
 

 

 

 

 

 

１．堆肥生産・流通における優良事例 



１）優良事例の調査に際し 

堆肥生産・流通における優良事例は社団法人中央畜産会が「ゆたかな畜産の里－環

境と調和した畜産をめざして」（ゆたかな畜産の里普及・啓発事業）で表彰し、特に

優れた事例として全国に紹介しているところです。三重県からも平成１６年度に四日

市酪農業協同組合と亀山市の豊田畜産が表彰を受けています。 

また、地域における耕畜連携のモデル的経営としてテレビに取り上げられ、県外か

ら講師に招かれた牧場もあります。 

これらの事例とは別に、地域との交流を通じて堆肥生産・流通を行っている農家を

調査したので、堆肥生産・利用の取組のヒントとなるよう、調査結果を紹介します。 

 

２）Ａ採卵養鶏経営 

（１）畜舎周囲の環境 

平地農業地域から都市的地域へ変わりつつあり、住宅地まで約２００ｍ 

（２）経営形態 

個人 

（３）飼養頭羽数 

平均飼養羽数  採卵鶏 ２４，０００羽 

（４）飼養方式 

初生ひな導入 

（５）鶏舎構造 

開放高床式鶏舎 

（６）堆肥化・浄化処理施設 

①発酵処理施設 

コンポスト １基：中部飼料Ｍ１８型 

②乾燥施設 

２５０㎡、ＳＥ攪拌式乾燥機 

（７）堆肥化処理方法 

①処理方法 

・鶏舎からショベルローダでコンポに一括投入する。 

・コンポで約 7～10 日間発酵処理後、全量搬出して 1週間程度、乾燥ハウスで 

乾燥させてから、袋詰めし、製品にする。 

・高床式鶏舎のため鶏糞がよく乾燥しており、水分調整を必要とせず、発酵が

スムーズで処理が早い。 

 

 



 
②堆肥販売利用状況 

内  容 割合(％) 主な相手先、対象作物等 備 考 

販  売 ５０ ＪＡ松阪  

無償譲渡 ２０ 地元近隣農家 毎年 7・8月にキャンペーン実施

自家利用 １％未満 花、野菜、果樹  

そ の 他 ２９ 地元近隣農家 バラ鶏糞として販売 

 

（８）現在の堆肥処理を確立するまでに苦労（努力）した点。 

①地域との交流 

毎年 7月、8月は鶏ふん堆肥無料キャンペーンを実施し、近隣の農家に喜ばれ

ている。これらの農家は地元ＪＡが推進する作物（夏：モロヘイヤ、冬：ナバナ）

を栽培しており、土作りに関心の高い農家である。 

鶏舎周辺に花苗を植える際に堆肥の自家利用もしている。このことにより花を

通じた交流が生まれ、付近の団地の方にプランター菜園や花作りの堆肥を使って

もらえるようになった。 

これに対応するために「2kg 入り小袋堆肥」を販売するようにしたところ喜ば 

れている。 

鶏舎周辺に植栽する花は、自分で種を採り苗から作っている。この経験を生か 

し、鶏ふん堆肥の使用方法や花苗づくりを教えるといった小さな努力もしている。 

これらの取り組みは口コミで広がりを見せている。 

②同業者等の視察 

コンポスト導入を計画する同業者等の視察もメーカーを通じて受け入れたこ

ともあるが、臭いも少なく、発酵も良好な状態という評価を受けている。 

ショベルローダで

投入 

コンポ 

7～10 日間 

発酵 

倉庫 

ベルトコン

ベアで搬出 フルイにかけた後、 

１週間程度乾燥 

袋詰機 

15kg／袋 製品化 保管 
主にＪＡへ出荷。 

鶏舎から搬出した鶏ふ

んを田畑に直接散布す

る農家へ 

プランター用 

2kg／小袋 

季節により無償譲渡を実

施（一部バラ出荷） 

鶏舎 攪拌乾燥機械 



③小学校等の総合学習の受け入れや出前授業の実施 

鳥インフルエンザの脅威が続くことから、鶏舎内での見学等は遠慮してもらっ

ている状態である。しかし、こういった時期であるからこそ内部を見て理解して

もらいたいという願いとのギャップに悩んでいる状態である。 

一方、出前授業の要請に応じて農業仲間とともに自作の説明教材を使って、小

学生に農畜産物の流通を知ってもらうなど、食育の推進にも貢献している。 

④環境美化対策 

鶏舎敷地は、道路に面する立地であるため、道路に面した敷地や鶏舎周辺に花 

を植え、通行の人々の目を楽しませている。 

鶏への衛生管理については、定期的なサルモネラ検査や水質検査など、鶏卵の 

安全性にかかわる対策をＨＡＣＣＰ方式により、実施している。 

当養鶏場は、近隣の小学校の体験学習を受け入れている。ＧＰセンターの見学 

時には、シューズカバーを履いてもらい、手の消毒も実施するなど、衛生対策 

ともに衛生観念についても理解してもらえるようにしている。 

⑤その他の工夫 

鶏卵の直売所を敷地内に設置し、室内には「鶏園ニュース」と称するペーパー 

を掲示して、お客様とのコミュニケーションを図っている。販売所前や室内は、 

鶏に関する飾りや置物で楽しいスペースを創造し、ＧＰセンターのシャッターに 

は、経営者ら家族のイラストを描き、親しみやすい雰囲気作りをしている。 

また、鶏卵を直売しているＪＡ関連店舗のスペースでも、自らのメッセージを 

中心に、商品の説明ポップや、ニュースペーパーの形で情報発信に努めている。 

（９）経営主の環境保全に対する姿勢 

環境保全・美化については、日常から意識を持ち、努力することが必要だと感

じている。努力を継続することは大変であるが、継続することにより、地元から

の支持を得られることにつながる。 

鳥インフルエンザやＢＳＥ（直接、養鶏に関係はないが）発生時にも、自社の 

鶏卵を「安心して」買ってもらえたのは、地元からの「支持」が、単に鶏糞処理

や環境問題にとどまるものではなく、経営全般への信頼をも生み出したからだと

感じた。 

（10）将来の方向性 

これからも場内の環境整備や、排せつ物の適切な処理に努めることはもちろん

であるが、外部からみた養鶏場のイメージアップだけが目的ではなく、自分たち

の職場が「気持ちよく、楽しく」働ける場であるということも大切であると感じ

ている。 

収益性の向上のためには、自家販売比率を高め、後継者が夢を持てるような養

鶏経営を目指していきたいと思っている。 



  

     コンポスト             自動攪拌乾燥舎 

 

 

  
    コンポストへの鶏糞の投入          鶏舎周囲 

 

３）Ｂ養豚経営 

（１）畜舎周囲の環境 

中山間地域で、集落への幹線道路沿い 

（２）経営形態 

法人（有限会社） 

（３）飼養頭羽数 

平均飼養頭数   種雌豚  １８０頭 

（４）集糞方式 

スクレーパーによる掻き出し方式 



（５）堆肥化・浄化処理施設 

①発酵処理施設 

コンポスト ２０�型  ２基 

②堆肥舎 

 ３３０㎡ 

（６）堆肥化処理方法 

①処理方法 

・各豚舎からピットで搬出された糞を、毎日ショベルカーでコンポに投入。 

・処理済の堆肥は、堆肥舎へ。 

「糞の処理」 

 

 

 

 

 

 

 

 

「尿の処理」 

 

 

 

 

・各豚舎の尿はパイプで収集され、浄化槽へ 

・浄化後、放流する。 

②堆肥販売利用状況 

・無料で近在の自家用菜園農家等（50～60 戸）に譲渡される。 

・近在への運搬は、ショベルカーで行うこともある。 

内  容 割合(％) 主な相手先、対象作物等 備 考 

販  売    

無償譲渡 １００ 市内の家庭菜園農家  

自家利用    

 

（７）現在の堆肥処理を確立するまでに苦労（努力）した点。 

①環境美化対策 

コンポを導入する以前は、オガコで水分調整する程度の処理で、堆肥の利用者 

がなかった。 

豚舎 

ピットで

搬出 

ショベで

毎日投入 コ
ン
ポ 堆肥舎 

 堆肥利用者 

20ｍ2×2 台 

豚舎 
浄化槽

パイプで

搬出 

放流 



コンポストで処理をするようになってからは、良質の堆肥が生産でき、その結 

果、堆肥の利用者が増えた。 

以前の方式では、オガコの入手が困難で、もみ殻も使用してみたが、良い堆肥 

生産につながらなかった。このことから、コンポスト導入を決めた。 

畜舎の敷地入り口に、花を植栽し、年間を通じて花を咲かせるよう努力してい 

る。 

②その他の工夫 

オリジナルブランドの豚肉を生産し、一部直販している。倉庫に看板を掲げる 

などＰＲに努めている。 

かつては、閑散とした農村地域であったが、ゴルフ場が建設されるなど、周辺 

環境が変化してきたことを受けて、敷地や畜舎外観の整備に取り掛かった。 

（８）経営主の環境保全に対する姿勢 

畜舎の周辺道路が集落へ通じる幹線道路であることから、住民からの苦情が発生 

しないように気を配っている。 

畜舎周囲の清掃等に気配りし、カラスの集団が根付くことのないように、環境を 

保持している。 

（９）将来の方向性 

経営存続のためには、畜産環境保全は基本的な取組であると認識し、地域住民の 

支持を得られる経営であり続けられるように、努めている。 

  

