロールベーラ、

梱包格納用機械

所有機械

構成員３名勤務者

稲発酵粗飼料等の収穫・調製受託等作業

コントラクター筑紫

組合長 結城良裕

所有者

平成２０年強い農業づくり交付金導入事業名

平成２０年７月（作業開始２０年９月）設立年月日

福岡県筑紫郡那珂川町山田所在地

事例１

１．地域の概要

２．組織等の概要

３．設立の経緯

４．これまでの経過

コントラクター筑紫

【重点地区への登録年：平成２０年度】
【経営形態：コントラクター】
【主な取組内容：稲発酵粗飼料等の収穫・調製作業受託等】

那珂川町は、福岡市の都心部からわずか１３
ｋｍのところに位置し、都市化が進む地域。
本町の農業は主に水稲、野菜、花き、畜産等

があり、特に畜産は、後継者が就農し飼養規模
の拡大が進んでいる。

近々の配合飼料価格の高騰により、畜産経営において自給飼料への関心が高まる
中、稲作農家に栽培しやすい稲発酵粗飼料や飼料用麦等を推進してきたが、収穫・
調製等の機械や労力の確保が大きな課題となっていた。
このような中、平成２０年７月に自給飼料の収穫・調製作業等を受託する営農集

団：「コントラクター筑紫」が設立された。

平成２０年度、試験的に稲発酵粗飼料を町内の酪農家へ販売したところ好評で
あったことから、平成２０年度強い農業づくり交付金を活用し稲発酵粗飼料用ロー
ルベーラ、梱包格納用機械等を導入。
平成２１年度から稲発酵粗飼料、飼料用麦等の生産販売、収穫・調製作業の受託

を開始。

コントラクター筑紫の構成員

稲発酵粗飼料の収穫作業

位置図

那珂川町

（福岡県那珂川町）
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５．作業実績

６．支援・運営体制等

７．取組効果や農家の反応

８．課題や今後の展開方向

稲作農家３戸稲作農家３戸契約農家戸数

要応談要応談作業受託価格飼料用麦

【収穫・調整】

稲発酵粗飼料

【収穫・調製】 稲作農家等８戸稲作農家１戸契約農家戸数

酪農家２戸酪農家１戸供給先畜産農家数

酪農家２戸

１８．５ｈａ

要応談

０．３ha

２０年度

酪農家２戸供給先畜産農家数

２４．８ha作業受託面積

要応談作業受託価格

１０．９ha作業受託面積

２１年度（見込み）

供給された自給飼料

【耕種農家】
自給飼料の収穫・調製作業を委託できるため、稲
発酵粗飼料等の作付けが増加した。

【畜産農家】
自給飼料生産に要する施設機械費や労力が軽減さ
れ、安価で良質な自給飼料を確保できるようになっ
た。

経営収支の均衡をはかるため、稲発酵粗飼料、飼料用麦の作業受託の拡大及び経
費の削減が課題。
現在の機械体系、労働力が作業受託面積の上限となっているため、自給飼料の草

種、品種の作付体系、土地の集積化の検討が急務。
今後、事業拡大に向けた新たな施設機械の導入や労働力の確保を検討していく。
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フォレージハーベスター、プランター、機械格納
庫、コーンクラッカー

所有機械

機械格納庫（１棟１７７㎡）所有施設

畜産農家８戸勤務者

酪農経営、営農集団経営形態

トウモロコシ播種・収穫受託等作業

ＪＡ菊池、ＪＡ菊池七城コントラクター利用組合所有者

平成１２年度 畜産振興総合対策事業

平成２１年度 畜産自給力強化支援事業（補正）

導入事業名

平成１２年４月（作業開始平成１２年８月）設立年月日

熊本県菊池市所在地

事例２

１．地域の概要

２．組織等の概要

３．取組の経緯

４．これまでの経過

ＪＡ菊池七城コントラクター利用組合

【重点地区への登録年：平成１８年度】
【経営形態：コントラクター】
【主な取組内容：地理情報システムを駆使したコントラクターの運営】

菊池市は、熊本県の北東部に位置し、「豊かな水
と緑、光あふれる田園文化のまち」であり、一大酪
農地帯であるとともに、西日本で有数な肥育牛の盛
んな市である。

コントラクターの生産現場では、飼養規模拡大や高齢化による飼料生産労力の不
足、飼料生産作業等の受託面積拡大による委託農家数の増加、作業ほ場の分散、ほ
場毎生産量等のバラツキ等が効率的な作業の妨げになっていた。
全国コントラクター情報連絡会議において生産現場で活用できるGISによるコント

