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　今回の取材先である有限会社マルミファーム様は、愛知県額田郡幸田町に拠点を置き、皆様の食卓に「安心・安

全・美味しい豚肉」をお届けするために、日々愛情込めて豚を育てられています。私達の住んでいる日本は世界中で

も有数の豚肉の品質基準が高い国で、またより高い品質が消費者より求められています。有限会社マルミファーム様

では、その期待に応えるべく、「オールイン・オールアウトを採用した衛生的・効率的な生産システム」、「リキッド

フィーディング及びエコフィードによる肥育期間の短縮、飼料費削減」、「高繁殖能力種豚『TOPIGS』による生産性

の向上」に挑戦し養豚業界では画期的な成果を出されています。また、それ以外にも、経営理念である『３つのゆと

り』に基づく従業員の働きやすい職場づくりへの工夫もされており、女性も男性社員と同じように活躍できる職場と

お伺いしました。更に活動は社内にとどまらず、ブランド豚「夢やまびこ豚」の販売、複数の業界団体に参加し次世

代の後継者や業界全体のスキルアップを目指した研修会では講師も引き受け、業界や地域の貢献活動にも励まれてい

ます。「良い豚・良い餌・良い管理・高く売るより安く作る」をモットーに、国際競争に打ち勝てる高収益性を追求す

る養豚界の革新的リーダーとして活躍される、稲吉克仁社長様より、養豚業にかける熱い想いをお伺いいたしました。

有限会社　マルミファーム 三ヶ根支店お取引先

 

 
事業内容をお話いただけますか

　弊社は昭和49年父がサラリーマンをしなが
ら、母が主体で母豚36頭で子豚を産ませて肥
育農家へ販売する子取り経営を始めたのが最
初です。その後、昭和53年に父が脱サラし、
専業化と同時に肉豚出荷まで行う一貫経営に
移行し、昭和62年 4 月 1 日に法人化しました。
養豚を始めた当初は幸田町内でも100戸以上の
養豚農家がありましたが、現在では幸田町で
唯一の養豚農家になってしまいました。
　そもそも養豚業というのは、母豚に種付け
し（今は人工授精が主流）、子豚を産ませ、そ
の子豚（生時体重 1.5kg）を約半年間かけて
出荷できる体重（115〜120kg）に育て、肉用
豚として出荷するのが仕事です。弊社の例だ
と、母豚数360頭で毎週約220頭の子豚が生ま
れ、約210頭が出荷されます。年間の出荷頭数
は約10,900頭になります。豚の取引は「１頭
いくら」ではなく、生体の豚から内蔵、皮、豚足、

頭を外した「枝肉」の重量「１kg」単位で取
引されます。重量規格に上限はありますが、
より重い「枝肉」を沢山売ることで収益が上
がります。肉豚、枝肉を生産する母豚１頭あ
たり「何頭・何kg」の出荷ができるかが生産
性の良し悪しを判断する材料でもあります。
　また、畜産業はトウモロコシや大豆といっ
た植物性の飼料を食肉（動物タンパク）に変
換する産業とも言えます。飼料の良し悪しで

＊稲吉様ご夫婦
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創　　業　昭和60年 4 月 1 日

資　　本　4,900万円

事業内容　養豚業（母豚数約360頭）

商品ブランド　「夢やまびこ豚」

オリジナルテーマソング　「やまびこ豚ソング」

加盟団体及びグループ

　＊やまびこ会

　＊（一社）日本養豚協会

　＊日本養豚事業協同組合

　＊日本養豚開業獣医師協会

　＊西三河豚友会

直近の受賞歴

　・平成30年度

　　第48回　日本農業賞　個人経営の部「大賞」

　　農林水産大臣賞

経営理念

　「心のゆとり」

　「時間的ゆとり」

　「経済的ゆとり」

　「みんなが笑顔になれる養豚経営」
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豚の発育速度も肉質も大きく変わります。し
かし生産原料である飼料は生産コストの大半
を占めます。「安かろう、悪かろう」※の飼料で
は効率がいいとは言えません。逆に高栄養の
飼料でも費用が高くては生産コストが上がっ
てしまいます。栄養価が高く、バランスも良く、
消化率のいい飼料をいかに安く、少なく使い、
豚を早く大きくするかが経営のポイントにな
ります。1 kg の枝肉を生産するのに何kgの飼
料を使うかが重要な指標になります。この指
標が0.1ポイント違うだけで年間数百〜 1千万
円コスト差が出ることもあります。
　「きつい、汚い、臭い」と 3 K 職業の最たる
ものと言われていた養豚業も海外からの先進
的な設備・技術を取り入れ、効率化し、衛生
面や環境面でも働き易く、やりがいのある職
業として従業員も定着するようになってきま
した。また、生産性や経営を指標化し自らの
経営を分析し、同業他社とも比較することで
低コスト高収益のビジネスモデルを構築する
ことができ、再生産・持続可能な事業ができ
ています。
　以上のことを踏まえた上で以下にご紹介す
る弊社の取り組みを知っていただくと、より
理解を深めていただけると思います。

