
ＪＡ間の連携による堆肥広域流通の取組 

（福岡県八女市内の茶農家へ流通風景） 
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日本語で「ごはん」という意味がある他、 
イタリア語では『お母さん』を 

呼ぶときに使われている“まんま” 
「きくちのまんま」には 

豊かな大地に育まれた｢おふくろの味」 
という意味が込められています。 



ＪＡ菊池の概況 

菊池地域は熊本県の北東部に位置し、東部並びに北部は、阿蘇外輪
山系を有する中山間地、西部並びに南部は菊池川、白川流域に広が
る台地・平野部であり、自然豊かな地域です。 



ＪＡ菊池の概況 

平成元年「菊池は一つ」を合言葉に、地域に特徴のある８つのＪＡが合併
し、菊池地域農業協同組合として発足しました。 

また当地域は、県内で最も人口増加率の高い地域です｡ 

  日  本 熊本県 菊池地域 

平成 2年 １億２５４６万人 １８４万人 １４１，５２２人 

平成22年 １億２８０５万人 １８１万人 １７４，１６４人 

平成52年 １億 ７２７万人 １４６万人 １７４，９９７人 

阿蘇くまもと空港 

福岡県 大分県 

熊本市 

阿蘇市 

山鹿市 

70

80

90

100

110

平成2年 平成22年 平成52年 

％

 



ＪＡ菊池の概況 

設  立：平成元年４月１日 
 
出 資 金：３９億０,１００万円 
 
総 資 産：１,３８０億円 
 
組合員数：組合員数１３,５１１名 
       正組合員７,９１１名（７，４１７戸） 
       准組合員５,６００名（４，６９５戸） 
 
役 員 数：理 事 ３１名(うち 常勤役員３名) 
     監 事  ７名(うち 常勤監事１名) 
 
職 員 数：職員数６３４名(うち 正職員４６９名) 

本 所 

（平成28年3月末） 



ＪＡ菊池の概況 

事業取扱高 

○販売品販売高    ２７８億円 

○購買品供給高    １７０億円 

○貯     金   １,１８１億円 

○貸  出  金   ４４２億円 

        （貯貸率３７.５％） 

○長期共済保有高  ４,５２１億円   

（平成28年3月末） 



ＪＡ菊池の概況 

∗ 酪農部会・・・１５０名 

∗ 肉牛部会・・・・８０名 

∗ 養豚部会・・・・１４名 

∗ 一貫繁殖牛部会・９５名 

∗ 肥育用素牛育成部会８名    

∗ 集落営農・・・４７組織 ∗ ゴボウ部会・・・１０７名 

∗ 人参部会・・・・・８４名 

∗ スイカ部会・・・・７９名 

∗ メロン部会・・・・４７名 

∗ 苺部会・・・・・・４５名 

∗ 甘藷部会・・・・・３７名 

∗ オクラ部会・・・・５５名 

∗ アスパラガス部会・４１名 

∗ 花卉部会・・・・・７６名 

∗ 椎茸部会・・・・・３６名 

∗ 茶部会・・・・・・３１名 

∗ 栗部会・・・・・４５０名 
∗ 女性部・・２，１６９名 

∗ 青壮年部・・・３３７名 

主な組合員組織（統一部会） （平成28年3月末） 



ＪＡ菊池の特産品 
ＪＡ菊池の農畜産物は           ブランドとして安全安心
をお届けしています 



菊池米 

 ・米の食味ランキング 

  ８年連続10度目の特Ａ受賞 
 

水田ごぼう 

 ・昭和４２年頃稲作の裏作として取り組み 

 ・畑ごぼうに比べ、色が白く、やわらかい 

 ・生でも皮付きでも食べられるほど 

 ・作付面積１４０ヘクタール 

ＪＡ菊池の特産品 



ＪＡ菊池の特産品 

えこめくん 



ＪＡ菊池の畜産 



ＪＡ菊池の概況 

平成２７年度畜産部門販売高 
              
肉牛 １１，６８２頭  ９，８６７，８２２，０００円 
素牛  ５，６４８頭  ２，６５８，３１０，０００円 
肉豚 ３９，２９５頭  １，３３３，１９６，０００円 
生乳 ７６，３３４t     ７，７５３，１０９，０００円 
他      １，６９２頭    ４７０，３０６，０００円 
 
合計         ２２，０８２，７４３，０００円 
               （畜産シェア７９．６％） 
 



ＪＡ菊池管内の飼養頭数 

 443 
 156 

203 

 12 

100566 

24232 
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25923 

 2735 

肉用牛戸数 酪農戸数 養豚戸数 

肉用牛頭数 乳用牛頭数 母豚頭数 

ＪＡ菊池 183 

他地域 2619 



有機支援センター（3ヵ所）概要① 

○堆肥生産量：６，６５５t／年（バラ6,367ｔ、ペレット288ｔ） 
○堆肥化方法：開放型撹拌方式 
○堆 肥 形 状  ：バラ、ペレット 
○持   込   料   ：５００円／t 
○施 設 面 積  ：約１４，０００㎡ 
○従     業    員：１３人 
○主な取引先：ＪＡ熊本市 
           ＪＡ八代（熊本県八代市） 
           ＪＡ大浜（熊本県玉名市） 
           ＪＡ福岡（主に八女市） 
           佐賀県の商社 



