
農場ＨＡＣＣＰに取り組む酪農経営 
 

「藤井牧場」（北海道富良野市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・平成24年、藤井牧場は農場HACCP認証第１号を取得。 
  ・乳牛：641頭（経産340頭、育成301頭） 
  ・生乳出荷量：3,400トン／年(平成24年度実績) 
  ・経産牛１頭当たり年間出荷乳量：11,500kg 
  ・作付実績：デントコーン 70ha, 草地 50㏊ 
  ・労働力：役員３名、社員14名（チーズ部門を含む） 
  
② ≪特徴的な取組≫ 

  ・農場ＨＡＣＣＰ認証取得に取り組む等、経営情報や個体管理情報を数
値化し、 企業的経営を実践。 

  ・情報収集に努め、先端技術の積極的な導入や本業の強化によるブラン
ド化を 計画するなど、短期から中長期的な経営ビジョンを持った経営。 

  ・「牛も人もどんどん育つ牧場」の経営理念のもと、人間的成長をゴー
ルに据えた人材教育に注力。  

  ・平成23年より富良野藤井牧場チーズ工房を立ち上げ。モッツァレラ
チーズ、リブロッションを製造、同市内のフラノマルシェにて販売。 

２ その他今後の課題、目標等 
 ・ 製造するチーズの種類の増加。 
 ・ チーズ販売を通じた酪農の価値の一般の消費者への浸透。 
  

（都道府県地図） 

（受賞暦等） 
第８回HAL農業賞
『優秀賞』 
（平成24年12月） 

↑自家製チーズ 

↑チーズ工房 

ふ ら の し 

富良野市 



草地植生改善プロジェクト 
 「JA道東あさひ」（北海道野付郡別海町） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  JA道東あさひは、地域課題である草地植生の改善及び自給飼料の栄養価

の向上を図るため、平成23年度より５カ年計画で草地の植生改善を重点
的に行う取組を実施。 

  【平成25年度草地植生改善プロジェクトによる草地更新面積】 
   目標：1,000ha 
   更新面積：565.4ha 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
 ・年間1,000haの草地更新を目標に掲げ、従前より年間更新率アップ（平

成22年度2.6％から25年度4.4％）。 
 ・施肥改善・土壌物理性改善・追播により、更新後の草地の維持・活性化

（平成25年度8,479.2ha）。         
 ・各エリアに専門職員を常駐させ、地域ごとに植生改善の取組を推進中。 
 ・５カ年（23年～27年）で全ほ場のマップを作成し、効果的な植生改善を  
  推進中。 

２ その他今後の課題、目標等 
 ・作業機械・オペレータを更に確保し、目標面積の底上げをすることが

課題。 
  

 
 
 

（都道府県地図） 

アッパーロータリー
による表層撹拌（簡
易更新） 

のつけぐんべつかいちょう 

別海町、根室市 



１ 概要  
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・家畜排せつ物を供給する畜産農家３戸とも連携して、メガファー

ム（酪農）の農事組合法人サンエイ牧場が、大規模なバイオガス
プラントを自己資金で導入してメタンガスから発電（平成25年１
月稼働開始）。   

  ・サンエイ牧場と３戸の乳牛飼育頭数1,607頭（うち搾乳牛879頭）、 
   肉牛126頭。 
  ・耕作地 556.2ha。 
  ・生乳出荷量 9,551トン／年。 
  ・家畜排せつ物の供給目標 25,872トン／年。 
  ・バイオガスの製造目標 827,904N㎥／年。 

 

メガファームによるバイオガスプラントの導入 
「農事組合法人サンエイ牧場」（北海道広尾郡大樹町） 

（バイオガスプラント） 

 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・バイオガスプラントとしては国内最大級（1,400頭規模）。 
  ・主な用途：発電（固定価格買い取り制度（40.95円／kwh）により

北海道電力に売電）、暖房用熱利用。 
  ・出力150キロワットのコージェネ（熱電併給）式発電機２基、容量

約2,000㎥の嫌気性発酵槽２棟などを設置（１日最大103トン処理
可能）。 

  ・プラント整備の主眼は、家畜排せつ物の悪臭対策であるが、その
他に売電収入、熱エネルギーを発酵槽の加温・牛舎への給湯・暖
房に利用、消化液を液肥として利用と、一石四鳥の効果を期待。 

（都道府県地図） 

大樹町 



地域として推進する放牧酪農の取組 
 

（北海道足寄郡足寄町） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・平成８年に７戸の酪農家で「足寄町放牧酪農研究会」を立ち上げ、

低コストで安定した酪農経営を目指した集約放牧を開始。   
  ・飼料代などの経費が減少し、会員の所得率の平均が平成８年の約

30％から平成15年には45％へと、７年間で大幅に改善。 
  ・放牧によって、牛のストレスを解消し、牛本来の健康を回復。これ

により発情－受精－妊娠－分娩のサイクルが円滑化し、疾病の減少、
牛の耐用年数の延長という効果を発現。 

  ・これらの成果を踏まえて、平成16年３月、足寄町議会は「放牧酪農
推進の町」を宣言し、町として取組を推進。 

 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・専用放牧地を作り、１牧区を１haに仕切って、20牧区設置。１牧区

当たり50頭を昼夜放牧し、翌日に他の地区へ移動させることで、高
栄養価の短い草丈の牧草を菜食。 

  ・慣行法では配合飼料を４回／日の給与するところを、放牧により朝
夕２回／日の給与に減らし、飼料費及び労働時間の節減を実現。 

  ・これまでに放牧酪農を実践する新規就農者が13名（酪農家11、肉用
牛１、羊１）。 

  ・平成15年から「北海道放牧酪農ネットワーク交流会in足寄」を毎年
開催し、近年は全国から250名以上が参加。 

（放牧風景） 

（放牧風景） 

（都道府県地図） 

あ し ょ ろ ぐ んあ し ょ ろ ち ょ う 

足寄町 



いわて短角牛を活用した６次産業化  
「(有)総合農舎山形村」（岩手県久慈市山形町） 

１ 概要 
 
 ① ≪概要・データ≫ 
 
 ・(有)総合農舎山形村は、平成６年に、(株)民間の食材宅配会社 、地元Ｊ 
  Ａ及び自治体の３者が出資・設立した第３セクター。     
 ・地域の特産であるいわて短角牛の精肉・食肉製品のほか、地域一帯の農

畜産物を中心に惣菜、山菜等を加工・販売。 
  
 ② ≪特徴的な取組≫ 
 
 ・短角牛の精肉は、外食産業や地元消費者向けに販売するほか、ホーム

ページを活用した通信販売を展開。 
 ・平成24年度に、 ６次産業化法に基づく総合事業化計画を策定し事業認定。

自社での短角牛の生産拡大及びいわて短角牛を利用した加工品の開発・
販路拡大等を内容とするもの。 

  
２ 今後の課題、目標等 
  
 ・民間の食材宅配サービスと連携した販路の確保。 
 ・自ら短角牛を飼養し生産拡大に取り組むとともに、いわて短角牛を使用

した新たな加工食品（ハンバーグ、ミートボール等）の開発による販路
拡大。 

事務所及び加工場 

短角牛ｻｰﾛｲﾝ部位 

久慈市基幹牧場 



低温乾燥処理技術によるｴｺﾌｨｰﾄﾞ生産  
「農事組合法人高清水養豚組合」（宮城県栗原市） 

１ 概要 
 
 ① ≪概要・データ≫ 
 
 ・農事組合法人高清水養豚組合は、有志５人により昭和47年に設立。 
 （現在は構成員４名、従業員15名） 
 ・経営規模は、母豚400頭、肥育豚を月平均750頭出荷。 
  
