






経産牛1頭当たりの収入 １，１６３千円（前年比  ９６％、５５千円の減少） 

－費用 １，０７１千円（前年比１０３％、２６千円の増加） 

＝所得    ９２千円（前年比  ５３％、８１千円の減少） 
 

経産牛1頭当たりの出荷乳量８，０７６ｋｇ（前年比９７％、２３９ｋｇの減少） 

生乳販売収入１，１６３千円（前年比９７％、 ２９千円の減少） 

【分娩間隔短縮のための条件】 

・分娩後の初回授精日数の短縮（目標８０日）、 

・発情発見効率の向上（初回又は次回発情を見逃さない：目標８０％以上） 

【数値からみる高所得経営の特徴】 

・繁殖成績が優れ、体細胞数や乳成分が目標値を達成。 

・出荷乳量当たりの生産コストが低く、飼料効率が良い。（乳飼比が低い）   

・１頭当たりの出荷乳量が多く、高乳価（ペナルティー無し）で販売。 

 









１. 地域の概要
私の住む新富町は、宮崎県のほぼ中央の沿岸地帯にあり、そこを
流れる一ツ瀬川流域には水田地帯、それに連なる北部台地には畑作
地帯が広がっています。
私が所属する JA児湯管内の酪農家戸数は９戸、飼養頭数 635 頭、

１戸当たりの平均飼養頭数71頭、生乳生産量3,924tとなっています。
また、町内に航空自衛隊の新田原基地があり、基地のある町とし
て有名です。
私の農場は、一ツ瀬川をはさんで西都市内が一望できる台地にあ
り、牛舎の中は年間を通して川から心地よい風が吹いています。

２. 家族構成
我が家は父、母、妻、息子、娘の６人家族です。酪農経営
は父、母、妻、私それに従業員１人の計５人で営んでいます。
作業の分担は私が搾乳と繁殖管理等、母が牛舎の掃除、父が
堆肥管理、妻が哺乳と育成、従業員が搾乳と飼料調製給与で
す。飼料作物の作付けや収穫は私と父で行っています。

わくわくする酪農経営は
地域と共に！

九州酪農青年女性会議

本部　博久

宮崎県地図

氏名 続柄 年齢 担当区分
本 部 博 久 本人 40 搾乳、繁殖管理、飼料作物
本 部 芳 恵 妻 45 哺乳、育成、乾乳牛管理
本 部 　 昇 父 67 堆肥管理、飼料作物
本部多美子 母 64 牛舎清掃
本 部 大 樹 長男 14 牛舎清掃・子牛管理
本 部 琴 海 長女 13 牛舎清掃・子牛管理
種 田 一 八 従業員 29 搾乳、飼料調製給与



３. 就農のきっかけとその後の歩み
本部農場は昭和 38 年に祖父が乳牛２頭から始めました。その後、昭和 51 年に父が経営を引き
継ぎました。父の代で牛舎をフリーストール・パーラーにし、頭数も 120 頭にまで増頭しました。
私は、昭和 52 年に本部農場の長男として生まれました。小さい頃から牛が好きで、わくわく
しながら牛舎に行っていました。小学校５年生の時に３頭のヘリンボーンパーラーが設置されて
から、さらに足繁く牛舎に通い搾乳を手伝いました。我が家は父が労働を楽にするために、大型
トラクターの導入やパーラーの導入などの機械化を進めたこともあり、効率的な酪農経営ができ
ていました。そんな両親の姿を見て、「こんなに酪農経営は楽しく儲けられるのだから、将来絶
対酪農をしよう」と心に誓いました。
中学生になると、獣医が経営する酪農家になりたいと思い、普通科の高校に進学しました。し
かし、獣医になるには成績が足らず、方向転換して世界一の酪農家になるために、県立農業大学
校に入学しました。農大では県内各地の酪農家の後継者と友達になり、各地域のいろいろな情報
を交換しました。彼らとは現在でもよきライバル、よき友達としてつきあっています。
農大在学中に私の人生を変える出来事がありました。２年生の時の農家研修では、酪農先進地
の北海道ではなく将来の地球温暖化を見据えて、あえて南の種子島の酪農家で研修しました。当
時、県内酪農家の１戸当たり飼養頭数は 33 頭程度だったのですが、その酪農家は 200 頭規模の
３回搾乳をしていました。
私はその酪農家の経営形態に刺激を受け、「こんな酪農家になりたい！」と心から思いました。
現在、その酪農家は 400 頭規模となっており、まだまだ私の目標です。
農大は専攻科まで進学し、受精卵移植の免許を取得しました。
農大を卒業後、すぐに就農しました。私の就農を機に牛舎を増築し、増頭を図りました。そし
て更に増頭するために、公共事業を活用して牛舎を新築し、パーラーを更新しようとしていた矢
先の平成 22 年４月 20 日に口蹄疫が発生しました。