ラクター管理草地支援システム開発の提案を行い、それが具現化し平成１７年度か
ら３カ年に渡りＪＡ菊池コントラクター利用組合をモデルとして取り組むことと
なった。

圃場台帳、作業台帳等を作成するとともに、ＧＩＳ航空写真画像と地理情報（地
積・地番・圃場）を重ねた圃場図を作成することで以前は紙面で行っていた作業圃
場の特定及び作業動線の確認をパソコンの画面上で行えるようになった。
また、システム稼働当初は、作業委託申込を基に契約情報の登録・確認を行う必

要があるが、次年度からは前年の委託内容を参考に修正するのみで申請可能となっ
た。

トウモロコシの収穫

ＰＤＡ（携帯情報端末）

（熊本県菊池市）

菊池市



‐4‐

５．作業実績

６．支援・運営体制等

７．取組効果や農家の反応

８．課題や今後の展開方向

酪農家１５戸、肉用牛２戸酪農家１４戸、肉用牛２戸契約農家戸数

１，０００円／１０ａ１，０００円／１０ａ作業受託価格
トウモロコシ

【播種】

トウモロコシ

酪農家１５戸、肉用牛２戸酪農家１４戸、肉用牛２戸契約農家戸数

１２１．１ha

６，５００円／１０ａ

１２１．２ha

１９年度

１３６．７ha作業受託面積

６，５００円／１０ａ作業受託価格

１４２．２ha作業受託面積

２０年度

システムの利活用の結果から統一した一連のデータ管理（財務管理等）ができる
ことから、経営業務の大幅な軽減ができるとともに、作業効率の評価ができるよう
になったため、圃場形状の評価と作業料金の再検討に活用できた。
また、集約的な作業計画で機械移動時間の軽減ができた。
なお、組合員同士の農地利用調整（交換分合）が進み作業効率が向上し、員外受

託作業が増えたため、次期機械更新準備金の積立が可能となった。

圃場条件は同じだが、耕起、播種、除草剤散布、収穫・運搬等コントラクター作
業委託内容が多様化してきたため、それに対応する必要がある。
また、地理情報システムを年４回程度使用するのみなので操作を忘れることがあ

り、システム操作のサポートを行う必要がある。
なお、現在１台の作業機で行っており、受託面積は今が限度であるため、機械の

購入等検討する必要がある。

必
要
な
情
報
を
簡
単
に
出
力

契約台帳

作業台帳

財務台帳

作業指示書

　作業日

　地図

委託者別

　契約情報

作業導線

　検討地図
地域別

　契約情報

個

別

台

帳

を

リ

レ
ー

シ

ョ
ナ

ル

Ｄ

Ｂ

へ

作業員別

　給与明細

決済報告書

　

◆

大

規

模

経

営

の

実

現

　

◆

管

理

業

務

の

軽

減

　

◆

農

地

集

約

化

の

検

討

　

◆

作

業

導

線

の

見

直

し

Ｄ

Ｂ

化

・

地

図

情

報

連

動

に

よ

り

・

・

・

農業生産者 オペレータ

コントラクター組合
①委託

②作業要請

③営農支援（播種、刈取）

④作業
報告

⑤料金
請求

コントラクタ組合の役割
■作業管理
■共同入札による低価格購入
■農業機械の共同所有

◎地域農業
経営の支援

◎新規雇用
◎大規模経営

農家の反応としては、画面上で委託者
全員の契約情報が見れることから酪農家
の自作地及び借地も含め効率的な作業が
出来るよう交換分合に関心をもってもら
えるようになった。



‐5‐

バンカーサイロ ８基（１基１，４４０ｍ３）、

飼料調製庫（８６２㎡）、飼料倉庫（４８２㎡）、

管理棟（５８㎡）、飼料タンク ８基（１０ｔ用）、

圧縮梱包機 ２基（一般、ｎｏｎ－ＧＭＯ）、

飼料混合機 ２台（同上、自走式）、

ホイールローダー、フォークリフト

所有施設・機械

酪農家２０戸勤務者

酪農経営、乳肉複合経営経営形態

トウモロコシの播種、サイレージ調整受託等作業

株式会社アドバンス所有者

平成１９年度強い農業づくり交付金導入事業名

平成１９年４月（作業開始２０年４月）設立年月日

熊本県菊池市所在地

事例３

１．地域の概要

２．組織等の概要

３．設立の経緯

４．これまでの経過

株式会社 アドバンス

【重点地区への登録年：平成１８年度】
【経営形態：コントラクター】
【主な取組内容：トウモロコシサイレージを主体とする自給飼料型ＴＭＲセンター】

菊池市は、熊本県の北東部に位置し、「豊かな水
と緑、光あふれる田園文化のまち」であり、一大酪
農地帯であるとともに、西日本で有数な肥育牛の盛
んな市である。

菊池地域に根付いたコントラクター事業と合わせ、飼料調製まで含めたトータル
的な外部化による、ゆとりある酪農経営を目指すため、菊池市旭志地区の酪農家２
０戸が中心となり、トウモロコシサイレージを主体とする自給飼料型ＴＭＲセン
ター株式会社アドバンスを設立し、現在約１，０００頭の経産牛にＴＭＲを供給し
ている。

