




 

 

 

はじめに 

 

 

私たち、畜種横断の畜産生産者の団体「全日畜」は、令和３年度の⽇本中央

競馬会畜産振興事業として「農畜連携による畜産経営の強化調査事業」を実施

しております（事業工期は令和３年度から４年度までの２年間）。 

この事業は、飼料⾃給率が低迷していることを踏まえて、畜産経営者等が参

加するワークショップの開催やアンケート調査の実施をとおして、地域資源の

農畜連携の実態を調査し、畜産経営者と農業者の協働で、地域資源を活用し農

畜連携を進め生産性の向上を図ることを目的としています。 

本書は、令和４年７月５日（火）に実施した、全日畜ワークショップ（⿅児

島会場）「農畜連携による地域資源の有効な循環を考える」の概要を整理した「速

報レポート」です。多くのみなさんにご覧いただき、地域資源の有効な循環を

推進する一助となれば幸いです。 

 

 なお、後段で、（株）カミチクファーム様のご協⼒をいただき、ワークショッ

プ翌日に実施した、「カミチクファーム TMR センター現地視察研修会」の様子

も掲載しました、併せてご参照下さい。 

 

 

 

令和４年８月 

 

一般社団法人 全日本畜産経営者協会 

（全日畜） 

 

 

- 1 -



 

概要

はじめに 1

目次 2

全日畜セミナーのご案内（PR版） 3

第⼀部 事例発表

4

開会挨拶から 4

5

17

29

35

41

第⼆部 意⾒交換

45

55

56

64

69

71

株式会社 髙﨑畜産          代表取締役社⻑ 髙﨑 淳⼀郎 ⽒

株式会社 カミチクファーム       常務取締役 日髙 明生 氏

野尻農園                                         代表 野尻 浩司 氏

飼料⽤稲（WCS）を活⽤した農畜連携 ・・・・・・・・・・・

ＴＭＲセンターを活用した農畜連携 ・・・・・・・・・・・

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

報道等 ・・・・・・・・・・・・・・

現地視察研修 ・・・・・・・・・・・・・・

会場アンケート調査 ・・・・・・・・・・・・・・

5

飼料⽤⽶を活⽤した農畜連携

⿅児島県農政部畜産課 耕畜連携飼料対策係⻑ ⼤六野 洋 ⽒

・・・・・・・・・・・・・・3 ⿅児島県における農畜連携の現況

有限会社 エムケイ商事       代表取締役会⻑ ⿊⽊ 守春 氏

3 ・・・・・・・・・・・・・・

Ⅱ

4 ・・・・・・・・・・・・・・

1

2 ・・・・・・・・・・・・・・

全⽇畜 農畜連携ワークショップ （⿅児島会場）の概要 ・・・・

（ 目 次 ）

1 ・・・・・・・・・・・・・・

2 ・・・・・・・・・・・・・・

Ⅰ

3 スナップ写真 （第一部・二部の会場の模様） ・・・・・・・

6

Ⅲ

7 飼料⽤稲（WCS）の⽣産事例 ・・・・・・・・・・・・・・

 

2

1 意⾒交換会の概要 ・・・・・・・・・・・・・・

閉会挨拶から ・・・・・・・

- 2 -



 
・

・

・

　
・

・

・

・

　
・

・

 ・

・

 　
・

・

・

 ・

  　

・

・

・

 ・

  　

連携する「稲WCS」「畜産たい肥」ともほ場渡し
ほ場は2haの大区画ここを自己所有の稲WCS作業
機2セットとマニュアスプレッター5セットで作業
8月収穫の稲WCSは休閑期の冬野菜栽培に合致

黒木　守春　様

代表取締役　社長

髙﨑　淳一郎　様

常務取締役

野尻農園（熊本県）

を主体に、地域に根差した地域循環型農業を実践
この取組は令和3年に農林水産大臣賞を受賞

養頭数12,000頭、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞはｴﾑｹｲさんちのお米豚
「米は米屋で」をモットーに自社での飼料用米生産

とした肉用牛一貫経営をグループ会社と共に実践
飼養頭数は3農場で繁殖牛から肥育牛まで約2.700
頭、系列の髙﨑ファームで黒毛和牛約3,400頭

 

（肉用牛経営者から）

株式会社　髙﨑畜産

　

（米卸業者・養豚経営者から）

有限会社　エムケイ商事

（行政機関から）

鹿児島県　農政部　畜産課

（顔写真）

 １ 全⽇畜「農畜連携」ワークショップ（⿅児島会場）の概要

 ２ 農畜連携にかかる事例報告をいただいた後に課題等について意⾒交換を⾏います

◎ 開 催 ⽇  令和4年7⽉5⽇（⽕曜⽇）  13:00 〜 16:00

◎ テ ー マ    農畜連携による地域資源の有効な循環を考える

◎ 会  場  ⿅児島サンロイヤルホテル 「開聞の間」（⿅児島市与次郎1-8-10）

令和４年度　全日畜ワークショップ（鹿児島会場）のご案内

代表取締役　会長

鹿児島県の農業及び畜産の現状について

（顔写真）

　4

　　

日髙　明生　様

宮崎県都城市で米穀流通、畜産（養豚）、飼料用米
生産、飼肥料・農薬販売などを多角経営
養豚経営は宮崎県と鹿児島県に直営5農場を有し飼

1

　
（顔写真）

耕畜連携飼料対策係長

大六野　洋　様

 
飼料生産の現状と課題について

 

2

（顔写真）

（畜産・TMRセンター経営者から）

株式会社　カミチクファーム

3

　

（顔写真）

（飼料用稲生産者から）

　
5

代表

野尻　浩司　様

熊本県八代郡氷川町で稲WCSの生産を始めて約10
年、生産面積230ha、年間生産量約6,000ロール
鹿児島県の(株)カミチクファームとの契約栽培で、

 
農畜連携の取組について
 
 

鹿児島県薩摩川内市で稲発酵粗飼料（WCS)を主体

収穫したWCSを肉用牛に給与、畜産たい肥は稲飼
料用米の生産ほ場に散布する地域内循環経営を実践
全国肉用牛枝肉共励会「優良賞」など受賞実績多数

鹿児島県鹿児島市が本社の肉用牛・酪農、食肉製造
・加工、販売、外食事業等を行う大型企業グループ
飼養頭数は九州一円のグループ農場合計で肉用牛・
乳用牛合わせて約19,000頭でブランド牛肉を生産
熊本県等の稲WCS主産地から「TMRセンター」に
集荷、散布する畜産たい肥も県境を越える農畜連携
この環境保全型畜産の実践は全国的な優良事例
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Ⅱ 第一部 事例発表 

 

１ 全日畜 農畜連携ワークショップ （⿅児島会場）の概要 

 

日 時 ： 令和４年７月５日(火) 13:00〜16:00    

場 所 ： ⿅児島サンロイヤルホテル２F 開聞の間会議室 

発表者 ： ⼤六野 洋 ⿅児島県農政部畜産課 耕畜連携飼料対策係⻑ 

⿊⽊  守春 有限会社 エムケイ商事 代表取締役会⻑ 

髙崎淳⼀郎 株式会社 髙崎畜産 代表取締役社⻑ 

日髙 明生 株式会社 カミチクファーム 常務取締役 

野尻  浩司 野尻農園 代表 

参加者 ： 13 都道府県から畜産及び耕種生産者等約 100 名 

 

 

２ 開会挨拶から 

 

全⽇畜理事  鶴薗眞佐彦 （⿅児島県配合飼料価格安定基⾦協会 理事⻑） 

本日のワークショップに多くの皆様がご参集いただきましたことに厚く御礼を申し上げます。心配い

たしました台風 4 号も 9 時頃には熱帯低気圧となって進んでいます。むしろ梅雨が早く明けたために干

ばつを気にしている農家にとっては恵みの雨をもたらしてくれました。やはり農業、畜産といった産業

に携わる者は、⾃然の摂理に⼗分感謝しながら経営をしていかなければいけないと、改めてこの台風 4

号の雨の中で感じたところです。 

昨年来、配合飼料価格は⾼騰を続けており、畜産農家のみならず、関係する業界の皆さんもこの状況

に憂慮しておりました。このような状況の中、２月 24 日にロシアがウクライナに侵攻して、この情勢が

もたらす影響で、配合飼料のみならず、燃料、肥料などあらゆる⽣産資機材の価格が⾼騰し、生産者、

飼料メーカー、機材メーカーなど関係者は大変憂慮しています。 

⾼村光太郎の詩に、「⾷う物だけは⾃給したい。個⼈も国家もそれなくして真の独⽴はない。」という

⼀節がございます。今の状況を⾒るにつけ、私はその詩の⼀節を思い出します。私どもの団体は、畜産

と農業の連携による持続的な⽇本の農業⽣産のあり⽅を、現場を⾒ながら考えてみようということで、

農畜連携調査事業を開始しました。いわゆる⾷料⾃給率だけではなく、畜産における飼料⾃給率を現状

の 25％から 34％に高めていこうという大きな動きが背景にあります。今回のテーマ「農畜連携」は、そ

れらの施策を進める上での問題提起ができればと思っております。 

本⽇は、南九州で国産飼料の利⽤拡⼤、⽣産拡⼤、ふん尿の循環利⽤に取り組んでおられる耕種農家、

法人畜産経営者に話題提供いただいて、会場の皆さんと活発な意⾒交換をしていただきます。本日のワ

ークショップがすばらしい取りまとめができることを祈念して冒頭の挨拶といたします。 
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３ 事例紹介① 

 

演題  ⿅児島県における農畜連携の現況 

演者  ⿅児島県農政部畜産課 耕畜連携飼料対策係⻑   ⼤六野 洋 氏 

 

（要旨） 

１． ⿅児島県の基幹産業は、農業であり令和２年の農業⽣産額は全国２位。農業産出額 4,772 億円で、

そのうち、畜産部門は 3,120 億円と 65%を占めている。本土は薩摩藩半島と大隅半島にそれぞ

れ分かれ、離島も 200有数の島々からなり、南北 600km という非常に幅広い県域で、それぞれ

特色ある農業が展開されている。温暖な気候や広⼤な畑地を⽣かしてお茶、野菜、花卉などの⽣

産が非常に盛んである。畜産部門の産出額の内訳をみると、肉用牛が 36.9%、豚が 27.4%、ブ

ロイラーが 22.4%、鶏卵が 8.7%、乳用牛が 3.4%の順である。令和３年２⽉の家畜飼養頭羽数

は、肉用牛は全国２位(肉用種では肥育牛及び繁殖牛とも全国１位)、豚は１位、採卵鶏及びブロ

イラーは２位である。家畜の飼養⼾数は、乳⽤⽜ 155⼾、肉用牛 7,030⼾、豚 477⼾、採卵鶏

116⼾、ブロイラー381⼾、合計 8,000⼾程度で、肉用牛が家畜飼養⼾数の 8 割以上を占める。 

県内の家畜飼養頭羽数の動向をみると、大家畜では乳用牛は年々減少傾向にあり、肉用牛は平成

28年を底に増頭が図られ、近年は増加傾向にある。中小家畜では、豚はほぼ横ばいで、平成 31

年度に⽐べ、令和３年度は 2.8％減少、ブロイラーもほぼ横ばいで、平成 31年と令和 3年比で

は 3.2％減少している。採卵鶏は増加傾向にあり、平成 31 年度に⽐べ、令和３年度は 2.5%増

加している。 

２． 飼料作物の作付け状況の推移をみると、平成 20年度の作付⾯積 32,380 haに対して、令和 2年

は 31,888 ha と、田、畑、草地・野草地のトータルの作付面積は横ばいの状況である。しかし、

⽔⽥を利⽤した飼料⽣産⾯積は、平成 20 年度の作付⾯積 5,999 ha だったものが、令和 2 年は

10,260 ha と大きく拡大している。これはまさしく農畜連携によって生産が増えたということで

ある。WCS 用稲の生産面積は平成 20年の 279 haから令和２年 3,542 ha に拡大している。水

田を活用した WCS 用稲の作付面積は全国 3 位である。飼料⽤⽶については、令和２年現在、少

し取組み市町村が減って 19 市町村、面積は 679 haとなっている。飼料⽤⽶は姶良や出⽔、南薩

摩といった地域での作付が多い。これも全国とは若⼲違って、全国では WCS 用稲が約 3 割、飼

料⽤⽶が 7 割であるが、当県は繁殖雌牛等の多い地域ということもあって、WCS 用稲のほうが多

くなっている。 

３． 県内の稲わらの飼料利⽤については、令和２年度の県内発⽣量は 93,987ｔ(推計値)である。稲

わらの飼料利⽤割合は年々減少傾向にある。⽔⽥裏作を活⽤した秋冬期の飼料作物は⽔⽥⾯積の

16 %程度となっている。しかし、平成 30年から令和３年の⽔⽥を活⽤した飼料⽤稲等の⽣産状

況は、飼料⽤⽶、WCS 用稲ともに作付面積が減少傾向にある。飼料作物⽣産に係る労働⼒不⾜

の問題もあり、飼料⽣産の外部化が進んでおり、コントラクター、飼料⽣産販売組織等は令和２
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年度で 37 組織あり、TMR センターは県内に４組織ある。 