４. 口蹄疫のからの復興
口蹄疫発生の第１報が入ってもピンッと来ず、我が家には影響ない話と思っていました。町や
JA等の指導のもと、農場入り口等の石灰散布を始めました。毎日の消毒作業をしながら、いつ
かは口蹄疫は終わるのではないかと思っていましたが、私の思いとは裏腹に口蹄疫は広まってい
くばかりで、５月の連休が過ぎ爆発的な発生があった頃、我が家の近くでも口蹄疫が発生しまし
た。まさにその時、我が家は規模拡大をするため、公共事業を活用して牛舎を建て始めたところ
で、牛舎の基礎を打ったばかりでした。
ついに口蹄疫ワクチン接種による全頭殺処分が決まり、６月 17 日に 122 頭全頭殺処分されま
した。
牛のいない生活が始まりました。牛の声も聞こえず、やる気も起こらない時間がしばらく続き
ました。牛のいない牛舎があんなに怖いことを、このとき初めて知りました。それまで牛舎には
常に牛がいて、いろんな物音が当たり前のようにしていましたが、何の物音もしなくなりました。
そんな時、ちょっとでも音がするととても怖かったです。
牛がいない間、ワクチンを接種した他の農家の手伝いに行きました。そこには牛を殺処分され
て涙を流す農家、後継者もいないため年齢的に再開は難しくこのまま廃業するしかない農家など
に出会いました。再開したいと思いつつ廃業せざるを得ない農家の姿を見ていると、自分がそん
な農家の分まで酪農をしないといけないという使命感から、また牛と共に生きていきたいという
気持ちがふつふつと沸いてきました。
家に帰って妻に話をすると、妻も同じ考えだったこ
とがわかったため、８月の終息宣言後、経営再開を断
念した人の分までやることを決意し、中断していた牛
舎の工事を再開しました。
その後、万全の防疫体制を整備し、11 月１日に新
しい牛舎に牛を導入しました。被災農家の中で一番最
初の再開でした。牛がいる生活がまた始まり、忙しい
けれども楽しい時間が戻ってきました。

５. 現在の経営状況
口蹄疫で牛がいない間に牛舎が完成し、それから３年間かけて口蹄疫発生前の頭数にまで戻し
ました。新牛舎建設にあたり、ゆとりある、わくわくする経営を実現させるために、繁殖管理に
ICTを活用したり、育成牛の外部預託を行いました。
① ICTを活用した繁殖管理
以前は、繁殖状況を手書き台帳で管理していましたが、時間がかかる上、記入漏れもありま
した。
そこでパーラーを新設した際に、繁殖管理ソフトを導入し、乳量・分娩間隔・分娩予定日・
発情状況等をパソコンで管理するようにしました。
このソフトは、ミルカーと連動しているため乳量を、搾乳牛の脚に歩数計を設置しているた
め発情状況を自動で表示します。