各酪農家の点在する農地をアドバンスが一元管理し、トウモロコシの播種、収穫
作業を集約的に行うとともに、各酪農家のサイロで行っていたサイレージ化を、Ｔ
ＭＲセンターに整備した大型バンカーサイロにより一括調製している。
また、一部で行っていたイタリアンライグラスとトウモロコシの二毛作体系をト

ウモロコシの二期作体系へと完全移行を行った。
なお、エコフィードも積極的に活用し、焼酎製造廃液（焼酎粕）をＴＭＲの水分

調整材として活用するとともに、飼料用米の利用にも取り組んでいる。

トウモロコシの播種

大型バンカーサイロ

（熊本県菊池市）

菊池市
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５．作業実績

６．支援・運営体制等

７．取組効果や農家の反応

８．課題や今後の展開方向

ＴＭＲ

トウモロコシ
酪農家２０戸酪農家２０戸契約農家戸数

酪農家２０戸

－

－

１９年度

酪農家２０戸供給先畜産農家数

１０，２２５ｔ調整量

２００ha作業受託面積

２０年度

各酪農家の農地に係るトウモロコシの播種作業とサイレージ調整をアドバンスが
行い、収穫・運搬作業をコントラクターが行うことで、酪農家は農地管理から解放
されている。
また、飼料生産を全て外部化するために、これまで所有していた作業機械の処分

が可能になり、機械の更新費、維持費等の削減につながっているとともに、ＴＭＲ
に利用する配合飼料と乾草類については、見積合

地域にコントラクターが誕生した時から、ＴＭＲセンターの設立を将来構想とし
て持ち続けており、多くの酪農家の賛同を得てセンターの稼働までこぎつけること
ができた。
まだ手探りの状態で様々な課題もあるが、問題点をひとつずつクリアしながらゆ

とりある酪農経営の核となる施設として発展させていきたいと考えている。

自走式ミキサー（上）と圧縮梱包機（下）

大型バンカーサイロ
（ﾄｳﾓﾛｺｼｻｲﾚｰｼﾞ）

ＴＭＲセンター

配合飼料
（一般・non-GMO）

乳
酸
発
酵
後
各
酪
農
家
へ
配
送乾草・粕類・焼酎粕

収穫：JA菊池旭志中央支所
コンントラクター

各酪農家農地
播種：アドバンス

一般ライン
自走式ミキサー

圧縮梱包機

non-GMOライン
自走式ミキサー

圧縮梱包機

わせや一括仕入れのメリットを生かして購入費の
削減を実現している。
なお、イタリアンライグラス、トウモロコシの

二毛作からトウモロコシの二期作への移行により、
家畜ふん尿土壌還元量の増加を可能としている。
このようなことから、各酪農家は日常の飼料調

製作業や農地管理作業が軽減され、牛群管理に専
念できるようになった。
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所在地 大分県豊後高田市水崎

設立年月日 平成１８年４月（作業開始１５年９月）

導入事業名 平成１８年～国産粗飼料確保対策事業

所有者 （有）グリーンスマイル大分

勤務者 農業青年６名

所有施設 乾草貯蔵庫（１棟６３０㎡）

所有機械 トラクター１０台、ロールベーラー２台、ホ
イールローダー３台、マニュアスプレッ
ダー１台 他

経営形態 法人（農業生産法人）

受託等作業 稲わらの収穫・調製、保管他

事例４

１．地域の概要

２．組織等の概要

３．設立の経緯

４．これまでの経過

有限会社 グリーンスマイル大分

【重点地区への登録年：平成１８年度】
【経営形態：コントラクター】
【主な取組内容：稲わらの収集等】

国東半島の西部に位置し、瀬戸内海式気候の
温暖な地域である。水田農業の他、干拓地を利
用した白ネギの栽培面積は４００ｈａで、西日
本一の規模を誇る。畜産は肉用牛肥育経営が主
体である。

平成１５年に、農業青年の有志６名で任意組織「豊後高田営農コントラクター」
を設立し、稲わら収集を開始したのが始まり。当初は国産粗飼料確保対策事業を活
用し、収穫・調製機械一式を整備。国産稲わらへの需要の高まりを受けて順調に収
集面積を拡大し、県内外の畜産農家に稲わらを供給。収集面積の拡大に伴い、信用
力の向上や財務体質の強化を目的にコントラクターを法人化。