豚の飼育では様々な工夫をされているそうですね

　弊社では、「消費者の皆様に安全・安心で美
味しい豚肉を提供する」のはもとより、「高く
売るより安く作る」を目指し、生産性を向上
させるための新たな試みや同業者との連携を
積極的に行っています。その内には、海外の
先進的技術の導入もしておりますので、順に
ご紹介したいと思います。

「ウィークリー管理」 の実施

　「ウィークリー管理」とは繁殖母豚の生理に
合わせて、曜日ごとに作業を決めて週単位で
１つの作業サイクルができるように計画的に
作業の実施と管理をするものです。この管理
手法は昭和60年、当時まだ若かった現・農場
長をアメリカ研修に派遣した際に現地で学び、
持ち帰ったものです。今は当たり前の手法で
すが当時は画期的で、「畜産業＝休みが取りづ
らい職場」でしたが、作業が計画的に組み立
てられるため、家族も含め休みが取れる職場
になりました。
　また、この取組みにより平成 3 年には養豚
業では難しかった従業員の完全週休 2 日制も
実現できました。畜産業でありながら休みが
取れる職場は今でこそ当たり前ですが、規模
を拡大し、家族経営から雇用主体に移行する

にあたって重要なことでした。

「オールイン ・ オールアウトシステム」 の導入

　「オールイン・オールアウトシステム」とは、
養豚における管理手法の一つで、豚室または
豚舎ごとに豚を群管理する飼育方式です。豚
は飼育の工程で、豚の日齢にあった環境の豚
舎で飼育します。人間に例えると保育園、小
学校、中学校と進学するにつれて教室や校舎
が変わるように、哺乳期、離乳期、肥育期と
飼育する豚舎が変わります。この豚舎が変わ
る際に同じ週齢（学年）の豚をみんな一緒に進
級、進学させるように豚舎に一斉に入れて
（オールイン）、成長したら一斉に次の段階へ
移動します（オールアウト）。前述の「ウィー
クリー管理」が出来ていることが前提になり
ます。弊社の場合、週の生産頭数が200頭前後
になりますが、これ
を一つの群としま
す。豚群を出した後
の豚舎は高圧洗浄機
で洗浄し、乾燥、消
毒を経て次の豚を導
入します。豚は成長
段階で免疫に差があり、病気に対して抵抗力
が違います。例えるならば、1 年生～6 年生ま
でが同じ教室で過ごしていると、6年生が風邪
をひいていると病気に対して抵抗力の弱い　
1 年生にまで感染し、重症化してしまいます。
そこで、週齢（学年）の近い豚で群（クラス）を
作り、群毎に豚舎（教室）を分けることで免疫
の均一化と感染のリスクの低減を図ります。
本方式により、①豚群間の疾病感染リスクの低
下と②豚舎の洗浄・消毒をしっかり行うこと
で舎内の病原菌減少により、豚が健康になり
発育が良くなりました。
　また、本システムの
導入に合わせて豚の動
線（ピッグフロー）の
シンプル化も行いまし
た。それぞれの豚群の
豚舎間の移動を、以前
は生まれてから出荷ま
でに 5 回移動していた
のを 2 回にすることで作業の簡素化も図れ、
移動による豚のストレスも減らすことが出来
ました。

飼料共同購入によるコスト低減

　養豚業にとっての経費の大半を占めるのは、
豚の飼料費になります。飼料の仕入れ価格次
第で収益性が大きく変わります。また、飼料

の栄養価の良し悪しが肉質にも大きく影響し
ます。そこで父親である現会長は、飼料用ト
ウモロコシの関税撤廃を機に、良い飼料を安
価で仕入れることができる体制を地域の養豚
農家と築きたいと考え、平成 9 年に「やまび
こ会」を結成しました。
　現在「やまびこ会」は、愛知県を中心に 5 県
25戸の養豚農家で構成されています。「やまび
こ会」では原料調達と配合設計を生産者自身
で行い、飼料メーカーへ配合委託する形で飼
料を生産供給してもらっています。これによ
り、自分達が使用する飼料の成分等の理解及
び、大量注文によるコスト低減が図られ、市
販の他の配合飼料と比較して 2 割程安く購入
することが可能となりました。通常トウモロ
コシは粉砕後、栄養価の高い粒度の大きい部
分は養鶏用、細かい部分は養豚用と分けられ
て餌の質としては満足の行くものではありま
せん。しかしやまびこ会の餌は粉砕されたト
ウモロコシを全て我々の豚用に配合すること
で栄養価が高く、質の良い飼料になっています。

