
経営条件を活かした肉用牛から経営条件を活かした肉用牛から

６次産業への展開６次産業への展開

〔〔肉用牛を基盤とした農家レストランなどの取組肉用牛を基盤とした農家レストランなどの取組〕〕

大分県玖珠郡九重町大分県玖珠郡九重町 鷲頭栄治鷲頭栄治



地域の概要地域の概要

九重町は大分県の西部、九州の屋根といわれる九重連山九重町は大分県の西部、九州の屋根といわれる九重連山
の北側に位置し、東は湯布院、北西は玖珠町、南西は熊の北側に位置し、東は湯布院、北西は玖珠町、南西は熊
本県小国町と接し、高原と温泉の本県小国町と接し、高原と温泉の町で、当牧場の町で、当牧場のある飯ある飯
田地域は九重町の南東部、標高田地域は九重町の南東部、標高900900ｍｍ位置し位置し飯田高原と飯田高原と
九酔渓という紅葉の景勝地と、高さ・長さが日本一で多九酔渓という紅葉の景勝地と、高さ・長さが日本一で多
くの観光客で賑わう「九重くの観光客で賑わう「九重““夢夢””大吊橋」大吊橋」が近隣にありまが近隣にありま

すす。。 気候は気候は内陸性の高原特有の気候で、夏の最高気温内陸性の高原特有の気候で、夏の最高気温
はは3030℃℃にもなり、冬季の寒さはとても厳しく最低気温にもなり、冬季の寒さはとても厳しく最低気温
はは--1010℃℃にもなり、初霜はにもなり、初霜は1010月中旬、遅霜も月中旬、遅霜も44月下旬ま月下旬ま
でと降霜期間が長く、でと降霜期間が長く、11～～22月に雪が多く年によっては月に雪が多く年によっては
一週間以上の積雪が続くこと一週間以上の積雪が続くこともあるもある。。

◇九重◇九重町の農業産出額町の農業産出額（（平成平成11８８年度年度））4646億億11千万円千万円
◇◇畜産畜産産出額：産出額：1919億億33千万円千万円、農業産出額の、農業産出額の4141％％を占める。を占める。
◇◇肉用牛肉用牛産出額：産出額：1010億億99千万円千万円、、畜産畜産産出額産出額5656%%を占める。を占める。
◇◇肉用牛飼養戸数肉用牛飼養戸数：：252252戸戸
◇飼養頭数：◇飼養頭数：4,6104,610頭、頭、大分県の７大分県の７..22％を占め％を占めるる。。

九重九重““夢夢””大吊橋大吊橋



経営の概況経営の概況

父（父（8484才才)) 母（母（8484才才))

本人（本人（5656才才)) 妻（妻（5656才才))

長男（長男（3131才才)) 嫁（嫁（3131才才)) 長女（長女（2929才才)) 二女（二女（2727才才))

孫（孫（44才才)) 孫（孫（11才才))

◆家族構成◆家族構成



経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容

◆経営理念◆経営理念

★労働配分と危機分散★★労働配分と危機分散★

★★ 66 次 産 業 の 実 践 ★次 産 業 の 実 践 ★

鷲頭牧場鷲頭牧場

肉用牛部門肉用牛部門
（本人、妻、長男）（本人、妻、長男）

水稲部門水稲部門
（本人、妻、長男）（本人、妻、長男）

花卉部門花卉部門
（本人、妻、長男）（本人、妻、長男）

レストラン部門レストラン部門
（長女、二女）（長女、二女）



経営の概況経営の概況
◆過去５年間の繁殖雌牛◆過去５年間の繁殖雌牛､､子牛出荷頭数の推移子牛出荷頭数の推移
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経営の概況経営の概況

◆過去５年間の売上高の推移◆過去５年間の売上高の推移
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（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