４． 耕畜連携の取り組みでは、飼料作物等での取り組みとして、⽶や野菜を⽣産する耕種農家へ畜産

農家は堆肥を供給し、水田農家が⽣産する飼料⽤⽶、稲 WCS、稲わらやサトウキビ農家のサト

ウキビ鞘頭部などの飼料を畜産農家に供給するなどの連携がある。また、耕種農家はクリーニン

グクロップということでソルゴーやトウモロコシを作って供給している事例等もある。 

５． 家畜排せつ物の有効な循環利⽤の取り組みとして、国が令和２年４⽉に公表した「家畜排せつ物

の利⽤の促進を図るための基本⽅針」に即して、県は、令和 12 年を目標とした「家畜排せつ物

の適正管理と利⽤の促進を図るための⿅児島県計画」を策定した。家畜排せつ物排出量及び利⽤

量の目標は、排出量総量の 6,271 千ｔに対し、農業利⽤量は 76.3 %ほど、農業以外（浄化、焼

却など）は 23.3 %、放牧 0.4 %としている。良質堆肥⽣産の取り組みとして、平成 13年に「⿅

児島県良質堆肥⽣産利⽤推進協議会」を設置し、良質堆肥の⽣産技術や利⽤技術、利⽤促進⽅策

等、広範な課題解決を目指している。化学肥料のための⼿引書も作成している。 

６． 最近の県内での取り組み 

ドローンを⽤いた飼料作物の播種に取り組んでいる。国産濃厚飼料⽣産の取り組みを令和３年度

から県内２地区で実証試験を開始している。このほか、①耕作放棄地を活用した放牧の実施、②

サトウキビ農家の労働⼒不⾜、地⼒回復を狙った農地不⾜解消に向けたサトウキビ農家と畜産農

家の連携の推進、③国産飼料増産会議や⾃給飼料増産検討会の開催などの取り組みを推進してい

る。 

７． 最後に、国産飼料増産会議や⾃給飼料増産検討会の開催について、関係者から意⾒をいただいて

重点計画を作成した。関係者、地域では、⾃給率を上げるためにどういったことをすべきなのか、

という議論をしている。今⽇の取組みも参考にしながら農畜連携を進めて、畜産農家の⽅々のコ

スト削減、⾃給率の向上に向けた取り組みを早急に進めていきたいと考えている。 
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全日畜「農畜連携」ワークショップ 

（鹿児島会場） 

 

 

令和４年７月５日 

鹿児島県農政部畜産課 

 

 

農畜連携による地域資源の有効な循環を考える
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１ 本県農業の特色（全国における本主要品目の地位） 

(1) 農業は，本県の基幹産業であり，令和２年の農業産出額は全国第２位 

(2) 畜産が農業産出額の 65%を占める。温暖な気候や広大な畑地などを生か

した野菜，茶などの生産も盛ん。 

  

- 8 -



２ 本県畜産の動向 

(1) 農業産出額 

 

 

 

 

 

 

(2) 飼養頭羽数（令和３年２月 1日現在，上位５県） 

　１　飼養頭羽数（令和３年２月1日現在，上位５県）
    

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
北海道 栃　木 熊　本 岩　手 群　馬 鹿児島（14位）

1,356,000 830,300 53,100 43,800 41,000 33,500 13,500
61.2 3.9 3.2 3.0 2.5 1.0

北海道 栃　木 熊　本 岩　手 群　馬 鹿児島（14位）
経産牛 849,300 470,200 39,100 30,300 25,800 23,200 9,590

55.4 4.6 3.6 3.0 2.7 1.1
北海道 鹿児島 宮　崎 熊　本 岩　手

2,604,000 535,800 351,100 250,000 134,700 91,000
20.6 13.5 9.6 5.2 3.5

鹿児島 宮　崎 北海道 熊　本 沖　縄
1,829,000 336,600 226,500 199,500 107,200 81,500

18.4 12.4 10.9 5.9 4.5
鹿児島 宮　崎 北海道 熊　本 佐　賀

肥育牛 799,400 147,400 86,900 58,300 41,500 36,500 交雑種は含まない

18.4 10.9 7.3 5.2 4.6
鹿児島 宮　崎 北海道 沖　縄 熊　本

　繁殖雌牛 632,800 118,600 83,800 76,000 45,100 41,200
18.7 13.2 12.0 7.1 6.5

鹿児島 宮　崎 北海道 群馬 千葉
9,290,000 1,234,000 796,900 724,900 643,500 614,700 育成豚を含む

13.3 8.6 7.8 6.9 6.6
鹿児島 宮　崎 北海道 千葉 群　馬

子取り雌豚 823,200 120,200 69,100 60,500 56,600 55,300
14.6 8.4 7.3 6.9 6.7

茨　城 鹿児島 千葉 広島 岡山
180,918 17,756 12,008 11,605 9,989 9,767 種鶏は含まない

9.8 6.6 6.4 5.5 5.4
宮　崎 鹿児島 岩　手 青　森 北海道

139,658 28,012 27,085 22,600 7,087 5,087
20.1 19.4 16.2 5.1 3.6

＊下段は全国に占める割合：％

（単位：頭，千羽）

順位
全　国

県別順位
備考

区分

乳　用　牛

肉　用　牛

肉　用　種

豚

採　卵　鶏

ブロイラー

資料：農林水産省「畜産統計（令和３年２月１日現在）」
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(3) 県内の家畜飼養頭羽数の動向 

 

３ 飼料作物生産に係る本県での取組状況 

(1) 飼料作付面積 

（参考）鹿児島県の耕地面積は 112,900ha(田 31%，畑 69%) 
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(2) 水田を活用した飼料用稲等の生産 

① 飼料用稲の生産 

 

② 県内産稲わらの飼料利用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 水田裏作を活用した秋冬期の飼料作物作付 
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(3) 飼料生産の外部化 

① コントラクター，飼料生産販売組織の状況 

 

 

② ＴＭＲセンターの状況 
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４ 飼料作物等での耕畜連携の取組 

耕畜連携の取組としては，米や野菜等を生産する耕種農家へ畜産農家から

堆肥を供給し，耕種農家が生産した飼料作物や低・未利用資源を畜産農家に

供給するなどの取組が行われている。具体的には，転作作物として水稲農家

と連携し粗飼料生産を行うとともにと堆肥供給による地力向上を図ったり，

サトウキビ農家と連携し梢頭部の提供を受けるとともに堆肥供給による地力

向上を図ったり，露地野菜農家の連作障害として飼料作物を輪作し生産した

飼料を畜産農家へ供給するとともに堆肥供給による地力向上を図っている事

例がある。 
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５ 家畜排せつ物の有効な循環を考えた取組 

家畜排せつ物を堆肥として有効活用し,畜産経営に起因する環境汚染の

防止を図るため,農家の実態調査や施設整備を促進するとともに地域の有

機質資源の畜産での利用を推進し,畜産経営の安定的発展に資するため,以

下に取り組んでいます。 

 

(1) 県計画の策定 

家畜排せつ物の利用の促進を図るための，令和 12 年度を目標とした

「家畜排せつ物の適正管理と利用の促進を図るための鹿児島県計画」を

策定（令和３年３月） 
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(2) 良質堆肥生産の取組 

平成 13 年に「鹿児島県良質堆肥生産利用推進

協議会」を設置し，県内における良質堆肥の生

産技術や利用技術，利用促進方策等，広範な課

題の解決を目指しています。 

 

(3) 化学肥料の低減のため，家畜ふん堆肥を活用した土づくりと肥料として

の利用のための手引きを作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 最近の県内での取組 

○ドローンを用いた飼料作物の播種 

○国産濃厚飼料生産の取組（県内２地区にて実証は今年度から開始） 
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○耕作放棄地を活用した放牧の実施 

放牧前           放牧後 

○農地不足解消に向けたサトウキビ農家との連携 

大島地区では，この他 

バレイショ裏作活用等 

の推進も行っている。 

 

○国産飼料増産会議や自給飼料増産検討会の開催 

       重点計画       自給飼料増産検討会の主な意見 

・水田での更なる飼料生産拡大の

ためには，耐湿性の高い品種の

選定や地域を超えた農畜連携

マッチングが必要。 

・飼料生産拡大の上で重要なコン

トラクター組織の受託面積拡

大には労働力不足が課題。 

新たな組織育成も必要。 
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４ 事例紹介② 

 

演題  飼料⽤⽶を活⽤した農畜連携 

演者  有限会社 エムケイ商事 代表取締役会⻑  ⿊⽊ 守春 氏 

 

（要旨） 

１． 都城市は、曾於との境にあり、宮崎県南部に位置する。その中で特に市町村別の農業産出額は

全国 1 位である。特に畜産が盛んで、肉用牛と豚は全国 1 位、ブロイラーは全国 2 位である。 

２． 当社は都城市に本社をおき、飼料・肥料・農薬の販売、主⾷⽤⽶、飼料・加⼯⽤⽶の集荷、直

営農場における養豚、自社農場における⽔稲や⽢藷・⾥いも⽣産と多角化経営を推進している。

現在、肥育豚の出荷は 18,000 頭/年、飼料⽤⽶の⽣産農家⼾数は 35 経営体、フィード・ワン

(株)や日本農産工業(株)、(株)ファームテック、サンキョーミート(株)など協⼒企業が７つある。 

３． 飼料⽤⽶の生産は平成 26 年に施設整備を⾏い、モミロマンの⽣産を開始。飼料⽤⽶は過熱処

理したライスミールペレットを委託⽣産して養豚肥育経営に利⽤。トウモロコシの代替えとし

て国産飼料⽤⽶を 20 ％程度使っている。飼料⽤⽶の消化をよくするため、粉砕して加熱処理

し「ライスミールペレット」という形で委託製造をしている。製造は志布志市で⾏っている。

肥育出荷前２ヵ月にこのライスミールペレットを給与している。1 年間を通して飼料⽤⽶を給

与するので、低温倉庫が必要になる。このため、関連会社(株)K プラスを設⽴して飼料⽤⽶を

保管をし、1年を通して肥育豚に給与している。 

平成 27年から飼料⽤⽶⽣産農家にモミロマンの苗生産を本格的に支援開始。平成 28年度から

は、草丈の短いミズホチカラの導⼊を開始。労働⼒節減のため、乾⽥直播での栽培試験も開始

し、現在 2.5 ha程度は乾⽥直播、残りは移植栽培。 

４． 平成 29年には、「エムケイさんちのお⽶豚」の商標登録を取得。令和３年⽇本養豚協会主催の

「第４回飼料⽤⽶畜産物ブランド⽇本⼀コンテスト」にて農林⽔産⼤⾂賞を受賞。 

    令和３年の⽶検査実績では、主⾷⽤⽶、加⼯⽤⽶及び飼料⽤⽶合せて 2,585 t の生産。うち、

745 tが飼料⽤⽶。令和３年度の⽔稲総作付⾯積は、主⾷⽤⽶ 2.7 ha、加工用米 7.1 ha、飼料

用米 8.1 ha、飼料作物 13.2 ha、計 31.1 haである。飼料⽤⽶の集荷範囲は、協⼒農家宮崎県

27 名、県外８名であり、生産面積は約 140 ha となっている。 

５． 養豚部門は、宮崎県に３農場、⿅児島県に２農場を有し、常時飼養頭数規模は約 11,000 頭、

飼料⽤⽶は消化率を良くするためコストはかかるが、ライスミールペレットにして肥育豚に給

餌している。ふん尿は⾃社農場に堆肥として還元。肥育豚のと畜・販売はサンキョーミート(株)、

一部は宮崎のオカザキフード(株)にも出荷・販売してもらっている。豚肉の特徴は、脂が白く、

⾒た目が美しく、脂肪交雑の数値が向上して、オレイン酸の数値が高いことである。オレイン

酸の数値は一般豚の 41 %に対し、「エムケイさんちのお米豚」は 46.9 %と高い。 

６． 当社は、⽶の⽣産・流通、飼料・肥料・農薬の販売、養豚農場の経営、⾁豚の販売と流通の事
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業の垂直統合化を実現し、地域循環型農業を実践しており、SDGs に貢献。これにより、中間

コストを圧縮することが可能となり、飼料⽤⽶の⽣産者に利益を還元し、消費者には安い豚肉

販売とすることで還元できている。飼料⽤⽶⽣産の促進、地元の活性化へ貢献していると⾃負

しており、⾷料⾃給率の向上へ微⼒ながら寄与できていると考えている。 
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５ 事例紹介③ 