口蹄疫後初めての導入



また、人工授精をしたときに入力すれば、次回発情予定や分娩予定日等も表示されるので、
見落としすることがありません。
現在では、人工授精したらすぐこのソフトに入力するようにしているため、このソフトを導
入してから、初回種付け日が 14 日、また、空胎日数も 16 日短くなり、わくわくする経営に近
づいてきました。
牛の更新を決める際には、繁殖管理ソフトより繁殖状況と乳量を、牛群検定成績より乳質を
調べて決めています。
また、分娩カメラも設置しました。カメラの画像はスマートフォンで見ることができます。
おかげで、夜中分娩の時も、すぐ駆けつけることができ、分娩事故を減らすことができました。

②母牛管理
母牛管理として、定期的な繁殖検診と削蹄を心が
けています。
繁殖管理ソフトデータをもとに、NOSAI による
繁殖検診を２週間おきに実施しています。
以前は月に１回実施していましたが、仕事の状況
によっては、ずらしてもらうこともあり、定期的な
検診ができない時もありました。そこで、検診日を
決め確実な検診と治療を実施しています。
また、削蹄も口蹄疫前は、伸びた時に削蹄師に連
絡していました。しかし、蹄病が多くなると削蹄師が対応できませんでした。そこで、口蹄疫
以降は削蹄業者と契約し、年に３回削蹄しています。
経費はかかりますが、蹄病の早期発見に繋がる、発情の様子が明確になる、飼料摂取量が増
加した分乳量も増えるなどし、経営状況も良くなりました。

③育成牛預託による経営の分業化
飼養頭数が多くなると、育成牛に手がかかり、全くゆとりのない経営になります。
そこで、育成牛を気候が冷涼な北海道に預けることにしました。現在では生後８ヶ月くらい
から北海道で育成し、９割程度の牛が和牛ETの初妊牛として我が家に帰ってきます。
育成牛の管理がなくなったため、飼養管理がずいぶん楽になりました。

④受精卵移植を活用した経営の向上
もともと、夏場の受胎率向上を目的として、チルド卵の受精卵移植をしていました。それま
では、夏場の人工授精による受胎率は 20%を下回っていましたが、受精卵移植では成績を伸
ばし 40%程の結果となりました。
受精卵移植でよい結果を出しましたが、全国的に和牛子牛価格が高騰し、和牛受精卵の引き
合いが強まり、希望する、優れた血統の卵が手に入らなくなりました。
そのような中で、管内の肥育農家から地元産の肥育素牛が不足して困っているから、酪農家

削蹄の様子



も協力してもらえないかと相談がありました。
口蹄疫以降、この地域は酪農家のみならず、肉用
牛農家の戸数も減少しました。その後も高齢化に伴
い、徐々に減少しています。
地域繁殖農家の優秀な黒毛和種雌牛から採卵し、
乳牛に移植、生まれた子牛を地域に還元すれば地域
の畜産農家全体が潤います。また、和牛子牛は高値
で取引されているので、酪農家の所得向上にもつな
がります。そこで、酪農家及び肥育農家と話し合い
を行い、お互いの所得向上を目的として、平成 28 年に「JA児湯酪農受精卵協議会」を発足さ
せ、初代会長となりました。この協議会では地域の酪農家・繁殖農家・肥育農家・JA・移植師・
NOSAI がチームを組んで、同期化・採卵・移植をしています。
受精卵移植で生まれた子牛は生後 120 日以内で地元児湯畜連の「酪農家和牛ETスモール牛
セリ市」に上場しています。このセリ市は、受精卵移植を実施している地元酪農家から「子牛
セリ市に出荷できる９ヶ月令まで飼養するとなると場所と人手が余計にかかるため、早めに出
荷したい」という要望と、肥育農家の「なるべく若くで導入し、早く肥育を開始して出荷した
い」との要望を受けて開催されています。
これまで、協議会に参加している酪農家はこのセリ市に 147 頭出荷していますが、そのうち
地元肥育農家が 130 頭（88.4%）を購入しています。このセリ市は地元農家の購買者が多く、
酪農家は所得向上につながり、肥育農家はニーズにあった和牛子牛を手に入れることができ、
お互いの期待に見合った場となっています。