リキッドフィーディングシステムと
エコフィードの利用

　「リキッドフィーディ
ングシステム」とは、
飼料を液体で溶かし給
餌するシステムです。
人間で言うと「お粥」や
「流動食」であり、豚に
とっても食べやすい餌
と言えます。通常の餌に比べて消化吸収が良
いため、豚の発育（増体）も良くなります。また、
豚も人間のように夏季は食欲低下があります
が、液状飼料を与えることで夏季でも元気に食
べてもらえます。このシステムはヨーロッパで
盛んで、特に環境国ドイツで技術進歩がめざま
しいため、私がドイツに研修に赴き、技術習得
をして設備もドイツから導入しました。
　また、リキッドフィーディングの利点は食
品廃棄物・副産物を再利用し、飼料に加工す
る食品リサイクルの一端も担えることです。
また、そのような原料で作った餌を「エコ
フィード」と呼びます。利用できる食品廃棄物・
副産物は、食品工場より出る余剰の生産品、
原料（小麦粉、澱粉等）で賞味期限切れの物、
生産工程で発生した副産物等が主です。水分
で溶かすので含水率の高い食品も飼料化が可
能です。豚は雑食性で、人間が食べられる物
なら何でも食べると言っても過言ではありま
せん。幸い、中部地域である愛知県では、流
通の便が活発なこともあり、様々な食品廃棄
物を近県だけでなく関西、関東からも手に入
れることが可能です。食品廃棄物・副産物を
再利用し、限りある資源を大切に使うことは、

地球環境への配慮に繋がると共に、飼料コス
トの低減も図ることができます。
　エコフィードの利用に取り組み、成果を上
げるのは一朝一夕には難しいことでしたが、
弊社にとって大きな武器になっています。
　

海外の 「高繁殖能力種豚」 の導入

　養豚業では、子を産む“母豚”の数が農場
の規模を示します。この母豚が子豚を産み、そ
の子豚を私たちは大切に育てて皆様の食卓まで
最終的にお届けしております。養豚業の生産性
は冒頭で申し上げたとおり、最終的に何頭、何
kgを売り上げたかに尽きます。そのスタートは
母豚が何頭生んだか？何頭離乳したか？であ
り、一回の分娩でより多くの子豚を生み、離乳
まで育てられる母豚が優秀だと言うことになり
ます。2008年当時、日本の平均的な年間１母豚
当たりの離乳頭数は22～23頭、成績が良い農場
で25頭程度でした。しかし、ヨーロッパからは
30頭離乳できるという情報が流れて来ました。
それはにわかには信じられず、数字のマジック
だろうと勘ぐっていましたが、定期的にヨー
ロッパへ視察に行く生産者仲間が「オランダに
すごい種豚がいる」と情報を持ち帰り、試験的
に導入することを決めました。
　導入の際には全国 8 農場で導入し、成績を
検証したところ、それぞれの農場が飼育して
いる既存の品種よりも明らかに成績が良いこ
とが分かりました。肉質についても食味試験
をしたところ問題ないとの判断をし、種豚の
切り替えを決めました。それがオランダの育
種会社が遺伝子レベルで育種改良した
「TOPIGS（トピックス）」という種豚です。
　「TOPIGS」は繁殖能力が非常に高いものの、
飼料の給与方法、栄養管理などについては、従
来と全く異なることから、管理基準を見直す必
要がありました。それには、従来の経験や常識
にとらわれない感覚も必要であり、私だけでな
く従業員にも原産地であるオランダに出向いて
技術習得をしてもらい、この種豚にとっての最
適な飼養管理の実現に向
けて励みました。
　
　そうした苦労が結果へ
と結びつき、導入前の年

間 1 母豚数当たりの離乳頭数23.1頭に対して、
導入後には、欧州並みの31.4頭と8.3頭（35％）
増となり、更に 1 母豚あたりの年間出荷豚数
で22.3頭から30.5頭と8.2頭（37％）増になり、
日本の養豚業界の技術革新となりました。

「夢やまびこ豚」 について教えてください

　「夢やまびこ豚」は、
「やまびこ会」の仲間
と共にブランド化し、
JA全農ミートフーズ
株式会社様経由で地元
のスーパーマーケット
のドミー様（37店舗）
を中心に販売をしております。また、ドミー
様以外だと名古屋駅の高島屋様でも長年販売
されています。当社のつくる「夢やまびこ豚」
の特徴としては、全粒粉砕とうもろこしを主
体に、植物性原料の飼料にビタミンEを強化し、
ドリップロス※を抑えた日持ちの良いお肉と
なっています。お肉全体は柔らかく脂が甘く、
サシも適度に入り見た目も綺麗です。冷めて
も柔らかく美味しいため、お弁当のおかずな
どにも向いています。
　
　また、弊社の生産する「夢やまびこ豚」は
幸田町の「ふるさと納税返礼品」にも抜擢され、
受け取ったお客様からは「どの返礼品を選ぼ
うか迷いましたが、こちらで間違いなかった
と満足しています。豚カツ、しゃぶしゃぶと
色々食べましたが、どれも柔らかく本当に美
味しかったです。」、「今までいただいた豚肉の
返礼品の中でも一番美味しい豚肉でした。」等
のレビューもいただけています。基本的に B 
to B の経営体質のため、直接消費者の方から
声を聴く機会は少なく、当社製品への自信に
もつながりとても嬉しい限りです。
　また、以前「やまびこ会」の総会で、非行
や不登校の子供達を無償で預かり、社会復帰
を手伝われている方に講師をしていただいた
際に、お礼として「やまびこ会」から１年間
豚肉を毎月送り続けたところ、お礼として「や

まびこ豚ソング」という素敵なテーマソングを
作ってくださりました。これを店頭で流したと
ころ、お子さんの評判も良く、多くの方に親し
まれているようで嬉しい限りです。当ソングは、
ドミー様の店頭でお聞きすることができます。
　もし、「夢やまびこ
豚」を食べてみたいと
思われた方は以下の飲
食店様で提供されてい
るので是非お召し上が
りください。
＊幸田の道の駅「筆柿
の里」、ふぐ料理「東」、韓国料理「ぱっくん家」、
BAR「Calla’s」
　また、ご家庭で食べられる方、冷しゃぶを
めんつゆで食べるのが私のおすすめです。他
の豚肉と比べて、冷めても柔らかく・甘みが
あるため、この夏に一つお試しになってはい
かかでしょうか。

御社が所属する共同組織について教えてください

　弊社が所属する全国的な組織は 3 つありま
すが、主には養豚生産者が加盟する、「一般社
団法人日本養豚協会」と「日本養豚事業協同
組合」があります。前者は畜政活動や豚肉の
消費拡大運動等、非営利目的の活動をする団
体です。以前は弊社会長が筆頭副会長を務め、
現在は顧問として関わらせていただいていま
す。後者は飼料や養豚資材などの協同購入、
若手経営者の育成塾など経営や経済活動を主
に行い、こちらは弊社会長が設立から15年理
事長を務め、現在は前者と同じく顧問として
関わらせていただいています。
　地元では前述した「やまびこ会」に所属し、
弊社会長が現在も会長を務めさせていただい
ています。
　これらの組織では度々セミナーや研修会が
行われますが、私も事例紹介や情報提供など
という形で講師をさせていただくことがあり
ます。基本的に弊社のノウハウなどは数字を
上げて包み隠さずお話します。よく「ノウハ
ウをそんなに出していいの？」と聞かれます
が、私は豚肉の国産自給率が50％を割ってい
る昨今、「日本の養豚業界は切磋琢磨して技術
向上し、海外製品との競争に打ち勝って行か
なければならない」と考えていますので、弊
社の取り組みを真似して他の農場の生産性が
向上すればそれでいいと考えています。

「家族経営協定」 を活かした経営を
されているそうですね

　「家族経営協定」とは農林水産省が推進する、

農業経営における、家族の一人一人の役割と
責任を明確化し、それぞれの意欲と能力が十
分に発揮できる環境構築を目指した“家族ルー
ル”を文書化する家族間の協定書のことです。
　稲吉家では農業改良普及課の指導の元、父
と母で最初に作り、仕事に関することはもち
ろん、祖父母が健在だった頃は介護時の役割
分担なども取り決めていました。その後は私
の就農、結婚、子供の誕生など家族の変化に
合わせてその都度改定し現在に至ります。こ
の協定は特に農家の場合、お嫁さんの仕事と
子育ての配分、給料等、うやむやにされがち
なことを文書化することで家族全員が円満に
満足できる環境を整えることができます。
　我が家の例は好事例として愛知県が作成す
る「家族経営協定推進のパンフレット」にも
掲載されました。この協定は、協定締結がゴー
ルとなってしまい、形骸化してしまっている
ケースも多いそうです。それに対して我が家
では常に毎年内容の見直しと、大事な経営方
針は必ず家族会議で決定していくなど今でも
しっかりと活用し、家族が共に助け合い、協
力し合える環境構築に役立てています。