契約に基づいた稲作農家や畜産農家との継続取引により事業規模が安定し、農業
後継者の貴重な収入源となっている。要望に応えて堆肥散布作業や麦わら収集にも
取り組んでおり、耕畜連携の橋渡し役として地域農業で重要な役割を果たしている。
平成２０年からは白ネギの受託販売等、新たな事業を展開し、経営の安定化を図っ
ている。

オペレーター（中央が大東社長）

ロールベーラーによる梱包作業

（大分県豊後高田市）

豊後高田市
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５．作業実績

６．支援・運営体制等

７．取組効果や農家の反応

８．課題や今後の展開方向

１９年度 ２０年度

稲わら

（麦わら）

【収集・運搬】

作業受託面積
稲わら１３０ha

(麦わら４８ha)

稲わら１１０ｈａ

(麦わら５０ｈａ)

作業受託価格 ４，０００円／１０ａ ４，０００円／１０ａ

契約農家戸数 稲作農家８５戸 稲作農家８３戸

供給先畜産農家数 肉用牛１２戸 肉用牛１２戸

稲作農家・畜産農家双方にメリットがある取り
組みであり、これまで焼却やすき込まれていた稲
わらの有効活用が図られるとともに、規模拡大や
高齢化により稲わら収集が困難な畜産農家でも品
質が安定した国産稲わらが確保されるようになり、
労働力の軽減にも貢献している。

天候に左右される収穫・調製作業では、稲わら
の品質の安定が課題であり、オペレーターの作業
技術の向上や水分管理の徹底、新たな稲わら保管
施設の確保を図り、畜産農家との信頼関係の構築
に務めている。今後の展開としては、堆肥の農地
還元の促進であり、畜産農家と連携した良質堆肥
の安定確保と効率的な作業体系の確立を目指して
いきたい。

グリーンスマイル大分

豊後高田市役所

ＪＡおおいた

大分県北部振興局

補助事業

経営相談

稲作農家（集落営農組織）

畜産農家（肥育農家）

稲わら収集

稲わら供給

情報提供

収集した稲わらの保管状況
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所在地 宮崎県えびの市大字西長江浦１７２９－１

設立年月日 平成１２年３月（作業開始１２年４月）

導入事業名 －

所有者 西長江浦生産組合

勤務者 常勤３人

オペレーター常時雇用１名、臨時雇用８名

所有施設 機械格納庫（１棟４８０㎡）

所有機械 ヘーベーラー、モア、ロールベーラー、ロー
ルグラブ、テッダー、マニュアスプレッダー、
ブロードキャスタ 等

経営形態 肉用牛繁殖・稲作複合経営

受託等作業 稲発酵粗飼料の収穫・調製、堆肥散布

事例５

１．地域の概要

２．組織等の概要

３．設立の経緯

４．これまでの経過

有限会社 ながえ村生産組合

【重点地区への登録年：平成１６年度】
【経営形態：コントラクター】
【主な取組内容：稲発酵粗飼料の収穫・調製、稲わらの収集等】

市の中央部に流れる河川の流域地帯は、農作
物の栽培に適し、質・量ともに県内一を誇るえ
びの産「ひのひかり」の産地となっている。ま
た、農業算出額の７割以上を畜産が占める地域
である。

平成１５年度以降は、畜産農家からの委託作業も実施しており、需要は年々増加
しつつある。
また、飼料生産に係る機械の共同利用・農作業受託・経営受託体制を確立したこ

とで、農業生産の低コスト化・効率化が図られている。

飼料用稲の成形

飼料用稲の梱包

平成７年に集落営農の活動母体として「西長江浦生産組合」が設立され、育苗・
田植え、稲刈りで受託作業を開始した。
その後、農業者の高齢化等に対応した農地流動化の受け皿となるため、平成１２

年３月に本組織が設立され、農作業受託・経営受託などを行っている。

（宮崎県えびの市）

えびの市
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５．作業実績

６．支援・運営体制等

７．取組効果や農家の反応

８．課題や今後の展開方向

１９年度 ２０年度

作業受託面積 １．８ha －

稲発酵粗飼料

【収穫・調製】

作業受託価格 １０，０００円／10a －

契約農家戸数 ２戸 －

供給先畜産農家数 １戸 －

堆肥調整

・散布等

【収集・運搬】

作業受託面積 １５ha １９ha

作業受託価格
３，０００円／１０ａ

（タイヤショベル付き）

３，０００円／１０ａ

（タイヤショベル付き）

契約農家戸数 稲作農家１９戸 稲作農家３０戸

供給先畜産農家数 肉用牛農家１戸 肉用牛農家１戸

飼料用稲の作業風景

口蹄疫などの家畜海外悪性伝染病対策として国産稲
わらの利用促進に努め、地区内において生産組合が稲
刈りの受託作業を行ったほ場の稲わらを畜産農家に供
給し、畜産農家の堆肥を散布している。耕種農家から
は有機堆肥でおいしい米をつくることができ、畜産農
家からは国産飼料で安心・安全な肉が販売できるとし
て、双方から喜ばれている。

