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グリーンストック八幡（やはた）
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 推薦理由 

 

 安全な畜産物の安定供給と食料自給率の向上を図るため、国は農業経営基盤強化促進法

に基づき農地の流動化等の構造改革を推進しているところである。しかしながら、本県の

畜産を取り巻く情勢も例に漏れず経営者の高齢化、担い手不足等による戸数の減少や耕作

放棄地の増加等、国土保全面からも深刻な問題となっており、加えてトウモロコシのバイ

オエタノールへの転用や円安、海上運賃の上昇等に伴う飼料価格の高騰は畜産経営を直撃

し大きな不安材料となっている。 

 このような中、今回推薦する「（有）グリーンストック八幡」（代表者 梶原美行氏 60

歳）は本県でも有数な肉用牛の繁殖地帯である玖珠町で、粗飼料・稲わら収集及び稲作の

作業受託を行うコントラクター部門を主体として、粗飼料自給率 95％、飼養規模 90 頭の

肉用牛部門等を持ち地域に貢献している農業生産法人である。 

平成 10年６月に「（有）グリーンストック八幡」を立ち上げた。現在はコントラクター

部門を主体として４部門で経営を行っており、18 年決算期の売上は 49,184 千円で当期利

益を761千円計上している。 

 本組織の核となるコントラクター部門は、町内の稲作全般や稲刈り作業のみの受託、共

同牧野の管理収草作業やラッピングの受託等幅広い内容で地域の要望に応えるとともに、

高齢農家や飼料基盤の少ない農家の粗飼料確保並びに耕作放棄地の解消に向けた取り組み

等、地域農業の維持にも大きな役割を果たしている。平成16年には台風により町内の稲わ

らが大きな被害を受けた。この時、持ち前の機動力と技術力を活かし他市の稲わらを町内

の畜産農家に供給し、緊急な粗飼料不足にも対応するなど地域の畜産振興に大きく貢献し

ている。 



 

また、柱であるコントラクター部門を支えている肉用牛部門は県内でもトップクラスの規

模を持ち、放牧を取り入れながら平均分娩間隔12.2 ヵ月とほぼ一年一産を達成するととも

に、出荷子牛１頭当たり所得も179千円と非常に優秀な成績を残している。将来を見据え

た中で現在肥育部門への展開も始めており、自給飼料に立脚した経営基盤と経営内一貫経

営への方向性は、消費者の望む安全で安心のできる畜産物の生産体制の確立となり、今後

の畜産経営のあるべき姿として推奨される。 

 「グリーンストック八幡」の活動、位置づけは、地域のリーダーにとどまらず、本県に

なくてはならない模範的な農業生産法人である。現在の高齢化による担い手不足や飼料情

勢等を予測し、９年前から組織化と強力な実行力を持って、地域の中心として先駆的な取

り組みと実績を残している「(有)グリーンストック八幡」をここに推薦する。 

 

（大分県審査委員会委員長 今吉 豊一郎） 

 

 発表事例の内容 

 

1 地域の概況 

 玖珠町は大分県西部に位置する。九州第一

の河川、筑後川の上流に位置し、玖珠川が西

に貫流している。玖珠川流域の標高300～400m

の盆地と南北1,200m までの山間地からなり、

東方には 4,000ha におよぶ日出生台原野が広

がり、総面積は286.44 ㎢で 70％が林地で、地

形条件は多様である。気象は寒暖の差が激し

く、夏期は高温多湿、冬期は霜の害が多い寒

い土地柄である。 

 農業粗生産額は約40億円で、内訳は肉用牛

10 億円、米９億円、鶏卵４億円、などとなっ

ている。 

 農家戸数は 1,418 戸、うち主業農家は 299

戸。総人口は18,964 人、うち農家人口は5,648

人で高齢者が約24％を占める。 

 耕地面積は249ha で水田面積は116ha、普通

畑は195ha。牧草地が342ha ある。肉用牛飼養

戸数は352戸、飼養頭数は4700 頭で大分県の

７％を占める。 

図１ 玖珠町位置図 

 

 



 

2 経営・生産活動の内容 

１）労働力の構成（平成19年７月現在） 

農業従事日数（日） 
区分 

経営主との

続柄 
年齢 

 うち畜産部門
部門または作業担当 備考 

 経営主 ６０ ２７０ ２７０ 
肉用牛部門、人工授精部門、資

材販売部門、給餌作業 
役員 

構成員  ５０ ３４１ ３４１ 作業受託部門、給餌作業 役員 

  ４３ ３４１ ３４１ 
作業受託部門、給餌作業、財務

管理 
役員 

臨時雇 のべ人日             ２４０日 一般事務  

 ※構成員のうち、役員は備考欄に「役員」と記入。 

 

２）収入等の状況（平成18年１月～12月） 

部門 種類・品目 飼養頭数 販売・出荷量 販売額・収入額 備考 

子牛 59頭 51 頭 23,381 千円  
畜産 

堆肥   

 

３）土地所有と利用状況 

実面積（ａ） 飼料生産利用のべ面積（ａ） 
区 分 

 うち借地面積  うち借地面積 

水田     

転作田 410 410 1,430 1,430 

畑     

未利用地     

耕 

地 
 計 410 410 1,430 1,430 

個別利用地     

共同利用地 4,700 4,700 3,000 3,000 
草 

地  計 4,700 4,700 3,000 3,000 

野草地     

山林原野     

 

４）自給飼料の生産と利用状況（平成18年１月～12月） 

面 積（ａ） 使用 

区分 

飼料の 

作付体系 実面積 のべ面積 

所有

区分

総収量 

（ｔ） 

主な利用形態等 

（採草の場合） 

イタリアンライグラス        410 610  借地 234.5  ロール 

スーダングラス        410 820  借地 348.5  ロール 採 草 

永年牧草 2,000 3,000 共同 1,150  ロール 

兼 用       

放 牧 永年牧草 4,700  4,700  共同   

 



 

５）経営の実績・技術等の概要 

(1) 経営実績（平成18年 1月～12月） 

家族  2.3 人 労働力員数 

（畜産部門・2000 時間換算） 雇用 0.96 人 

成雌牛平均飼養頭数  82.2 頭 

実面積 5,110a(うち 4,700a共同牧野) 
飼料生産用地 

のべ面積 4,430a(うち 3,000a共同牧野) 

放牧地面積 5,000 ａ 

年間子牛分娩頭数  67 頭 

雌子牛 21 頭 

経
営
の
概
要 

年間子牛販売頭数  
雄子牛 30 頭 

年間総所得  9,237,804 円 

成雌牛１頭当たり年間所得 112,382 円 

所 得 率  39.5 ％ 

部門収入 284,446 円 

 うち子牛販売収入 284,446 円 

売上原価  245,642 円 

 うち種付料 5,621 円 

 うち購入飼料費  89,165 円 

 うち労  働  費  76,727 円 

収
益
性 

成
雌
牛
１
頭
当
た
り 

 うち減価償却費  54,040 円 

成雌牛１頭当たり年間子牛分娩頭数 0.82 頭 

成雌牛１頭当たり年間子牛販売頭数 0.62 頭 

平均分娩間隔  12.2 ヵ月 

雌子牛１頭当たり販売・保留価格  394,450 円 

雌子牛販売日齢  293 日 

雌子牛販売体重  246 kg 

雌子牛日齢体重  0.840 kg 

去勢子牛１頭当たり販売・保留価格  503,267 円 

去勢子牛販売・保留時日齢  282 日 

去勢子牛販売・保留時体重  279 kg 

繁
殖 

去勢子牛日齢体重  0.989 kg 

成雌牛１頭当たり飼料生産のべ面積 53.8 ａ 粗
飼
料 成雌牛１頭当たり放牧利用面積 60.8 ａ 

販売子牛１頭当たり差引生産原価 395,918 円 

生
産
性 

成雌牛１頭当たり投下労働時間 54.8 時間 

成雌牛１頭当たり借入金残高（期末時） 325,426 円 安

全
性 成雌牛１頭当たり年間借入金償還負担額 29,392 円 



 