 

演題  飼料⽤稲（WCS）を活用した農畜連携 

演者  株式会社 髙﨑畜産 代表取締役  髙﨑 淳⼀郎 氏 

 

（要旨） 

１． ⿅児島県薩摩川内市において、主食用米、加工用米、WCS⽤稲及び飼料⽤⽶の⽣産、⿊⽑和牛の

繁殖肥育一貫を営む多角経営を⾏っている。2007 年 5 ⽉の設⽴で、今年で 15 年目。従業員は

20 名。 

２． 肉用牛の飼養規模は、繁殖牛 360 頭、和牛肥育 2,600 頭である。事業内容は、食用米、加工用

米、稲 WCS、飼料⽤⽶、受託作業、ライスセンター業務、堆肥販売を⾏っている。グループ会社

として株式会社髙﨑ファーム、株式会社 MMK があり、子どもたちと 3 社を経営している。 

３． ⾃社ブランド⽜として、⿅児島県北さつま髙﨑⽜、⻄郷どん⽜、北さつま⽜という 3 つのブラン

ドを作った。どのような評価を受けているかは分からない。 

４． 髙﨑畜産グループは、3 農場に分かれ、約 2,900 頭飼育している。息子の会社の高崎ファームで

は、現在、約 3,400 頭飼養している。 

５． ⽜舎からローダーで搬出したふん尿等は、一旦牛舎に付帯する堆肥舎で１次処理し、２次処理は

今年３月に髙﨑ファームに整備した 3,000 ㎡規模の施設を含め 3 ヵ所の堆肥センターで発酵菌を

入れて、10⽇に１回撹拌機で切り返しを⾏っている。１区画に 4 台のブロアーが設置してあり、

常にブロアーを回して発酵を促している。臭いがするので菌を入れるが、菌も高くて、たい肥製

造に対しては結構お⾦を使っている。堆肥は 3 カ月で出荷でき、11 月、12 月に WCS 用稲栽培

への利⽤や耕種農家への堆肥供給と散布をすることにより、化学肥料の経費削減をしている。耕

種農家も結構喜んでくれて、今年も使いたいということである。当社は化学肥料を⼀切使⽤して

いないが、堆肥を入れることで米の収益も増え、いい米作りができると思っている。 

６． 飼料稲栽培は、平成 29年からはじめ、現在では毎年、受託作業を入れると総面積が 100 ha を超

えている。今後は、農家の高齢化によって受託作業が増え、年々米の価格が下がっているようだ

から、農家から水田耕作や WCS 稲の栽培の依頼が増えるのではないかと思っている。農業班の

従業員は８名体制で、５月の籾撒き、除草、耕うんに始まり、６月田植え、除草剤散布、７月及

び８⽉の⽔管理、除草剤散布、９月 WCS 用稲の収穫・ラッピング、10 月及び 11 月食用米、加

工用米の収穫、乾燥・籾摺り、12 月たい肥散布の年間作業を⾏っている。WCS 用稲は苗を自分

の農場で 12,000 箱作った。今、WCS 用収穫機 2 台で収穫しているが、機械は耐久性の関係で毎

年恐らく約 200万円の修理代がかかっている。それを考えるとWCS 用稲栽培は少し控え、今年

は WCS 用稲から加工用米へ 50 ha シフトするが、牧草の値上がりで WCS 稲の作付けも柔軟に

考えていきたい。 

７． 最後に、課題として、祁答院町の圃場は湿田が多く、機械がぬかるむことが多い。機械のメンテ
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コストの引き下げ、作業効率の改善などを考えると、排水事業の実施などによる圃場環境の改善

が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 30 -



 

 

 

- 31 -



 

 

 

- 32 -



 

 

 

- 33 -



 

- 34 -



 

 

６ 事例紹介④ 

 

演題  TMR センターを活用した農畜連携 

演者  株式会社 カミチクファーム 常務取締役  日髙 明生 氏 

 

（要旨） 

１． ⿅児島県⿅児島市に本社をおき、⾁⽤⽜、酪農、豚、⾷⾁製造・加⼯、外⾷産業等を⾏う⼤型

企業グループ経営。会社は 1985 年に有限会社上畜として設⽴され、現在、海外現地合併企業

を含め 19 社、関連企業２社で運営。売上は約 374 億円、従業員は約 1,500 人である。 

２． カミチクグループは、飼料生産及び牛の飼養を担う一次産業を⻑男、畜産物の製造・加工及び

営業を担う２次産業を次男、そして、小売り、通販及び外食を担う３次産業を三男がそれぞれ

担当している。 

３． ⼤家畜は、⿅児島県、宮崎県、⼤分県の農場約 60 ヵ所で、肉用牛 15,000 頭、乳用牛 2,000

頭（搾乳牛 1,000 頭、育成・子牛 1,000 頭）、計 17,000 頭を飼養するギガファーム。年間の

肉用牛の出荷頭数は約 5,000 頭。 

４． 稲作農家が生産する稲 WCS を TMRセンターで調製利⽤しており、九州管内の耕作地、休耕地

の活用や農家へのたい肥還元に取り組み、SDGs の一環として、環境保全型畜産を推進してい

る。 

５． TMRセンターでは、⾃社耕作地の飼料、九州管内の耕種農家約 500経営体と連携して飼料⽤⽶、

イタリアンライグラスなどの飼料作物、そして、地域企業の⾖腐カス、焼酎かす、バカスなど

の食品製造副産物などを配合調製して TMR を製造している。TMR はカミチクファームでの利

用に加え、九州管内の農家にも配布している。 

６． 2022年度の TMR発酵飼料の年間⽣産量は、酪農⽤ 5,290ｔ、育成前期用 2,612ｔ、豆腐かす

混合 2,558ｔ、肉用繁殖用 2,274ｔ、交雑種用 964ｔ、その他 943ｔ合計 14,641ｔとなって

いる。 

７． 飼料用作物の作付け面積は、稲 WCS 578 ha、イタリアンライグラス 140 ha、飼料⽤⽶ 257 ha、

稲わら 100 ha である。 

８． TMR製造の原材料である飼料用作物は、科学的に分析してその特性を最大限に生かすように調

製している。即ち、サンプルの分析・検査結果を各生産組合にフィードバックして翌年の作付

けに生かせるようにしている。TMR センターでの稲 WCS 分析結果により、粗タンパク質(CP)

が低く、非繊維性炭水化物(NFC)が高い結果が出た。この稲 WCS の特性を生かして生産性を高

めるために、CP が高く、特にルーメン内分解タンパク質(DIP)を多く含み、デンプン、糖が低

い食品製造副産物を TMR センターで混合した。この結果、国産粗飼料の使⽤を 1.95 kg/頭・

日増やすことができた。 

９． TMR センターの今後の課題としては、①新規食品製造副産物の安全性の確認、分析、給与試験
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などを⾏い、資源の有効活⽤を図る必要があること、②耕作放棄地など⼩規模圃場での作業効

率性を確保した国産飼料⽣産拡⼤と地域振興、③⼤型機械の修繕費と更新コストの増⼤などが

ある。 
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７ 事例紹介⑤ 

 

演題  飼料⽤稲（WCS）の⽣産事例 

演者  野尻農園 代表  野尻 浩司 氏 

 

（要旨） 

１． 熊本県八代郡氷川町の昭和 42年（1967）に完成した⼲拓地区（若洲地区）で、⾃⼰所有農地 12 

ha、稲 WCS の生産面積 230 haの規模で飼料作物⽣産に取り組んでいる。昭和 42年に⽗が⼊植

し、私は２代目、息子が３代目となる。圃場の区画は２haだが、広すぎて⽔管理しにくいので畦

畔を追加し、１ha 区画としている。地区内では野尻家のほか、自己所有地以外は 62⼾の農家か

ら農地を借りている。貸し手の農家は WCS⽤イネの戦略作物助成⾦８万円／10 a を受け取って、

稲 WCS 用イネを栽培し、野尻農園が収穫・調整している。貸し手の農家は稲 WCS 用イネの収穫

後、野菜を作付けている。飼料⽤は稲 WCS だけで、飼料⽤⽶は受け⼊れ先がないので作ってい

ない。 

２． ⿅児島市に本社があるカミチクの会⻑から話があり、稲 WCS をやろうと決めた。今は完全に生

産を任され、独⽴してやっている。カミチクはロールを出荷するごとに代⾦を⽀払っている。年

間に何度も⽀払うことになる。８⽉に収穫し、翌年の７⽉末までロールを出荷する。ほぼ毎月、

カミチクのトラックがロールを取りに来ている。10年やっているといろいろなことがあった。飼

料が余った時は、⽣産が⾜踏み状態となった。今は、芦北の⽥浦牧場にも出している。⻑野から

稲 WCS を買いたいとの申し出があった。5,000 ロール買いたいとのこと。トラックで⻑野から

九州に野菜を輸送しているが、夏場の帰りの荷がないので、ロールを運びたいとのことだった。

東信運送という会社である。 

３． 稲 WCS の導入にあたり、カミチクとヤンマーが来てくれたが、主にヤンマーの技術者が指導し

てくれた。最初はヤンマーが収穫してくれた。新型コロナ感染症拡大以前は、カミチクの招きで

稲 WCS ⽣産者など関係者が⿅児島市に集まり、反省会やミーティングを⾏い、情報交換してい

た。収穫期に⾬が続いたとき、晴れ間が出れば圃場が⼗分乾かないのに収穫作業を⾏ったが、圃

場はわだち（轍）だらけになって荒れたうえ、稲 WCS の品質も悪かった。これでは農家に土地

を返せないと思い、収穫後、圃場の整地を手伝った。このようなことではいけないと反省し、任

せてもらった農地はきれいにして返すようにしている。 

４． 労働⼒は、家族労働中心で経営主夫婦、息⼦夫婦、多忙時に地元から臨時雇⽤している。地元で

雇用するので、稲 WCS 栽培につきクレームが出たことはない。地元のトラック運転手にも手伝

ってもらう。トラック運転手には時間当たり 1,500 円支払うので、高齢者でも喜んで手伝ってく

れる。 

５． 稲 WCS 用として、最初は「ヒヨクモチ」というもち米を作付けたが、専用種である「夢あおば」

に変えた。もう 10 年間やっているので、定着している。以前は⾷⽤⽶を栽培していた。⾷⽤⽶

- 41 -



 

 

の生産調整が進み、米価が低下するのに合わせ稲 WCS イネの栽培面積を拡大した。この地区は

冬野菜の産地で、稲 WCS イネは８月上旬に収穫できるので、その後の冬野菜作と完璧にマッチ

ングしている。ただし 10年間やっていながらも、⼤規模な稲WCS イネの生産にはまだ怖さを感

じる。イネは飼料⽤として稲 WCS だけではなく、飼料⽤⽶も圧ぺん（圧偏）したり、トウモロ

コシのようにいろいろなパターンの飼料に変えることができる。今は稲 WCS のみだが、将来は

SGSにも取り組みたい。ここでは気温が⾼く、⽔質がよくないので、良⾷味⽶はできない。⾷⽤

米はおいしく作れるところで専用に作ってもらい、我々も購入すればよい。我々は多様な受け入

れ先のニーズに合う、多様な飼料⽤イネを作ればよい。 

６． 稲 WCS のあとには、レタス、ブロッコリー、キャベツなどの野菜を作付けている。野菜の収穫

が終われば、稲 WCS 用イネを作付ける。もともとはレタス、ブロッコリーをメインとする農家

だった。野菜作では７〜９⽉が休閑期となるので、稲 WCS は休閑期を活用する作物としてぴっ

たりだった。 

７． 稲 WCS の調製時期は、⻩熟期である８⽉上旬である。収穫、ロール巻きもすべて⾃ら⾏う。ロ

ールは⾃⼰所有地に置き、定期的にカミチクが受け取りに来る。収穫後、カミチクに全量を納品

したいが、カミチクにもスペースがないので、必要量を定期的に取りに来ることが定着した。収

量は年平均 6,000ロール程度を出荷している。ロールの巻き数は３回巻き。 

８． ⾃⼰所有農地に堆肥を受け⼊れており、熊本県だけでなく⿅児島県からも搬⼊される。カミチク

は⾃⼰所有地に散布しているので、⾃分の農地に持ってくるのは１〜２⽉頃が多い。野積みで保

管し、自己保有の５台のマニュアスプレッダーで散布している。カミチクは堆肥を持ってくるだ

けで、散布しない。畜産サイドは人を集めるのが難しく、人材育成もできず、大変そうなので、

自分が散布している。野積みをなくしたいが、施設整備費が高額なため悩んでいる。牛の堆肥は

肥料成分が低いので、肥料とするなら豚ふん、鶏ふんを使う必要がある。 

９． 稲 WCS の収穫・調整作業の機械は２セットを有している。最初の機械導⼊では補助事業を利⽤

したのだが、今は自分で購入している。コントラクターとして認めてもらえない。機械は高額で、

耐⽤年数が短い。最初は雪印が 800万円のロールベーラを提供してくれた。このおかげで稲わら

としての完成度が上がった。今は新しいベーラーを⾃⼰資⾦で購⼊している。収穫作業の時間は、

１ha 当たり 20 分である。２セットの機械により、収穫は機械の正味稼働率として 25 日で終わ

らせている。⽔⽥活⽤の直接⽀払交付⾦は⼟地所有者に⽀払われるので、稲 WCS 用の機械経費

を考えると、稲 WCS はあまりもうからない。稲の茎は固いので、刈取機械に負担がかかり、刈

取刃の摩耗も早く、耐⽤年数は５年程度、しかも機械は⾼額である。 

１０． 今後は地域内で後継者を育成していきたい。自己所有地 10 ha程度で、25歳を基準として、年

収 500万円程度を得られれば、都会へ出て働くのと遜⾊ないと思う。多額の機械購⼊費がネック

である。コントラクターとして作業面積を増やせればよいが、県をまたぐコントラクターは難し

い。 
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野尻農園の稲WCSについて

 〇 鹿児島県の畜産生産者からの相談で稲WCSの契約栽培を開始

 〇 品種は専用種の「夢あおば」、収穫期は乳熟期の8月上旬

 〇 2セットの作業機で1haのほ場を20分で収穫、全体で約20日程度

 〇 年間で約6,000ロールを生産し、農地にパレットを敷いて保管

 〇 畜産生産者の需要量に応じて毎月出荷、ロールはほ場渡し

 