法人設立後は水稲の田植、稲刈、育苗、乾燥、梱包を中心とした受託作業を行っ
てきたが、近年、田・畑の利用権設定も多くなり、それに伴う園芸作物の導入が課
題である。今後も、本組合の積極的な活動内容周知を図り、市内の畜産農家を対象
に、飼料用稲の生産及び稲わらとたい肥の交換といった流通経路を開拓する。

えびの市農業協同組合

ながえ村生産組合

農業改良
普及センター

事
業
実
施
全
般
に
係
る
報
告

事
業
実
施
全
般
に
係
る
指
導
・助
言

飼
料
分
析
依
頼
等

技
術
的
助
言
・
指
導

飼
料
生
産
に
係
る
相
談

飼
料
生
産
に
係
る
助
言

え び の 市
事業全般に係る情報交換等 事業全般に係る情報交換等

西長江浦生産組合

農作業委託
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所在地 宮崎県えびの市大字原田２２０６番地

設立年月日 平成１８年６月（作業開始１８年１０月）

導入事業名 平成１８年度 強い農業づくり交付金事業、
担い手経営展開ﾘｰｽ事業、地域水田農業確
立条件整備事業

所有者 JAえびの市

勤務者 常勤３人

所有施設 なし

所有機械 牧草播種機、マニュアスプレッダー、堆肥運
搬機、タイヤショベル、モアコンディショナー、
ヘーレーキ、稲わら収穫機、ロールベーラー、
梱包格納用機械、積込機

経営形態 稲作経営、露地野菜経営

受託等作業 稲発酵粗飼料の収穫・調製、堆肥散布

事例６

１．地域の概要

２．組織等の概要

４．これまでの経過

株式会社 ＪＡアグリランド田の神さぁ

【重点地区への登録年：平成２０年度】
【経営形態：コントラクター】
【主な取組内容：稲発酵粗飼料の収穫・調製、稲わらの収集等】

市の中央部に流れる河川の流域地帯は、農作
物の栽培に適し、質・量ともに県内一を誇るえ
びの産「ひのひかり」の産地となっている。ま
た、農業算出額の７割以上を畜産が占める地域
である。

えびの市内各地域では、中核農家を中心に作業を受託する組織は存在しているが、
労力不足等から稲わらが有効活用されず、また、転作等による遊休農地も増加して
きた。そこで、事業等を活用し、稲わらの有効活用を図るとともに、遊休農地の解
消を目的として飼料収穫機械等を整備することにより、飼料生産の維持・拡大を図
るため、本組織が設立された。

受託事業の体制が整備され、平成２０年度には、堆肥散布・稲わら等集草・梱包
作業ともに作業依頼に応えることができた。
また、作業受託と並行して遊休化が懸念される農地を集積し、水稲・飼料用稲の

栽培を行った。また、すべての稲わらを地域の畜産農家へ供給し、自給飼料の増産
に努めた。

飼料稲の梱包作業

飼料稲の成形作業

３．設立の経緯

（宮崎県えびの市）

えびの市
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５．作業実績

６．支援・運営体制等

７．取組効果や農家の反応

８．課題や今後の展開方向

１９年度 １９年度

作業受託面積 １．５６ha ８ha

イタリアン

【収穫・調製】

作業受託価格 ５，５００円／１０ａ ５，５００円／１０ａ

契約農家戸数 畜産農家５戸 畜産農家２４戸

供給先畜産農家数 ５戸 ２４戸

作業受託面積 １２ha ６．３ha

稲わら

【収集・運搬】

作業受託価格 ３，５００円／１０ａ ３，５００円／１０ａ

契約農家戸数 稲作農家２８戸 稲作農家８戸

供給先畜産農家数 １５戸 １０戸

今年から当組織を利用している。刈り取り・反
転作業を自分で行った後、飼料稲の成形・梱包作
業を委託している。
飼料生産に係る作業時間が短縮できるので、来

年以降も利用したいと考えている。

平成１８年度に設立された当組織は設立３年目を迎え、市内農家への周知が図ら
れ受託作業も増えた。適期収穫が出来ない農地を他のコントラクターに依頼する等、
地域内で連携を図りたいが、調整が難しく、今後の課題である。
今後も、計画的作業実施と自給飼料拡大に向けての効果的な取組を行い、地域の