従業員がやりがいを持てる職場環境
にしているそうですね

　当社では、「3 つのゆとり」の基、従業員が
働きやすい環境づくりに心掛けております。
　 1 つ目は「心のゆとり」です。自分のこと
だけでなく、社員・仲間と共に生きる喜びを
噛みしめて地域と業界への感謝を行動で示し
ていくことが大切だと考えております。その
ためには、日常的に毎朝ミーティングを実施
し、お互いに作業工程の確認をし、従業員が
発言しやすい風通しの良い環境となるよう意
識しております。また、各従業員に対してそ
れぞれに合った場所への配置、スキルアップ
のための海外含む研修にも積極的に派遣をし
ているため、意欲の高い従業員が多くいます。
　また、余談ですが、弊社には、絵が得意な社
員がいます。その社員が私の長女（当時小3）
が夏休みの宿題で豚のお産の様子を見て書い
た作文を読み、それを元に絵本を自費出版で
作り、関係者等に配りました。その熱意のこ
もった絵本は、飼育や養豚業の理解に役立ち、
好評だったため、会社を上げて増版をしまし
た。こうした一人一人異なる社員の強みを活
かしていきたいと思います。
　 2つ目は「時間的ゆとり」です。「心のゆとり」
を持つためには欠かせないものです。そのた
めにも、当社では、「ウィークリー管理」によ
る家族・従業員の休みを確保し、日々一生懸
命に働き、休むべき時は休める環境づくりを
心掛けております。
　 3つ目は「経済的ゆとり」です。企業が存

続するためには、
従業員が満足で
き、後継者が継承
したいと思える魅
力ある経営を目指
す必要があると考
えます。そのため
に、賞与と福利厚生の充実は勿論、永年勤続
者には、10年毎に報酬金と特別休暇を与えて
います。過去には、それでハワイに家族で旅
行に行った従業員もいました。従業員それぞ
れが自分の生活と家族を抱えていますので、
こうした会社の体制は従業員のモチベーショ
ンアップにもつながっているのかと思います。
　以上の「3 つのゆとり」に意識した経営を
することで、男女が区別無く働ける環境構築
にもつながっています。そこには、コンピュー
ターを上手に活用しながら、機械化等による
作業の効率化・簡略化により、女性でも楽に
働けることができる職場環境。また、女性従
業員の、女性らしいきめ細やかさや観察力は、
生き物を扱う上で貴重な役割を担っています。
こうした点より女性従業員が活躍できる職場
環境にもなっており、男女共に仕事が嫌で退
職した従業員が居ないことは、とても人材に
恵まれていのるかもしれません。

地域貢献活動にも注力されているそうですね

　養豚業への理解を深めてもらえるよう地元
中学生の職場体験の受入れや、小学校への出
前授業及び、幸田町子ども畜産体験教室で講
師をさせていただいております。畜産体験教
室では、ソーセージ作りを手伝い、当社の活
動を話すことで、地域の子供達への養豚業理
解につなげています。
　更に、幸田町の学校給食では年に数回「幸
田町の日」という幸田町産の食材を給食に使
う日があり、その際に当社の豚肉を提供する
こともしています。
　それから、畜産経営において環境対策は必須
事項です。当社は比較的住宅地より離れてはい
るものの、臭いの発生源である豚舎、堆肥置き
場では、消臭剤の散布や、豚の飼料自体に糞の
消臭効果のある酵素等を混ぜるなどの対策を講
じています。また、近隣にはホタルの住む川も
あるため排水管理についても複合ラグーン式浄
化槽を用いた管理を行い、地域の環境に配慮し
た経営を心掛けています。それ以外にも無償で
提供している当社の良質な堆肥は地元農家の
方々にも喜んでいただけています。

「日本農業賞」 を受賞されたそうですね

　養豚業界と“マルミファーム”をもっとよ
り良く発展させ、皆様に美味しい豚肉を届け

たいという想いから
活動してきたこと
が、このような形で
評価をいただけたこ
とは従業員一同誇り
に思います。これに
満足することなく、
更なる高みを目指してこれからも努力してい
きたいと思います。

円滑な事業承継をされたそうですね

　私が前社長である父より代表権を譲り受け
これで 7 年になります。養豚業では珍しいと
言われる程のスムーズな事業承継により、現
在に至るまで実施した取り組みの数々も父と
連携し、お互いの役割を理解した上で行動出
来たことが良かったと思います。
　元々私自身は、いつかは家を継ぐことになる
ことを承知しながら獣医師資格を大学で取得
し、卒業後には資格を活かせる養豚コンサルタ
ント会社に就職しました。そこでは、コンサル
タント獣医師として主に衛生管理の指導と、実
地研修での作業経験も積ませていただき、自分
と同じような養豚後継者の頑張る姿を見て刺激
をもらうとともに、力になりたいと思いました。
　そうして働いている中、まだ経験の浅い自分
がコンサル業務をすることに行き詰まりを感じ
ていたタイミングで、父の養豚仲間よりお声が
掛かりました。父からの話はありませんでした
が、「日本養豚事業協同組合」の立ち上げに伴い、
忙しくなる父の手伝いをしてはどうかというも
のでした。様々な養豚業者様を見てきて、“マ
ルミファーム”を客観的に見る機会にも恵まれ、
常に先進的なチャレンジをしてきた父の姿と、
自社の経営理念の良さを実感できたことで、実
家に戻り下積み経験を経て現在に至ります。
　
　また、この当社の理念は私だけでなく、現
在は取締役であり妻でもある幹子にも引き継が
れています。妻もまた、子育ての傍ら当社の経
理・事務を引き受けながら積極的に養豚経営に
関わってくれています。更に、私と同じように、
地域の45歳以下の女性農業者の組織である「よ
つばの会」の代表を務めるなど、女性農業者の
リーダーとして活躍してくれています。
　そんな妻は良きパートナーであり、仕事で
もとても頼れる大切な存在です。まだ先の話
ではありますが、自分もこのように、次世代
へ事業を引き継いでいきたいものです。

今後の展望について教えてください

　皆様も既にご存知かと思いますが、現在養豚
業界では、「豚コレラ」の影響からまだ回復を
しきっておりません。私達ができることは、ウ

イルスを農場に持ち込まないよう細心の注意を
払うことに尽き、当社でも、出入りする業者車
両に対しては、従来のタイヤ消毒だけでなく、
車両全体の消毒に切り替えました。また、従業
員についても、皆が自家用車の消毒を自主的に
実施してくれており有り難い限りです。
　私自身としては、行政指導の下、豚のワク
チン接種が実施されることを希望しています。
幾ら私達がウイルスの侵入を防ぐために、豚舎
全ての隙間を塞ぐには限界があります。安心し
て養豚経営をするには、豚自身を予防すること
がリスク防止につながると考えます。しかし、
これには、諸外国との貿易事情なども関係し簡
単にはいかないのが現状だとは思います。
　今後の展望としては、「豚コレラ」による先
行きは不透明な中であるものの、これから近い
将来、自由貿易協定による輸入肉との競争が厳
しくなることが予想されます。それに対しては、
国内の養豚業者同士が協力をし、輸入肉に負け
ない生産性の高い経営体制を構築していくこと
が大切だと考えています。そのための情報還元
等、業界全体を盛り上げていくべく活動に励ん
でいき、養豚業が「かっこいい仕事」と呼ばれ
る職種にしていくことが願望です。
　これからも当社は、「3つのゆとり」と新しく
私が加えた「皆が笑顔になれる養豚経営」の下、
家族と従業員、そして弊社に関わる全ての人が
“幸せ”を感じることができる会社を目指します。
　さらには、皆様の食卓に安全・安心な美味
しい豚肉を届けため、「良い豚・良い餌・良い
管理・高く売るより安く作る」をモットーに
家族・従業員が一丸となり活動をしていきた
いです。当社の活動が、養豚業界の発展、地
域の消費者様の“幸せ”に少しでも貢献でき
れば幸甚でございます。



事業内容をお話いただけますか

　弊社は昭和49年父がサラリーマンをしなが
ら、母が主体で母豚36頭で子豚を産ませて肥
育農家へ販売する子取り経営を始めたのが最
初です。その後、昭和53年に父が脱サラし、
専業化と同時に肉豚出荷まで行う一貫経営に
移行し、昭和62年 4 月 1 日に法人化しました。
養豚を始めた当初は幸田町内でも100戸以上の
養豚農家がありましたが、現在では幸田町で
唯一の養豚農家になってしまいました。
　そもそも養豚業というのは、母豚に種付け
し（今は人工授精が主流）、子豚を産ませ、そ
の子豚（生時体重 1.5kg）を約半年間かけて
出荷できる体重（115〜120kg）に育て、肉用
豚として出荷するのが仕事です。弊社の例だ
と、母豚数360頭で毎週約220頭の子豚が生ま
れ、約210頭が出荷されます。年間の出荷頭数
は約10,900頭になります。豚の取引は「１頭
いくら」ではなく、生体の豚から内蔵、皮、豚足、

頭を外した「枝肉」の重量「１kg」単位で取
引されます。重量規格に上限はありますが、
より重い「枝肉」を沢山売ることで収益が上
がります。肉豚、枝肉を生産する母豚１頭あ
たり「何頭・何kg」の出荷ができるかが生産
性の良し悪しを判断する材料でもあります。
　また、畜産業はトウモロコシや大豆といっ
た植物性の飼料を食肉（動物タンパク）に変
換する産業とも言えます。飼料の良し悪しで

豚の発育速度も肉質も大きく変わります。し
かし生産原料である飼料は生産コストの大半
を占めます。「安かろう、悪かろう」※の飼料で
は効率がいいとは言えません。逆に高栄養の
飼料でも費用が高くては生産コストが上がっ
てしまいます。栄養価が高く、バランスも良く、
消化率のいい飼料をいかに安く、少なく使い、
豚を早く大きくするかが経営のポイントにな
ります。1 kg の枝肉を生産するのに何kgの飼
料を使うかが重要な指標になります。この指
標が0.1ポイント違うだけで年間数百〜 1千万
円コスト差が出ることもあります。
　「きつい、汚い、臭い」と 3 K 職業の最たる
ものと言われていた養豚業も海外からの先進
的な設備・技術を取り入れ、効率化し、衛生
面や環境面でも働き易く、やりがいのある職
業として従業員も定着するようになってきま
した。また、生産性や経営を指標化し自らの
経営を分析し、同業他社とも比較することで
低コスト高収益のビジネスモデルを構築する
ことができ、再生産・持続可能な事業ができ
ています。
　以上のことを踏まえた上で以下にご紹介す
る弊社の取り組みを知っていただくと、より
理解を深めていただけると思います。