野尻農園の農畜連携の事例紹介

所在地

野尻農園 ①

野尻農園 ②

 

 

熊本県八代郡氷川町若洲

経営者 野尻浩司　（発表者）

経営概況

〇　稲WCSは冬季野菜収穫後の休閑期作物にピッタリ

〇　約230haで生産される稲WCSを畜産生産者に供給、

　　畜産生産者から堆肥の供給を受け自身でほ場に散布

〇　干拓地で「稲WCS」の大規模生産をはじめて約10年

野尻農園 ③

 〇 搬入堆肥は自己所有の5台のマニュアスプレッダーで自身で散布

 〇 畜産生産者からの堆肥を受け入れ、相手方でほ場まで搬入

野尻農園の自慢の稲WCSほ場
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野尻農園 ④

畜産生産者

TMR発酵飼料の供給

畜産たい肥の供給

稲WCSの供給

地域資源の循環

 

耕種生産者（稲WCSの生産）

TMRセンター（TMR発酵飼料の製造）

- 44 -



 

 

Ⅲ 第二部 意⾒交換 

 

１ 意⾒交換 

 

（事例発表への質問応答、意⾒交換など） 

※敬称省略 

 

松原英治（全日畜専門員 進⾏役） 

  第⼀部から引き続き第⼆部の進⾏役を務めます全⽇畜専門員の松原英治です。よろしくお願します。 

今日は、本事業の推進委員会からも参加いただきました。第二部の口火を田中委員にお願いします。

その後、会場からの発言をお願いします。 

 

田中誠也（推進委員会委員 草地畜産種子協会） 

5 人の発表者から、鶴薗理事⻑のご挨拶にあったこの事業の取りまとめの指針となる、まさに核と

なるような取組を拝聴できた。 

  まず⿅児島の⼤六野氏からは、⿅児島南北 600 km という多様な地域、⿅児島を中⼼にコンパスで

⿅児島を回しますと神⼾までエリアが⼊るくらいの地域で、地域の生産物を畜産に有効活用されてい

るという事例を紹介いただいた。サトウキビなど、地域の資源を活用した取組は、他の地域でも大変

参考になる。またコントラクター、TMR についても御紹介いただいたが、これが今後、農畜連携の大

きな核となっていくと考える。労⼒⾯でいろいろな問題が紹介されたので、この点をどう解決してい

くのか、今後、注視したい。 

  また、生産者からの発表では、 

① エムケイ商事の⿊⽊氏からは、経営内統合を図りながら、地域の核となる取組みが⾏われてい

る事例を紹介いただいた。⾃ら取り組んでいるということで、ノウハウを蓄積されて指導にも

生かされていることを実感した。うまみ成分のオレイン酸の含量を調べながら、お米豚につい

て消費者への訴求を図っていく取組もされており興味深い。乾田直播というチャレンジなどの

前向きな取組みに敬意を表したい。 

② 髙﨑畜産の高崎氏からは、資料の中に輝かしい受賞歴を拝⾒した。たい肥舎も拡⼤していくと

いうことで、たい肥処理については、コストはかかるけれども臭い対策に重点を置かれ、地域

との共存にすごく配慮されていると認識した。耕種農家に評価されるたい肥を供給されている

ということで、今後の御活躍を期待したい。一方で、WCS、加工用米の取組みについて模索さ

れているとお聞きしたので、是非いい方向に展開されることを期待したい。 

③ カミチクの日髙氏は、地域の広域連携を実践されており、それは大規模に地域の発展にも寄与

することを視野に入れておられる。500 ⼾の耕種農家と連携されているが、その背景に、飼料

のデータを取りながら品質も評価していく、そういった科学的なデータに基づく取組みという
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のも、皆さんをまとめていくための根幹になっていると認識をした。3 つほど課題を掲げてお

られたが、皆さんが抱えている課題でもあるので、ぜひ、この解決策を事例としてお⽰しいた

だきたいと期待している。 

④ 最後に野尻農園氏からは、稲 WCS 生産・調製への取組みが、カミチクやヤンマーが仲介され

たという出会いやきっかけがあったことと、御自身が機械いじりが好きだったということが、

うまくマッチして今の取組のスタートになったということで、きっかけや動機が重要と理解し

た。一方、これまでの取組みにも注目される点があり、その一つとして、従業員の方々の将来

に向けた雇⽤の条件も念頭に置きながらやっていらっしゃるというのは、⼤変⼼強く感じた。

最後に、⻑野のほうへ WCS の運搬というお話があった。広域流通はとても難しい問題だが、

もしこれが成功例になれば、全国にアピールできるものになると思うので、今後の御発展をお

祈りしたい。 

  発表事例は、農畜連携指針に盛り込める事案が沢⼭あったと考える。 

 

石松秋治（南州エコプロジェクト（株）会⻑） 

南州エコプロジェクトは、⿅児島県垂⽔市、錦江町、南⼤隅町において、中⼭間地への畜産経営体

＋中⼭間地域の集落営農グループによる地域連携を進めている。 

  南州農場といって、養豚、養牛をもともとやっていた。今の社会情勢の中では仕組みが出来上がっ

ていないので非常に難しいかと思ったが、昨年 7 ⽉、⾒切り発⾞的に飼料⽣産の事業を始めた。設⽴

の際には今⽇お⾒えになっている⿊⽊会⻑にもお話を聞かせていただいて、勉強させていただいた。

ただ、この 1 年間、事業を進めていく中でいろいろな課題にぶつかっており、なかなか進まないのが

現状である。 

  私どもは畜産から始めたわけだが、農畜連携と言うように、農と畜の両⽅が成り⽴たないと続いて

いかない。今のはやりの⾔葉で「持続可能な」というような表現で⾔うと、両者が Win、Win の関係

にならないと続いていかない。これから、両⽅成り⽴つような仕組みを国や⾃治体のほうにお願いを

していかなければいけないと考えている。 

  私どもの地域は大隅半島で、中山間地、狭小な農地が多く、水田には手厚い支援がありながら、中

山間地に多い畑地に対してはそうでもないので、畑地のほうにもう少し国の御支援をいただければと

考えている。 

  ⾃分たちだけの⼒ではなかなかうまくいかず、地域の⽅々、⾃治体、皆さん⽅の協⼒をいただかな

いと進んでいかないと実感している。皆さん方の今日のお話を聞かせていただくと、連携や仲間を増

やしていくとことが成功している方々に共通すると感じた。仲間を増やしていく、連携をしていく機

会の創設、いろいろな効率の良い⽣産にどう結びつけるかも含めてそういったところを御指導いただ

ければと考えている。 

  委託や受託という形で広げていく場合の条件が⼤切である。最後は競争になっていくわけだが、競

争により、お互いにたたき合いをして首の絞め合いをするようなことになっていかないようにしなけ
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ればならない。夢のような話だ、国のほうで、公定価格ではないけれど、飼料用米の買取り価格や機

械の貸出しなど、経営が成り⽴つような仕組みをつくっていただければ、みんなが幸せになれるので

はないかというようなことを少し考えた。 

 

森田俊彦（南州エコプロジェクト（株）社⻑） 

  今日は本当に大変貴重なお話をありがとうございました。南洲プジェクト実証試験農場について追

加で説明する。地域の一次産業において、農業生産に占める畜産のウエイトは⼤きく、⿅児島の誇り

である。県内で飼養する家畜頭数は多く、県内の耕地を全て使って飼料生産しても間に合わない。中

⼭間地の耕作放棄地、低位利⽤地の活⽤による飼料⽣産は、地域発展の為にも最優先課題。 

地元自治体は、耕作放棄地を解消し、地域の活性化を図らなければならない、耕種農家は、担い手

の確保と耕作放棄地の利⽤を考えなければならない。そして、畜産農家は、輸⼊依存した飼料を国産

⾃給飼料に切り替え、経営の安定化を図らなければならない。こうした、ステークホルダーのそれぞ

れの課題を解決するため、南洲エコプロジェクトは⽴ち上げられた。 

国の事業である「飼料推進事業」で、⼤⾖、⼩⻨、トウモロコシなどの飼料⽣産に取り組み始めて

おり、成果の発表は来年３⽉を予定している。⾏政にお願いすることは非常に多い。畜産はクラスタ

ー事業などで施設・機械の整備が可能である。畜産経営者が耕種の人の畑を確保することは難しい。

飼料の国産化に対しもっと支援して欲しい。 

  

⿅島大輔（（株）ジャパンファーム） 

  今日は３名の養豚事業本部社員が参加している。今⽇の発表は、当社の畜産経営に非常に役⽴つ内

容であった。ジャパンファームは、地元の焼酎会社と協⼒して、産業廃棄物となる焼酎かすを餌とし

て利⽤する事業を展開して 10 年以上になる。畜産経営が飼料の⾼騰など厳しくなっていく中で、コ

スト削減は⾄上命題であり、畜産経営と農業経営の連携は⽣産コスト削減でも必須のテーマと認識し

た。 

 

川村治朗（千葉県基⾦協会 常務理事） 

  千葉県では、本テーマでのワークショップを昨年９⽉に実施した。コロナ禍で参加者は 30 名ほど

にとどまったが、６名の発表者があり、千葉県から県の畜産情勢、農畜連携への取り組みの発表に引

き続き、生産者４名の発表があった。耕種代表者からは、都市近郊で 170 ha 規模の稲作経営を手掛

け、畜産経営者には稲わら、飼料⽤⽶などを販売し、畜産経営者からはたい肥の供給を受けて連携し

ている事例の発表があった。畜産経営者からは、①いすみ市で 150 頭規模の酪農を営み、近隣の耕種

農家との連携により飼料⽤⽶、稲 WCS、イタリアンライグラスなどの飼料⽣産に取り組み、粗飼料

⾃給率 100 %を達成し、耕種農家にはたい肥を還元して地域資源循環型酪農経営を実践している事例、

②千葉県旭市において、⺟豚 1,050 頭規模の養豚経営を営み、飼料⽤⽶の利⽤と堆肥の供給を通じて

農畜連携を実践しているが、豚飼養密度が濃くたい肥の処理が間に合わず、たい肥の広域処理の課題
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を抱えている事例、そして、③匝瑳市において、採卵鶏 288 千⽻の養鶏経営を営み、飼料⽤⽶の利⽤

と鶏ふんの耕種農家還元を通じて連携している事例の３例の発表があった。千葉県農業協会からは、

農畜連携の難しさについて、農業経営者側の課題、畜産経営者側の課題について解説があり、農畜連

携を成功させるためには当事者間の理解を含め、お互いをリスペクトしながら進めることが⼤事であ

るとの意⾒をいただいた。 

  千葉県の農畜連携は、国の⽔⽥転作の施策の中で稲 WCS、飼料⽤⽶に補助⾦が出るという中で始

まった。しかし、お互いのメリット、デメリットがある中で、うまくいっている事例は本当に少ない。

今日の発表をお伺いして、広域で連携を図っておられるところでは成功裏に導くためにどういうとこ

ろがポイントか伺いたい。稲作農家の発表からウィン・ウィンの関係でやっているのが伺えたのでも

う少し詳しく教えていただきたい。 

 