 ② ≪特徴的な取組≫ 
 
 ・これまで水分調整が難しく飼料化処理が困難だった食品残さの生麺、

かまぼこ類を利用するため、真空乾燥機を導入し、低温で乾燥処理し
粉砕するという独自の技術により良質かつ安価なエコフィードを生産。 

 ・エコフィードを配合飼料の原料として10％添加することで、飼料費を
約３％削減。さらに提携農場（10カ所）へ提供。 

２ 今後の課題、目標等 
 
 ・現在、食品製造者との残さ供給契約は約３トンで、真空乾燥機の最大

処理能力５トンまで増やすとともに、飼料米の利用も検討。 
 ・自社ブランドの三元交配豚「高清水ＫＹＯポーク」を軸に、生産から

流通までを行う６次産業化を推進。  

エコフィード工場 

エコフィード飼料 



チーズホエイの発酵ＴＭＲ飼料化 
                                       

「一般財団法人蔵王酪農センター」（宮城県刈田郡蔵王町） 

１ 概要 
 
 ① ≪概要・データ≫ 
 ・酪農の電化・機械化による合理化を目的として、昭和35年に神奈川県厚 
  木市に財団法人酪農電化センターを設立。昭和39年に宮城県蔵王町 
  に移転後、実験農場、昭和55年に国産ナチュラルチーズの実験製造工場 
  を建設、平成25年に一般財団法人化。 
 ・現在120頭の乳牛・肉牛を飼育し、乳牛の飼養管理やチーズ製造等に関 
  する研修を行うとともに、６次産業化の取組として、乳製品の製造及び 
  販売等を実施。（従業員55名） 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
 ・自社牧場の生乳を使った各種チーズや、チーズホエイを使った食品から

化粧品まで意欲的に商品を開発。 
 ・自給飼料の確保と産業廃棄物の削減を目指し、自社のチーズホエイと町

内の大手飲料工場から排出される茶殻を有効活用し、試行錯誤の末、発
酵ＴＭＲ飼料「乳茶餌（ニューチャージ）」を開発。実用化に向けた給
与試験等の取組を推進。 

  

２ 今後の課題、目標等 
 ・「乳茶餌（ﾆｭｰﾁｬｰｼﾞ）」を近隣の酪農家及び肥育農家にも供給できる

体制を確立するとともに、給与した牛をブランド牛「蔵王爽清牛」と
してＰＲし６次産業化を積極的に推進。 

事 務 所 ・ 売 店 

発酵ＴＭＲ飼料 
「乳茶餌（ﾆｭｰﾁｬｰｼﾞ）」 

かったぐんざおうまち 



人工授精から肥育出荷までの完全一貫経営 
 

「牧舎みねむら」（長野県東御市） 

１ 概要 
  ① ≪概要・データ≫ 
 ・牧舎みねむらは、飼養頭数が繁殖雌牛70頭、肥育牛130頭の完全一貫経営。 
  労働力は家族５名。 
 
② ≪特徴的な取組≫ 
 ・人工授精から肥育出荷まで完全一貫経営を行っており、技術向上を図り 
  つつ、自ら生産した牛肉から製造された加工品を販売。 
 ・信州プレミアム牛の生産農家。自家産黒毛和牛肉を100%使用した、オリジナ 
  ル加工品（ビーフジャーキー、ハンバーグ等）も販売。 
 

 ・上田柳町のコラボ食堂（日替わりで様々な農家等がメニューを提供する 
  食堂）に和牛ハンバーグなどのランチを提供。 
 ・堆肥舎は仕切りがなく、切り返しによる堆肥生産を行い、地域の水田や 
  高原野菜に還元。稲わらは堆肥との交換と購入により一年分を周辺地域 
  から確保。 
 ・地域の活性化を図るため、近隣の若手農家とも積極的に連携し、循環型 
  農業を推進。 

２ その他今後の課題、目標等 
 ・若い世代の人たちが「やりがい」を持って経営を続けられる仕組みが 
  必要。 
 ・消費者と身近になるために牛肉の加工販売を始めたが、将来的には、焼 
  肉屋の出店を検討（６次産業化認定に向け取組中）。 
 

（受賞暦等） 

（都道府県地図） 

平成25年度 
信州食肉マイス
ター認定 

と う み し 

うえだやなぎまち 
自家産黒毛和牛肉加工品 



みゆきポーク生産による地域活性化 
 

「佐藤養豚場」（長野県飯山市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・養豚一貫経営（佐藤養豚場） 
  ・繁殖豚８５頭、年間出荷頭数１，８５０頭 
  ・労働力２名＋α（夫婦２名、研修生） 
  ・ＪＡ北信州のみゆきポーク生産農家は、佐藤養豚場を含め管内に５戸。 
   
 ② ≪特徴的な取組≫ 

  ・みゆきポークは特別なマニュアルに沿って育てられた豚肉。配合飼料 
   もキャッサバや大麦を多く配合することで、脂の質が良くなり、ケモ 
   ノ臭さもなくなる。 
  ・みゆきポークのほぼ１００％が北信濃地方で消費される。 
  ・地域で発生するキノコの廃菌床ともみ殻を敷料に利用。さらに飲水に 
   ＥＭ菌を混ぜ、完熟堆肥を生産し、地域内循環型農業を推進。    

２ その他今後の課題、目標等 
  ・みゆきポークや地域の食材をアピールして、地域活性化を図る。 
  ・みゆきポーク生産者の中で高齢化が進んでおり、後継者の確保が重要。 
 
 

 
 
 

（都道府県地図） 

（受賞暦等） 
第64回長野県畜産
共進会肉豚の部 
特別優秀賞1席 
（平成23年） 

みゆきポークを扱う 
地元レストラン 

低コストハウス豚舎 

いいやまし  



ﾘｷｯﾄﾞﾌｨｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑによる大型養豚経営 
 

「（有）ブライトピック千葉」（千葉県旭市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
 ・平成８年５月に（有）ブライトピック千葉を設立（養豚業）。現在、飯 
  岡農場、東庄農場、銚子農場、森戸農場、黒潮農場の５農場で生産。 
  ・コンピューター管理による最新のリキッドフィーディングシステムを導 
  入し、約７万トンのリキッド飼料を自社農場及び近隣の養豚農家に供給。 
 ・平成１８年度には、食品残さリキッド調整専用の溝原工場をバイオマス 
  の環づくり交付金（総工費約５億５千万円）で整備。 
  
 ② ≪特徴的な取組≫ 
 ・大手流通チェーン（コンビニ等）から排出される未利用食品、野菜屑等 
  の食品残さを有効活用し、積極的にエコフィードの生産・利用に取り組 
   む。 
 ・生産された豚肉は、食品残さを排出している大手流通チェーン等を通じ 
  て販売し、食品リサイクルループを構築。 
 ・栽培の低コスト化や土づくりのために、同社で製造した豚ぷん堆肥を飼 
   料用米農家に供給し、循環型農業を展開。 
   
２ その他今後の課題、目標等 
 
 管内で生産された飼料用米を液状飼料に配合し、一層の利用拡大の推進。 
 
 
 

（都道府県地図） 

（受賞暦等） 
第17回環境保全型
農業推進コンクー
ル優秀賞 
（平成24年2月） 

   
 

あさひし 

いい 

とうのしょう ちょうし もりと くろしお おか 

エコフィード原料 

エコフィード工場内部 



食品残さの飼料利用（リキッドフィード）  
 

「（株） 日本フードエコロジーセンター」（神奈川県相模原市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
 ・食品工場の余剰品やスーパー、百貨店の賞味期限切商品等、約180箇所で発生する食

品残さ日量39tを原料として受入れ、豚用の発酵リキッド飼料を製造（平成17年から
事業開始）。 

  ・養豚農家15戸（茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、神奈川県、静岡県、長野県）に、
飼料を供給。 

   
 ② ≪特徴的な取組≫ 

 ・食品残さを原料として豚用の発酵リキッド飼料を製造し、生産した豚肉を販売すると
いう地域循環畜産の「環」を構築。学校給食残さも活用し、生産した豚肉を学校給
食として提供する取組の実施により、食育の推進にも貢献。 