豚の飼育では様々な工夫をされているそうですね

　弊社では、「消費者の皆様に安全・安心で美
味しい豚肉を提供する」のはもとより、「高く
売るより安く作る」を目指し、生産性を向上
させるための新たな試みや同業者との連携を
積極的に行っています。その内には、海外の
先進的技術の導入もしておりますので、順に
ご紹介したいと思います。

「ウィークリー管理」 の実施

　「ウィークリー管理」とは繁殖母豚の生理に
合わせて、曜日ごとに作業を決めて週単位で
１つの作業サイクルができるように計画的に
作業の実施と管理をするものです。この管理
手法は昭和60年、当時まだ若かった現・農場
長をアメリカ研修に派遣した際に現地で学び、
持ち帰ったものです。今は当たり前の手法で
すが当時は画期的で、「畜産業＝休みが取りづ
らい職場」でしたが、作業が計画的に組み立
てられるため、家族も含め休みが取れる職場
になりました。
　また、この取組みにより平成 3 年には養豚
業では難しかった従業員の完全週休 2 日制も
実現できました。畜産業でありながら休みが
取れる職場は今でこそ当たり前ですが、規模
を拡大し、家族経営から雇用主体に移行する

にあたって重要なことでした。

「オールイン ・ オールアウトシステム」 の導入

　「オールイン・オールアウトシステム」とは、
養豚における管理手法の一つで、豚室または
豚舎ごとに豚を群管理する飼育方式です。豚
は飼育の工程で、豚の日齢にあった環境の豚
舎で飼育します。人間に例えると保育園、小
学校、中学校と進学するにつれて教室や校舎
が変わるように、哺乳期、離乳期、肥育期と
飼育する豚舎が変わります。この豚舎が変わ
る際に同じ週齢（学年）の豚をみんな一緒に進
級、進学させるように豚舎に一斉に入れて
（オールイン）、成長したら一斉に次の段階へ
移動します（オールアウト）。前述の「ウィー
クリー管理」が出来ていることが前提になり
ます。弊社の場合、週の生産頭数が200頭前後
になりますが、これ
を一つの群としま
す。豚群を出した後
の豚舎は高圧洗浄機
で洗浄し、乾燥、消
毒を経て次の豚を導
入します。豚は成長
段階で免疫に差があり、病気に対して抵抗力
が違います。例えるならば、1 年生～6 年生ま
でが同じ教室で過ごしていると、6年生が風邪
をひいていると病気に対して抵抗力の弱い　
1 年生にまで感染し、重症化してしまいます。
そこで、週齢（学年）の近い豚で群（クラス）を
作り、群毎に豚舎（教室）を分けることで免疫
の均一化と感染のリスクの低減を図ります。
本方式により、①豚群間の疾病感染リスクの低
下と②豚舎の洗浄・消毒をしっかり行うこと
で舎内の病原菌減少により、豚が健康になり
発育が良くなりました。
　また、本システムの
導入に合わせて豚の動
線（ピッグフロー）の
シンプル化も行いまし
た。それぞれの豚群の
豚舎間の移動を、以前
は生まれてから出荷ま
でに 5 回移動していた
のを 2 回にすることで作業の簡素化も図れ、
移動による豚のストレスも減らすことが出来
ました。

飼料共同購入によるコスト低減

　養豚業にとっての経費の大半を占めるのは、
豚の飼料費になります。飼料の仕入れ価格次
第で収益性が大きく変わります。また、飼料
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豚舎の洗浄の様子

離乳子豚はカートに
乗せて移動する

の栄養価の良し悪しが肉質にも大きく影響し
ます。そこで父親である現会長は、飼料用ト
ウモロコシの関税撤廃を機に、良い飼料を安
価で仕入れることができる体制を地域の養豚
農家と築きたいと考え、平成 9 年に「やまび
こ会」を結成しました。
　現在「やまびこ会」は、愛知県を中心に 5 県
25戸の養豚農家で構成されています。「やまび
こ会」では原料調達と配合設計を生産者自身
で行い、飼料メーカーへ配合委託する形で飼
料を生産供給してもらっています。これによ
り、自分達が使用する飼料の成分等の理解及
び、大量注文によるコスト低減が図られ、市
販の他の配合飼料と比較して 2 割程安く購入
することが可能となりました。通常トウモロ
コシは粉砕後、栄養価の高い粒度の大きい部
分は養鶏用、細かい部分は養豚用と分けられ
て餌の質としては満足の行くものではありま
せん。しかしやまびこ会の餌は粉砕されたト
ウモロコシを全て我々の豚用に配合すること
で栄養価が高く、質の良い飼料になっています。