全部門売上高全部門売上高

88,67788,677,845,845円円

肉用牛売上高肉用牛売上高
38,09138,091,875,875円円

4040頭規模牛舎（平成頭規模牛舎（平成1818年）年）



経営の推移経営の推移

父親より経営移譲を受ける父親より経営移譲を受ける平成元年平成元年

花卉（ユリ）部門導入花卉（ユリ）部門導入平 成平 成 99 年年

レストラン「べべんこ」オープンレストラン「べべんこ」オープン平成平成1515年年

農業に従事農業に従事

結婚結婚

牧草との輪作でキャベツ、大根作付開始牧草との輪作でキャベツ、大根作付開始

ﾀｲﾄﾍﾞｰﾗｰ体系を導入ﾀｲﾄﾍﾞｰﾗｰ体系を導入

畜産婦人部増頭補助により畜舎増築畜産婦人部増頭補助により畜舎増築

3030頭規模の畜舎を建設頭規模の畜舎を建設

ﾛｰﾙﾍﾞｰﾙ体系に転換ﾛｰﾙﾍﾞｰﾙ体系に転換

逐次増頭を図る逐次増頭を図る

長男、大学卒業と同時に就農長男、大学卒業と同時に就農

1515頭規模のハウス畜舎を新築頭規模のハウス畜舎を新築

堆肥舎を建設堆肥舎を建設

肥育（若齢）を開始する。肥育（若齢）を開始する。

豚舎を改造した豚舎を改造した4040頭規模の畜舎を建設頭規模の畜舎を建設

4040頭規模の牛舎新築頭規模の牛舎新築

繁殖管理システム牛歩を導入繁殖管理システム牛歩を導入

経営・活動の内容経営・活動の内容年年 次次

昭和昭和4545年年

昭和昭和5050年年

昭和昭和5454年年

昭和昭和5555年年

昭和昭和5656年年

平 成平 成 22 年年

平 成平 成 66 年年

平成平成1111年年

平成平成1313年年

平成平成1414年年

平成平成1818年年

平成平成2020年年

4040頭規模牛舎（平成頭規模牛舎（平成1818年）年）

牛肉輸入自由化を契機に多頭化を決意牛肉輸入自由化を契機に多頭化を決意平成３年平成３年



経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容

◆肉用牛部門◆肉用牛部門

3030頭規模牛舎（平成２年）頭規模牛舎（平成２年）

売上高売上高

38,091,875 38,091,875 円円

所得所得
1212,,623,610623,610円円

●●昭和３８年、父の代に昭和３８年、父の代に畜産に足を踏み入れる畜産に足を踏み入れる

★所得：★所得：12,623,610 12,623,610 円円

（単位：千円）（単位：千円）（単位：千円）

売上売上

所得所得
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★売上高：★売上高：38,091,875 38,091,875 円円

★母牛１頭当たりの所得：★母牛１頭当たりの所得：124,126 124,126 円円 ★所得率：★所得率：3939.2%.2%

●平成１９年実績●平成１９年実績



経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容
◆肉用牛部門◆肉用牛部門

ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ･ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ混播ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ･ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ混播(16ha)(16ha)、ﾘｰﾄﾞｷｬﾝﾘｰ、ﾘｰﾄﾞｷｬﾝﾘｰ(2ha)(2ha)○永年牧草地○永年牧草地 18ha18ha

○稲ワラ○稲ワラ 14.5ha14.5ha 自家生産自家生産6.5ha6.5ha、堆肥交換、堆肥交換8ha8ha

ﾗｲ麦ﾗｲ麦○水田裏○水田裏 2ha2ha

●●自給飼料生産自給飼料生産

★粗飼料自給率★粗飼料自給率：：99２２.5%.5%

★購入飼料費★購入飼料費：：母牛母牛11頭当たり頭当たり83,85583,855円円

永年牧草地永年牧草地



経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容
◆肉用牛部門◆肉用牛部門

●放牧による労働力の削減と低コスト生産●放牧による労働力の削減と低コスト生産

★飼養頭数の★飼養頭数の46%46%にあたる頭数をにあたる頭数を55月から月から1111月の間放牧月の間放牧

共同牧野『飯田東部牧野』共同牧野『飯田東部牧野』5050ヘクタールヘクタール

無家畜農家が入会権を持つ未利用放牧地４０ヘクタール無家畜農家が入会権を持つ未利用放牧地４０ヘクタール

石の塔放牧場石の塔放牧場



経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容
◆肉用牛部門◆肉用牛部門

★発情発見システム（牛歩システム）の導入★発情発見システム（牛歩システム）の導入

●●安定した１年１産に向けて安定した１年１産に向けて

発情発見システム発情発見システム







◆肉用牛部門◆肉用牛部門

平成平成1313年よりレストラン部門へ豊後牛を供給するため肥育を開始。年よりレストラン部門へ豊後牛を供給するため肥育を開始。

●●消費者に顔の見える畜産経営消費者に顔の見える畜産経営

★肥育の開始★肥育の開始

経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容

豚舎改造牛舎豚舎改造牛舎（平成（平成1144年年建設）建設）



農家レストラン農家レストラン 『『べべんこべべんこ』』

経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容
◆レストラン部門◆レストラン部門

●●消費者に本物の味を届ける農家レストラン消費者に本物の味を届ける農家レストラン 『『べべんこべべんこ』』

平成９年、東京大学の今村奈良臣先生の講演を聞いた事が平成９年、東京大学の今村奈良臣先生の講演を聞いた事が

オープンするきっかけとなるオープンするきっかけとなる

２１世紀は２１世紀は農業の時代農業の時代だ！だ！

農業は農業は第６次産業第６次産業の時代だ！の時代だ！



経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容

農家レストラン農家レストラン 『『べべんこべべんこ』』

●●消費者に本物の味を届ける農家レストラン消費者に本物の味を届ける農家レストラン 『『べべんこべべんこ』』

★★平成平成1515年年44月月2121日にオープン日にオープン

★★「地産地消」として顔の見える農家レストラン「地産地消」として顔の見える農家レストラン
http://http://www.eaglefarm.net/bebenko/inform.htmlwww.eaglefarm.net/bebenko/inform.html