 ・発酵リキッド飼料は常温で10日間保存可能。農家の要望にあわせた飼料の成分調整、
配達を実施。飼料コストは、配合飼料のみの給与に比べ、約５割低減。 

 ・発酵リキッド飼料で育てた豚は、粉塵発生の減少により呼吸器系の疾病率が低下。抗
生物質の投与が軽減され、健康に育った豚をブランド肉「優とん」として販売。 

 ・製造飼料はエコフィード認証を取得。 

２ その他今後の課題、目標等 
 ・豚肉についてエコフィード利用畜産物認証を取得することを検討中。 
 ・飼料原料を排出する事業者に対して、食品残さに異物が混入することのないよう、

分別の徹底の理解醸成。   
 ・消費者に対して資源循環型の取組等をアピールすることにより、豚肉の付加価値を

高めた販売の促進。 
 ・食品残さの飼料化にかかる処理コストは市町村の焼却コストより高いが、食品残さ

を有効活用し、飼料自給率の向上に貢献する食品リサイクルの意義を食品残さ排出
業者に対して周知させる必要。 

ヒアリング日時：平成26年1月24
日   
対応者：関東農政局 

（都道府県地図） 

相模原市● 

神奈川県 

（受賞歴等） 
平成19年度食品リサ
イクル環境大臣奨励
賞 
 
第6回日本環境経営
大賞パール大賞 
（平成19年度） 

さがみはらし 

ゆう 

エコフィード原料 エコフィード給餌 

エコフィード工場 



大消費地に立脚した都市型酪農 
 「磯沼ミルクファーム」（東京都八王子市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・乳価が上がらずコストが嵩む中、「自分の製品を自ら売ることにより、客が

付けば牧場を支える力になる」と考え、複数の乳用種を飼育する方針のもと、
特色ある商品を製造・販売することで「磯沼牧場ミルクファーム」というブ
ランドを確立。 

  ・生乳生産量 420 ㌧/年 
     飼養頭数 約100頭（うち搾乳牛52頭） 
      （ホルスタイン種５割、ジャージー種３割、ブラウンスイス種２割） 

従業員数 12人（農場4人、工房2人、売店6人） 
 

 ② ≪特徴的な取組≫ 
   ・ジャージー種やブラウンスイス種等の乳脂肪分の高い品種に合わせた飼養管

理。   
   ・コーヒー・ココア滓を敷料利用した臭気対策。 
   ・都市近郊という立地を生かし、原料販売だけでなく、自ら加工品を製造・販

売することで、利益を確保。 
   ・有名デパートに商品が認められ、その後、新聞、雑誌、テレビ等の紹介によ

る集客力の向上や料理店・菓子店での食材使用により、売上が向上。 
   ・品種の違いから生じる風味の違いを生かし、独自ブレンドの牛乳を１週間に

２回、200本限定販売。 
   ・少量パッケージ化によるリーズナブルな価格設定と顧客への丁寧な説明。 

２ その他今後の課題、目標等 
  ・従業員に対する福利厚生の向上。 
  ・顧客への商品ＰＲ能力の向上。 
  ・課題ではないが、日頃からの衛生管理に心がけ。 
 

   
 

（都道府県地図） 

（メディア掲載等） 

・雑誌「dancyu」 
・MXTV「5時に夢中」 
・TBS「王様のブランチ」 
 など多数。 

はちおうじし いそぬま 

プレミアム 
ヨーグルト 

牧場プライベート 
牛乳 

ヨーグルト工房兼直販所 



地域の連携による競争力強化 
「フジタファーム」（新潟県新潟市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
 ・「フジタファーム」（酪農経営）と、連携する「レガーロ」（ジェラート加

工販売）や「米工房いわむろ」（稲作法人）による６次産業化と耕畜連携。 
 ・フジタファームは、経産牛65頭、育成牛15頭を飼養。米工房いわむろとの耕

畜連携により、地元の粗飼料（ＷＣＳ、デントコーン）を活用。 
 ・酪農教育ファームとして、小学校等の乳搾りやジェラート加工体験等を実施。 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
 ・フジタファームの生乳（低温殺菌）をレガーロが使用しジェラート、チーズ

を製造。地元の旬の食材を使用し、季節に応じたジェラートを製造販売。 
 ・地元法人との連携、直営店での地元産食材の活用、酪農教育ファームへの取

組など、地域の連携・つながりを意識した経営により、地域全体での活性化に
取り組む。 

 ・フジタファーム・セールス（販売部門）による、フジタファームや連携先の
レガーロ等に関するツイッターなどを活用した情報発信による販売促進。 

 

（都道府県地図） 

（受賞歴等） 
第39回日本農業賞
個別経営の部  
大賞（平成22年） 

２ その他今後の課題、目標等 
 ・６次産業化による販売力の強化、地域の連携による地域活性化等の取組が重 
  要。 
  ⇒ ６次産業化の取組の更なる支援（A-FIVEの活用等）。 
  ⇒ 地元の耕種農家からの粗飼料供給などの耕畜連携、直営店の経営による販 
   売力の強化、加工品販売や直売所経営による観光客の集客力アップ等の取 
   組等を推進し、観光等を含めた多様な産業間連携による地域活性化をさら 
   に拡大。 
 
 
 

「レガーロ」 
（ジェラート加工販売施設） 

体験交流館 



自家産生乳を原料としたジェラートの製造販売 
 

「デイリーパラダイス」（愛知県田原市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・酪農家「デイリーパラダイス」は、乳用牛約200頭（うち搾乳牛115頭、 
      乾乳牛、初任牛28頭、育成牛55頭）を飼養。   
  ・１日３回搾乳を行い、後継牛は全て自家繁殖し、北海道の牧場で預託 
      育成。 
  ・生乳生産の労働力は牧場主、妻、従業員４名の計６名。 
  
② ≪特徴的な取組≫ 
  ・酪農教育ファームの取組に参加し、研修生の受け入れを実施。 
  ・平成22年に自家産生乳を原料としたジェラート、スイーツを製造・販 
     売する直営店「バロック」を開設。 
  ・バロックでは常時７種類のジェラートとシュークリーム、プリン等を 
     製造・販売。 
  ・ジェラートの種類は56種類と多彩であり、対面販売のほか、宅配やイ 
   ンターネットでの販売も実施。 

（受賞歴等） 
平成11年度全国優 
良畜産経営管理技 
術発表会優良賞 

田原市 

愛知県 

「バロック」 
（ジェラート等加工販売施設） 

畜舎内部 

たはらし 



黒毛和種の循環型一貫経営 
「加藤牧場」（三重県四日市市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・加藤牧場は、繁殖牛約300頭、肥育牛約690頭、合計約1,000頭を飼養す 
   る黒毛和種一貫経営。   
  ・労働力は加藤夫婦、長男、次男を中心にパートを含め12名。 
    
② ≪特徴的な取組≫ 
  ・近隣耕種農家と20年以上にわたり、わら・堆肥の交換による耕畜連携 
     を実施。 
  ・稲わら収集圃場は150ha以上で、利用残の稲わらは販売。 
  ・肥育牛・繁殖牛用の粗飼料は100％地元産。購入粗飼料は子牛用の乾草 
     のみ。 
  ・生産する牛肉では４等級以上の品質確保にこだわり、牛肉のプライ 
     ベートブランドの確立（加藤牧場牛）など、経営安定のための取組を 
     実施。 
  ・地域の豆腐工場からおからを調達し、これを配合飼料と混合して乳酸 
     発酵させ飼料利用。 

（受賞歴等） 
・平成24年度日本農 
 業大賞受賞 
・平成25年度農林水 
 産祭畜産部門日本 
 農林漁業振興会会 
 長賞受賞 
 

三重県 

四日市市 



地域の飼料用米を活用した卵の生産 
 

「デイリーファーム」（愛知県常滑市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・デイリーファームは、約17万羽の採卵鶏を飼養する大型養鶏農家。   
  ・ＩＳＯ22000：2005を取得し、安全で安心な卵の生産を実施。 
  ・大きさごとにパック詰めをするＧＰセンターの機能を自社内に保有。 
  
② ≪特徴的な取組≫ 
  ・食品の安全性の情報公開のため、生産された卵がいつ出荷し、どんな 
     飼料を給与していたかなど、卵の生産に係る全ての履歴データを保有。 
  ・地域で生産された飼料用米を飼料の約10％に配合し、卵の生産を実施。 