      コンポスト            コンポストの脱臭装置 

  
     製品堆肥の状態             畜舎周囲の美化 



４）Ｃ酪農経営 

（１）畜舎周囲の環境 

中山間地域で、集落への幹線道路沿い 

（２）経営形態 

法人（株式会社） 

（３）飼養頭羽数 

平均飼養頭数   搾乳牛  １７０頭 

（４）飼養方式 

フリーストール 

（５）堆肥化・浄化処理施設 

①乾燥処理施設 

乾燥ハウス  ６００㎡  ４棟 

自動攪拌装置 ４基 

②堆肥舎（旧牛舎等） 

２棟 ３００㎡ 

（６）堆肥化処理方法 

①処理方法 

牛舎内のふん尿はバーンクリーナーで搬出し、ダンプカーで乾燥ハウスに投入

する。 

投入されたふん尿は、乾燥ハウス内で 2～3週間(季節により異なる)をかけて、 

処理する。 

このまま耕種農家等へ運搬し利用された残りは、さらに熟成した堆肥にするた 

め堆肥舎で堆積する。不需要期も同様堆肥舎で堆積し、戻し堆肥として敷料に利 

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

②堆肥販売利用状況 

・堆肥の形状は、バラのみ。 

・堆肥販売価格は、ダンプ１台 3,000 円。堆肥の 95％が販売される。 

・販売地域は、度会、磯部、阿児、二見、伊勢、明和、御薗と広範囲にわたる。 

・堆肥処理・生産販売（運搬）については、堆肥専属従業員がこれに当たる。 

牛舎 

ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰで

乾燥ﾊｳ ｽへ

運搬 

1 日 2 回ﾊﾞｰﾝ

ｸﾘｰﾅｰで床面

清掃 

乾燥ﾊｳｽ 

堆肥舎 

堆肥利用者 

2～3 週間か

けて攪拌し、

堆肥化 堆肥舎でさ

らに熟成 



内  容 割合(％) 主な相手先、対象作物等 備 考 

販  売 ９５ 小規模な家庭菜園への提供もある 地域については前掲 

無償譲渡 ４   

自家利用 １   

 

（７）現在の堆肥処理を確立するまでに苦労（努力）した点。 

①地域との交流 

堆肥の販売に当たっては、顧客ノート（名簿：約５００戸）を作成し、積極 

的に電話をかけるなどの販売促進にあたっている。 

堆肥に関する農場見学はないが、酪農経営全般に対する見学は受け入れてい 

る。見学者は生協関係者が多い。 

小学校等の見学も、依頼があれば受け入れる用意はあるが、畜舎周辺に小学校 

がないからか、今のところ依頼はない。 

②環境美化対策 

敷地の一角にはカンランが植栽され、古木材で周囲を囲んだ花壇もあり、季節 

には花を咲かせる。 

③その他の工夫 

牛舎入り口のシャッターに、社名をデザイン化したロゴとともに乳牛の絵を 

描き、親しみやすい雰囲気作りを行っている。 

（８）経営主の環境保全に対する姿勢 

耕種農家との連携を基本に、堆肥の有効利用を推進している。 

新規顧客の獲得については、従来顧客からの口コミにより増えた。 

運賃を取らずに、安価な料金で販売していることも対象農家の増加につながっ 

てきたものと思われる。 

顧客として記録されている農家戸数は約 500 戸。 

２トン積みダンプでの運搬は、小さな面積の水田や畑にも対応でき、小規模な 

利用者からの要望も強い。 

堆肥の生産費と販売単価を比較すれば収支は見合わないと思われるが、経営存

続の必須条件である環境保全に努めている。 

（９）将来の方向性 

堆肥化処理のために専属の従業員を雇用しており、生産経費増の一因となって

いる。 

堆肥の小規模利用者を含め顧客を増やしてきたが、高齢者も多く、これらの利

用者が離農等をした場合の顧客減少と新たな顧客の確保ができるのか心配。 



  

   自動攪拌装置付乾燥ハウス     自動攪拌装置付乾燥ハウスの内部 

  

