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経営管理・生産技術の特色

株式会社なごみ農産のある天童市は、雪国

といわれる山形県の中では積雪が少なく、自

然的に恵まれた地域となっている。

農業の部門別構成をみると、果樹が 1,234 戸

（85.4％）で最も多く、次いで稲作が 175 戸

（12.1％）、畜産 30 戸（2.1％）となっており、

さくらんぼ及びラ・フランス（西洋梨）等の果

樹が盛んな地域である。

畜産は乳用牛、肉用牛、養豚、養鶏（採卵鶏）

の４部門で構成されており、肉用牛戸数は 12

戸で減少傾向にあるが、飼養頭数は増加してお

り、1 戸当たりの飼養規模が拡大傾向にある。

矢野仁氏は昭和 56 年に 19 歳で就農し、当

初は 70 頭規模の肥育経営であったが、牛肉・

オレンジ輸入自由化やガットウルグアイラウ

ンドでの牛肉の自由化の影響を感じるように

なり肥育農家として生き残るためには、品質

の良い肉を生産し、大規模化により所得向上

を目指すことが重要と考えた。このため、県

単事業の活用や自己資金により徐々に規模を

拡大し、平成 23 年に肥育牛を現在の 800頭規

模に拡大した。

規模の大幅な拡大に伴い、これまで以上に
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(写真 1)なごみ農産の社員

雇用の確保及び資金繰りが重要になってくる

ことや、また、更なる規模拡大や将来の夢で

ある直営精肉店の開設も想定し法人化に着手

し、平成 20年に「(株)和(なごみ)農産」を設

立した(令和２年に「(株)なごみ農産」に社名

変更)。社名の「和」の文字には、団結、協調

を表し、人と人とのつながりを大切にし、地

域の理解と共生を図りながら規模拡大をめざ

す矢野社長の思いが込められている。

【繁殖部門の導入】

全国的に繁殖農家の高齢化等に伴う戸数の

減少や口蹄疫の発生等により繁殖頭数が減少

し、一方、肥育農家の規模拡大が進み素牛の

需給バランスが崩れ、素牛価格が高騰した。

このため、素牛の自家生産の取組みが必要

との考えから、平成 23 年に県外の繁殖農家４

安全で美味しい国産飼料１００％の牛肉で地域を活性化

－地域農家・企業と共に育つ「和の奏（なごみのかなで）」ブランド－

株式会社 なごみ農産（肉用牛肥育経営・山形県天童市）

地域の概要

経営・活動の推移

年次 作目構成 飼養頭数 県産飼料利用面積 経営・活動の内容

昭和56年～

平成18年
肥育牛 70頭→400頭 ・稲わら収集5ha→10ha

・矢野仁氏19歳で就農

・自己資金及び県単事業により肥育規模拡大

平成20年 肥育牛 400頭 ・稲わら収集10ha ・「株式会社和農産」を設立し法人化。矢野仁氏が代表取締役就任

平成22年 肥育牛 700頭 ・稲わら収集15ha ・県単事業により肥育規模拡大

肥育牛 800頭

繁殖雌牛 300頭(委託)

肥育牛 800頭

繁殖雌牛 300頭(委託)

肥育牛 800頭

繁殖雌牛 300頭(委託)

肥育牛 800頭

繁殖雌牛 300頭(委託)

肥育牛 800頭

繁殖雌牛 300頭(委託)

肥育牛 800頭

繁殖雌牛 300頭(委託)

肥育牛 800頭

繁殖雌牛 300頭(委託)

肥育牛 800頭

繁殖雌牛 400頭(委託)