(2) 技術等の概要 

経営類型 繁殖専門 

地帯区分 中間農業地域 

飼養品種 黒毛和種 

後継者の確保状況 あり 

自家配合の実施 なし 

TMR の実施 なし 

サイレージ給与の実施 あり 
飼料 

食品副産物の利用 なし 

ET の活用 なし 

カーフハッチの飼養 なし 繁殖・育成 

採食を伴う放牧の実施 あり 

協業・共同作業の実施 なし 

施設・機器具等の共同利用 なし 

共同堆肥センターの利用 なし 

ヘルパーの活用 なし 

コントラクターの活用 あり（経常内） 

その他 

公共育成牧場の利用 なし 

生産部門以外の取り組み あり（水稲・飼料作業委託、資材販売、人工授精） 

 

６）主な施設・機械の保有状況 

種類 名称 

畜舎・施設 
中塚畜舎、前山畜舎、第２牛舎、事務所、肥育畜舎、牧柵、バラタンク１、 

バラタンク２、バラタンク３Ｔ－１、バラタンク３Ｔ－２ 

機械・器具 

ラップマシーン、ブロードキャスター、ミニホイル、ベールディストリビュ、 

テッダー、マニュアスプレッダー２、バーチャルドリル10条、トラクター、 

ラウドペーラー、マニュアスプレッダー、モアー、コンバイン、 

フォークリフト１、フォークリフト２、人工授精用器具 

 

７）家畜排せつ物の処理・利用状況 

(1) 処理の内容 

処理方式 混合処理 

処理方法 堆積式の堆肥舎で約５ヵ月間堆積させ、ホイルローダで月２回切り返しを行う。

半分は自家利用で飼料畑に散布し、残りを稲わらとの交換並びに販売に利

用。 

敷  料 オガコを敷料（864 ㎡/年間 260t）として利用。床交換は１ヵ月に１回。 

 

 



 

 (2) 利用の内容 

内容 
割合

（％） 
用途・利用先等 条件等 備考 

販  売  21.5 家庭菜園等 2t 車・3,000 円/台 37 台（130t/年） 

交  換  33.1 水稲農家 
稲わら交換 

（１０a 当たり２ｔ） 
 

無償譲渡       

自家利用  45.4 水田、飼料畑、草地 主に飼料畑に 10a 3.5t  

 

3 経営の歩み 

１）経営・活動の推移 

年次 飼養頭数 経営・活動の内容 

昭和 58年 

 

昭和 63年 

 

 

平成 6年 

 

平成 8年 

 

 

平成 10年 

 

 

 

 

 

平成 12年 

 

平成 13年 

平成 14年 

平成 15年 

 

平成 16年 

平成 18年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 頭 

 

 

 

 

 

46 頭 

 

51 頭 

54 頭 

61 頭 

 

72 頭 

94 頭 

 

 

 

 

 