受精卵移植の様子

酪農家和牛ETスモール牛セリ市 黒毛和種子牛の頭数・価格

⑤子牛の下痢対策
受精卵移植を進めると共に問題になったのが、子牛の下痢です。以前は、ホルスタインの雄
牛は１ヶ月程度でセリ市に出荷しており、農場にはホルスタインの雌子牛のみがいたので管理
が行き届いていました。しかし、黒毛和種の子牛が３ヶ月までいる関係で、子牛を管理する場
所も不足し、一度下痢が発生すると次々と他の子牛にまで広がっていきました。
哺育育成は妻の仕事ですが、飼養管理に下痢の治療が加わり全くゆとりのない生活となって



いました。
そこで、獣医のすすめで母牛の胃汁移植を始めま
した。これは反芻している母牛から飼料を横取りし
て、絞った汁を子牛に飲ませることです。胃汁移植
をすることで、ルーメン内の pHと菌そうを安定さ
せ、飼料の消化が良くなります。この作業は大変手
間がかかりますが、子牛が下痢をしなくなったため
治療の時間が不要になりました。また、子牛が丈夫
に育つことから、高値で取引されるようになりました。

６. 理解醸成活動
酪農教育ファーム認定牧場であり、毎年地域の保育園生、小学生を対象に体験学習を行ってい
ます。搾乳や哺育作業を体験してもらう他にも、バターやアイスクリーム作りを行って、子供達
がわくわく楽しく学べるように工夫して行っています。
また、保護者の方達にも乳和食の試食をしてもらったりと、子供だけでなく大人の方達にも、
わくわくする活動を行っています。

７. 今後の経営について
現在の経産牛頭数は 130 頭ですが、これを平成 31
年度には 250 頭まで規模拡大する予定です。具体的に
は、120 頭規模の次世代閉鎖型牛舎を建設し、搾乳ロ
ボット及び哺乳ロボットを導入する計画です。規模拡
大に伴い、飼料確保および糞尿処理が課題となります
が、我が家では地域で検討されているTMRセンター
やバイオガスプラントの建設計画への参加も想定しな
がら安定した経営を目指したいと思います。
また、今後の規模拡大を見据えて、平成 30 年に法
人化を行いました。法人化することで、経営の明確化
と地域のリーダーとしての役割を果たしていきたいと
思っています。
父が祖父から経営を引き継いで約 40 年が経ち、新
牛舎が完成したのちには、父から私に経営をバトン
タッチする予定です。そのために、地域の酪農後継者
が集まって経営継承に向けた勉強会「楽酪勉強会」を
行っています。
経営についてはいままで全く携わってこなかったの
で、正直難しい内容ですが、仲間と共に切磋琢磨しながら勉強している最中です。
また、県が主催する「次世代農業リーダー養成塾」にも参加し、自身の経営発展とともに、地

胃汁移植の様子

「楽酪勉強会」の様子

次世代農業リーダー養成塾での発表



域の発展を考えるリーダーとなるべく勉強をしてきたところです。
規模拡大をし、法人化することで、今まで以上に安定した酪農経営をすることが出来ます。さ
らに今後は酪農家への育成牛の供給も視野に入れています。現在地域の酪農家は主に北海道から
初妊牛を導入しています。しかし、北海道市場での初妊牛価格は高くなる一方です。また北海道
から導入するとなると運賃も高くかかります。
我が家で育成された初妊牛を、地域の酪農家へ販売することにより経営の一助となると共に、
地域においては、出生農場の明らかとなった初妊牛を安くで手に入れることができるようになる
など、お互いにwin × win の関係を築くことができるようになると思います。
私が次世代農業リーダー塾で発表した経営理念は「地域・社会に貢献できる循環型農業の実現」
です。
増頭することでまず経営を安定させ、黒毛和種子牛、育成牛の地元販売、TMRセンターやバ
イオガスプラントを活用することによる地域貢献等を念頭に、将来は 1000 頭規模のメガファー
ムにして、地域全体の酪農・肉用牛の飼養頭数を増加させ、経営理念の達成を目指していきたい
と思っています。
『わくわくする酪農経営は「あなた」の地域と共に！』あります。