⿊⽊守春（エムケイ商事 発表者） 

  平成 26 年から農畜連携に取り組んでいるが、その当時はトウモロコシも 3 ドルとか 2 ドル 50 セ

ントという時代で、飼料⽤⽶を使って本当にメリットがあるのか、疑念をもっていた。連携を進める

上で、農畜お互いの信頼関係が⼤切と考え、飼料⽤⽶を作った場合、全量買い取ることを約束して実

施した。また⽣産する豚のブランド化を目指し、目標をきちんと定めた。肥料、農薬の販売も⼿掛け

ているので、耕種農家との信頼関係ができており、意思疎通が上手くいった。要は、畜産サイドと耕

種サイドの信頼関係を如何に築くかである。 

 

日髙明生（カミチクファーム 発表者） 

  野尻農場は熊本県に位置し、野尻農場と農機具メーカーのヤンマーと両者から正確な情報を入手す

るようにしている。稲 WCS はよい品質のものでないと難しい。価格交渉において良質のものは⾼く

買う。ある程度価格保証をして取り組むことが必要。広域連携のデメリットは運賃コストである。ま

だまだ確⽴できていないところである。⽚道だけの輸送ではコスト的に難しい。⽔⽥裏作として、野

菜作りで稲 WCS のコストを何とかカバーしているのが現状かと思う。中継地の確保、物流コストの

削減、安定した良質の稲WCS の確保などが解決策である。 

 

松原英治（全日畜専門員 進⾏役） 

  今までワークショップを 3 回⾏ったが、米作りと畜産を両方やっている発表者は初めてである。米

作りと畜産の両部門を手掛けているエムケイ商事と髙﨑畜産に技術者の配置など農畜連携を進める上

でポイントなどをお聞きしたい。 

 

⿊⽊守春（エムケイ商事 発表者） 

  私（農業）と息子（養豚）でお互いの部門を分離し、息子には経営を一任することで進めている。

養豚に関しては私は何も口出ししない。ただ、米作りを含む耕種部門は全て私のほうでやるというこ
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とで、すみ分けしている。飼料⽤⽶の⽣産をしてそれを如何に養豚に生かしていくか、方向性を明確

にしている。 

 

髙﨑淳⼀郎（髙﨑畜産 発表者） 

  後継者ができ⽜を増頭したら、たい肥の処理に困ることになり、田んぼを最初は 1 haとか 2 haで

徐々に増やした。しかし、今、牛が 6,000 頭ぐらいになり、たい肥が売れないし、たい肥をある程度

攪拌して臭いがしないように処理して⽔⽥に施用するようにした。米生産は窒素分を結構使うので、

水田を増やした。また、稲 WCS の生産は機械コストが大きい。如何に機械コストを抑えるかポイン

トであり、助成⾦を増やしていただくなりの対策が必要と考えている。濃厚飼料原材料に加え、牧草

などの輸⼊粗飼料も⾼騰している。国産稲 WCS の生産をもっと増やすべきと考える。 

 

三宅俊三（山口県基⾦協会 常務理事） 

  昨年 11 月に飼料用米を活用した畜産の在り方というような内容でワークショップを開催した。生

産者の発表は、⾁⽤鶏・採卵鶏・酪農１経営体、採卵鶏１経営体、⾁⽤鶏１経営体、養豚・肉用牛１

経営体、耕種（水田）2 経営体の６事例であった。畜産サイドからは飼料⽤⽶をもっと欲しいとの意

⾒であったが、耕種側の生産が追いついてこれず、アンマッチが生じているというのが県内の事情で

ある。 

国の直接⽀払制度がベースにあるというものの、今⽇もお話があったように、畜産側も耕種側もウ

ィン・ウィンの関係でないと再生産が続いていかないということになる。今⽇、資料を⾒たなかで、

少し情報がないと思ったのが、国の交付⾦はあるにせよ、どれほどの価格で流通されているのか。こ

の点について、言いにくいのかもしれないけれども、WCS あるいは飼料用米について、データがあ

ればお話を聞かせていただきたい。 

 

松原英治（全日畜専門員 進⾏役） 

  価格情報は微妙だが、私の調べたところでは、熊本県の⼋代にある酪農マザーズの TMR センター

は、稲 WCS は 30円/kgであれば採算がとれるとのことであった。 

 

野尻浩司（野尻農園 発表者） 

  機械の償却が近年すごく⾼くなっており、5 年、6 年前と⽐べて、トラクター1 台買うのにも 500

万ぐらいは平気で上がってくるような状況。JA では、農家への支払い単価が飼料⽤⽶で大体 19 円

/kgと言われていた。WCS に関しても大体 19〜21 円/kgというところである。 

  現在、政府の助成は、飼料⽤⽶で 8 万円/10a、もしこれが 4 万円/10a まで下がったら、農家はど

うするという話が今もう出ている。お米を作るか、お米を作るのをやめて土地を貸すかという話にな

りつつある。これは、国がどれだけバックアップしてくれるかによる。今⽇議題になっている飼料価

格の動向次第で、大きく左右されると考える。 
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  飼料⽤稲でも、生産コストがものすごく上がっており、現在、肥料はオール 14 で 3000 円を超え

た。去年までは 1300 円だったので、1700 円の値上がりである。高齢化した農家や、機械の更新を

どうしようかと考えている農家がお米作りをやめるぎりぎりのラインには来ているのではなかろうか、

と今私は感じている。 

  これは国が決めることだがこうした状況であえてお米作りをやるには、どのようにして生産コスト

を下げていくか、そこに尽きる。先ほど直播の話があったが、田植えではなくて直播でやるしか削れ

る部分がなくなりつつある。今後の米作りに関しても、単価をどこまでつけられるのかという、ぎり

ぎりのところに来つつあるという恐怖感が、生産者の中では芽生えつつある。 

  私たちは裏作で野菜を作れているので、仮に米を作らなくなったとしても生活はできるが、米の専

業農家に関しては、死活問題だと感じている。農地をいかにして借り受けて、農家ごと救うためには

皆さんで考えていくしかないと感じている。農畜連携の農の部分が、先に潰れてしまうのではないか

と私はひしひしと感じている。 

  単価面では、今から先、右肩上がりに上がらざるを得ない状況になりつつある。これは運送賃も同

様である。全ての資機材が上がりつつある中で、飼料の末端の単価をいかにするか、逆にいくらまで

上げられるかという、逆算の単価にならないかという気はしている。 

 

日髙明生（カミチクファーム 発表者） 

農家は補助⾦の⾦額次第で生産することになる。野尻農園は、全工程の作業を担っていただいて、

当社で経費に⾒合う価格で引き取らせてもらっている。別の地域では機械メーカーとの連携で、コン

トラクター事業のものを引き取る事例もある。その中で、全体経費、かかった経費、出来高を含めて

の単価などで購入価格を決める。これも連携のうちにはいる。稲 WCS 調製は製品の成分分析が⼤切。

良いものであれば価格を⾼くして買いたい。農家からの生産物の成分が悪ければ、単価は下げざるを

得ない。 

出来ている生産物製品の成分値がどうであるか、それが⼀番⼤事になってくる。交付⾦がある程度

削減されたとして、その商品が高品質価なものであれば、相応の価格の設定も出来てくる。我々には

粗飼料⽣産組合から助成⾦の減額の話等も聞こえてくるし、そうなったらもう作らないという人も結

構出てくると思う。そのときは、その土地を使わせていただいて、我々がコントラクター事業の中で

土地を活用するという方向にもなる。そういうことを含めて、価格設定を考える必要があり、どこに

設定するかが非常に大事な部分になってくる。 

  主作があり、裏作があり、畑地、⽔⽥、いろいろと活⽤⽅法があると思うが、それをフルに活用し

て、年間での出来⾼がどうなるかというところも含めて、今後の取組む必要があると思っている。 

  いろいろな経費が上がってきて、皆さんの作られる原価も上がってくるのは重々分かっている。た

だし、我々飼料を使う側も、⾼いものがそのまま⽜の飼料⽤に使えるかというのと、それでは無理と

なるのかというところを含めて、この連携を大事にしたいと思っている。 
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髙﨑淳⼀郎（髙﨑畜産 発表者） 

  水田作は儲からない。⽔⽥はたい肥処理⽤としての利⽤を考えている。WCS は自分のところで使

うぐらいの余⼒しかない。加⼯⽤⽶が去年 150 円/kg ぐらいだった。飼料⽤⽶を作るより加⼯⽤⽶を

作ったほうがよい。 

飼料⽤⽶の⽣産では、機械への助成がなく、ドローンなどの利⽤による⽣産投資についても自費で

ある。機械も事業でやろうと思えばハードルが高過ぎて、ドローンを入れるにしても該当する事業が

ないということだった。そこで、ドローン 2 機や、トラクターに装着する GPS を自前で購入した。

去年は農業機械農機具だけで 1 億円ぐらい買っている。このための資⾦のほとんどは牛から出ている。

水田はやるだけ、もうかっていないと思っている。 

 

⿊⽊守春（エムケイ商事 発表者） 

  国の直接払交付⾦は、飼料の場合は複数年契約で 3 年間、令和 4 年度が 3 年目だが、10 アール当

たり 1 万 2000円というのが決まっていた。しかし令和 3年度にまだ契約が残っているのに 6000円

に下げられた。このことを加味して、今年は農家の⼿取りを増やさなければならないと思っている。  

また、MA米等も非常に価格が上がっている。 

  とにかく、飼料⽤⽶に関しては直接払交付⾦がどうなるかというところである。野尻さんも言われ

たが交付⾦次第で、農家は作ったり、作らなかったりする。こういった状況なので、国もしっかりし

た⾷料⾃給率の向上と、⾷料安保というところを踏まえていただきたいと考える。 

 

松原英治（全日畜専門員 進⾏役） 

  髙﨑さん、野尻さん、お二方の話を聞くと、機械の経費が非常に高いうえ、泥濘化するような⽔⽥

で機械作業をすると機械の傷みも激しくて消耗し、5 年もたないのではないかと考える。機械の買換

えや、新たに農畜連携をやろうという農家がいた場合に、その機械経費を補助する仕組みとしてクラ

スター以外にあり得ないのか、もっと緩和した形で補助できないのか、また、大畜産県である⿅児島

県のほうで単独で補助を上乗せするような制度があるのか、検討されておられるのか、そのあたりを

情報提供いただきたい。 

 

⼤六野洋（⿅児島県畜産課 発表者） 

  基本的に、補助事業による機械の更新はできないので、経営面積の拡大が伴うなど、経営条件の変

更といった形の中での対応になる。 

  クラスター事業以外ということでは、コントラクター組織の新規の⽴ち上げがあれば国の補助事業

があるので、そうしたものの活用も一つの選択肢としてはある。県独⾃の補助⾦の交付事業はないの

で、クラスター事業の活用でお願いするしかない。 
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花田広（宮崎県基⾦協会 理事⻑） 

  宮崎県は飼料⽤⽶の栽培⾯積は少ない。国の転作政策が毎年のように変わるのが、一番の課題と考

えている。⽅向性が⾒えないので農家への指導も難しい。宮崎県では口蹄疫の発生を２回経験してい

る。１回目の発生のとき、⾃給飼料の⽣産拡⼤を手掛け、稲 WCS の生産に取り組み始めた。口蹄疫

の発⽣以降、稲 WCS の拡大政策に取り組んでおり、熊本県に次いで全国２位の 6,600haまでに拡大

した。ただし飼料⽤⽶の作付け⾯積は 500haに満たない。 

  広域連携としては、我々のところは中山間地域だから農地は 7 万 ha ぐらいしかないが、⿅児島県

や熊本県は 10万 ha以上ある。今後、広域連携に伴う横持ち料をどうするのかというのは永遠の課題

である。作れるところで作って、それを⽣かせる⽅策を考える必要がある。国のほうには横持ち料の

助成等をお願いできないかと考えるが、現状難しい。そこで、県内の横持ち料は県単位の事業で助成

できないか考えるが、これも進まないというのが現状である。そういった流通⾯での補助事業の創設

と、何らかの支援を受けるモデルケースが永続的にできるような流通システムの構築を今後考えてい

く必要があると思う。 

 

石田憲治（推進委員会委員 元農研機構）  

  例えば飼料⽤⽶の確保という課題を例にあげると、畜産農家の需要に合わせることができるような

耕種農家、その農家が持っている水田という生産基盤を整備して、畜産のニーズに合った生産物を作

ってもらう方法もある。 

  その場合に、水田に対して高収益畑作の導入など、耕種側のメニューはかなり豊富になってきてい

る。利⽤権の集積についても同様で、先駆的に様々な方法が取り組まれている。畜産業の法人は畜産

の補助事業、耕種農業の法人は水田や畑の補助事業というような固定的な概念にしばられず、農家と

いう主体、法人という主体が連携するためには、事業制度も連携する必要がある。しかし、いきなり

連携を目指すとどこかでデッドロックになる可能性もあり、当面はそれぞれの範疇にある助成制度、

事業ノウハウの蓄積をフル活用して組み合わせていくことが⼤切ではないかと思う。 

  そのためには、農畜産業経営体と⾏政の連携はもちろんのこと、耕種農業と畜産業の⾏政部署相互

の連携というのは絶対に不可⽋だと思う。⾏政の役割の一つとして、新たな助成制度をつくるだけで

はなく、今あるものをどう組み合わせていくかというところで、それぞれの⽴場で知恵を持ち寄るの

が大事ではないかと思っている。私も、研究者の一人としてお役に⽴ちたいと考えている。 

 

岡田裕（⽇清丸紅飼料） 

  現在、中央畜産会が一元的に実施しているクラスター事業は採択から実施までに時間がかかり過ぎ

ている。以前は、全日畜でも事業主体になり実施できた。全日畜でもクラスター事業が実施できるよ

うにするべき。 
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鈴⽊⼀郎（全日畜 常務理事） 

  できることなら、全日畜も元のようにやってみたいが国の方針で、こういう事業を一つにまとめ、

そこからそれぞれのところに委託して分けるという方向になった。もともとやっていた全日畜から手

を離れ、中央畜産会が全部まとめてやる形になっているので、今すぐにまた全日畜でというわけには

いかない。私どもももう⼀度やらせてもらえないか、陳情はしているが、なかなか聞いてもらえない。 

  ただ、中央畜産会や生産者から聞いている限りでは、クラスター事業を出している皆さんからの陳

情もあり、かなり改善されているとのことである。中央畜産会に聞くと、上がってくる書類が十分そ

ろっていなかったから審査に手間取ったなどという話も聞く。 

 

土持寿翁（土持産業（株）） 

  現在、穀物価格はロシアとウクライナの戦争勃発などで高騰している。かつて、口蹄疫並びにリー

マンショックを経験した。リーマンショックのときは単味飼料であったけれども、現在、当社は単味

飼料と配合飼料、そして⽜の事業を 13 件預託でやっている。リーマンショック時の経験では、単味

飼料で 4000 円ぐらいずつ上がっていった。今日の高騰は為替相場の円安などもあり、当面下がらな

いと考える。畜産は厳しい局面を迎えている。飼料⽤⽶は、国内の⾷⽤⽶の過剰を受けて、⽔⽥が余

るので作付け拡大の余地はある。カロリーベースでわが国の⾷料⾃給率は 37%である。飼料の⾃給

率を上げて⾷料⾃給率の向上を図らなければならない。飼料⽤⽶も合わせた⽶⽣産の拡⼤が必要であ

る。 

 

田中和宏（⿅児島県 畜産課⻑） 

  本⽇のエムケイ商事の養豚経営における飼料⽤⽶の利⽤の実態を聞いて、他の農業経営のモデルに

なると感じた。⾼崎畜産は、集落営農を⽀えるモデルになる。カミチクファームと野尻農園の稲

WCS ⽣産利⽤を広域連携で取り組む事例は、配合飼料が⾼騰している今⽇の国産飼料⽣産拡⼤のモ

デルになる。飼料価格の⾼騰を受けて、⽜、豚、採卵鶏、⾁⽤鶏のすべての畜種の国産飼料⾃給率向

上を図る必要があり、今⽇の事例発表は、県の畜産⾏政施策のポイントなる話ばかりであった。大変

有益なワークショップであった。 

 

松原英治（全日畜専門員 進⾏役） 

  カミチクファームのＰＰ資料の P43 にある「九州の農畜産業の発展のために、農畜産業の全てをサ

ポートする」をみると、私のイメージでは、カミチクのいろいろなノウハウを使って、関連する業界

の皆さんや⾦融機関といったものの知恵も借りながら、農畜連携を進めるためのコンサルタント活動

をするということになる。もしそうであれば、そのノウハウを今後、農畜連携をやっていこうという

農家集団または畜産集団に対していろいろなアドバイスができると非常に心強く思ったが、いかがか。 
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日髙明生（カミチクファーム 発表者） 

  カミチクが相談を受けた中には酪農家の再⽣や、畜産農家の再生といったいろいろな事例がある。

これはカミチクだけで進めているわけでなく、飼料メーカーさん、⾦融機関さん、いろいろなところ

の⼒を借りながら、ありとあらゆる対策を構築できるような仕組みとして、今進めているので、これ

からの農畜連携という部分に関しては大きく活動できる会社の仕組みとなってくると思う。 

 

（まとめ） 

 

松原英治（全日畜専門員 進⾏役） 

  そろそろ時間ですので、進⾏役の⽅で、今⽇の集会をまとめてみます。 

全日畜では、この事業において、全国の畜産経営者の皆さんに農畜連携に関わるアンケート調査を

実施した。その中で、全畜種であるが、農畜連携に関心はあるが導入できないという経営者もたくさ

んおられた。その主な理由は、畜産経営者、農業経営者間に交流がない、つながりが薄い、という回

答であった。 

  すなわち農畜連携のためには両者を結びつける第三者が必要になる。先ほど九州ソリューションの

お話があったが、第三者が仲介となって、ニーズのある畜産経営者、農業経営者を結びつけるという

ことで、特に最も多くの情報を持っておられる⾏政の関与が非常に重要だと思う。 

  千葉県の香取市では、利根川沿いの低湿地の⽔⽥しかできない農業経営者と酪農、⾁⽤⽜の畜産経

営者のニーズをマッチングさせるために、県の出先事務所と香取市が一緒になって畜産経営者、稲作

経営者のほかにコントラクターなど関係者を集めて「耕畜連携推進会議」というのを設⽴し、10 年

以上連携を進めて非常に大きな成果を上げている。これは、関東農政局管内では有名で優良事例にな

っている。 

  今まで交流のなかったものを⾏政の⼒で、特に地域づくりに最も関心のある県の出先事務所、市が、

問題意識を持って、地域資源を有効に活⽤しようとして関係者を集めて協議会をつくり、すでに 10

年続いている。10 年というのは、重要な期間であって、1 年、2 年で上手くいかなかったからといっ

て止めるのではない。農畜連携は生き物相手、自然相手だから時に失敗するのは当たり前と思ったほ

うがいい。失敗したときに、失敗を認めてそれを乗り越えていくのを⾏政がしっかりサポートしたお

かげで、いろいろな紆余曲折、問題があったが農畜連携の効果が出てコスト削減という目標を達成し

ている。 

  いろいろな農畜連携で成功した事例を⾒ると、10 年というのがある。今回御出席いただいたカミ

チクさんと野尻さんのお話でも、10 年以上継続し、今の姿があって、これからどうするかというほ

うに向かっている。異なる経営体の理解は簡単には進まないので、10 年のスパンでお互いの経営の

内容への理解をリスペクトし合いながら進めなければならない。 

  例えば、⽔⽥に堆肥をまくのに本当に⼤丈夫なのかと、農家は不安に思っていると思う。そこでカ

ミチクさんのように科学的なエビデンスを出して、例えば堆肥に窒素をこれだけ足せばあなたの土壌

- 54 -



 

 

が改善するなど、勧めることができればよい。逆に耕種農家は、高品質の餌をやらないと家畜や畜産

農家は困るといったことをきちんと理解した上で飼料⽣産することが重要になる。 

  ちなみに、⾹取市の例では、県の出先機関と香取市が一緒になって、農畜連携に参加している水稲

農家のほ場の点検を⾏い、排⽔が悪く機械作業で泥濘化するようなところは、中⻑干しをちゃんとや

ってくださいなどと指導している。今では以前のような泥濘状態は解消し、収穫時には水田が乾燥し

て大型機械が入れるようになっているということも聞いている。 

  農畜連携は簡単に進むものではなくて、息⻑く、お互いの理解を⽇々段階的に進めながら、⻑期的

に取り組むものということが、今日の発表でも明らかになったと思う。 

 

 

 

 

２ 閉会挨拶から 

 

全⽇畜理事、牧原牧場（株）代表取締役  牧原 保 

 

  本日は、5 名の方、公私ともにお忙しい中、このシンポジウムの講師を務めていただきまして、誠

にありがとうございました。今、専門員の方からも話がありましたように、私どもも耕畜連携に取り

組みたいんだけれどもなかなか難しいというところで躊躇しているところもありますが、本日、皆さ

んの講演をいただきまして、少しずつであるかもしれませんが、そういう取組を進めていきたいと思

っております。 

  全日畜としては、その時々の課題についてこういうシンポジウムを開催しております。そのほか、

⽣産者の意⾒を⾏政、農⽔省、あるいは国会議員の先⽣⽅にも陳情して、経営改善のためにお願いを

しているところでございます。また、ホームページ等でも紹介しておりますので、ぜひ⼀度、全⽇畜

のホームページも御覧いただけたらと思っております。 
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関心の高いテーマでのワーックショップの開催、
   

会場には地元の報道関係者の入室もありました、

 

 

全⽇畜の鶴薗理事が開会挨拶、現場は⽣産資材の

価格高騰が喫緊の課題、今日は話題提供も聞いて

会場の皆さんと活発な議論をお願いしたいと挨拶

スナップ写真 「ワークショップ編・意⾒交換編」

 

 

 

 

 

（会場の様子・開会の様子）

会場は満席、13都道府県から約100名が参加

 

夕方のテレビニュースで放映、翌日の朝刊記事に

 

（会場には報道関係者も）

（写真 1）

（写真 2）

（写真 3）
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・一次・二次・三次産業に関わる企業グループ

・TMRセンターは耕種農家500経営体が関わる

（⼤六野洋 ⽒ の話題提供から）

（髙﨑淳⼀郎 ⽒ の事例紹介から）

 

・全国第2位の農業生産額、畜産部部門は65％

・労働⼒不⾜は深刻、TMRセンター等に期待

・⾃給率の向上の取り組み推進は緊急課題

・飼料⽤⽶の⽣産農家との連携は35経営体に及ぶ

・飼料⽤⽶を給餌した「お⽶豚」は⼤評判

・飼料⽤⽶コンテストで農林⽔産⼤⾂賞を受賞

・飼料⽤稲はH29年から始めて現在100haの⾯積

・圃場整備が未整備の湿⽥が多く作業効率が難航

（⿊⽊守久 ⽒ の話題提供から）

・国産飼料⽣産拡⼤と地域振興に寄与している

 

 

・⾼価なWCS⽤機械2セットの更新管理が⼤変

（⽇髙明⽣ ⽒ の事例紹介から）

（写真 4）

（写真 5）

（写真 6）

（写真 7）
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・収益は裏作の冬野菜で得ている実情

（意⾒交換⽤にステージを模様替え）

・5名の事例紹介者はステージに登壇

・会場（参加者）との意⾒交換のスタート

  

（野尻浩司 ⽒ の事例紹介から）

・引き続き意⾒交換の司会進⾏役は全⽇畜の専門員 松原英治 ⽒

・カミチクから誘いがあり現在230haでWCS生産

・⽣産地は⼲拓地の跡地で2haの⼤区画ほ場

 

 

 

（田中誠也 推進委員 草地畜産種子協会）

・5名の事例紹介のポイントを整理して発⾔

・特徴的な取り組みに敬意を表しつつ展開に期待

・農畜連携指針に盛り込める事案が多いとの意⾒

 

（写真 8）

（写真 9）

（写真 10）
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・昨年テーマで千葉でWSを開催した（紹介）

・農畜連携にはお互いのリスペクトが大事

（石松秋治 南洲エコプロジェクト(株)）

・南洲Pでは垂水市等で地域連携を進めている

・両者がウィン・ウィンの関係でないと続かない

・連携する機会や仕組みを教えて欲しい

（森田俊彦 南洲エコプロジェクト(株)）

・南洲Pにおける実証試験農場について補足説明

・対象である中山間地の地域開発は最優先課題

・飼料の国産化に対しては⾏政の⽀援が不可⽋

（⿅島⼤輔 (株)ジャパンファーム）

・当社は焼酎会社と連携した事業を展開中

・産業廃棄物となる焼酎かすを飼料に利⽤する

・飼料の価格⾼騰でコスト削減は⾄上命題

 

・今日は広域連携のノウハウを教えて欲しい

 

 

（川村治朗 千葉県基⾦協会）

（写真 11）

（写真 13）

（写真 14）

（写真 15）
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・米政策はぎりぎりのところまで来ている

・農畜連携の「農」の部分が先に潰れないか心配

・⽣産物が良いものであれば⾼く買いたい

・どこに価格設定するかが大事な部分である

・機械の購⼊資⾦はほとんど「⽜」から出てる

・飼料原材料が⾼騰している国産稲は増やすべき

・飼料⽤⽶については国の直接交付⾦しだい

・農家の手取りを増やさないとやれない

・国で⾷料⾃給率と⾷料安保を踏まえて考えて

 

 

（野尻浩司 発表者 野尻農園）

 