平成23年

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

令和元年

令和２年

・稲わら収集30ha

・稲わら収集35ha

・飼料用米3ha

・稲わら収集35ha

・飼料用米31ha

・稲わら収集40ha

・飼料用米41ha

・稲わら収集45ha

・飼料用米55ha

・稲わら収集50ha

・飼料用米56ha

・子実用とうもろこし3ha

・稲わら収集60ha

・飼料用米60ha

・子実用とうもろこし13ha

・稲わら収集60ha

・飼料用米71ha

・子実用とうもろこし26ha

・耕作放棄地を活用し、国庫事業により食肉加工施設(a so bo)及び地域住民の憩いの場を整備

・籾米サイレージ調製に東北農研開発のフレコンラップ法を導入

・「株式会社なごみ農産」に社名変更

・雪害により飼料庫倒壊

・ET用F1雌を含め、繁殖部門拡大(委託農場1戸増)

・自己資金により肥育規模拡大

・県外委託農場４戸と連携し繁殖部門導入

・天童地区飼料用米需給マッチング協議会設立し、地元産飼料用米確保体制を構築

・地元産籾米サイレージ調製開始

・国産原料100％飼料給与開始

・天童地区国産飼料クラスター協議会設立し、国産飼料100％原料確保体制を構築

・国庫事業により飼料調製保管施設整備

・TMRによる国産原料100％飼料給与開始

・自社ブランド「和の奏」の商標を登録

・直営精肉店「eat Meat(ｲｰﾄﾐｰﾄ)」を開店し、自社ブランド「和の奏(なごみのかなで)をインター

ネットと同時に販売開始

・山形県ベストアグリ賞(農林水産大臣賞)受賞

・肥育牛全頭へ国産原料100％飼料を給与

・直営精肉店が山形エクセレントデザイン賞受賞

・農場HACCP認証取得(第197号、牛(肉用))

・県産子実用とうもろこしの利用開始

・国産原料100％飼料給与による肥育技術で特許を取得
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戸(後に５戸に増)と委託契約し、繁殖部門を