      堆肥舎Ａの内部            堆肥舎Ｂの内部 
 

５）Ｄ肉用牛肥育経営 

（１）畜舎周囲の環境 

平地農業地域で、集落へは約５０ｍ 

（２）経営形態 

法人（有限会社） 

（３）飼養頭羽数 

平均飼養頭数  黒毛和牛  ３８０頭 

（４）飼養方式 

１群２頭飼育 

（５）畜舎構造 

踏み込み式 

（６）堆肥化・浄化処理施設 

①発酵処理施設 

コンポスト  １基  １３㎡ 



②堆肥舎 

 １棟 １２０㎡ 

（７）堆肥化処理方法 

①処理方法 

牛房は踏込み式、敷料はオガクズとモミガラで、敷料の汚れ具合を見て、冬場 

は約３週間に一度、夏場は約５週間に一度の割合で牛房のふん出しを行い、出し 

たふんは堆肥舎へ搬出し、コンポ投入までしばらく保管する。 

コンポは毎日発酵堆肥を取り出し、取り出した分だけ新たに一時堆肥舎に保管

してあった未処理の堆肥（約 6 �）をショベルローダでコンポへ投入する。   

コンポから取り出した発酵堆肥は、再度堆肥舎へ運び、しばらく保管しながら

熟成させる。 

堆肥利用者は主に、松阪、多気、明和、大台の耕種農家で、販売地域が広範囲 

にわたるが、２ｔダンプで搬送している。 

堆肥は、利用者が後で散布が楽なように農地内に何ヶ所かに分けて細かく置く

ように心掛けている。 

需要期はコンポから堆肥舎へ保管することなく、顧客の農地へ搬送することも

多く、年間を通し堆肥が余ることはほとんどない。このため、牛房で戻し堆肥の

利用も考えていたが、その分の堆肥もない状況である。 

②堆肥販売利用状況 

堆肥の販売形態は、バラが基本。 

堆肥販売価格は２ｔダンプ１台 1,000 円を基本とし、距離に応じて追加料金を

500 円～1,000 円程度としている。 

小規模利用者には無料で提供し、希望に応じマニアスプレッダで散布すること

もある。 

内  容 割合(％) 主な相手先、対象作物等 備 考 

販  売 ９５   耕種農家への提供、水稲・露地野菜等 地域については前掲 

無償譲渡 ４．９ 耕種農家への提供、水稲・露地野菜等 地元農家 

自家利用 ０．１ 農場花壇等  

 

 

 

 

 

 

牛舎 

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ

で、堆肥

舎 へ 搬

出 

3～5週間に

1回(夏場は

5 週に 1 回)

ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞ

で敷料の交

換 

堆肥舎 堆肥舎

堆
肥
利
用
者 

堆肥舎

でｺﾝﾎﾟ

投入ま

で保管 

ｼｮﾍﾞﾙﾛ

ｰﾀﾞで、

ｺﾝﾎﾟへ

投入 

コンポ 

毎日ｺﾝﾎﾟか

ら完熟堆肥

を 取 り 出

し、約 6m3

の堆肥を投

入 

ｼｮﾍﾞﾙﾛｰ

ﾀ ﾞで堆

肥 舎 へ

搬出 

堆肥舎

でさら

に熟成 



（８）現在の堆肥処理を確立するまでに苦労（努力）した点。 

①地域との交流 

新規顧客は、従来顧客からの口コミにより増えている。 

小規模耕種農家や農地が悪条件で散布に手間や時間が掛かる農家もあるが、貴

重な顧客として交流を続けている。 

堆肥に関する見学はないが、牛舎見学については地元小学校から依頼があり肉

用牛肥育経営全般に対する見学の受け入れを行っている。 

また、それに関連し、同小学校へ食育についての出前授業を行い、その授業の

最後には、取引している食肉流通業者、小売店の協力を得て、「畜産学習の思い

出に」と、当該牧場から出荷された牛の肉を子供達に提供している。 

②環境美化対策 

敷地の美化を心がけ、農場周囲に四季折々の花木を植えて花や緑が楽しめるよ

うにしている。 

耕種農家との交流を大切にし、堆肥の需要や花木の更新等の情報を入手してい

るので、牧場の花木等は花作り農家の更新時期の花木を安価で購入し、活用して

いる。 

花壇を作るに当たってはＪＲの枕木を活用している。 

農場近隣には住宅があるので、害虫（ハエ）対策には十分気をつけている。 

（９）経営主の環境保全に対する姿勢 

耕種農家との連携を念頭に、堆肥の有効利用を推進している。 

新規顧客の獲得については、従来からの顧客を大切にしてきたことから、それ 

ら顧客による口コミで自然と増えていった。 

安価な料金で販売してきたことやダンプによるきめ細かなほ場散布を行ってい 

ることが、新規顧客の増加につながってきたと思われる。 

２トン積みダンプによる農地散布であるので、小さな面積の耕地に対応できてい 

ることから、堆肥利用者からの引き合い要望が強く、需要期は堆肥が不足するこ 

ともある。 

堆肥製造コストを考慮すると今の販売単価では経費的に合わないが、環境保全は

経営存続の必須条件であると考えており、利用してもらうことを第一に販売価格は

安価設定としている。 



  

      コンポスト             コンポストの脱臭装置 
 

  

     堆肥舎の内部              畜舎周囲 
 