・ 肉用牛後継者グループ（構成員19名）で、高齢者飼養農家に対し

ヘルパー活動（子牛手入れ、削蹄）を目的とし「山牛会」を発足。

・ 舎飼いで給与する粗飼料の収集確保が高齢者の労働力で困難なた

めタイトベーラーなどを導入し約10haの面積の粗飼料収穫調製作

業を共同でおこなう。（山牛会） 

・ 「山牛会」の構成員３名で任意組織の「八幡農業生産組合」を設

立し農作業の受託を行う。 

・ ロールベーラーを導入し、ロールベール体系にする。（八幡農業生

産組合） 

・ 堆積式堆肥舎を建設し堆肥化処理をおこなう。（八幡農業生産組合）

・ 「八幡農業生産組合」を拡充し資本金300万円、構成員３名で有

限会社グリーンストック八幡を設立。 

・ 永年牧草、延べ53.7ha の作業受託。 

・ 構成員３名の所有する繁殖牛を有限会社グリーンストック八幡が

買い上げる。 

・ 低コスト事業（県補助事業）を活用し繁殖牛舎を建設 

・ 事務所併設100頭規模牛舎、堆積式堆肥舎の建設。 

・ 県外牧場から繁殖牛飼養受託を開始。 

・ 50 頭規模牛舎を建設。 

・ 資本金 600万円に変更。定款の変更。 

・ 田能原牧野（15ha）中塚牧野（32ha）朝見牧野（11ha）の永年牧

草作業管理を受託。 

・ 労働力不足のため朝見牧野（11ha）管理受託をやめる。 

・ 肥育牛 50頭規模牛舎の建設。 

・ 県外牧場と繁殖牛飼養受託の解約。 

・ 鳥屋牧野（10ha）の永年牧草作業管理を受託。 

・ 現在に至る 



 

 

飼養頭数の推移 

  H10 H13 H14 H15 H16 H17 H18 

繁殖牛 39頭  47頭 53頭 57頭 71頭  82頭  90頭 

（下段：預託含む） ※ (145頭) (151頭) (155頭) (167頭) (178頭) (90頭)

育成牛 ※ 4頭 1頭 4頭 1頭  0頭  4頭 

子 牛 ※ 29頭 34頭 34頭 50頭  57頭  59頭 

肥育牛 ※ 0頭 0頭 2頭 4頭  0頭  2頭 

合 計  178頭 186頭 195頭 222頭  235頭  251頭 

 ※記録無し、頭数の推移は期末時。  

 

２）過去５年間の生産活動の推移 

 平成 14年 平成 15年 平成 16年 平成 17年 平成 18年 

畜産部門労働力実員数(人) ３人 ３人 ３人 ３人 ３人

飼養頭羽数（頭・羽） ５４頭 ６１頭 ７２頭 ８２頭 ９４頭

（預託含む） (１５２頭) (１５９頭) (１６８頭) (１７８頭) (９４頭)

販売・出荷量等（頭） ２１頭 ２８頭 ４０頭 ５２頭 ５１頭

畜産部門の総売上高（円） 7,531,056 10,595,776 18,580,747 25,214,938 25,616,743

（預託含む）(28,207,098) (32,471,855) (40,939,097) (46,106,105) (30,387,990)

 主産物の売上高（円） 6,956,000 9,363,000 15,347,000 23,426,550 23,381,450

  頭数は期末時、飼養頭数は繁殖牛と育成牛の数。 

 

※参考 全部門売上高及び利益の推移 

 平成 14年 平成 15年 平成 16年 平成 17年 平成 18年 

全部門総売上高（円） 51,211,642 52,553,292 57,577,074 62,811,200 49,184,761

  当期利益（円） －2,640,639 －1,135,550 7,485,090 37,492 761,985

 

※参考 受託部門売上推移 

  平成 14年 平成 15年 平成 16年 平成 17年 平成 18年 

売上高 12,081,910 6,699,247 10,675,792 11,257,091 10,210,827
飼料受託 

経常利益 3,512,439 -1,422,327 715,179 54,438 876,856

売上高 1,680,043 2,545,640 3503418 3,063,648 3,526,102
水稲受託 

経常利益 590,868 1,131,244 623,528 -192,519 1,316,363

売上高 13,761,953 9,244,887 14,179,210 14,320,739 13,736,929
合計 

経常利益 4,103,307 -291,083 1,338,707 -138,081 2,193,219

 



 

 