導入した。素牛導入頭数の約 22％を委託農家

の子牛で賄うことができたことで、全国平均

子牛価格の約 53％に低減され、素牛価格高騰

の影響緩和につながっている。

【国産飼料100％給与による肥育の取組み】

肥育経営では飼料費は生産コストの大きな

割合を占めるが、原料のほとんどが輸入であ

るため生産国の作柄、為替変動等により価格

が大きく変動することが経営上の大きな課題

となっていた。また、配合飼料価格が高騰す

る中、今後も素牛や飼料価格上昇が続けば日

本固有品種である和牛牛肉の価格が高騰し消

費者の手に届かなくなることが懸念された。

一方、主食用米の在庫過剰による米価の下

落を受け、政府では飼料用米の生産拡大に舵

を切ったことを飼料費の削減のチャンスと捉

え、安心でおいしい牛肉を相場に影響されな

い一定価格で消費者に届けたいという思いで

国産飼料 100％によるこだわりの肉づくりに

挑戦することにした。

平成 26 年に国のソフト事業を活用し、県関

係機関、県畜産研究所、家畜診療所等の指導

及び協力を得て原料の安定確保、飼料の品質

の向上及び低価格化の取組み、また、肉質及

び枝肉重量の向上に関する実証試験を行い、

実用化の手ごたえを得ることができた。そこ

で、平成 27 年からＴＭＲによる国産飼料

100％給与での肥育を開始した。

平成 29 年からは肥育牛全頭で素牛導入時か

ら出荷まで国産飼料 100％による肥育を開始

し、平成 30 年にこの技術で特許を取得した。

【耕畜連携による国産飼料原料の確保】

国産飼料原料の安定確保及び低コスト化を

図るため、地域の農家や企業と連携した飼料

原料の生産・供給体制を構築する必要がある

と考え、平成 26 年に「天童地区飼料用米需給

マッチング協議会」を設立し、地域産籾米サ

イレージ(ＳＧＳ)を製造開始した。

(図 1)天童地区国産飼料クラスター協議会の構成

また、27 年には、前述の協議会を発展的に

改組し「天童地区国産飼料クラスター協議

会」を設立した。

地元の耕種農家等 37 戸、関係企業 12 団体と

構築を図り、11 種類の原料(平成 30 年から子

実用とうもろこしを追加)の調達、加工、流通

先を確保するとともに、飼料調製保管庫及び

TMR調製機械を整備しＴＭＲによる国産飼料

100％での給与体制を整えた。

【飼料製造コストの削減と飼料品質の改善】

原料価格が安い飼料用米を最大限に活用す

るため、課題となるルーメンアシドーシスを

防止対策として、加工調製法が異なり消化ス

ピードに差がある飼料として、まだ十分な実

績のなかった圧ぺん籾米、玄米及びペレット

を地域の企業等と連携して製造をしてもらい

飼料用米の多給(約 45％)を可能とした。

また、国産飼料 100％の製造 kg単価につい

ては、常に改善を図ることで年々低減させ、

市販配合飼料価格の半分以下となっており、

ＴＤＮ自給率は約 69％と高く、経営の体質強

化につながっている。

(表２)飼料㎏当たり製造単価の推移(単位：％)

  区 分 H29 H30 R1 R2
なごみ農産 51.8 49.6 48.1 47.1
市販配合飼料※ 100 100 100 100

※農業物価統計調査：肉用牛肥育用

また、肥育前期の増体及び肉質の改善を図

るため、飼料用米の一部を圧ぺんとうもろこ

しに代替えする試験を行い、良い成績が得ら

れたことから令和２年から子実用とうもろこ

し生産を県内の法人に委託し、飼料用米の一

部を圧ぺん加工したとうもろこしに見直して

いる。
(表３)子実用とうもろこし代替えによる枝肉成績(単位：%)
  区 分 枝肉重

量(kg)

枝肉単価

(円/kg)

枝肉価格

(円/kg)

上物

率(%)

従来の飼料 100 100 100 56

50％代替え 107 109 116 100
100％代替え 106 108 114 78
※飼料用米を子実用とうもろこしに 50％、100％に代替え、

上物率以外は従来の飼料を 100 とした場合の比較

【飼料製造及び給与作業の省力化】

従来のＳＧＳ調製法は、内袋入りのフレコ

ンバッグに粉砕した籾米を投入後、掃除機で

脱気し内袋上部を紐で縛り密封していた。こ

の方法は社員にとっては大変な疲労を伴うも

のであったので、もっと効率の良い調製法と

して、農研機構東北研究センターと県畜産研

究所と連携し、ラッピングマシンで密封を行

う「フレコンラップ法」を導入した。これに

より、作業が軽減し、内袋を使わないことに

より資材費も約１割削減できた。
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  (写真２)ＳＧＳ調製方法の改善