担い手として受託作業の拡大に努めていく。

利用者：園田氏



‐13‐

所在地 宮崎県小林市大字細野３０６５―１

設立年月日 平成１７年２月（作業開始１７年３月）

導入事業名 平成１７年担い手経営展開支援ﾘｰｽ事業

平成１７年地域農業支援総合対策事業

所有者 有限会社 細野ファーム大地

勤務者 常勤９人構成員

所有機械 細断型ロールベーラ、コンバイン、トラクター、
サイレージハーベスター、施肥播種機

経営形態 肉用牛繁殖経営、営農集団

受託等作業 コーンロール、飼料イネ播種、田植え、コン
バイン

事例７

１．地域の概要

２．組織等の概要

３．設立の経緯

４．これまでの経過

有限会社 細野ファーム大地

【重点地区への登録年：平成１９年度】
【経営形態：コントラクター】
【主な取組内容：細断型ロールベーラーの収穫・調製、飼料イネ栽培】

小林市は宮崎県の南西部に位置し農業算出額
の約７割を畜産が占めいている。農地は雄大な
霧島山系の麓、飼料作物、さといも、ごぼう等
の畑作、水田及び梨・ブドウなどの観光農園も
有する田園地帯が広がる。

小林市は主業農家の減少、担い手不足と高齢化が深刻化したため、集落営農組
織推進モデル地域の選定に伴い、組織作りの検討を重ねた結果、平成１７年度で
の細野営農組合の発足に合わせて集落内の農作業受託を行う農業者や担い手、Ｊ
Ａが協力して、飼料作物生産や水稲等の作業受託を行う有限会社細野ファーム大
地を農作業受委託者等９名により設立した。

平成１７年３月に設立され、農作業受委託部門として、飼料作物については細断
型ロールべーラーを導入し、コーンロール生産を実施している。当初は受託面積で
伸び悩んでいたが、ここ数年は、飼料価格高騰などから受託面積も増加して平成２
０年度は１３.８haとなり、トウモロコシ栽培からロール供給までの一貫生産にも取
り組むとともに平成２０年度からは、飼料イネの乾田直播も行っている。その他、
稲作部門の受託やブロッコリー等の生産も行っている。

コーンロール梱包作業

施肥播種機

（宮崎県小林市）

小林市
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５．作業実績

６．支援・運営体制等

７．取組効果や農家の反応

８．課題や今後の展開方向

１９年度 ２０年度

作業受託面積 ７．９ha １３．８ha

コーンロール

【収穫・調製】

作業受託価格 ３，８００円／１０ａ ３，８００円／１０ａ

契約農家戸数 畜産農家１８戸 畜産農家２９戸

供給先畜産農家数 畜産農家２０戸 畜産農家３１戸

作業受託面積 - ４．９５ha

飼料イネ

【灌水直播】

作業受託価格 - ３，０００円／１０ａ

契約農家戸数 - 稲作農家９戸

供給先畜産農家数 - -

組合長等

「細野営農組合」と一体となった農作業受託・
農用地利用集積及び農業生産は、担い手不足や燃
料・飼料・肥料の高騰による農業経営の圧迫に対
して集落内の農家の経営安定や耕作放棄地拡大に
大きく寄与している。特にコーンロールや飼料稲
栽培への期待は高い。

農作業受託については、既存機械有効活用と補助事業の有効活用に合わせて、コ
スト低減に向けた農業機械の導入を検討する必要がある。
今後とも細野営農組合と連携した、共同利用機械・施設の設置と効率的利用によ

る農作業受託、土地利用調整による水田農業確立と畑作基本構想による作物団地化
の実践、担い手育成支援、農用地利用調整に基づく農用地の高度利用と利用改善の
実践及び遊休・離農農地の活用を推進する。

きりしま農業推進機構 事務局：ＪＡこばやし

西諸県農林振興局・小林市・小林市農業委員会
西諸農業共済組合・ＪＡこばやし他

細野営農組合：集落営農（農用地利用改善団体） 会員266名

(有)細野ファーム大地：農地の実践的集団

支援

受託連携
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所在地 宮崎県都城市山田町

設立年月日 平成１８年４月（作業開始１８年７月）

導入事業名 平成１８年 強い農業づくり交付金

（飼料基盤活用の促進事業）

勤務者 畜産農家８戸

所有機械 ６条刈り自走式ハーベスター

高床式運搬機、ホイルローダー

経営形態 酪農経営、営農集団

受託等作業 トウモロコシの収穫・調製

事例８

１．地域の概要

２．組織等の概要

３．設立の経緯

４．これまでの経過

霧島コントラクター組合

【重点地区への登録年：平成１８年度】
【経営形態：コントラクター】
【主な取組内容：トウモロコシの収穫・調製】

都城市では、夏の飼料作物は主にトウモロコシを作付し、サイレージによる給与
形態のため、短時間での収穫調整作業が良質飼料確保のための最大条件となる。酪
農家にとっては、搾乳時間に加え飼料の収穫作業時期はかなり重労働となることか

