
資源循環の取組と課題について

令和元年９月１３日

Ｒ１．９．１３ 「今後の肥料を考える地方シンポジウム
～肥料制度の見直しなど、改めて土から考える～」 資料

資料６



南国興産(株)の事業紹介
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本社工場の全景

１号鶏ふん発電ボイラー

飼料工場（レンダリング） 事務所

２号畜ふん発電ボイラー

肥料工場

２
宮崎県都城市高城町有水1941番地 約15ha ドーム3個分

防疫強化月間 10月～3月



会社概要

 創立：昭和48年1月17日
 資本金：9,000万円
 社員数：244名(平成31年4月1日現在)
 主な事業内容：
① 飼料の製造及び販売

② 肥料の製造及び販売

③ 動植物油脂の製造及び販売

④ 農・水産物の生産販売
（豚15,000頭・ウナギ50万尾出荷/年）（実証農場：アスパラ・ニラ 49a）

*宮崎県の認証 『ひなたGAP』20例目として 2019年６月授与

３



レンダリング事業

骨や内臓の
食べられない部分

食肉副産物を飼料や
肥料にリサイクル

加熱
乾燥

飼料・肥料原料
チキンミール
フェザーミール
魚粉 など

４

食肉加工場
食品加工場

別ライン



鶏ふん・畜ふん発電ボイラー

１号鶏ふん発電ボイラー

２号畜ふん発電ボイラー

１号ボイラー：平成１４年 鶏ふんボイラー（鶏ふん専用）、２号ボイラー：平成２４年 畜ふんボイラー（鶏ふん＋牛ふん）
５

目的：蒸気利用



未利用資源の肥料利用
～自社肥料原料の紹介～
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鶏ふん燃焼灰 年間 ２０，０００㌧

●含有成分／ク溶性のリン酸・加里・苦土・石灰・鉄分・ホウ素・
マンガン・ケイ酸等 （多くの微量要素を含む）

●中和燃焼灰
特徴／燃焼灰のpHを7~8に低減している

中和造粒灰に挑戦

●造粒燃焼灰（PK肥料/6,500㌧）
*水稲・麦・サトウキビ・焼酎甘藷・サトイモ・ニンニク
*大豆・小豆・東南アジア向け

自社生産の肥料原料①
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自社生産の肥料原料②

① 乾燥血粉（鶏・豚由来）
保証成分／窒素全量12％

*牛由来血液、設備検討（今後の課題）

② 乾燥菌体肥料（Ｎ７・Ｎ４）
（食品工場の排水脱水ケーキを加熱・乾燥）

保証成分／窒素全量7％、リン酸全量２％（Ｎ７）
窒素全量4％、リン酸全量２％（Ｎ４）

Ｎ４
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自社生産の肥料原料③

牛肉骨粉（細目・粗目）

平成１３年のＢＳＥ発生により飼肥料への使用が禁止となり、全量焼却処
分していたが、平成２６年１月に管理措置での肥料使用が可能となった。

保証成分／窒素全量６．５％、リン酸全量１２％（細目）
窒素全量５．７％、リン酸全量１７％（粗目）

管理措置：『１３３℃以上、３気圧以上、２０分間以上の蒸製』条件をクリアし
ている。（ＯＩＥ基準）

*ＢＳＥ以前は、果樹・柑橘・イチゴ・メロン等、糖度向上目的でニーズあり
*水稲・茶配合肥料の原料として多く利用されていた。
*『たまたまキンカン』『太陽のタマゴ』等、こだわりの農家で拡がりつつ…。

細目 粗目
９
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有機質肥料に期待される効果

財）日本食品分析センター分析結果

１０

・有機質肥料の効果にはアミノ酸が大きく
関わる。
・アミノ酸は栄養分やミネラルの吸収を助け、
作物の品質に重要な役割を果たしている。

肥料原料のアミノ酸組成（一例）

①食味の向上
②品質保持
③色・ツヤの向上

など

数種類のアミノ酸をバラ
ンスよく含んでおり、特に
グルタミン酸、アスパラギ
ン酸、アラニン、グリシン
などを多く含んでいる。



肥料原料の情勢について
（Ｈ29農林水産省資料より一部抜粋）
国内未利用資源の有効活用

１１



世界の肥料消費量の推移

日本は２７位
（全体の０.５％）

日本の肥料消費量は、世界全体の消費量の１％以下であり、
懸念：原油高騰・為替変動・アフリカ人口爆発・原産国の輸出規制等・・。

もしもの場合、世界と同じ土俵で、日本は『買い勝つ』のか？ １２



肥料原料の国際市況及び肥料の小売価格の推移

（指数：Ｈ１９.１＝１００）

・日本は肥料原料の大半（りん鉱石、塩化加里については全量）を輸入に依存。
・肥料小売価格は、平成２０年に原料供給のひっ迫感等を背景に高騰してからは
高止まりの傾向。当時、既に燃焼灰・ＰＫ肥料を販売。しかし知名度が低かった。

１３



肥料原料の安定確保方策

国・肥料業界全体で国内未利用資源の有効利用が再認識され
徐々に鶏ふん燃焼灰・ＰＫ肥料のリン酸・加里が認知されました。
鶏ふん燃焼灰が大手肥料メーカの原料として使用されようになりました。
今後は、ｐＨ調整・粒品の粉化対策等、鶏糞燃焼灰の高度利用を追求 １４



取組と課題

①鶏ふんと豚の排せつ物の混合燃焼灰

②牛糞・豚糞混合堆肥の高度利用

～混合堆肥複合肥料の開発～

③食品リサイクルの取組事例

④堆肥散布受託の取組と今後のニーズ

１５



①鶏ふんと豚の排せつ物の混合燃焼灰
（鶏豚混焼灰）

１６



＜現状＞
普通肥料の原料として使用可能なのは、「鶏ふん燃焼灰」及び
「鶏ふんと牛の排せつ物の混合物の燃焼灰」のみ。
「鶏ふんと豚の排せつ物の混合物の燃焼灰」は特殊肥料の
原料にしか利用できない。（鶏豚混焼灰）

＜要望＞
鶏豚混焼灰はリン酸含量が高くなる傾向にある。
リン酸原料の高騰があった背景を踏まえ、有用な国内リン資源
として普通肥料原料への利用拡大を目指したい。

＜まとめ＞
未利用資源利用率の向上＝肥料自給率の向上

安全性を担保した上で、早急な対応をお願いしたい。
植害試験・栽培試験実施済み（平成２６年/日本肥糧検定協会）

鶏ふん燃焼灰と比較し、同等の肥料効果を確認 １７



②牛糞・豚糞混合堆肥の高度利用
～混合堆肥複合肥料の開発～

１８



銘柄名 形状
保証成分

使用堆肥 対象作物
TN TP TK

１ シナジーペレット８２１ ペレット ８ ２ １ 牛糞・豚糞
果菜類・葉菜類

（りん酸・加里過剰対策）

２ シナジーペレット８８８ ペレット ８ ８ ８ 牛糞・豚糞
葉菜類・果菜類
根菜類

３
シナジーペレット９２０

（FTE入り） ペレット ９ １２ １０
鶏糞
食品残さ

根菜類

４ シナジーペレット７５０ ペレット ７ ５ ０ 牛糞・豚糞
果菜類・葉菜類
（加里過剰対策）

５ シナジーペレット６８２ ペレット ６ ８ ２ 牛糞・豚糞
果菜類・葉菜類
（加里過剰対策）

取り扱い銘柄一覧 （令和元年８月現在）

平成３０年より「混合堆肥複合肥料」の製造・販売を開始（５００㌧/年） １９



＊ 畜種別にみると、牛ふん堆肥は土壌物理性（通気性・保水性など）の改善効果が最も高い。
＊ 高い保水能力を有するため、粒状化により粒内が還元的となり、硝酸化成が抑制される
との報告もある（新潟県農業総合研究所畜産研究センター試験データより引用）。

家畜ふん堆肥に期待される効果

堆肥の高度利用のための要望

しかし・・・

南九州は肉用牛の産地で牛ふん中の敷料割合が高いため、現状の混合堆肥複合肥料の
公定規格（Ｃ／Ｎ比１５以下）では、牛ふん堆肥の利用が制限される。

牛ふんの原料使用には価値があるが、現状扱いづらい。
堆肥のＣ/Ｎ比でなく、製品のＣ/Ｎ比の規格設定でお願いしたい

ペレット化が培養無機窒素の形態に及ぼす影響（３０℃、４週間培養）

硝酸化が
遅い

＝緩効化

２０



①堆肥水分
*４０％台を希望 現状５０～６０％で搬入、再乾燥

②堆肥のＣ／Ｎ比
*製品でのＣ／Ｎ比規格設定検討を…。
③堆肥の粒度 ２０㍉×２０㍉（現状）
*粒度が粗いと生産性に影響（歩留悪い、粉化多い）
*ペレット径 ４．０ｍｍ⇒３．５ｍｍへ （将来要望）
④化学肥料との相性
*尿素との相性悪い、ペレット膨化・固結クレームあり

開発時の課題・対策

２１

適正水分と適正粒度であることが前提。



農業協同組合との取組事例

耕種部門 畜産農家堆肥センター

農業協同組合

牛糞・豚糞発酵堆肥

水 分 発酵堆肥
粒 度 混合堆肥複合肥料の原料として利用

作物の元肥
として利用

：従来の流れ

：新規の取組
混合堆肥複合肥料

南国興産株式会社

発酵堆肥
の余剰

２２

発酵堆肥と有機質原料及び化学
肥料をバランス良く配合。堆肥と
普通肥料の相乗効果を狙い、土
壌環境を良好に保つ。

＜メリット＞
・ペレット化
・基肥及び追肥への利用拡大

混合堆肥複合肥料の原料生産を
考慮した設備レイアウト（最終水
分調整工程・フルイ）追加が必要



③食品リサイクルの取組事例

２３



主なバイオマスの発生量と再生利用率(平成２８年度)

登録再生利用業者に認定（平成２８年２月）
かんしょ端材⇒カンショミール （肥料以外利用）

おから・コンビニ残さ⇒食品残さ乾燥利用飼料

（稲わら、麦わら、もみ殻等）

２４

（すき込みを除く）

食品廃棄物および
農作物非食用部
の再利用率はまだ

低い。



食品リサイクルの構築（肥料）

農産物食品加工場

食品残さ

（ニンジン粕・ジュース
粕・焼酎粕・ホウレンソ

ウ端材）など

農業協同組合

南国興産
木城工場

原料搬入
（約12,000ｔ／年）
堆肥化処理

（約5,500t／年）

２５

豚ぷん
鶏ふん

＋

契約農家



今後の取り組み
銘 柄 使用堆肥 検討作物

ニンジン粕堆肥入り
混合堆肥複合肥料

ニンジン粕入り堆肥 青果用ニンジン

加工用ニンジン

ホウレンソウ残渣堆肥入り
混合堆肥複合肥料

ホウレンソウ残渣入り

堆肥
加工用ホウレン草

・食品リサイクル堆肥を使用した混合堆肥複合肥料の開発
・各ＪＡにおける展示圃設置、試験データの収集、効果検証
・自社魚粕・骨粉・肉骨粉と組合わせた果樹・柑橘銘柄の開発
・ＪＡ・経済連等、流通業者との連携、青果物の付加価値向上
・出口戦略の重要性

２６

焼酎甘藷端材堆肥入り
混合堆肥複合肥料

焼酎甘藷端材入り

堆肥
焼酎用甘藷（黄金千
貫）



④堆肥散布受託の取組と今後のニーズ

２７



●堆肥「満作」

年間 約５,５００ｔ生産

●堆肥散布受託（平成30年度実績）

年間 約１,１５０ｔ

●散布受託の平準化 （8月に集中）

●閑散期対策 10月・2月・3月・5月

堆肥散布受託の取組と今後のニーズ

生産者の高齢化により、散布受託の需要は年々増加傾向。
『石灰資材等の土壌改良材も同時散布してほしい…。』
『基肥のＢＢ肥料や化成肥料も同時散布してほしい…。』
今後は生産者ニーズの同時散布、施用者委託配合を検討

２８



施用者委託配合 堆肥コナと他肥料の場合
課題 （農家・肥料関係者への聞き取り）

*どこで配合するか？

*成分切れの心配は？堆肥水分基準の設定は？

*圃場周辺作業は、散布に集中したい（配合＋散布作業 無理）

*配合は、ＢＢ工場では不可（臭気・クリーニング）（ペレットは検討可）

*各堆肥センター経営は、厳しい、配合機がない、人材確保

*防疫上のリスク管理は？

*堆肥センター周辺で新たな車両の出入り交差が始まる（防疫体制の強化）

『農業者の為になるのであれば歓迎』

〈まとめ〉

堆肥コナと他肥料との配合は、堆肥の流通促進には、効果
大だが、形状・水分・臭気等を考慮すると、配合を受託する
施設は配合メーカ・堆肥センターに限定される、新たな車両
交差が増加する為、防疫体制の強化・徹底が必要。

２９



資源循環型社会の構築を目指して
①私たち南国興産は「地域農業と社会の発展に貢献する」という経営理念の下、農畜
産業の発展のため、裏方としてひとつひとつ支えていきたいと考えています。

②世界的に農業環境や物流を含む肥料業界の全体が大きく変化しようとしてます。私
たち南国興産も変わりゆく時代・環境に対し積極的にチャレンジしていきます。

③肥料制度見直し後には、開発・生産管理・普及営業・散布オペレータ等の人材が必
要です。まだ見ぬ新たな仲間達と共に成長を目指したいと考えております。

④資源循環型社会の構築を目指し、本日ご参加の皆様と共に地域農業の未来を描い
ていきたいと考えております。

３０

ご清聴ありがとうございました。

南国興産株式会社