4 特色ある経営・生産活動の内容 

１．設立の経緯 

 有限会社グリーンストック八幡は９年前の平成 10 年６月に設立されたが、活動経過は

24年前に遡る。グリーンストック八幡のある大分県玖珠郡玖珠町の山下地区は典型的な中

山間地域で高齢化が進む農業主体の地区であった。この地区の畜産経営は繁殖農家が多く

飼養形態は共同牧野も多いことから昔ながらの放牧を取り入れた畜産が行われていたが、

昭和58年１月に山下地区の肉用牛後継者グループ（構成員19名）が、高齢飼養農家に対

するヘルパー活動を目的として「山牛会」を発足した。その後、高齢飼養者の粗飼料対策

としてタイトベーラー等を導入し粗飼料の収穫調製作業を共同で行うようになった。平成

６年６月に「山牛会」の構成員３名で任意組織の「八幡農業生産組合」を設立し農作業の

受託を行っていたが、４年後の平成10年６月に任意組織の「八幡農業生産組合」から法人

組織のグリーンストック八幡を設立した。 

 その背景として、 

① それぞれが牛を飼いながらの作業受託であったため、両方ともが時間的、感覚的に

中途半端になっていたこと。 

 ② 個人経営では規模拡大に限界があること。 

 ③ 高齢化、農家戸数の減少に伴う耕作放棄地や粗飼料確保の対策には業務の価値、位

置づけを明確にしたほうが働きやすい。 

といった理由から組織を法人化することを決意した。 

 同年９月に構成員３名がそれぞれ飼養していた雌牛39頭を会社が買い上げ、コントラク

ター部門と肉用牛繁殖経営部門の２本柱によって経営をスタートさせた。 

 

２．グリーンストック八幡の経営理念 

 本県の畜産経営、中でも肉用牛経営にとって国産稲わらの活用は粗飼料として、また防

疫対策からも重要な課題である。多くの肉用牛経営は規模拡大を進め、家畜の飼養管理に

かなりの労働力をとられており、稲わら収集や自給飼料生産に時間を割けないのが現状と

なっている。 

 このような状況を改善するため、コントラクター部門に主軸をおき、国産粗飼料の自給

や地域への供給を目的とし、消費者の求める安全で安心のできる畜産物を生産する体制を

構築した。コントラクター部門を維持していくためにも畜産経営の規模拡大が必要条件で

あり、平成12年５月より繁殖牛の預託も開始し、肉用牛部門としてこれまで段階的に規模

の拡大を行い、現在では預託を廃止してコントラクター部門の維持を図っている。 

その中で国産粗飼料自給率 100％を目指し、安定した繁殖・肥育一貫経営を実践するこ

とを経営の柱としている。 

１）コントラクター部門 

(1) 受託作業による地域への貢献 

 近年畜産農家の高齢化、大規模化が進み粗飼料の確保が難しい現状がある。またトウ



 