（⿊⽊守春 発表者 ㈲ エムケイ商事） 

・米生産は国がどこまでバックアップするかだ

 

 

・農家は補助⾦の⾦額次第で⽣産することになる

 

 

・水田米は儲からない、機械助成もない

（日髙明生 発表者 (株)カミチクファーム）

（髙﨑淳⼀郎 発表者 (株)髙﨑畜産）

（写真 16）

（写真 17）

（写真 18）

（写真 19）
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・全⽇畜が事業主体のリース事業が良かった

・⼤がかりな事業制度でなく簡便な制度

・当⾯は、フル活⽤、組み合わせ活⽤で凌ぐ

・⾏政部署間の連携も絶対に不可⽋

 

・今後の可能性等は？

（岡⽥裕 ⽇清丸紅飼料(株)）

 

 

（写真 20）

（写真 21）

（写真 22）

（写真 23）

・稲WCSの拡大に取組み6,600haで全国第2位

・連携は作れるとこで作りそれを生かす

・広域連携では流通システムの構築が重要

（石田憲治 推進委員 元農研機構）

・耕種農業と畜産業は事業制度でも連携が必要

（⼤六野洋 発表者 ⿅児島県畜産課）

・補助事業での機械の更新は難しい

・新規のコントラクター組織の⽴ち上げは選択肢

・いろいろな工夫を考えていく必要がある

（花⽥広 宮崎県基⾦協会）
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・今日のヒントで取り組んでみようと感じた

・全日畜は今後もためになる活動を続けます

 

 

 

・余り水田の活用に知恵を出すことが重要

（⽥中和宏 ⿅児島県畜産課）

・経営モデルになりそうな事例が多くあった

・広域連携の事例は国産飼料⽣産のモデルになる

・県の畜産⾏政施策のポイントで有意義だった

（牧原保 全⽇畜理事 牧原牧場(株)）

・集会の運営へのご協⼒にお礼

（松原英治 司会・進⾏役 全⽇畜専門員）

・農畜連携は⾏政の関与が非常に重要である

・お互いの経営を理解しリスペクトしながら

・農畜連携は息⻑くお互いの理解を⽇々段階的に

（土持寿翁 土持産業(株)）

・ウクライナの問題で資材価格が高騰してる

・当面下がらない、畜産の厳しい局面は続く

（写真 24）

（写真 25）

（写真 26）

（写真 27）
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（意⾒交換の会場風景から）

 

 

 

 

 

 

 

 

（神谷氏の応答）

 

 

 

 

（写真 28）
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Ⅳ 会場アンケート調査 

 

 

令和４年度 農畜連携 第１回ワークショップ ⿅児島会場 アンケート結果 (回答者総数 78 名) 

 

 

 

問１ 回答者の属性 

 

 

 

回答者の属性は、「畜産団体等」が 33%、

「飼料メーカー」が 29%「⾏政機関」が

17%、「畜産経営者」が 8%であった。「そ

の他」の 13%の内訳は、「飼料販売」、「飼

料⽣産」、「配合飼料基⾦協会」、「団体職

員」、「獣医師」であった。 

 

問２ 畜産経営の「畜種」 

 

 

 

前問で、「畜産経営者」と回答した者の「畜

種」については、「肉用牛」及び「養豚」

が 67%、「酪農」が 17%であった。畜種

複合の経営体は、「酪農」・「肉用牛」・「養

豚」が 1 経営体、「肉用牛」・「養豚」が 1

経営体であった。 

 

問３ 「農畜連携による地域資源の有効な循環の実現」への関⼼度合い 

 

 

 

 

ワークショップのテーマである「農畜連携

による地域資源の有効な循環の実現」への

関⼼度合いは、「⼤いに関⼼がある」が

65%、「関心がある」が 35%で回答者全員

の関心が高かった。 

畜産経営者, 6, 8%

飼料メーカー, 23, 29%

畜産団体等, 26, 33%

行政機関, 13, 17%

その他, 10, 13%

回答者数 78名

1

4 4

0

1

2

3

4

5

酪農 肉用牛 養豚

回
答

数

回答者数 6名

(複数回答)

(17%)

(67%) (67%)

大いに関心がある,

51, 65%

関心がある,

27, 35%

回答者数 78名
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問４ 本⽇のワークショップは役に⽴ったか 

 

 

 

ワークショップが役に⽴ったかについて

は、「非常に役に⽴った」が 58%、「役に⽴

った」が 42%と回答者全員が肯定的な回答

をしている。 

 

問５ 時間配分について 

 

 

 

時間配分については、「適切であった」が

93%であった。そのほか、「⻑かった」が

7%、「意⾒交換の時間が少なかった」が 3%

あった。 

 

問６ 「農畜連携による畜産経営の強化調査事業」は重要と考えるか 

 

 

 

「農畜連携による畜産経営の強化調査事

業」は重要と考えるかという問に対しては、

「とても重要である」が 95%、「ある程度

重要である」が 5%と、回答者全員が肯定

的な回答をしている。 

非常に役に立った, 

45, 58%

役に立った, 33, 42%

回答者数 78名

71

5
2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

適切であった 長かった 意見交換の時間

が少なかった

回
答
数

回答者数 77名

(複数回答)

(92%)

(6%)
(3%)

とても重要である, 

73, 95%

ある程度重要である, 

4, 5%

回答者数 77名
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問７ ⾃由意⾒                                   

（順不同で列記） 

・国、県が⻑年進めてきた耕畜連携、⽔⽥利⽤（飼料稲を中⼼とした転作作目への取り組み）につい

て、実際に取り組んでいる生産者の声（特に苦労している点）を聞くことができた。 

・現場から聞こえる課題、問題点を⼗分に理解して、国、県の施策を検討すべきと考える。 

・交付⾦だのみの体制はしようがないと思う、予算の確保をお願いする。 

・⼀般的に機械の単純更新は認められていないが、耕作放棄地にならないように⽔⽥を維持するため

には、更新的な機械導⼊も認めるべきではないか（何もかも OK ではなく、取り組みに応じて）。 

・国による仕組み作りと農畜の状況等の情報について共有が必要。 

・現在、畜産も新規で農場を建てようしても環境面から難しい部分もあるので、県としても新規導入

に積極的に取り組む事を検討してもらいたい。 

・今回の配合飼料価格の上昇要因が過去に経験したことのない事柄が複数重なっている中で、すぐに

落ち着くとは思えない。このような中で飼料⽤⽶や⼦実とうもろこしとWCSは再度⾒直される作目

として施策の強化を願う。 

・資源の利⽤は地域内で完結できるケースは少ない。どうしても広域的にならざるを得ないため、組

織体制作りと流通に対する⽀援が必要と思う。 

・飼料原料や輸送費、輸⼊額の⾼騰が表⾯化してくるたびに、過去数⼗年単位で「耕畜連携」や「飼

料⽶」というキーワードが取り上げられているように感じる。 

・堆肥の活⽤、耕作放棄地の解消、⾷料⾃給率アップなど、以前から課題であると⾔いつつ、結局昔

から「飼料の国産化」というシステムが構築できていない印象がある。 

・飼料の⾃給率アップと貴重な資源となりうる堆肥の活⽤の両⽴が⼤変重要であることを改めて実感

した。 

・畜産業が循環型に最適であり、とりわけ日本の食の基である「米」を活用することに真剣に取り組

んでいかないといけないと思われた。⾏政側にもそのことを意識してもらい、各種事業を応援する

仕組みを作ってもらいたい。また、それを促す⾏動を取っていきたい。 

・事例報告がたいへん参考になった。感謝する。また、事例発表とあわせて、取り組み過程での失敗

談やちょっとした悩みや解決の糸口の引き出し方などを今後聞かせてもらいたいと感じた。 

・経営規模に関係なくトウモロコシ、⼤⾖等を主原料とする配合飼料においては、価格の高騰が経営

を大きく圧迫している。中⼩規模の農家を弱体化することなく飼料を安定的に供給できる仕組みを

自給を考える国の施策として位置づけをし、農畜の双方がウインウインとなる援助を確実なものと

して欲しい。 

・地域資源の発掘の方法や取り組みのスキームを知りたい。 

・堆肥の処理について、農畜連携は重要、堆肥の取り組みについて情報提供をお願いする。 

・畜産業において堆肥の問題は重要である。このような農畜連携をもっと増やして欲しい。 

・取引条件や全国の価格相場等を定期的に情報発信して欲しい。 
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・日本の生産基盤（水田、畑地）を支えているのは畜産である。懐を大きくして、広域な取り組みの

スキーム作りをスタートしていただきたい。 

・農畜連携が地域の健全な維持発展のもとになると思う。 

・農畜連携により⾷料⾃給率を向上させることは非常に重要。 

・農畜連携を推進するための地域組織が必要と考える。クラスター協議会がそれになり得るか検討も

必要。 

・肥料価格⾼騰の中、堆肥だけでWCS⽤稲が⽣産可能であればとても有利であると感じた。 

・WCS 用稲はじめ、生産するに当たっての 8 万円/10a等の補助⾦はとても重要であると思うので、

今後も継続される事を願いたい。 

・南九州エリアは畜産の密集地帯である。飼料⽶については、ブロイラー、レイヤー、豚については

取り組みが困難。豚については、消費者への価格上乗せがどこまでできるか重要。酪農&肉牛繁殖に

関しては、粗飼料⾼、農地維持の観点から積極的に WCS&稲わらを活用すべき。それに対する国の

補助⾦の仕組みや⻑期的政策が重要。 

・養豚の糞尿を利⽤した糞尿バイオマスを考えている。消化液を⽥んぼで活⽤し、飼料⽶を作りワラ、

モミガラを畜産側で買い取り、継続的に米と副産物を買い取れるようにしていきたい。 

・トウモロコシ、⼤⾖、⼤⻨を地元産で豚を 10 頭/年飼っている。少しずつ増やしていきたい。 

・国等の⾷料安保の基本的な考え⽅を知りたい。 

・今回のワークショップを通して生産現場の状況を知ることができ、とても貴重な時間であった。 

・飼料の作付⾯積が横ばいであるのに対して、⾁⽤⽜の飼育頭数が増加している現状から、飼料をい

かに確保していくかが、今後も重要な課題であると思った。 

・世界情勢の影響を受け、飼料や肥料等の⾼騰化が問題となっているが、それだけではなく、作業に

必須である機械等にも影響がでており、機械の修理⾯でも⽣産者を補助していけるような事業等が

必要であると思った。 

・今回は貴重な話を賜り、感謝する。 

・関連する市町村⾏政担当者にもっと参加案内ができたらよかったと思う。 

・⿅児島県は畜産県のため堆肥や⼟地はあるが⼈がいない。⼈がいない理由は仕事がない（やりたい

仕事がない）事も⼤きな原因だと思う。現状、⽶で⽣活ができない。親の仕事を⾒てやりたいと思

う⼦供がいない事業は持続が不可能であると思う。 

・コントラクター組織の育成は重要、人材をいかに確保するかが大きな課題。 

・飼料⽶への取り組みは、今後の配合飼料⾼騰対策に重要な⽅向性だと考える。 

・トウモロコシ代替を国内⽣産でまかなうことは到底無理ではあるが、耕作放棄地の利⽤やWCS、飼

料⽶⽣産の取り組みはやらなければならないモデルと考える。 

・⾃給率を 37%→50%以上にするためには、農家が安定して取り組みできる国からの補助等が必要に

なる。継続的に事業化できる農業・産業にして⾏く事が⼤事になる。 
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・「⾷糧⾃給できない国を想像できるか、それは国際的圧⼒と危険にさらされている国だ」、「⾷糧を他

国に依存するような国に真の独⽴国はない」（⽶国、ブッシュ⼤統領の発⾔） 

・将来の日本の農業を明るい未来とするため非常に重要なテーマであったと思う。厳しい状況だが、

皆で乗り越えて⾏きたい。 

・一時期の「企業内で完結する取り組み」から、企業がリーダーシップを取って、地域内外に益のあ

る活動を⾏っていることに感銘を受けた。堆肥の適切な処理も静かに⾏われていると感じた。特に

南九州では重要な課題であると思う。 

・ウクライナでの戦争など社会状況の変化に伴い、地域資源を活用した畜産生産が重要な課題となる

なか、農業者と畜産経営者による連携強化はコストの低減や持続的⽣産を進めて⾏く上で必要条件

であると思う。 

・⾊々な事例があり、畜産農家も耕種農家も今後の共⽣に⼤いに参考になると感じた。 

・飼料価格の値上げが続く中、とても有益な話を聞く事ができた。感謝する。 

・事例発表が良かった。タイムリーなテーマを扱っている。 

・新型コロナウイルス感染症の拡⼤、ウクライナ戦争により飼料価格が⾼騰する中、国産飼料の⾃給

率向上を目指す農畜連携は時期を得たテーマ。有益なワークショップであった。 

・テンポ良く 3 時間があっという間であった。感謝する。 

・本日のワークショップに参加し、他の事業者の取り組みや色々な声を聞けてよかった。今後に生か

せる話が聞けた。 
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Ⅴ 報道 

 