有機支援センター（3ヵ所）概要② 

＜平成27年度＞ 
事業収入  ４，８２８万 
 
 
事業支出  ４，５３５万 
 
 
  差引     ２９２万 

バラ、ペレット   ３，８４９万 
処理料         ４７６万 
運賃等         ５０３万 

人件費       １，７９０万 
事業費       １，０６９万 
施設費       １，２８０万 
その他         ３９６万 



有機支援センター概要 

有機支援センター旭志 

有機支援センター合志 

有機支援センター菊池 

（４，１８６㎡） 

（６，９９２㎡） 

（２，８８８㎡） 



有機支援センター概要 

センター内部 



有機支援センター概要 

ペレット製造機械 

ペレット堆肥 



有機支援センター概要 

ペレット堆肥の特徴 
１．低水分のため長期保存可能 
２．凝縮しているため散布が容易 
３．ライムソワー、ブロードキャスターでも 
散布可能 
 
 
 
ＧＰ 主要な成分の含有量等 
○窒素 1.94%○りん酸 2.80%○加里 3.10% 
GKP 主要な成分の含有量等 
○窒素 3.01%○りん酸 4.19%○加里 3.53% 



堆肥流通のこと 



農家個別で行っていた堆肥の流通を 
ＪＡが請け負うこととした 

ＪＡ間連携について① 

例）ＪＡ八代（い草、生姜用）へ堆肥を供給開始 

いくつかの問題が発生・・・ 



＜主な問題点＞ 
①流通の諸々   → 経費、距離・地形的問題 
②堆肥の品質   → 高品質な堆肥を生産する必要 
③他堆肥の競合 → 他地域の堆肥と差別化 

ＪＡ間連携について② 

ＪＡ間の連携を密にして問題解決を図った！ 



＜問題解決のために取り組んだこと＞ 

ＪＡ間連携について③ 

①流通 
 ＪＡ菊池有機センター 

ＪＡ八代ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ 

各生産者へ 

エサ運搬＋堆肥運搬 
コスト↓ 

地元の配送業者 
へ委託 



＜問題解決のために取り組んだこと＞ 

ＪＡ間連携について④ 

②堆肥の品質向上） 
 ・回転式の選別機を設置 

（異物混入防止） 

・堆肥づくり講習を受講 
（認定制度「堆肥の達人」を取得） 



＜問題解決のために取り組んだこと＞ 

ＪＡ間連携について⑤ 

③他地域の堆肥との競合 
 ・両ＪＡの指導員間で毎年会議や研修を開催 

（ＪＡ菊池が生産する堆肥の品質をアピール） 



ＪＡ間連携中（熊本県内） 

JA大浜 
（玉名市） 

JA菊池 

JA阿蘇 

JA熊本市 

JA八代 

堆肥流通のために 
ストックヤード・ダンプ等を整備 



JA熊本市へ 

年間８００ｔの 
堆肥を供給！ 

稲わらを 
収集 

ＪＡ間連携中（熊本県内①・熊本市） 

ＪＡ菊池 

ＪＡ熊本市 

約１，６００
ﾛｰﾙ収集 



ＪＡ間連携中（熊本県内②・熊本市） 

JA熊本市 

夏季限定『ＪＡ熊本市夢未来缶詰』 

平成23年12月 みかん     → ３６６C/S 
平成26年  8月 みかん缶詰  → １５３ C/S 
平成28年  8月 ハウスみかん → 購入予定 



耕畜連携作業組合による稲ワラ収集作業 



耕畜連携作業組合による堆肥散布 



みかん園への堆肥供給 



ＪＡ間連携中（熊本県外・福岡県） 

年間３２５ｔの 
堆肥を供給！ 

JA福岡 
（お茶） 八女市 



ＪＡ間連携（熊本県外・福岡県） 

茶農家の専用散布機を利用した散布 



課題および今後の展開 

（地域での課題） 

・散布機械の充実 

・圃場への進入口整備 
 

（展開） 

・耕種地帯のＪＡと連携 

 を深める 

・稲わらを安定的に確保する 

さらなる畜産経営の安定を図る！ 



課題および今後の展開 

（展開） 

堆肥の広域流通を推進するために・・・ 

・堆肥利用を促進するための方策 

  例）堆肥利用作物への認証制度など 

・組織間連携をマッチングする組織を 

 県域を越えて編成する 

  例）九州で１つ協議会を設置、情報共有 

・広域流通に対する支援の充実 

  例）モデル事業、機械や施設整備事業 



ＪＡ菊池は、これからも農家と地域の人たちに必要とされ
るＪＡをめざします 

むすびに 

～ 平成２８年 基本方針 ～ 
 

   １．自己改革への挑戦 

   ２．地域とともに次世代へつなぐＪＡ菊池づくり   

   ３．めざそう自律創造型職員  

ＪＡ菊池統一理念 

知恵を出す・汗を流す・夢が近づく・そして 
 

未来永劫「        」 
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