  ・飼料用米を給与し生産された卵は、コープあいちで「あいちの米たま 
      ご」として６個入り200円前後で販売。 
  ・飼料用米の生産に取り組む耕種農家との交流や定期的な意見交換の場 
     を設け、品質向上や課題の解決に向けた検討を実施。 
  ・飼料用米生産圃場に鶏糞を堆肥化して施用するなど耕畜連携の取組を 
     実施。 

２ その他今後の課題、目標等 
  ・平成25年11月に六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画の認 
      定を受け、今後、自家産のたまごを利用したプリン、シュークリーム 
      等の加工、販売を計画。 
  

 
 
 

愛知県 

常滑市 

とこなめし 

たまご農場施設内 



飼料用米を活用した豚肉の加工・販売 
 

「菖蒲谷牧場」（岐阜県揖斐郡揖斐川町） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
 ・養豚農家「菖蒲谷牧場」は繁殖用成雌約60頭を飼養する経営規模。   
 ・養豚業のほか、米や茶の栽培から生産した畜産物の加工（ハム、ソー 
    セージ等）まで実施。 
 ・労働力は養豚は担い手である長男、米やお茶の生産は父と長男、畜産物 
    の加工は母と３人のパートが行い、家族の中で仕事の分担が明確化。 
 
② ≪特徴的な取組≫ 
 ・豚の飼料に飼料用米を利用しており、配合割合は約６割。 
 ・飼料用米は、自ら生産するとともに、地域の生産物を活用し、自家配合 
  により利用。 
 ・豚肉の生産にはヨモギやビタミンＥを添加した飼料を給与し、格付け
「中」以上の豚肉を「飛騨けんとん・美濃けんとん」として地元農協等の 

  直売所で販売するほか、移動販売車による直接販売も実施。 
 ・自宅敷地内の加工場で学校、農協婦人部を対象にソーセージ作り教室を 
   開催。 岐阜県 

揖斐川町 

しょうぶだに いびぐんいびがわちょう 

小学生手作りソーセージ 
作り教室 

菖蒲谷牧場生産の豚肉 



      
食品循環資源を利用したリサイクルループ 

「(社) 循環資源再生利用ネットワーク（通称：しげんさいせいネット)」（ 愛知県名古屋市）  

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・しげんさいせいネットは、平成１５年４月、食品循環資源を利用した 
   リサイクルループの構築を目的に東海地域に所在する食品メーカー、 
   畜産農家、消費者を構成員として設立。 
  ・食料自給率向上と環境対策に取り組むため、関係者間のネットワーク 
   づくりを実施。 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
   ・食料問題、エネルギー問題、環境問題に対して具体的成果を上げるた 
   め東海地域の食品残さの排出業者と養豚農家のマッチングを実施。養 
   豚農家は食品会社から排出されたパンくず、菓子、豆腐かす、生麺な 
   どの食品残さを原料として、自らリキッドフィードを製造（平成24年 
   は約1,300トン）し、エコフィードで育てた豚肉として生協などへ販売。 
    

２ その他今後の課題、目標等 
  ・品質管理改善・飼料的価値の向上 
  ・食品循環資源の供給拡大 
   
  

 

（受賞歴等） 
平成20年度愛知
環境賞「銀賞」
受賞 

愛知県 

名古屋
市 



自家産卵を使用した加工品の生産販売と喫茶店の経営   

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・安藤養鶏場は、成鶏6,000羽、育成2,200羽を飼養する卵の生産農家。 
  ・卵の販売は、宅配と道の駅が全体の５割、自家経営の喫茶店が３割。    
  ・労働力、は経営主（担い手）、父、パート２名の計４名で鶏の飼養管 
   理、経営主の妻、母、パート４名（平日は２名）の計６名で喫茶店を 
   運営。 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・飼料は、Non-GMOとうもろこしに飼料用米９％を自家配合して利用。 
  ・自家産卵を使用した料理を提供する喫茶店を経営。 
  ・恵那農林高校園芸科学科と連携し、ゆでたまごを特製の味噌に漬けた 
     加工食品（恵那たまご）を商品化し販売。 
 

岐阜県 

恵那市 

「安藤養鶏場」（岐阜県恵那市） 
えなし 

↑喫茶店外観 

↑ほうれん草とベーコ 
ンクリーム煮オムライ
ス） 



自家産豚肉を利用した加工品の生産販売     

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・松葉ピッグファームは、母豚260頭飼養し、年間6,000頭を出荷する肉 
   豚一貫経営農家。   
  ・労働力は、経営主、次男、三男、社員２名の計５名で豚の飼養管理、 
   経営主の妻、長男、次男の妻、パート２名の計５名で豚肉の加工販売。 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・敷地内に加工施設を設置し、自家産豚肉を利用した加工品を製造。  
  ・精肉の売れない部位を加工品として販売。もも肉は味噌だれ加工、 
     ポークジャーキー、その他の部位はミンチにしてソーセージやハン 
     バーグに加工。 
  ・加工品の販売は精肉セットの宅配、農産物直売所等の店頭販売、ゴル 
     フ場レストランなどへの業務用卸し、ネット販売で、うち宅配と店頭 
     販売がメイン。 
 

いなべ市 

三重県 

「松葉ピッグファーム」（三重県いなべ市） 

↑加工施設 

↑自家産豚肉を使  
 用した加工品 



加古川市

(株)オクノ

地域と密着した純国産飼料への挑戦  

 
１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・採卵養鶏経営（飼養規模：約15,000羽、鶏種：ボリスブラウン）   
  ・年間生産量：約230ｔ（300～320万個） 
  ・飼料用米使用実績：15ha、87ｔ 
  ・北海道産飼料用トウモロコシ使用実績：６ha、43ｔ 
 
② ≪特徴的な取組≫ 
  ・飼料用米（17.5％配合）や飼料用トウモロコシ（北海道の畑作農家と栽培契 
   約を締結）、釧路産サンマ魚粉等、厳選した12種類の飼料原料を自家配合し給与。 
  ・この飼料を給与した鶏から生まれた卵を農場ブランド卵「オクノの玉子」として 
     販売。 
  ・市場価格に左右されない養鶏経営を目指し100％直接販売。 
  （個人への宅配、料亭等への卸売、直売所、インターネット販売等） 
  ・廃鶏（約570日齢）は食肉加工し「加古川燻煙親鶏」としてブランド化。 
  ・“加古川産の鮮度の高い農産物を継続的に提供する場を持ちたい”との思い 
   から、「加古川農家食堂」を経営。 
    

 
２ その他今後の課題、目標等  
  ・飼料用トウモロコシの栽培契約面積を拡大（６ha→40ha）し、純国産飼料に 
   よる養鶏経営を目指す（H26は国産飼料自給率90％以上になる見込み）。 
  ・飼料用米や国産トウモロコシの利用等飼料の国産化の旗振り役を自負してお 
   り、卵や鶏糞の販路を確保したうえで規模拡大を検討。 
 

（受賞歴等） 
･ﾌｰﾄﾞ･ｱｸｼｮﾝ･ﾆｯﾎﾟ 
 ﾝ･ｱﾜｰﾄﾞ2011入賞 
 2013優秀賞 
･H20全国優良畜産 
 経営管理技術発 
 表会優秀賞 等 
 
 

「（株）オクノ」（兵庫県加古川市） 
かこがわし 

↑オクノ玉子のお食事処 

↑採卵養鶏場 



消費者との交流を深める都市型酪農 
 

「弓削牧場」（兵庫県神戸市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
       ・乳牛60頭（うち経産牛40頭）、敷地７ha（うち採草放牧地４ha）。 
       ・昭和60年、チーズ工房を建設し、西日本で初めて個人の酪農家としてチーズ作り 
    に着手。 
       ・昭和62年、レストランを建設し、生産・加工・販売までの6次化の取り組みを開始。 
       ・平成6年、場内での結婚式、オンラインショッピング開始（平成25年までに115組の挙式、 
    披露宴を受け入れ）。 
       ・平成18年から搾乳ロボット等を導入し、新技術飼養システムを実践。 
       ・平成24年から牛糞からメタンガスを取り出すバイオガスプラントの実験開始。 
  