従来の飼料給与方法は、10 種類の飼料をそ

れぞれ飼料運搬車に

載せて、一牛房ずつ

社員がスコップや手

で給与していたが、

平成 27 年にＴＭＲ調

製機械を導入し、Ｔ

ＭＲ方式に変更した

ことで牛の選び食い (写真 3)TMR 調製機械

や残飼がなくなり、増体効果につながり、給

与労力の大幅な軽減が図られた。    

【自社ブランド「和の奏」の商標登録】

国産飼料 100％で肥育したこだわりの牛肉

を多くの人に知ってもらうため、自社で設定

した基準をクリアしたものを「和の奏(なごみ

のかなで)」と命名して商標登録し、自社ブラ

ンドとして販売している。名称には、オーケ

ストラが奏でる交響曲のように地域の農家等

と共に生産した牛肉との思いが込められてい

る。また、「和の奏」以外の牛肉は地域ブラン

ド「天童牛」として販売している。

(表４)自社ブランド「和の奏」の認定基準

区 分    ブランド認定基準

和の奏

国産飼料 100％で素牛導入時から一般肥育

より長い 980日以上肥育した牛で、社長が

肉質が特に良好と判断した黒毛和牛牛肉

天童牛 国産飼料 100％で肥育した「和の奏」

以外の黒毛和牛牛肉

(写真４)自社ブランド      （写真５）「和の奏」の商

「和の奏」              標登録証  

【農場 HACCP による安全安心な牛肉生産】

平成 30 年に農場ＨＡＣＣＰ認証を取得し、

ＨＡＣＣＰ手法による牛の病気・事故の予防

及び未然対策を行っている。また、飼料原料

は約８割を地域産主体に調達し、製造までの

全工程で衛生管理を徹底している。

さらに、牛舎飼養規模 800 頭(最大 900 頭可

能)に対し、700 頭の飼養頭数に抑え、ビタミ

ンコントロールを行わず、牛の健康や消費者

の赤肉嗜好に合わせた取組みを行っている。

このように、飼料原料の入荷から肥育牛の

出荷・牛肉の販売までトレースできる安全で

健康な肥育牛を生産し、消費者から安心して

らえる牛肉及び加工品の製造を行っている。

【６次産業化の取組み】

「国産飼料 100％給与のこだわりを持って肥

育した日本固有品種の黒毛和牛を消費者に食

べてもらいたい、直接届けたいという思いか

ら平成 28年に念願の直営精肉店を出店し、同

時にインターネットでの販売(以下「ネット販

売」という)も開始した。店名は、こだわりの

牛肉をたくさん食べて欲しいとの願いを込め

て「eat M eat(イート ミート)」とした。

(写真６)直営

精肉店と販売精肉

また、令和元年に食肉加工施設を整備し、

ハンバーグ及びメンチカツ等の加工品を製造

し、加工品は直営精肉店舗やネット販売に留

まらずケータリングカー(移動販売車)を用い

て、道の駅等で積極的に販売している。

さらに、施設一帯を「a so bo(あそぼ）」と

名付けて、各種イベントを実施している。

(写真７)食肉加工施設「a so bo (あそぼ)」 (写真８)移動販売車

【新型コロナに影響されない経営】

令和２年は新型コロナウイルス感染症(以下

「新型コロナ」という)拡大の影響により大幅

に消費が落ち込み枝肉価格が下落し、肥育部

門は赤字となった。また、豪雪により新築し

た飼料庫の倒壊の自然災害があった。

しかし、国産飼料 100％牛肉というブラン

ド力や直営精肉店や食肉加工施設による６次
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産業、特に、ネット販売の強化により、巣ご

もり及び贈答需要の増加もあり、６次産業部

門の販売収入が前年比 2.8 倍、経営全体の販

売収入の約４割まで拡大し新型コロナの発生

前以上の経営実績を上げることができた。

【細霧システムを用いた畜舎の暑熱対策】

夏の暑熱ストレスに

よる肥育牛の食欲減退

を防ぐため、細霧(ミ

スト)システムを設置

し、気化熱により畜舎

内の気温を下げるとと

もに、大型扇風機との

相乗効果により牛が快

適に過ごせるように対

策を講じている。   (写真９)細霧システム

【耕種農家に喜ばれる良質堆肥の生産】

家畜排せつ物には発酵促進剤として地元の

精油会社の廃白土を添加、その後、縦型ドリ

ル式撹拌機付の堆肥舎に移動し、床下から送

風しながら約１カ

月以上撹拌・発酵

させ、サラサラで

均一な完熟堆肥を

製造している。稲

作及び果樹農家等

から喜ばれる良質  (写真10)撹拌機付堆肥舎

な堆肥となっており、製造した堆肥は全て水

田ほ場等に還元している。

      