◆レストラン部門◆レストラン部門



農家レストラン農家レストラン 『『べべんこべべんこ』』

経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容
◆レストラン部門◆レストラン部門
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（単位（単位::千円）千円）

★売上高：★売上高：38,344,25638,344,256円円

★来客数：★来客数：34,72734,727人人

★客単価：★客単価：1,1041,104円円

●過去●過去55年間のレストラン売上高推移年間のレストラン売上高推移



経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容

★★『『べべんこべべんこ』』はは我が家を支えている子牛たちを思い名付け我が家を支えている子牛たちを思い名付けるる

農家レストラン農家レストラン 『『べべんこべべんこ』』

◆レストラン部門◆レストラン部門

●●農家レストランの運営農家レストランの運営

★当時★当時会社勤務をしていた長女・次女会社勤務をしていた長女・次女を説得を説得レレ２人に運営を任せる２人に運営を任せる

★ロ★ロゴもこの九重連山とそれにたなびく綺麗な雲をイメージゴもこの九重連山とそれにたなびく綺麗な雲をイメージ



経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容
◆花卉部門◆花卉部門

オリエンタルユリオリエンタルユリ

●オリエンタルユリの栽培●オリエンタルユリの栽培

平成９年に野菜から短期間で所得向上が図れるオリエンタルユリの生産に切り替える平成９年に野菜から短期間で所得向上が図れるオリエンタルユリの生産に切り替える

市場価格が安値安定に向かったことと、レストラン部門が軌道に乗ってきたことから市場価格が安値安定に向かったことと、レストラン部門が軌道に乗ってきたことから
レストランに力をシフトレストランに力をシフト



経営･生産活動の内容経営･生産活動の内容
◆水稲部門◆水稲部門

特別栽培米特別栽培米

★コシヒカリの特別米★コシヒカリの特別米650a650a作付け作付け

★稲ワラはロールにして肉用牛部門に供給★稲ワラはロールにして肉用牛部門に供給

★生産された米の２割はレストラン部門に販売★生産された米の２割はレストラン部門に販売
残りは農協に出荷残りは農協に出荷



★妻★妻
・農協女性部長・農協女性部長

・大分県男女共同参画審議会委員・大分県男女共同参画審議会委員

・畜産女性ネット組織「“・畜産女性ネット組織「“ ゆめゆめ ネットネット おおいたおおいた ”」会員”」会員 他他

★長男★長男
・・地域の繁殖経営の後継者グループ「カフライフ」初代会長地域の繁殖経営の後継者グループ「カフライフ」初代会長

・・県全域の畜産男性ネットワーク「大分畜産Ｎｅｔ“鼓動”」役員県全域の畜産男性ネットワーク「大分畜産Ｎｅｔ“鼓動”」役員 他他

★本人★本人
・地元農協理事（平成元年～平成・地元農協理事（平成元年～平成1212年）年）

・農業委員（・農業委員（ 平成平成1010年～平成年～平成1313年、１期３年）年、１期３年）

・畜産振興会役員・畜産振興会役員

・土地改良区理事（現在２回目で現職）・土地改良区理事（現在２回目で現職） 他他

◆畜産振興への貢献◆畜産振興への貢献

地域農業や地域社会との調和・融和のために取り組地域農業や地域社会との調和・融和のために取り組
んでいる活動内容んでいる活動内容



農泊研修農泊研修

地域農業や地域社会との調和・融和のために取り組地域農業や地域社会との調和・融和のために取り組
んでいる活動内容んでいる活動内容

◆農泊体験による担い手育成◆農泊体験による担い手育成

★★「「九重町九重町グリーンツーリズム研究会」立ち上げ交流活動グリーンツーリズム研究会」立ち上げ交流活動を実施を実施

★研修生は延べ５００名ほど★研修生は延べ５００名ほど

★小学生から大学生に体験学習の場などを提供★小学生から大学生に体験学習の場などを提供



地域農業や地域社会との調和・融和のために取り組地域農業や地域社会との調和・融和のために取り組
んでいる活動内容んでいる活動内容

◆◆レストランレストランを通してを通して消費者や地域とのふれあい消費者や地域とのふれあい

★★毎年、感謝祭とイベントを用意し毎年、感謝祭とイベントを用意し消費者消費者との交流を図るとの交流を図る

★★情報発信する場として積極的に活動情報発信する場として積極的に活動



◆所得向上のための肉用牛部門の拡大◆所得向上のための肉用牛部門の拡大

★★現在の現在の１１..５５倍の１５０頭規模まで拡大倍の１５０頭規模まで拡大

★★放牧体制放牧体制の整備の整備

★★一貫経営一貫経営の確立の確立

★★安全・安心な肉を直接消費者に販売安全・安心な肉を直接消費者に販売

今後の目指す方向性と課題今後の目指す方向性と課題



ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました


