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半田市内の牛糞発生量 

 乳牛５,０００頭、肉牛７,０００頭 （３１経営体）  
 → 牛糞尿 １５７，８９２ｔ/年 

堆肥に「美談」はない！ 



中部国際空港 半田市 

名古屋港 

半田市の概要 



中部国際空港 半田市 

名古屋港 

半田市の概要 
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半田市は全国有数の酪農・肉牛の産地 

半田市の農業は畜産が主体 

知多酪農発祥の地の石碑 

半田市農業生産額 

うち酪農・肉牛で５９％ 



半田市の牛密度 
牛の頭数 

（乳牛・肉牛） 
人口 面積 

約１２,０００頭 約12万人 ４,７２４ha 

1頭 10人 ０.３９ha 

1戸当たり飼養頭数【半田市酪農組合】 
 乳牛１６３頭/戸（全国平均７７.５頭/戸） 
 肉牛２６８頭/戸（全国平均４５.８頭/戸） 



半田市の耕畜連携の特徴 

• 広域流通 

• 農家対農家の直接相対取引 

でも、 
はじめから出来ていたわけではなかった・・・ 



家畜糞堆肥 

半田市等畜産農家 

河川へ肥料成分の流出 
水質への影響が問題視 

家畜糞堆肥の地域外流通
（広域流通）へのシフト 
そのためには・・・ 

①堆肥品質の改善 
②流通ルートの確立 

頁岩土壌 

これまでの経緯 

肥沃な土壌へ 

国営農地開発事業南知多地区 
 昭和５１年～平成６年完了 
 農地造成 ４１２ha 



①堆肥品質の改善 
補助事業等を活用し、良質堆肥生産体制を整備 

半田市グリーンベース生産組合（昭和６１年設立）  
 メインセンター（堆肥舎） １施設 
 サブセンター（乾燥ハウス） １１施設 

半田市酪農プロコン組合（平成１０年設立） 
 メインセンター １施設 
 サブセンター ６施設 

半田市酪農アメニティ組合（平成１２年設立） 
 広域メインセンター １施設 
 地域メインセンター ８施設 
 サブセンター ５施設 

半田市環境整備組合（平成４年設立） 
 メインセンター ４施設 
 サブセンター １２施設 

増頭 

増頭 

増頭 



平成１３年設立 

構成員：半田市内の畜産農家、耕種農家の代表者、 

行政、ＪＡ 

②流通ルートの確立 

 半田市堆肥生産利用連絡協議会の設立  

耕種農家（堆肥利用側）と畜産農家（供給側）が、 

お互いを理解することが第一歩！ 



耕畜連携フォーラムｉｎ半田 

• 耕畜連携をめざす者の「集団お見合い」 
  半田市内畜産農家 
  知多半島内外の耕種農家（野菜農家→稲作農家が主流に） 

• 平成１６年度より毎年開催 
当初は「堆肥フォーラム」 
平成２１年度～：稲ＷＣＳや飼料用米などを含めた耕畜

連携の課題等をテーマに。             
「耕畜連携フォーラム」に改称 

• フリートークで意見交換 
 

半田市堆肥生産利用連絡協議会の取組 



事例発表 飼料用米利用現地見学 

グループディスカッション 

耕畜連携フォーラム 



堆肥生産現場の見学会（H16） 

水田への堆肥散布実演（H17） 



堆肥施用実証展示圃（H1５） 

堆肥品評会（H17～21、H26～） 

耕畜連携フォーラムにて 
出品堆肥を展示・表彰 



堆肥無料配布事業（H19～H20） 

  ・産業まつりで好評の堆肥無料配布→定期的に開催 

                   （5月、8月、11月、2月） 

  ・堆肥のPRと利用促進 

  ・85～150名／回が参加  主に家庭菜園 

地域の人への畜産理解醸成には効果が
あったが、定期的な流通ルート確保には・・・ 



親交を深めた県北西部の 
水田農家集団への堆肥の 
広域流通が開始 

半田市 

名古屋市 

尾張地域 

堆肥の広域流通 

• 平成１７年度試験供給 

• 平成１９年度 水田農家が「減農薬減
化学肥料栽培」に本格的に取り組み 

   →堆肥供給量も飛躍的に増加 

• 半田市及び愛知県の補助事業を活用 

• トランスバックによる輸送 

   →扱いやすさから好評！ 

背景：平成20年頃 燃油価格高騰 →化学肥料価格高 
 →減化学肥料栽培へ 



トランスバックでの堆肥輸送（H1７～） 



堆肥の広域流通 
耕畜連携による堆肥の広域流通の推移 

水田農家 
減農薬減化学肥料 
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その他の地域 
尾張地域 



１ 稲WCS 

   

堆肥供給と飼料利用 循環型の耕畜連携へ 

平成１９年度 稲ＷＣＳ研修会 
• 先進地講師による講演 

• 特徴や給与方法など意見交換  

平成２０年度 県北西部の水田農家集団が 
稲ＷＣＳの生産開始 

”堆肥供給”と”飼料利用”の 
循環型の耕畜連携体制がスタート 

さらに 
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県北西部・三重県からの供給 

知多地域からの供給 

＝広域流通 

稲WCS供給量 



稲WCS圃場への堆肥供給 
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平成２５年度～ 肉牛（組合員）での利用 

平成２７年度～ 半田市酪農組合飼料配合所での利用 

堆肥供給と飼料利用 循環型の耕畜連携へ 
２ 飼料用米 

県北西部や三重県（隣県）からも10t車で広域輸送 

平成２５年度 耕畜連携フォーラムで意見交換会 

農家対農家の直接相対取引 





堆肥供給と飼料利用 循環型の耕畜連携へ 

３ 稲わら 

   

地域循環システムの確立 



広域流通を含めた地域循環システムが 
確立できた理由 

• 地域リーダーの存在・人柄 
• 地域、量がまとまっている 
• 1戸当たりの飼養規模が大きい 
  →耕種農家と結びつかないと堆肥の処理、 
   自給飼料生産ができない 
• 堆肥以外でも「広域的な繋がり」の経験があった 
  初妊牛導入：北海道 
  肉牛（知多牛）出荷：大阪市場 

 



今後の課題 
• トラブル発生時のルール化、補償体制等 

     農家対農家の相対取引のメリット・デメリット 
 

   直接の相対  ＝  ・余分な手数料が発生しない 
             ・相手の顔が見える 
   一方 

    不良品等トラブル発生時の対応が難しい 

メリット 

デメリット 

• 堆肥生産コストに見合う価格での販売 



耕畜連携 

• お互いに相手のことを理解することが大切 

稲WCS、飼料用米等手間暇掛けて生産してくれている 

その「ありがたみ」を畜産農家が理解する 

稲作農家も、稲WCSや稲わらを牛が「食べる物」と理解する 

• 「商品」であるという意識が大切 

• 原点に返ってきた 

昔は畜産農家が秋に稲わらを収集、堆肥を撒くというのは、

普通に見られた光景 



ご静聴ありがとうございました 
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