 ② ≪特徴的な取組≫ 
       ・自家産の乳製品、野菜等によるオリジナルメニューのコース料理の開発・提供、チーズ 
    作り体験セミナーの開催等、乳製品の普及、消費拡大に貢献。 
       ・手作り結婚式、 コンサートの開催、牧場でのカルチャースクールの企画・実施、酪農研修 
    生の受入等、都市型酪農の先進事例、消費者交流の先駆けとして、多くの情報を発信。 
 
 

２ その他今後の課題、目標等 
 
 ・宅地化の進展等、周辺の開発による環境問題の懸念 
   

 
 
 

（都道府県地図） 

（受賞暦等） 
・平成15年度賞兵庫県農業 
 賞(最年少受賞） 
・平成19年度全国優良畜産 
 経営管理技術発表会 
 優秀賞 
・平成20年度近畿情勢報告 
 掲載 
・平成23年度農業白書掲載 

神戸市

弓削牧場

左：「チーズハウス・ヤルゴ 
  イ」（レストラン） 
右：「チーズのフルコース」 

↑カマンベールチーズ 
  とフロマージュ・ フレ 

ゆげ 



城陽市

(農)京都養鶏生産組合

国産飼料100%のこだわり卵 

１ 概要 
① ≪概要・データ≫
 ・農事組合法人 京都養鶏生産組合。  
 ・鶏卵出荷量 2,370万個（うち、国産飼料100%の「京たまご穀産」は約24万個）。 

② ≪特徴的な取組≫
 ・飼料は輸入トウモロコシから飼料米に全面転換、タンパク源は琵琶湖に生息する 

 外来種（ブルーギル、ブラックバス）の魚粉、カルシウムは広島の牡蠣殻を利用す 
    るなど自給率100%。 
 ・販売価格は通常の鶏卵の約5倍（2,000円/10個）。 
 ・飼料米で黄身が白くなる特徴を生かし、白いロールケーキ、白いプリンを開発し、 
  白い肌の舞子をイメージした「おしろい」シリーズで売り出し中。 
 ・外国産の飼料原料価格に左右されないため、1年後の飼料価格を見積もることが 
  でき、安定的な生産・供給体制を確立。 
 ・地元農業者等との連携により、定期的な消費者向けイベントを開催。 

 ２ その他今後の課題、目標等 
 ・生産物に対する理解醸成 

  飼料用米を給与すると黄身の色が薄くなることを、出荷先や消費者に理解して 
  もらうための働きかけが必要。 

（都道府県地図） 

じょうようし

「農事組合法人 京都養鶏生産組合｣（京都府城陽市）

もみじ鶏↑ 
（平飼い鶏舎）

↑左：おしろいロール 
右：おしろいプリン

↑飼料 

↑京たまご 
古都のかおりセット



自家生産鶏卵を活用したたまごかけごはん等の販売  
 
 １ 概要 

 ① ≪概要・データ≫ 
  ・西垣養鶏場は、飼養羽数10,000羽（開放高床式3段ｹｰｼﾞ成鶏舎2棟、 
   1羽/ｹｰｼﾞ）、水稲6.2ha。 
  ・国産鶏「ゴトウモミジ」、25種類の飼料を自家配合しブランド化した鶏 
   卵「げんちゃんのクリタマ」を生産し、平均単価465円/kgでの販売を実現。 
  ・地域農産物の直売所「百笑館」の開設(平成13年)、たまごかけごはん専門店 
  「但熊」の開店(平成18年)、スイ－ツ専門店「但熊弐番館」の開店(平成22年)。 
  ・直売所の地域農業者の利用100人超、年間来客10万人。 
  
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・３つの直売施設により、自家産の鶏卵、米の直販率100%を実現。 
  ・集客力を持つ直売所の経営により、地域農業者の生産意欲を高め、地域農業 
   の活性化に貢献。 
  ・小規模農家（1万羽未満）であっても地域の雇用（約30名）に多大な貢献。 
 
 

２ その他今後の課題、目標等 
 ・米と卵の小さな養鶏場から地産地消を軸にする地域産業に発展させ、地域の活性化 
  を図る。 
 ・直売所では、地場農産物にこだわって陳列するため、冬期間及び鳥獣害発生時に供 
  給量が減少。 
 ・観光客の増減に売上が左右されやすい。 
  
  
  

 
 
 

（都道府県地図） 

 （受賞暦等） 
・平成22年度全国優良 
 畜産経営管理技術発 
 表会 最優秀賞 
・平成23年度農林水産 
 祭 天皇杯 
・平成24年度兵庫県農 
 業賞 等 

豊岡市 (株)西垣養鶏場

「西垣養鶏場」（兵庫県豊岡市） 
とよおかし 

↑農産物直売所「百笑館
（ひゃくしょうかん）」 



飼料用米を活用した循環型農業の取組 
（京都府） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
  ・京都生協を中心とした京都府下７市町の飼料用米生産農家（平成24年産： 
   62ha、250t）と２養鶏農家による鶏卵販売・流通のスキーム。 
  ・飼料用米の配合率を10％に抑えることにより食味や色が変わらない日常的な 
   卵として普段の販売価格により販売。 

  ・平成22年２月から「さくらこめたまご」として試験販売し、平成23年秋から 
   は通年販売を実施（45万パック（10個パック換算）、供給高：約９千万円）。 
 
② ≪特徴的な取組≫ 
  ・販売価格は卵１個あたり１円を上乗せした価格とし、これにより得られた応 
   援金を生産者に還元（平成24年：約450万円）したり、飼料用米の保管・運搬 
   費に活用。 
  ・「飼料自給率の向上」、「水田の有効活用」等に消費者も貢献することが可 
   能であることをアピールすることにより、循環型農業による畜産物の生産を 
   積極的に推進。 
    

２ その他今後の課題、目標等 
 
 ・飼料用米の更なる利用拡大のため、牛や豚への対象を拡大。 

（都道府県地図） 

（受賞暦等） 
協同組合地域貢献 
コンテスト優秀賞 



山口型放牧による耕作放棄地の解消と集落の活性化  
（山口県山口市） 

（都道府県地図） 

 

  ・山口県畜試が、「いつでも、どこでも、だれでもできる」をモットーに写真主体の農家普及用

マニュアルを作成し、行政（県の普及組織）と一体となって普及。 
  ・水田地帯（≒畜産ゼロ地帯）における耕種農家側の理解醸成が課題。このため、 先行的に

理解を得た耕作放棄地での放牧を実証事例として段階的に面積を拡大。  
  ・耕作中断により疎遠になっていた集落も山口型放牧という共通項により再び活性化。 

２ その他今後の課題、目標等 

・更なる放牧面積・放牧頭数の拡大、肥育部門の拡充、長期間貯蔵可能なサイレージ  

 の生産等を計画。 

１ 概要 

① ≪概要・データ≫ 

・耕作放棄地への放牧面積が、19年度の2.2ha(10頭)から24年度の14.5ha(22頭)に急増。 

・本事例が起爆剤となり、近隣集落でも山口型放牧が浸透。例えば、非農家からの参入 

 者で、山口型放牧の放牧牛貸出制度(レンタカウ)の積極的活用により、繁殖牛40頭規 

 模(全国平均:11頭/戸)まで急拡大した事例あり。 

 

② ≪特徴的な取組≫ 

・省力・低コストの山口型放牧により、雑草が繁茂していた耕作放棄地は見事に景観を 

 回復。農地の再生により、耕作を中断していた耕種農家側も再開の動きあり。 

・24年12月に取組を永続化するため農事組合法人を設立。 

↑耕作放棄地放牧の    
  様子 

↑放牧面積の拡大 



酪農教育ファームを核とした地域交流  

１ 概要 

 ① ≪概要・データ≫ 

 ・有限会社広野牧場は、常勤７名、非常勤８名の法人経営。飼養頭数は、

搾乳牛２６５頭、肉用繁殖雌牛２２頭。 

 ・酪農教育ファームとして牧場を教育の場として、地域の子供や一般消費

者を受け入れ農業体験等の教育活動を実施（５００人／年）。 

 