南日本放送（TV）が午後 6 時の「MBC ニュース」で報道 （令和４年７⽉５⽇） 
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南日本新聞が全日畜のワークショップを報道 （令和４年７⽉６⽇ 第６面） 
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Ⅵ 現地視察研修 

 

１ 現地視察研修の概要 

 

日 時 ： 令和４年７⽉６⽇(水)  ８:30〜15：00 

視察先 ： カミチク（上福元町事務所）、カミチクファーム(TMR センター) 

参加者 ： 前日のワークッショップの県外からの参加者約 20 名 
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２ 視察概要メモ 

※敬称省略 

① 移動バスでの研修（その１） 

課 題  ⿅児島県の畜産の概要 

 説明者  ⿅児島県配合飼料価格安定基⾦協会 常務理事  本山夕起子  

  ⿅児島県の基幹産業は農業で令和２年の農業⽣産額は 4,772 億円、うち畜産部門は 3,120 億円、耕

種部門は 1,582 億円で畜産部門は 65%を占める。畜産部門の産出額の内訳は、肉用牛が 1，151 億円、

豚が 856 億円、ブロイラーが 699 億円、鶏卵が 273 億円。令和３年２⽉の家畜飼養頭⽻数は、⾁⽤

牛は全国２位(肉用種では肥育牛及び繁殖牛とも全国１位)、豚は１位、採卵鶏及びブロイラーは２位の

位置にある。 

飼料⽤稲の作付け状況は、水田を活用した WCS 稲の作付面積は平成 28 年頃から 3,000ha を上回

り、伸びており全国 3 位。一方、飼料⽤⽶の作付け⾯積は平成 29年をピークに減少傾向にある。⽔⽥

を活⽤した飼料作物⽣産も労働⼒不⾜の問題もあり、飼料⽣産の外部化が進んでおり、コントラクタ

ー、飼料⽣産販売組織等は令和２年度で 37 組織あり、TMR センターは県内に４組織ある。 

本年 10⽉に全国和⽜能⼒共進会が⿅児島で開催される予定（10 月６日から 10 月 10 日）。ぜひ足

を運んで欲しい。 

 

② 移動バスでの研修（その２） 

課 題  高秀牧場の農畜連携に取り組み 

説明者  有限会社 高秀牧場 （千葉県：酪農） 代表取締役  高橋憲二 

千葉県いすみ市において、耕種農家との連携による粗飼料⾃給率 100％、全体の飼料⾃給率 85%を

実現し、酪農 150 頭（経産牛 100 頭、育成牛 50頭）規模で地域資源循環型酪農経営を実践している。

飼料基盤は、飼料畑（⾃⼰有地）15ha、耕畜連携により飼料⽤稲作 100ha(うち飼料⽤⽶ 30ha)。チ

ーズ製造にも取り組み６次産業化を実現している。 

平成７年頃から、⽔⽥農家への堆厩肥の供給により循環型の経営を目指して、最初はブランド⽶づ

くりからスタートした。2009年から稲WCSと飼料⽤⽶利⽤を加えた。アメリカのトウモロコシの高

騰で、2008年から飼料価格が⾼⽌まりし、安定⽣産のためには輸⼊依存からの脱却が重要と分かった。

2009 年に２ha からスタートした稲 WCS 生産、翌年には 12ha、更に翌年 30ha と拡大し、現在

WCS70ha飼料用米 30ha を契約して受け入れている。今後⾒込まれる農地減少、世界⼈⼝増、中国の

需要増を考えると、⾷料輸⼊依存は抑えるべきと思う。 

 

③ 株式会社 カミチク 上福元町事務所 

  

株式会社カミチクを訪問し、６次化推進室の⿅熊徹部⻑からパワーポイント映像にてカミチクグルー

プの事業概要について説明をいただいた。概要は以下のとおり。 
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・ カミチクファームは昭和 60年(1985年)有限会社上畜としてスタート。代表者は上村昌志。事業内 

容は、飼料づくりから、乳⽜、⾁⽤⽜、豚の飼養、⽜⾁の製造・加⼯・販売、外⾷産業まで⼿掛ける

グループ企業。会社数は 19 社（うち４社が海外現地合併企業）でプラス２社が関連企業の構成。 

・ 一次産業は、（株）カミチクファーム、（株）カミチクファーム九州、（株）カミチクファーム阿蘇産

山農場、（株）古城種畜場、（株）クオリティーファームの５社で構成され、餌づくり、牛の飼育を担

っている。二次産業は、（株）カミチク、（株）クオリティミート、及び（株）ケイズミートソリュー

ションの３社で構成され、食肉製造・加工・営業を担っている。三次産業は、（株）ビースマイリプロ

ジェクト、ワタミカミチク（株）、（株）九州産直市場、及び（株）ケイファーマーズの４社で構成さ

れ、小売り、通販、外食部門を担っている。海外事業は、シンガポールに２社、ベトナム１社、香港

に 1 社。 

・ 大家畜の家畜飼養頭数は約 17,000 頭、内訳は肉用牛 15,000 頭、乳用牛 2,000 頭である。農場数

は約 60農場あり、⿅児島、宮崎、熊本の南九州中⼼で、⼤分県にも４ヵ所直営農場がある。 

・ 当社は「TMR 発酵飼料」を飼料原料の⽣産・調達から TMR センターで配合調製するノウハウを有

している。九州管内の水田、休耕地などを活用して栽培された WCS 用稲、イタリアンライグラスなど

を集荷して TMR センターで乳牛用、肉牛用の TMR発酵飼料を調製している。飼料⽤稲の栽培農家に

は家畜のたい肥を還元しており、SDGsの一環としての環境保全型畜産を展開している。 

・ SDGsの取り組みは、家畜飼料は、カミチクファームがコントラクター事業で整備した施設で、稲わ

ら、⻨わらなどの地域内資源、九州管内の WCS 用稲、飼料⽤⽶、イタリアンライグラスなどを約 500

⼾の栽培農家からの調達、⾖腐カス、焼酎かす、澱粉カス、などの企業からの調達により、TMR 発酵

飼料として TMR センターで製造し、カミチクファーム及び九州管内畜産農家に出荷する流れになる。

また、排泄される家畜のふん尿は耕種農家へたい肥として還元される。 

・ カミチクファームでは、受精卵技術を⽣かし、⿅児島県内初の「乳⾁⼀貫体制」の酪農にも取り組

んでいる。ホルスタインの雌⽜に和⽜受精卵を移植し、この⺟⽜からの⽣乳はチーズなどの乳製品加

工も⾏っている。 

・ カミチクは 1998年からオーストラリアでの餌づくりから⽣産、加⼯、販売までを⼀貫して⾏うカミ

チクの６次化スタイルを現地で事業展開できる仕組みを作り上げ、世界市場へとフィールドを広げて

いる。2010年からタイ、マカオへの輸出も開始し、現在、ベトナム、インドネシア、マレーシアへの

輸出も⾏っている。 

 

④ 株式会社 カミチクファーム TMR センター  

 

引き続き、バス移動して、カミチクグループが南さつま市⾦峰町で運営する TMR センターを訪問。カ

ミチクファームマネージャーの ⻄川浩⼆ 氏の案内で場内を視察。概要は以下のとおり。 
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・ 所在地：⿅児島県南さつま市⾦峰町 

・ 設 ⽴：平成 17年 

・ 労働⼒：６名 

・ 所有機械など：TMR混合施設、飼料原料貯蔵庫、地域未利⽤資源貯蔵施設、飼料調製貯蔵施 

設、⾃⾛式ミサ―⾞など 

・ 設⽴の経緯：粗飼料⽣産組合と連携した⽔⽥や遊休農地等の活⽤により粗飼料確保を⾏うと

ともに、地域で発生する食品残さ等を活用した TMR発酵飼料の生産に取り組む

ことにより、飼料コストの低減と労働⼒の軽減を図ることが設⽴目的。 

 

（概要等） 

 

・年間の TMR発酵飼料の製造個数は、約 30,000 ロール 

・稲 WCS のほかに TMRセンターで配合する飼料原料には、圧ペントウモロコシ、米ぬか、焼酎か

す、バガス、ビールかす、稲わら、⻨わら、⾖腐カスなどがある。 

・稲 WCSの試料分析の結果、粗タンパク（CP）含量が少ない場合、CPが高い澱粉が低い食品製造

副産物（焼酎かす、ビールかす、豆腐カスなど）を TMR センターで混合している。 

・製造した TMR発酵飼料を家畜に給与するとき、肥育牛の月齢に応じた濃厚飼料給与をする。 

・配合設計は当場で試料分析をして⾏う。耕種農家から供給される WCS 用稲などは品質にばらつき

があり、試料分析はそれぞれ供給される農家ごとに⾏う。配合の計量はイタリア製のミキサー⾞

が飼料ごとに自動的に計量できるようになっている。 

・TMR センターに搬入される WCS 用稲の１ロールの重量は、⽔分含量によるが、400kg 前後で、

乳酸菌は入っている。 

・配合してラッピングするが、ラッピングは 16 回巻で、出来上がった TMR発酵飼料は乳酸菌を入

れて、1ヵ⽉程度発酵させる。 

・出来上がりの TMR発酵飼料は材料の⽔分にもよるが、400〜500kg/ロールになる。 

・TMR発酵飼料をみると大きさは２種類、小さいロールは 30㎏/ロールで小ロット用で使い切りサ

イズである。 
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スナップ写真 「現地視察研修編」

同社のTMRセンターの稼働状況を視察

・貸切バスで研修に出発する参加者18名

・移動中の⾞内でも各種研修を実施

・引率は全⽇畜の 陣野原 事務局⻑

7月5日に開催したワークショップの翌日は

県外からの参加者と視察研修を併催

視察先は、㈱カミチクファームのご協⼒で

・千葉県から参加の⾼秀牧場の髙橋憲⼆⽒

 

 

 

 

作成する「畜産経営者のための自然災害マ

ニュアル」にも高い関心、普及啓発手法に

ついて、アイデアや要望がありました

 

（発言者の様子）

・今回の視察研修の概要等を説明

・パワーポイント映像で約1時間の説明

・ルーツは昭和60年に「㈲上畜」として誕⽣

・⾞内で飼料⾃給率85％の実践等を紹介

・カミチクの上福元事務所に到着

・事業概要全般について説明いただきます

・玄関で代表 上村昌志 氏のビデオが出迎え

・社員の誘導で２階の会議室に入室

・今では19社を抱える大規模グループ企業

・生産から、製造・加工、販売・外食まで
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・TMRセンターまでのバス移動でも講義

・県内畜産概要を基⾦協会 本⼭常務 から

・⾦峰農場内に設置のTMRセンターに到着

・年間約30,000ロールの飼料製造センター

・案内役はマネージャー ⻄川浩⼆ ⽒

・現在、大家畜の飼養頭数は約17,000頭

・ご紹介は6次化推進室の ⿅熊 徹 部⻑

・経営は、産業ごとに経営責任者を分けて

・経営理念は携帯する「フィロソフィ」に

 

 

 

 

・安定した飼料原料の安定供給連携が重要

・粗飼料⽣産組合と連携して粗飼料確保を

・飼料コスト低減と労働⼒軽減を目指して

・機械が稼働する飼料原料貯蔵施設周辺

・配合する各種飼料原料の在庫管理は重要

・飼料原料はWCS⽤稲、⽶ぬか、焼酎かす、

 イタリアン、ビールかす、稲わら他
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・必要な原料を必要量詰込む⼤型機械

・作業機は「自走式TMRミキサーワゴン」

・原料は原料貯蔵施設から飼料調製施設へ

・いよいよ「TMR発酵飼料」の製造⼯程に

 

 

・施設の右側は稲わら、WCS等の貯蔵ヤード

・最近は輸入資材の入船が遅延気味とか

・農場から入荷したWCS用稲の貯蔵

・⼤量に使⽤するWCS⽤稲の回転は速い

・飼料調製施設での飼料製造は流れ作業 ・オリジナル飼料「TMR発酵飼料」が製造

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・最終⼯程で製造飼料をラッピング

・「TMR発酵飼料」の配合は10種程度

・飼料製造⼯程は飼料調整施設の目⽟

・研修参加者から飼料製造⼯程の質問が多数

・⻄川マネージ－から説明いただきました

 

・ミキサーで混ぜた原料をホッパーに投⼊
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  入口付近で）

 

 

 

 

 

 

 

・製造⼯程は製品番号等を記して完了

・管理された飼料製造⼯程を視察しました

・飼料は⼤型トラックで畜産⽣産者に配送

・流れは、原料搬⼊→飼料製造→飼料配送

 （参加者と

  場内中央で）

 （参加者と
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