【地域の協力で誕生した牛肉を販売】

地域の方々等の協力で誕生した「国産飼料

100％で肥育した日本固有品種の黒毛和牛を食

べてもらいたい」との思いから、飼料価格が

市販飼料価格より低コストであることの利点

を活かして、地域ブランド「天童牛」を枝肉

相場等に関係なくの影響を受けずに、購入し

やすい常に一定の低価格での販売を通じて地

域の方々等に対し感謝の気持ちと共に還元し

ている。

【耕畜連携による循環型農業の推進】

飼料用米及び稲わらを提供してもらって

いる稲作農家の水田約 60㏊には堆肥をマニュ

アスプレッダで散布(堆肥込み 3,000 円

/3.5t・台)し、循環型農業を実践している。  

また、地域特産物のさくらんぼやラ・フラ

ンスを栽培している果樹園約 30 ㏊に堆肥を運

搬販売するともに、県花である紅花を振興す

る団体や地元小学校へ堆肥を無償提供し地域

の果樹園等の土づくりにも貢献している。

さらに、堆肥詰め放

題(200 円/38L・袋)は

大勢の人から購入して

もらっており、地域住

民の家庭菜園等に利用

されている。     (写真 11)堆肥詰め放題

【地域経済に対する貢献】

国産飼料 100％飼料の主な原料である飼料

用米及び稲わら等の調達先は、地元が約８割で、

その他、企業から排出される酒粕・脱脂米ぬか

等の未利用資源を有効活用している。

これにより、地域の耕種農家及び企業の収益

及び食料自給率の向上にもつながる共に WIN-

WIN となる新ビジネスの確立を通じて地域経

済に貢献している。

【耕作放棄地の有効活用の取組み】

令和元年に地域の耕作放棄地１ha(所有者８

戸)を開拓し、一帯を「a so bo(あそぼ)」と

名付けて、うち 0.5ha は食肉加工場を建設

し、残りはイベント広場、野菜、果樹ほ場及

(写真 12)耕作放棄地を食肉加施設及び交流等の場に整備

び放牧地に整備した。ここで「秋の肉祭り」

を 14 回(約 7,500 名入場、新型コロナで春は

地域貢献、生活の視点

（ 表５） 経営実績（令和２年）
家族・構成員 1.5人

雇用・従業員 7.9人
肉用種 691.0頭
肉用種 375頭

日齢（月齢） 280日
体重 270kg

出荷時 1,018日
出荷時生体重 657kg

平均肥育日数 738日

0.52kg

対常時頭数事故率 2.5%
908,000円

1,382円

2,193円
肉質等級４以上格付率 58.0%

420,151円
1,556円

日齢（月齢） 280日

体重 277kg
出荷時 1,018日

出荷時生体重 763kg
平均肥育日数 738日

0.66kg
対常時頭数事故率 3.5%

1,061,000円
1,391円
2,243円

肉牛等級４以上格付率 62.0%
275,547円

995円
984,272円

所得率 -22.2%

-18.2%
8 .5 %

肥育牛１頭当

たり

労働力員数（畜産・

2000hr換算)

もと牛１頭当たり導入価格

もと牛生体１kg当たり導入価格

販売肥育牛１頭１日当たり増体重(DG)

販売肉牛１頭当たり販売価格
販売肉牛生体1㎏当たり販売価格
枝肉１kg当たり販売価格

（
黒

毛

和

種

去

勢

若

齢

）

肥育開始時

肥育牛１頭当たり生産費用

所得率(雪害で倒壊した飼料庫の減価償却費を除いた場合)
所得率(６ 次産業部門を含ん だ場合)

経

営

の

概

要

生

産

性

収

益

性

肥

育

（
品

種

・

肥

育

タ

イ

プ

）

（
黒

毛

和

種

雌

若

齢

）
もと牛１頭当たり導入価格
もと牛生体１kg当たり導入価格

肥育開始時

肥育牛平均飼養頭数
年間肥育牛販売頭数

販売肥育牛１頭１日当たり増体重(DG)