 ② ≪特徴的な取組≫ 

 ・交流宿舎施設（ログハウス）及び加工体験施設を整備し、ファームイン 

   も経営。 

 ・地元のいちご農家とのコラボによる観光農園の設立やジェラート、パン 

   の製造・販売を開始。 

 ・酪農教育ファームの取組や地元農家とのコラボによる観光農園の設立や

ジェラート、パンの製造販売など、地域での連携や交流に積極的に取り

組む。 

 ・都府県では周辺に民家が隣接していることも多く、酪農教育ファームの

取組や家畜ふん尿の適切な処理など、周辺住民に対する酪農の理解醸成

を工夫。 
 

（都道府県地図） 

 
（受賞歴等） 
平成24年度全国優
良畜産経営管理技
術発表会最優秀賞 
 

「（有）広野牧場」（香川県木田郡三木町） 
きたぐん みきちょう 

↑酪農教育ファームの様子 

↑ログハウス 
 「ホーム・ベル」 



地域資源を活用し地域を支える肉用牛経営  
（岡山県新見市） 

１ 概要 
  ① ≪概要・データ≫ 
 ・哲多和牛牧場のある新見市千屋には日本最古といわれる蔓牛がいた。市は、

和牛のルーツをセールスポイントとした協議会を立ち上げ、官民一体とな
り「千屋牛」ブランドの確立と生産・販売振興に力をそそいでいる。現在 

 ・繁殖・育成・肥育牛を1,250頭繋養している。 
 ・地域資源にこだわり、一貫生産に加え経営外からの素牛導入は全頭県内産

であり、うち地域JA産が約３割を占めている。 
  
  ② ≪特徴的な取組≫ 
 ・地域内一貫体制を基本とした「千屋牛」ブランドの確立と販売戦略。 
 ・地元産飼料の積極的な利用と、エコフィードへの取組。 
  
 

 
（受賞歴等） 
平成24年度全国優
良畜産経営管理技
術発表会最優秀賞 
 

 ・県、市、JA、畜産農家、商工会等が一体となって、肉用牛を核とした地
域資源の活用と地域の雇用創出を推進している。 

 ・環境に配慮した経営、エコフィード等の活用で「千屋牛」のブランド価
値を高め、地域の畜産業を牽引。 

（写真） 

岡山県新見
市哲多町 

↑千屋牛肥育の様子 
ちやぎゅう 



とうもろこしを主原料としたＴＭＲの供給体制の確立 
「(株)アドバンス｣（熊本県菊池市）  

１ 概要 
① ≪概要・データ≫ 
・都府県における酪農経営は、搾乳牛通年換算1頭あたりの労働時間で北海道と比較し平均で1.4倍も長く、さらには生産 
   コストの約56%を占める飼料費の価格水準の高止まりに直面するなか、その収益性は北海道を約1.8倍も上回っており、経 
   営コストの削減が課題となっている。 
 ・このようななか、平成19年4月、旭志地区20戸の酪農家で｢(株)アドバンス｣を設立。播種作業等の効率化を図るため、構 
 成員が所有する農地を一元管理し、とうもろこしの播種及びTMR調製（200ヘクタール、1万3000トン/年）を行い、 
   収穫作業及びサイレージ調製をJA菊池旭志中央支所コントラクター利用組合に、配送作業を運送会社にそれぞれ委託し、 
   地域内での飼料生産供給体制の確立を図っている。 
 
② ≪特徴的な取組≫ 
・TMRはコーンサイレージのほか、乾草（ルーサン、オーツ等）、食品残さ（焼酎粕、 
  しょう油粕、豆腐粕、豆乳粕等）、配合飼料、水等を混合して調製。 
・主体となるコーンサイレージは1期作目と2期作目をそれぞれ同量を混合することに 
  より、年間を通してTMRの成分に変動が生じないように工夫。 
・また、食品残さを使用することにより、配合飼料量を抑制することができ、コストの削減に 
  寄与。 
 ・調製後のTMRは圧縮してトランスバッグに梱包、密封後40日以上発酵させてから各経営に 
    配送する。TMRを発酵させることで、長期にわたり品質の保持が可能となり、年間を通して良 
    質なTMRを供給している。 
 ※ﾊﾞﾝｶｰｻｲﾛ8基、圧縮梱包機2台、自走式飼料混合機2台 
・TMRセンター設立前は、コーンサイレージを1日１頭当り15kgしか給与できなかったが、農地を一元的に管理す 
  ることで収量が増え、品質も向上し、今では20kgを給与することが可能になっている。 
・構成員が所有する機械や設備が減ったことや農地の管理に係る労働から解放されたことで、それらに係るコス 
  トや労働時間が削減され、飼養管理を重点的に行うことが可能となっている。 
  

２ その他今後の課題、目標等 
・九州管内でも先進的な取組事例となっているが、今後はTMR供給先の構成員の経営をさらに安定させるためにも 
  TMR販売価格の低減が課題。 
・同社の唯一の収益はTMRの販売だが、借入金の償還が順調に進んでいることから、今後はTMRの販売価格に反映さ 
  せることにより、TMRセンターの経営と構成員の酪農経営を共に安定的に維持できるような企業努力が必要。 
  

【組織概要及び作業体系】 
↑飼料混合機 

↑袋詰めされたTMR 



美味しい豊後牛等を提供する牧場直営レストランの経営 
 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
 ・｢鷲頭牧場｣は、肉用牛繁殖を基盤として農家レストランなどに取り組む。 
 ・家族労働力で４部門（畜産、水稲、花き、レストラン）の多角経営を展開し、県内

畜産経営でもトップクラスの実績。 
 ・飼養頭数103頭の肉用牛部門は、母牛１頭当たりの所得率39.2％。 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
 ・放牧（放牧地45a）と高い粗飼料自給率（92.5％）により生産コストを低減。 
 ・牛を放牧する夏場の余剰労働力を利用して花きを栽培し、安定収入を得る。 

 ・消費者と直接ふれあい、情報交換を行うため、自家生産農畜産物を届ける農家レス
トラン「べべんこ」を営業。バーベキューやバター作り体験など様々なイベントを
企画し、消費者と交流を図るなど、農家が手作りで情報発信する場として積極的に
活用し、地域との交流にも努める。 

 ・平成20年度全国優良畜産経営管理技術大会農林水産大臣賞。平成21年度農林水産祭
内閣総理大臣賞。 

 

２ その他今後の課題、目標等 
 ・６次産業化による販売力の強化、消費者との交流の推進による地域活性化等の取組

が重要。 
  ⇒６次産業化の取組の更なる支援（A-FIVEの活用等）。 
  ⇒６次産業化等の取組の推進（農家レストラン、直売所の経営等）による消費者交

流、県外からの観光客の受入れなどにより、観光等を含めた多様な産業間連携をさ
らに拡大。 

  ⇒多様な消費者ニーズに即した畜産物の生産と加工・流通・販売業者と一体となっ
た取組を支援。 

↑牛舎風景 

↑放牧風景 

くすぐんここのえまち 

「鷲頭牧場」（  大分県玖珠郡九重町） 
わしず 



高級牛肉の輸出の促進 
「（株）ミヤチク」（宮崎県都城市） 

１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 

・｢株式会社ミヤチク｣は、昭和56年8月1日設立。肉牛、肉豚の解体処理に
よる枝肉の製造、販売・肉牛、肉豚の部分肉、チルド肉の製造、販売・
加工品の製造、販売・肉牛、肉豚の内臓、副生物の販売・肉畜の生産、
仕入、販売・飲食店の運営・その他これらに付帯する事業を実施。 
・平成2年8月30日に対米食肉輸出工場の認定を受け、現在では対米以外に
対カナダ、香港、マカオ、タイ、シンガポールの認定を取得している。 

 