モロコシ等の穀物は、バイオエタノール需要の増大により飼料価格が高値で推移してい

るため、畜産経営を圧迫している。今後ますます国産粗飼料の重要性が高まる中で、稲

わら39ha の収集や共同牧野での牧草収集45ha の作業受託を行っており、地域の粗飼料

供給の一翼を担うまでになっている。 

 もうひとつの作業受託として、地域内の水稲の作付2.2ha や稲刈り18.1ha も積極的に

取り組み、地域のリーダー的存在となっている。 

 稲わら等提供する価格は、県、農協、委託者、受託者で構成する「労働協定基準会議」

で決定する。地域の畜産の発展に貢献することが前提と考えており、原価程度での提供

としている。 

 ちなみに、グリーンストック八幡の「ストック」は「溜める」以外に「スキーのスト

ック（支える）」という意味も持たせている。 

(2) 耕作放棄地の解消等地域資源の保全 

 畜産に限らず耕種農家でも高齢化、後継者不足が進んでいるため、耕作放棄地の解消

や農地の維持等、地域資源の保全に大きく貢献している。このことは、小規模農家や高

齢者の農家機械操作への不安の軽減や、機械の投資コストの削減に役割をはたしている。 

 また、労働力の少ない畜産農家でもグリーンストックからの粗飼料の供給は、規模拡

大への大きな支えとなっている。 

(3) 畜産経営への生産コスト低減策 

 生産コストの低減を図るため金銭のやり取りなしで、地域内の共同牧野45ha の牧草収

集作業を受託しており、作業料として20ha 分の草を現物で確保している。これはグリー

ンストック八幡の畜産経営から見れば飼料費の削減であり、委託者には経費の負担軽減

となる。高齢化等でできなくなりつつある牧野の管理にもつながる独創的な方策といえ

る。 

(4) 台風等緊急時におけるコントラクターの対応 

 平成 16年に受けた台風による地域内の甚大な被害で稲わらが不足した時に、関係機関

と連携のもと、グリーンストック八幡が中心となり県内最大の米の産地、宇佐平野より

稲わらの供給を行った。これにより県内随一ともいえる畜産地帯を、１つのコントラク

ターが救った。このように、緊急時の飼料供給応援部隊としても大きな役割・機能を果

たしている。 

２）肉用牛繁殖経営部門 

(1) １年１産を目指した「ストレス ゼロ」の飼養管理 

 肉用牛繁殖経営の最も重要なポイントは１年１産である。繁殖経営部門の実績は平均

分娩間隔12.2 ヵ月で、前年度実績も12.0 ヵ月とほぼ１年１産を達成している。種付回

数も18年度実績1.4回、前年度も1.3回と良い成績となっている。 

 ちなみに、協会のコンサル事業による平均分娩間隔の県平均及び50頭規模以上の県平

均に比べても、17年度、18年度とも0.6ヵ月良い結果であり、先進事例（中央畜産会調

べ）に比べても 17 年度は 0.5 ヵ月、18 年度は 0.4 ヵ月短い結果となっている。これは

経営主いわく「子牛には母乳が一番であり、早期離乳は母子ともに大きなストレスを与



 

えている。また、しっかりと運動・日光浴させることでストレスが少なくなり発情も確

実に来る」という独自の強い信念に基づいたものである。 

 また、天候や季節、人の都合で給餌時間を変えることは大きなストレスを与えると考

えており、給餌時間は年間を通じて朝６時と夕方４時に、必ず同じ時間に行うことが繁

殖成績の向上に繋がると確信している。 

 さらに個体管理を徹底して行っている。具体的には独自に作成した管理台帳で細かく

チェックしている。牛舎は100頭規模のフリーバーン方式であるため、個体管理に朝夕

の飼料給与も含めて各々２時間をかけて管理し、加えて毎晩10時に巡回を行うなど徹底

した個体管理を行っている。 
 

表１ 平均分娩間隔の比較 

 平成 14 年 平成 15 年 平成 16 年 平成 17 年 平成 18 年 

グリーンストック八幡 13.7 12.2 11.8 12.0 12.2

県内平均※１ 12.7 12.8 13.1 12.6 12.8

 大規模平均※１ 12.8 12.7 12.6 12.6 12.8

先進事例※２ 12.7 13.0 13.4 12.5 12.6

※１ 県内平均値は県畜産協会が実施した経営診断の平均値。大規模は成雌牛常時飼養頭数が50頭以上の事例の平均値。 

※２ (社)中央畜産会発行「先進事例の実績指標」より 成雌牛常時飼養頭数20頭以上の事例の平均値。 

 

(2) 放牧を活用した低コスト生産による経営の安定 

 成雌牛は家畜保健衛生所の妊娠鑑定後に放牧している。飼養頭数の40％を近隣にある

共同牧野の放牧することで飼料費が節減され、十分な運動・日光浴により足腰の強い健

康な牛づくりができる。これも繁殖成績の向上に繋がっていると考えている。 

 また、生産コストの一番大きなウエイトを占める購入飼料費は、18年度牧草の生育が

悪かったため購入依存率が若干高くなり、成雌牛１頭当たり89千円の実績であった。前

年度は69千円と低コスト生産を実践している。 

 これにより出荷子牛１頭当たり所得が179千円、県の先進事例（中央畜産会主催 平

成 15年度畜産経営管理技術発表会の生産局長賞受賞事例・実績の分析結果の比較値）と

比べても38千円も高い結果となっている。 

 また放牧を実施していることで、成雌牛１頭当たりの投下労働時間も54.8 時間と、県

の先進事例の84.4％程度と労働効率が高い実績となっており、放牧の活用に加えて粗飼

料自給率95％の高い自給率が安定した畜産経営となっている。 

 これによりコントラクター部門を安定的に維持している。 

(3) 粗飼料自給率100％に向けて 

 肉用牛部門の粗飼料対策として、自給率100％に向けて近隣の水田4.1haを借り入れ、

冬はイタリアンライグラス、夏はスーダングラスを作付けしている。また生産コスト低

減のため、前述したとおり、共同牧野45ha の管理・収草作業を受託し、オーチャードグ

ラス主体の牧草地20ha 分を、管理・作業料として無償提供を受けている。この他放牧を

含めた粗飼料の自給率は95％に及んでいる。 



 