販売肉牛１頭当たり販売価格
販売肉牛生体１kg当たり販売価格

枝肉１kg当たり販売価格

肥育牛１頭当

たり



5

中止）開催し、また、野菜のオーナー制や収

穫体験等を行って地域住民が集い憩える場と

して活用し、地域の活性化に貢献している。

【地域の小中学校及び大学との交流】

天童市の小中学校との交流やと食育の一環

として、学校給食に国産飼料 100％で肥育し

た天童牛２頭分を提供し、約 5,400 人の児

童・生徒に振舞われ、地元産の安全安心な牛

肉について学んでもらう良い機会となった。

また、直営精肉店「eat M eat」出店の際に

は、構想から基本計画まで県内の東北芸術工

科大学(以下「芸工大」という)の先生や学生

から協力を得て開店することができた。

さらに、食肉加工施設(a so bo)でのイベン

ト開催について、企画から運営まで芸工大の学

生から協力してもらうなど交流を行っている。

【地域雇用の創出・担い手育成の取組み】

地元天童市及び隣接の市から 12人雇用し

ているほか、県内の農林大学校等からの各種

研修生の受け入れを行い、畜産担い手の支援

も行っている。

【農福連携の取組み】

県内の障害者を支援するＮＰＯ法人が運営

している養鶏場への飼料となる米及び麦等の

無償提供を通して農福連携も取組んでいる。

【女性の視点を経営に活かす社風】

女性の社員は 15 人中３人と少ないが、役

員、庶務及び６次産業に各 1 人おり、各部門

で中心的な役割を果たしている。  

また、直営精肉店や食肉加工施設の整備や

各種イベントの企画等にも参加し、女性の視

点を活かす社風となっている。平成 29 年に芸

工大とコラボ

し、女性の視

点でデザイン

した直営精肉

店は高く評価

され、「山形

エクセレント  

デザイン賞を（写真 13）直営精肉店で活躍す     

受賞した。      る女性社員等

【働きやすい職場環境づくり】

肥育部門では、社員の意見を踏まえながら必

要な機械化を進め、作業の効率化及び労働負担

の軽減を図っている。

また、年次有給休暇のほか、特別休暇制度も

あり、家庭サービスやリフレッシュできる機会

をつくっているほか、毎年県外研修旅行を行い、

親睦を図っている。

平成 24 年には事務所を新設し、研修室、男

女別の休憩室、ロッカー室、トイレ及びシャワ

ー室を整備し、各牛舎にも休憩室、トイレ及び

シャワー室を整備して、働きやすい環境づくり

に努めている。

【次世代への継承】

令和２年に社長の長男が入社し、後継者と

してスタートをきったが、当面は、社員とし

て各部門の業務を広く担当させ、その後、管

理部門を学ばせ、将来は当社を引き継げるよ

うに育成していきたいと考えている。

また、社員は若手が多いことから会社独自

の年数回の勉強会や年１回の県外全員視察研

修、各種の研修会に積極的に参加させ、その

他自社の視察受け入れや事例発表時の説明担

当を社員に担わせるなど、社員に多くの経験

を積ませている。

30 歳代前半で農場及び精肉店の長に抜擢す

るなど、責任を持たせることにより、経営が

継続できるよう、各部門のスペシャリスト及

び幹部を育成したいと考えている。

【今後の経営計画】

肥育牛をさらに 400 頭増頭するため、地域

内の耕作放棄地を活用し牛舎の建設を予定し

ている。このため、国産飼料 100％原料のよ

り一層の安定確保、品質の向上及び低価格

化、また、牛肉の肉質及び枝肉重量の向上を

研究しながら、低コストで安全安心な美味し

い牛肉生産に向けて努力する方針である。

また、販売面においては、自社の精肉販売

及び加工品の品揃の充実及びネット販売の拡

大を図り、自社ブランド「和の奏」及び地域

ブランド「天童牛」の牛肉・加工品の販売を

拡大する意向である。

今後とも、地域の耕種農家や企業と WIN-

WIN の関係により誕生した国産飼料 100％の安

全安心な牛肉・加工品の生産や、「a so bo」

での各種イベント等により地域住民等が楽し

め、憩える、交流の場の提供や耕作放棄地の

有効活用を通じて地域の活性化につながるよ

う、更に取組を進める予定である。

このような取組みでオーケストラが奏でる

交響曲のように和やかで豊かな地域の発展に

貢献していきたいと考えている。

将来の方向性

（写真 14）a so bo ﾊﾛｲﾝ秋の肉祭り