◇直近の輸出量：Ｈ20年36ｔ、Ｈ21年56ｔ、Ｈ22年50ｔ、Ｈ23年20ｔ、Ｈ24年34ｔ 

・平成24年9月3日に2年ぶりに対米輸出を再開。全国和牛能力共進会2連覇
の宮崎牛。国内でのブランド確立だけでなく、広く海外への展開を進め
ている。今後、フィリピンへの輸出についても検討している。 

２ その他今後の課題、目標等 
・昨年６月に出資会社であるＪＡ宮崎経済連が香港事務所を開設、職員２名

を配置し、宮崎牛取引先を開拓中である。 
・宮崎県については、海外事務所を上海に開設しており、今年度も香港事務

所を開設予定である。 
・今後は、行政と民間が一体となりフードビジネスを展開し輸出規模拡大等

を図ることが重要である。 

↑高崎工場 

↑宮崎牛 



１ 概要 
 ① ≪概要・データ≫ 
 ・｢きもつき大地ファーム｣は、平成21年4月にきもつき農協、組合員４戸で設立。 
 ・繁殖雌牛1000頭規模。繁殖・育成部門で分業化体制を構築した。 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・地域のコントラクター組織が収穫した、飼料稲、稲わら、ｲﾀﾘｱﾝ等飼料作物を 
  活用したきもつき農協ＴＭＲｾﾝﾀｰの完全混合飼料を利用。 
 （コントラクター組織の飼料作付け面積３４８ha分の粗飼料等を利用したＴＭＲ 
  を１日28㌧年間で9000㌧を利用している。） 
 ・JAきもつきが主体となって確立した繁殖、育成、飼料生産部門の分業化体制の 
  中で、当経営体は繁殖牛の飼養を実施（生産子牛は分娩後～3日齢で親子分離し 
  育成部門へ)。 
 ・肉用牛の繁殖部門と子牛育成部門の分業化体制を構築し肉用牛繁殖基盤を拡大。 
 ・きもつき農協ＴＭＲセンターからの完全混合飼料を利用した粗飼料自給率向上。 
 ・ＩＴ（発情発見器）を使用した発情管理、ボディコントロールによる母牛の栄養管

理、早期離乳、人工哺育、衛生プログラムに基づく子牛の下痢や肺炎対策等を実施
することにより、多頭飼育技術を確立。 

 ・畜産地帯肝属が、新たな肉用牛モデル基地として活躍することを期待。 
 
 
   
  
 

自給飼料の生産委託、TMR供給により大規模繁殖経営を実現 

２ その他今後の課題、目標等 
 ・ＴＭＲセンターの活用による生産性向上、肉用牛の規模拡大の取組が重要。ＴＭＲ

センター等の支援組織の育成が課題であり、今後もこうした取組の支援や普及を
行っていくことが必要。 

   

↑牛舎内部 

↑繁殖牛舎 

かのやし 
「きもつき大地ファーム」（鹿児島県鹿屋市） 



コントラクターによる飼料生産受託と広域流通 
「（株）さかうえ」（鹿児島県志布志市） 

１ 概要 
① ≪概要・データ≫ 
・｢株式会社さかうえ｣は、平成7年に有限会社坂上芝園として、芝・露地野菜作を中心とした生産・販売事業を開 
  始したが、地域の粗飼料生産の状況や畜産農家の要望に対応するため、平成16年に粗飼料の生産・販売を開 
  始するに至り、平成22年に現在の社名に変更した。 
・取組を開始する前段において、北海道を主体とした先進地域での粗飼料供給に係る実態調査や、地域の畜産 
  農家が求める良質かつ安価な粗飼料を生産するための聞き取り調査を実施し、遊休農地等を借地し農地の集 
  積を図り、現在、飼料用とうもろこしの生産から販売までを実施している。（飼料用とうもろこし８０ヘクタールを作 
  付け・生産・販売） 
・作付けから収穫・調整・梱包までの一連の作業を請け負い、地域内における酪農家や肉用牛繁殖農家を対象と 
  した粗飼料の供給体制が確立されているだけではなく、現在は鹿児島県内全域や九州管内、遠くは沖縄県にも 
  供給されている（1kgあたり20円で販売：運賃別）。 
 
② ≪特徴的な取組≫ 
・ハーベスターで収穫した飼料用とうもろこしは、自社が所有するバンカーサイロでサイレージ化され、畜産農家 
  が使いやすいようにラッピングして出荷する体系を確立している。 
・大型機械を導入し、大規模生産を行うことで、生産コストの削減が実現されているとともに、適期収穫による高品 
  質サイレージが生産・販売され、利用する畜産農家からも品質が良く使いやすいと好評を得ている。 
 ※所有機械（ﾄﾗｸﾀｰ9台、ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ2台、運搬用ﾄﾗｯｸ4台、自走式ﾊｰﾍﾞｽﾀｰ3台他） 
・生産ほ場の確保、播種から最終的な製品化まで一貫して実施していることから、高品質なコーンサイ 
  レージを安定的に供給することが可能となっている。 
・必要とされる流通形態や希望価格等のマーケティング調査を常に独自で行い、利用農家のニーズの把 
  握や販路の拡大を図り、鹿児島県内に留まらず九州・沖縄への広域流通がされている。 
・高齢化や後継者不足によってうまれた遊休農地をサイレージ事業の圃場として積極的に活用し、地域社会の 
   活性化が図られている。 
 

２ その他の今後の課題、目標等 
・ 新たな物流試験を行い、輸送方法及び輸送コストの検討や需要と供給、在庫のバランスの見極め、ＴＭＲ飼 
     料化の検討など、さらなるコスト低減に繋がる取り組みを検討されており、当取組をモデルとした飼料生産の 
     外部化の普及活動が必要。 
 
 

↑ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞした製品 
（1ﾛｰﾙ約400kg） 

↑ｺｰﾝｸﾗｯｼｬｰ付きの 
自走式ﾊｰﾍﾞｽﾀで収穫 



酪農と地元農作物を利用した６次産業化の実践 

１ 概要 
 ① ≪概要≫   
  ・農業生産法人（有）伊盛牧場は、石垣市で島内消費に対応するための生乳   
   を供給する酪農経営。 
  ・飼養頭数：搾乳牛70頭、育成牛30頭、草地面積：14ha 
  ・購入粗飼料給与の多い沖縄の酪農経営において、恵まれた土地資源を活用し

て粗飼料を100％自給するとともに更新牛は基本的に自家育成。 
  ・平成24年に整備された加工販売施設は、東シナ海を望む高台にあり、その立

地の良さから観光客を中心として、売り上げも拡大傾向。 
  ・平成24年2月29日に6次産業化法に基づく総合化計画認定。 
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・近年は、自社産生乳を活用したジェラート製品製造等6次産業化を実践。 
  ・搾乳後の老廃牛を活用した、自社での牛肉の加工販売。 
  ・自社牛乳のみならず地元の果樹を使用したジェラートを製造するなど地産地

消にも寄与。 
  ・3月に開港した新石垣空港の売店に、２号店を出店し、販路を拡大。 
  

 
２ その他今後の課題、目標等 
 ・牛乳や無農薬で作った農産物の生産を増量するとともに、それに伴う商品開発 
  及び販売ルートの構築によって、経営の多角化・高度化を検討中。 
  
 

   （受賞歴等） 
 

 平成24年度6次産業化加工
品表彰（沖縄総合事務局主
催）で優秀賞（でぃきとー
ん賞）を受賞 

石垣市 

↑加工販売施設からの風景と
販売されているジェラート 

「（有）伊盛牧場｣（沖縄県石垣市） 
いもり 



脆弱な土地基盤から一大肉用牛の島へ 
 

（沖縄県八重山郡竹富町） 

１ 概要 
 ① ≪概要≫ 
 ・沖縄県八重山群島の南西洋上に位置する黒島は、島の面積が10k㎡、平成23 
  年末の人口は205人の島で、島全体は珊瑚石灰岩の岩盤が露出し、表土が乏 
  しいため、環境の影響に左右され易く作物の生産が安定しないことや本土 
  復帰前、農地の買い占め等により不在地地主が所有する農地が放置され原 
  野化、耕作放棄地が問題化。 
 ・本土復帰後、畜産基地建設整備事業等の草地開発事業の積極的な活用により 
  安定した自給飼料の生産が可能となり、肉用牛の飼養頭数は昭和47年の  
  672頭から平成24年の2,300頭余に拡大し、人口の10倍の牛を飼養。  
 