 自給率の内訳は、スーダン・イタリアンで25.7％、永年牧草で52.2％、放牧は16.7％

となっている。 

 今後は子牛用の良質粗飼料の生産確保に目処が立てば、粗飼料自給率 100％も可能と

考えている。 

(4) 迅速かつ的確な経営管理 

 設立以来９年目で４部門の事業を展開するまでに成長した。これは部門収支を的確に

把握し、問題点の早期発見と改善策の検討を行ってきた結果と考えている。 

 コントラクター部門の活動維持のため平成 12 年より始めた繁殖牛の預託（飼い賃方

式）の預託条件が厳しくなったため、18年３月に契約を解除したのも部門収支を把握し

たことによる一例である。 

 預託部門は廃止としたが、経営安定のため繁殖部門の増頭と肥育への参入による一貫

経営への取り組みを開始している。 

 ちなみに財務管理を担当する構成員は、独学で簿記を学び自らが各部門の財務管理を

行っているため総合的な経営判断が可能となり、スムーズな経営方針の決定に役立って

いる。 

 

グリーンストック八幡事業展開図 
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資材販売部門 畜産資材（屋根のスレート、スタンチョン等）の販売。 



 

5 地域農業や地域社会との協調・融和のために取り組んでいる活動内容 

 グリーンストック八幡は設立当時よりコントラクター部門を主体に、肉用牛部門の２本

柱の経営である。コントラクター事業は前身の八幡農業生産組合当時より玖珠地区を中心

に、畜産農家と水稲農家から作業受託することにより、この地区の農業経営の存続と高齢

化と労働力不足による休耕田の進行を防ぎ水田の存続に貢献している。グリーンストック

八幡の受託作業の内容は以下の通りである。 

(1) 飼料作物収穫受託作業 

 飼料作物収穫受託は水田裏作のイタリアン、転作田のスーダンの刈取・反転・集草の作

業を受託。委託者は高齢者や女性の小規模畜産農家から大規模畜産農家までと幅広い。ま

た永年牧草の収集はグリーンストック八幡設立当初からの中心的な作業で、平成15年まで

は 56ha 受託していたが平成 16 年に１牧野（11ha）の受託をやめ 45ha としたが、平成 19

年から新たに 1 牧野(10ha)の作業を受託した。45ha の永年牧草収集の作業料として 20ha

分を現物でもらい繁殖牛に給与している。また、共同牧野採草地の肥料散布、播種作業も

行っている。 

 

○過去５年間の飼料作物収穫受託推移 

  平成 14年 平成 15年 平成 16年 平成 17年 平成 18年 

刈取・反転・収集 54.9ha 35.7ha 25.0ha 30.0ha 38.0ha 

播種  8.0ha 

肥料散布 10.0ha 14.0ha 15.0ha 

永年牧草収集 56.0ha 56.0ha 45.0ha 45.0ha 45.0ha 

 