設立後、受託面積の拡大に向けた営業活動等
により着々と受託面積を広げ目標の１００ｈａ
を達成した。

組合員と家族のみなさん

収穫作業の様子

乳牛セリ市での営業活動

都城市のある北諸県地域は、県内でも有数の
畜産地帯である。管内の農業産出額の約８割を
畜産が占めており、宮崎県の畜産の産出額の約
１／３ のシェアを占めている。北諸地域におけ
る畜産は地域経済を支える重要な基幹作目と
なっている。

（宮崎県都城市山田町）

都城市

ら、個々で行っていたトウモロコシの収穫作業を
共同化し、労働力の軽減やコスト低減を図るため
に「霧島コントラクター組合」を設立した。
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５．作業実績

６．支援・運営体制等

７．取組効果や農家の反応

８．課題や今後の展開方向

区 分 １９年度 ２０年度

作業受託面積 ７９ha １０３ha

作業受託価格（新規会員） １１千円／１０ａ １１千円／１０ａ

作業受託価格（継続会員） １０千円／１０ａ １０千円／１０ａ

作業委託農家戸数 ２２戸 ３５戸

左は破砕処理したとうもろこし

自走式ハーベスターに破砕処理できコーン
クラッシャーを導入することで消化率の高い
コーンサイレージの調製が可能となり、サイ
レージの品質が向上した。
生産者からも牛の状態がとても良くなった

と高く評価されている。
平成２０年度は受託面積１００ｈａを達成

し、地域の飼料増産にも貢献している。

効率的な収穫のために農地を集積し、効率よく飼料作物を生産していく畑地帯で
の集落営農を目指した法人化も検討している。

トウモロコシの収穫・運搬作業

霧島コントラクター組合 （組合員8名）

経営支援・指導

利用者（組合員・農家）ＪＡ都城 ・ 都城市 ・ 県

作業委託 作業受託
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フォレージハーベスター、高床式運搬機、
細断型ロールベーラー等

所有機械

正従業員５９名・年契臨時従業員３４名

登録臨時従業員９０名

勤務者

有限会社経営形態

トウモロコシの収穫、イタリアン、稲わら
の梱包等

受託等作業

平成２０年 強い農業づくり交付金

（コントラクター育成）

導入事業名

平成１３年７月（作業開始１３年７月）設立年月日

宮崎県都城市所在地

事例９

１．地域の概要

２．組織等の概要

３．設立の経緯

４．これまでの経過

有限会社 アグリセンター都城

【重点地区への登録年：平成２０年度】
【経営形態：コントラクター】
【主な取組内容：トウモロコシの収穫、イタリアン・稲わらの梱包等】

都城市のある北諸県地域は、県内でも有数の
畜産地帯である。
管内の農業産出額の約８割を畜産が占めてお

り、宮崎県の畜産の産出額の約１／３ のシェ
アを占めている。
北諸地域における畜産は地域経済を支える重

要な基幹作目となっている。

都城農協では、昭和４７年に全国に先駆けて農業機械銀行を立ち上げ飼料作物等
の受委託作業を展開してきたが、より幅広く事業を展開させるために、平成１３年
に「有限会社アグリセンター都城」が農協出資により設立された。

生産者の様々なニーズに応えるために大型機械の導入を積極的に行い、専門オペ
レーターの育成に力を入れ、受託作業面積を拡大してきた。

収穫作業の様子

飼料梱包の様子

（宮崎県都城市）

（北諸県地域）（北諸県地域）
都城市・三股町
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５．作業実績

６．支援・運営体制等

７．取組効果や農家の反応

８．課題や今後の展開方向

１００円／1個１００円／1個作業受託価格
イタリアン・稲わら

【梱包】

トウモロコシ

【収穫】

４８０戸５１０戸作業受託農家数

１，０６３戸

４６１ha

１６千円／10ａ

２５４ha

１９年度

８８８戸作業受託農家数

４１９ha作業受託面積

１６千円／10ａ作業受託価格

２７１ha作業受託面積

２０年度

生産者の機械投資の負担の軽減、労力の省力化が図られた。
また、専門のオペレーターによる作業は高い信頼を得ており、生産者の様々な

ニーズに対応できている。

機械の償却費や更新にかかる経費が増加していることから、今後いかにしてコス
トを抑えていくかが大きな課題となっている。
将来的には、受託作業に加えて、遊休農地等を活用した生産から販売までの一貫