 ② ≪特徴的な取組≫ 

 ・農地保有合理化事業等により、原野化した農地を買い戻し、既存の原野や未 
  利用地等と併せて採草地や放牧地に造成するなど、自給飼料生産基盤の整備 
  を積極的に実施。特にスタビライザ－工法などの新しい技術の導入により、 
  岩盤土壌を優良農地に転換。 
 ・1戸当たりの飼養頭数は、復帰当時の9.7頭から平成24年の42.6頭と4倍以上 
  経営規模が拡大。 
    

２ その他今後の課題、目標等 
    ・ 町が遊休地の活用のため、地主、畜産農家等との調整に積極的に関与。 
  ・毎年2月下旬に開催される「牛祭り」には、人口の10倍近くの観光客が訪れるなど、 
  全国的にも「牛の島」として認知され、畜産及び観光の振興に寄与。 
  
 

黒島 

「牛祭り」での牛との綱引き 

現在の放牧風景 

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ-工法による草地造成 

やえやまぐんたけとみちょう 



空き畜舎を活用した酪農新規就農 
 

「横井牧場」（沖縄県糸満市） 

１ 概要 
 ① ≪概要≫ 
  ・飼養頭数：搾乳牛30頭、育成牛11頭 
  ・酪農関係職種（全国団体）を退職し、憧れの地沖縄へ家族で

移住し、平成24年4月より酪農へ新規就農（その間、酪農ヘ
ルパー従事者として現場の経験を積む）。 

  ・前職での現場指導や酪農ヘルパーの経験を活かし、現在、一
日あたりの搾乳量は２９kg／頭と高水準の生産技術を発揮。 

  ・年中無休の仕事柄、月２回～３回程度、酪農ヘルパー制度を
利用し、家族サービスの時間を設ける等、ゆとりある就農を
心がけている。 

  
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・離農した酪農家の畜舎を活用し、新規就農することで初期投

資を軽減。 
  ・畜舎近くの畑作農家の畑へ堆肥を投入。互助の精神を醸成し、

地域における畜産と畑作の連携を推進。 
  ・地域住民との結びつきを得るため、子供達への乳搾り体験を

行う等の取組も実施。 
  ２ その他今後の課題、目標等 

 ・畜舎スペースをフル活用できるよう、自家育成による母牛増 
  頭を計画。 
  
 

糸満
市 

↑廃業により空き牛舎となった畜舎 

↑空き牛舎を活用し酪農経営
に新規就農した横井さん夫婦 

いとまんし 



こだわりの生産とアグー豚を中心とした独自ブランドの確立 
 

１ 概要 
 ① ≪概要≫ 
  ・生産農業法人（有）我那覇畜産は、沖縄本島北部に位置する名護市で養豚繁殖

一貫経営を行う。繁殖は全て人工授精を実施。 
  ・飼養頭数：約11,000頭（繁殖母豚700頭、種豚40頭、肉豚10,000頭） 
  ・環境対策にも力をいれ、豚舎にオガコを敷き詰め臭いを抑えるほか、排せつ物

は自社施設で堆肥化し、販売。 
  ・経営発展のため生産部門と販売部門をそれぞれ経営独立化。 
 

 ② ≪特徴的な取組≫ 
 ・県内でも早くから安全・安心でおいしく食べられる豚肉の開発にとりくみ、  
  高品質で売れるブランド豚肉の生産を開始（1992年）するとともに、ブラ  
  ンド別に自社販売と販路を限定した量販店で販売。 

  ・ブランド豚の生産に向け、麦を主体に天然カルシウム(化石サンゴの粉末)野菜、
海藻、糖蜜等を配合し、豚の健康を第一に考えた飼料を給餌。水は山の自然
水を利用。 

  ・沖縄県がブランド強化を進めている「アグー」を活用したブランド商品化で、
アグーブランド豚の認知、消費拡大に寄与。 

 
（参考）「アグー」とは、沖縄固有の貴重な在来豚。今から約600年前に中国から導  
     入。（沖縄県アグーブランド豚推進協議会より） 
   
２ その他今後の課題、目標等 
 ・現在、アグーを一般観光客等に展示するための「アグー村」を建設中。 
 今後は、６次産業化認定とともに、ハム・ソーセージ加工、販売を検討。 
  
 

名護
市 

↑我那覇社長とアグー子豚 

「（有）我那覇畜産」（沖縄県名護市） 
な ご し がなは 



山羊による地域産業と観光の発展   

１ 概要 
 ① ≪概要≫ 
  ・飼養頭数：成山羊80頭、子山羊30頭 
  ・農業生産法人「株式会社もとぷらす」は、沖縄本島北部に位置する

本部町で山羊を飼育。 
  ・本部町内の山羊生産者で構成される「もとぶぴーじゃー生産組合」

に加入、地域で山羊による産業と観光の発展を目指す。 
   （※ぴーじゃーとは、本部町における山羊の呼び方） 
  ・生産組合の組合員は闘山羊（ぴーじゃーおーらさい）の催しにも協

力し、本部町の観光にも寄与。 
     
 ② ≪特徴的な取組≫ 
  ・山羊の増頭、生産強化のため、県内でも数少ない山羊の人工授精師

免許を取得。 
  ・山羊を利用した加工肉等の商品開発、生産を計画し、６次産業化計

画認定。 
  ・近隣の幼稚園等のふれあい体験も受け入れ、地域との関わりも強化。 
   
   
２ その他今後の課題、目標等あれば特記 
 ・将来的には畜舎を拡大し、飼養頭数の増加。 
  
 

本部
町 

←ぴーじゃー 
 （やぎ） 

もとぶちょう 

「株式会社もとぷらす」（沖縄県本部町） 
 



福祉との連携によるエコフィード生産から肉豚生産までのループ事業を展開 
                               

２ その他今後の課題、目標等 
• 安定的な食品残さ等の確保 
• 肥育技術の向上や消費者等に対する「はえばる豚」のＰＲ 

南風原町 

１ 概要： 
①≪概要≫ 
  ・障害者支援に取り組むＮＰＯ法人「のぞみの里」（南風原町）では、町が進め 
  る「はえばるリサイクルループ事業」の委託を受け、町内の学校給食調理場か 
  らの調理残さや学校給食の食べ残し、コンビニエンスストアからの消費期限切 
  れの商品の回収・分別作業を行うとともに、当該調理残さ等に発酵菌を投入し 
  て製造した飼料を豚に給与し肥育。 
 ・肥育された豚は、と畜・枝肉処理後、同施設内の加工調理場で部分肉にカット 
  され、「はえばる豚」として町内の保育園や一般の消費者へ販売 
 ・食品残さ等からの飼料の製造から豚の肥育、さらに豚肉の加工・販売までの 
  「はえばるリサイクルループ」として実践。 
 
②≪特徴的な取組≫ 
 ・障害者の就労支援、雇用創出の場として、エコフィード製造から肉豚生産販売まで
を実践し、そこでの活動成果により社会への復帰をうながす取組を実施。 
 

のぞみの里 

消費者 

豚舎 

・学校給食調理場、コンビニなどから 
調理残さ、食品残さ等を回収 保育園や直売店で豚肉

を提供 

「はえばる豚」を肥育・出荷 

はえばるリサイクルループ 

社会 
復帰 

施設での 
活動により 

↑回収した食品残さ等の分別作業 
【平成24年度：122㌧（飼料用） 】 

↑「はえばる豚」 
【平成24年度：78頭出荷 】 

「はえばるエコセンター」 
（販売店） 

三枚肉、ハンバーグ 

リサイクル 
ループ 

 

「ＮＰＯ法人のぞみの里｣（沖縄県南風原町） 
はえばるちょう 
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