(2) 稲わら収集 

 稲わら収集は、設立当時より平成 16 年までは近隣の地区を中心に行っていた。平成 16

年に相次ぐ台風により玖珠郡内の水稲は甚大な被害を受け、肉用牛の飼料用稲わらが大幅

に不足し、県、町、農協が協力し玖珠町より50km 離れた県内随一の米・麦の産地である宇

佐平野の稲わら確保に取り組んだ。当時の収集作業をグリーンストック八幡が行い、稲わ

ら不足に悩む畜産農家へ供給し急場をしのぐことができたが、それをきっかけに、宇佐平

野での稲わら収集受託を行うようになり平成 17 年度には収集面積が前年の２倍となって

いる。18年度は玖珠管内が24ha、宇佐地区が15ha 計 39ha の収集を行い、作業は集草、梱

包をし、現場で渡す方法をとっている。稲わら入手方法は堆肥との交換と反当り4,000円

で買い上げる方法があり、玖珠管内での収集は堆肥交換、宇佐平野での収集は買い上げと

している。収集した稲わらは、１ロール(直径 130cm 重量約 120kg)3,600 円（ラップ代は別

途）で県内、県外（宮崎、鹿児島、山口）の畜産農家へ販売している。 

     

 

 



 

○過去５年間の稲わら収集推移 

  平成 14年 平成 15年 平成 16年 平成 17年 平成 18年 

稲わら収集 14.2ha 14.6ha 17.0ha 37.0ha 39.0ha 

 

(3) 稲作業受託 

 水稲作業受託は、耕起、移植、収穫、肥料散布までを受託している。稲刈りにおいては

平成１４年から比較する急激に増えているが、これは、高齢化により作業委託がふえた為

である。 

 

○過去５年間の水稲作業受託推移 

  平成 14年 平成 15年 平成 16年 平成 17年 平成 18年 

耕起 1.0ha 1.3ha 2.3ha 2.3ha 2.8ha 

移植 0.8ha 2.2ha 2.4ha 2.2ha 2.2ha 

収穫（稲刈り） 8.6ha 11.1ha 17.8ha 15.3ha 18.1ha 

肥料散布 0.2ha 0.7ha 1.4ha 0.5ha 1.0ha 

 

(4) 粗飼料販売 

 杵築市の肉用牛経営農家に阿蘇市の酪農家が生産するロールを仲介し毎月定期販売を行

っており幅広い活動をしている。 

 

6 今後の目指す方向性と課題 

 

１ コントラクター部門の方向性と課題 

(1) 多頭農家のための粗飼料確保 

 今後も肉用牛農家の多頭化・大規模化が進む中で、労働力不足により粗飼料生産がま

すます困難な状況が考えられ、良質粗飼料の需要は高まると思われる。 

 本組織においても増頭を計画しており、自給飼料の確保が課題となる。具体的な対策

として、裸地等が増え収量の低下している公共牧野を、昨年導入した不耕起播種機によ

り簡易更新を行い、牧草収量の向上を図る。 

 また、良質な国産稲わらの確保は、安全な粗飼料及び防疫面からも重要性は高まって

いる。本組織の活動は耕種農家と畜産農家の架け橋となる存在として重要な役割も担っ

ている。 

 

(2) 地域資源を活用したコントラクター事業の拡大 

 高齢化により耕作放棄地の増加が予想される中、水稲受託の拡大や耕作放棄地におけ

る放牧の実施等により地域資源を積極的に活用していくこととしているが、現状の規模

及び人員では、コントラクター部門のみでの組織運営は難しい状況にあり、部門収益性



 

を如何に高めていくかが今後の課題である。 

 本組織の代表者は「大分県コントラクター協議会」の現会長であり、これを通じて新

しい情報等を利活用して当該事業を拡大するなど、収益性を高めながら近隣のみでなく

地域を越えた活動の展開を図っていく予定である。 

 

２ 肉用牛部門の方向性と課題 

(1) 一貫経営への取り組み 

 繁殖牛の育種価を向上させるには肥育成績の分析が不可欠であるが、本年10月より代

表者の長男が社員として参画し、４人の体制がとれることとなり、肥育部門の強化を図

る計画をしている。 

 現在の飼養規模 繁殖牛 90 頭、育成４頭から、繁殖牛 100 頭、育成 20 頭、肥育 54

頭の一貫経営を目指す。 

 

(2) 繁殖成績（１年１産）の持続（継続は力） 

 グリーンストック八幡の経営理念である「牛へのストレス ゼロを目指す」を常に継続

させることで、１年１産の安定した飼養管理を実践し、継続することが所得の向上につ

ながり、安定した経営が可能となる。 
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