した流通体制の整備を考えている。



ご筆者一覧

事例番号 執筆者の所属機関・職業等 執筆者

１ － －

２ 社団法人　熊本県畜産協会 米川　康雄

３ 熊本県菊池地域振興局　農林部　農業普及・振興課 堀口　太久

４ 大分県北部振興局　生産流通部　経営・畜産班 本田　文博

５ 有限会社　ながえ村生産組合　事務局次長 菅田　正博

６ えびの市農業協同組合　担い手支援課 西脇　勲

７ こばやし農業協同組合　農業企画課 永井　広行

８ 宮崎県北諸県農業改良普及センター　 川野　秀人

９ 有限会社　アグリセンター都城 奥　　博
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九州地域飼料増産行動会議設置要領

平成１１年１０月 ５日設 置

平成１２年 ８月２８日一部改正

平成１３年 ３月１３日一部改正

平成１４年 ３月１３日一部改正

平成１６年 ５月１０日全部改正

平成１７年 ７月２６日一部改正

平成１８年 ３月 １日一部改正

平成１９年 ５月１５日一部改正

平成２０年 ５月１６日一部改正

１ 趣旨

（１）自給飼料の生産は、飼料自給率の向上を通じた食料自給率の向上を図るとともに、

生産コストの低減と経営の安定化、家畜ふん尿等の有効利用による地力増進等畜産環

境問題への対応を図る観点から、その拡大を図っていくことが重要であり、平成１４

年１２月に決定された「米政策改革大綱」を踏まえ、耕種農家と畜産農家の連携によ

る水田を活用した飼料生産への取組を強化することが重要である。

（２）また、新たな「食料・農業・農村計画」（平成１７年３月２５日閣議決定）におい

ては、食料の安定供給の確保を図るため、国内農業生産の増大を図ることを基本とし

ており、特に、食料自給率向上を図る上で、自給飼料の生産拡大が重要な課題となっ

ている。

（３）こうしたなか、飼料自給率目標や生産努力目標の達成に向けた自給飼料の生産拡大

を図るためには、飼料増産運動の具体的な取組を明らかにした基本方針を定め、これ

に則した取組の実施に必要な自給飼料の有利性、重要性の啓発や飼料増産関連制度・

施策の普及・浸透を図るほか、飼料増産に関わる取組事例の紹介やマニュアルの作成

・配布、技術情報の提供等を行い、地域段階の取組を支援することが重要である。

（４）このため、行政や農業団体等が一体となった「九州地域飼料増産行動会議」（以下

「行動会議」という。）を設置し、「九州地域配合飼料価格上昇対応生産性向上推進

会議」、「九州地域食品残さ飼料化行動会議」、「九州地域肉用牛増頭戦略会議」及び

関連する協議会等との連携を図りながら、全国から地域に至る飼料増産行動の展開に

即し、九州における自給飼料の増産に関する取組等を強化し、飼料自給率向上に向け

た飼料増産運動の展開及びこれらの検証を行い、九州における大家畜生産の振興と地

域農業の発展に資するものとする。
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２ 行動会議の構成

（１）行動会議は、農林水産省（九州農政局）、管内各県、畜産関係団体等の関係者をも

って構成する（別紙）。

（２）構成員は、必要に応じて、追加できるものとする。

３ 行動会議の活動

九州地域における飼料増産について次の事項の検討を行うとともに、自給飼料増産運

動に関する取組み等の推進を図る。

検討事項

（１）飼料増産運動の基本方針の決定

１）稲発酵粗飼料・飼料用米の生産拡大

２）国産稲わらの利用拡大

３）放牧の推進

４）飼料生産外部化の推進

５）飼料の生産性向上

（２）飼料増産運動の工程管理

（３）飼料増産を図るための普及啓発

（４）飼料増産に関する情報の収集・交換・提供

（５）その他自給飼料増産に資する事項

４ 専門部会の設置

行動会議において決定された基本方針について、具体的な検討と取組みを加速させる

ため、次の専門部会を設置するものとする。

（１）専門部会名

ア 飼料用稲生産推進専門部会

イ 国産稲わら利用推進専門部会

ウ 放牧推進専門部会

エ 飼料生産外部化推進専門部会

（２）専門部会の構成

専門部会は、九州農政局、管内各県、行動会議構成団体等により構成するもの

とする。

（３）専門部会の活動

それぞれの活動は、専門部会設置要領によるものとする。

（４）専門部会の運営

専門部会の事務局は、九州農政局生産経営流通部畜産課内とする。

５ 行動会議の運営

行動会議の事務局は、九州農政局生産経営流通部畜産課内におく。



九 州 地 域 飼 料 増 産 行 動 会 議
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