リキッドフィーディングシステムと
エコフィードの利用

　「リキッドフィーディ
ングシステム」とは、
飼料を液体で溶かし給
餌するシステムです。
人間で言うと「お粥」や
「流動食」であり、豚に
とっても食べやすい餌
と言えます。通常の餌に比べて消化吸収が良
いため、豚の発育（増体）も良くなります。また、
豚も人間のように夏季は食欲低下があります
が、液状飼料を与えることで夏季でも元気に食
べてもらえます。このシステムはヨーロッパで
盛んで、特に環境国ドイツで技術進歩がめざま
しいため、私がドイツに研修に赴き、技術習得
をして設備もドイツから導入しました。
　また、リキッドフィーディングの利点は食
品廃棄物・副産物を再利用し、飼料に加工す
る食品リサイクルの一端も担えることです。
また、そのような原料で作った餌を「エコ
フィード」と呼びます。利用できる食品廃棄物・
副産物は、食品工場より出る余剰の生産品、
原料（小麦粉、澱粉等）で賞味期限切れの物、
生産工程で発生した副産物等が主です。水分
で溶かすので含水率の高い食品も飼料化が可
能です。豚は雑食性で、人間が食べられる物
なら何でも食べると言っても過言ではありま
せん。幸い、中部地域である愛知県では、流
通の便が活発なこともあり、様々な食品廃棄
物を近県だけでなく関西、関東からも手に入
れることが可能です。食品廃棄物・副産物を
再利用し、限りある資源を大切に使うことは、

地球環境への配慮に繋がると共に、飼料コス
トの低減も図ることができます。
　エコフィードの利用に取り組み、成果を上
げるのは一朝一夕には難しいことでしたが、
弊社にとって大きな武器になっています。
　

海外の 「高繁殖能力種豚」 の導入

　養豚業では、子を産む“母豚”の数が農場
の規模を示します。この母豚が子豚を産み、そ
の子豚を私たちは大切に育てて皆様の食卓まで
最終的にお届けしております。養豚業の生産性
は冒頭で申し上げたとおり、最終的に何頭、何
kgを売り上げたかに尽きます。そのスタートは
母豚が何頭生んだか？何頭離乳したか？であ
り、一回の分娩でより多くの子豚を生み、離乳
まで育てられる母豚が優秀だと言うことになり
ます。2008年当時、日本の平均的な年間１母豚
当たりの離乳頭数は22～23頭、成績が良い農場
で25頭程度でした。しかし、ヨーロッパからは
30頭離乳できるという情報が流れて来ました。
それはにわかには信じられず、数字のマジック
だろうと勘ぐっていましたが、定期的にヨー
ロッパへ視察に行く生産者仲間が「オランダに
すごい種豚がいる」と情報を持ち帰り、試験的
に導入することを決めました。
　導入の際には全国 8 農場で導入し、成績を
検証したところ、それぞれの農場が飼育して
いる既存の品種よりも明らかに成績が良いこ
とが分かりました。肉質についても食味試験
をしたところ問題ないとの判断をし、種豚の
切り替えを決めました。それがオランダの育
種会社が遺伝子レベルで育種改良した
「TOPIGS（トピックス）」という種豚です。
　「TOPIGS」は繁殖能力が非常に高いものの、
飼料の給与方法、栄養管理などについては、従
来と全く異なることから、管理基準を見直す必
要がありました。それには、従来の経験や常識
にとらわれない感覚も必要であり、私だけでな
く従業員にも原産地であるオランダに出向いて
技術習得をしてもらい、この種豚にとっての最
適な飼養管理の実現に向
けて励みました。
　
　そうした苦労が結果へ
と結びつき、導入前の年

間 1 母豚数当たりの離乳頭数23.1頭に対して、
導入後には、欧州並みの31.4頭と8.3頭（35％）
増となり、更に 1 母豚あたりの年間出荷豚数
で22.3頭から30.5頭と8.2頭（37％）増になり、
日本の養豚業界の技術革新となりました。

「夢やまびこ豚」 について教えてください

　「夢やまびこ豚」は、
「やまびこ会」の仲間
と共にブランド化し、
JA全農ミートフーズ
株式会社様経由で地元
のスーパーマーケット
のドミー様（37店舗）
を中心に販売をしております。また、ドミー
様以外だと名古屋駅の高島屋様でも長年販売
されています。当社のつくる「夢やまびこ豚」
の特徴としては、全粒粉砕とうもろこしを主
体に、植物性原料の飼料にビタミンEを強化し、
ドリップロス※を抑えた日持ちの良いお肉と
なっています。お肉全体は柔らかく脂が甘く、
サシも適度に入り見た目も綺麗です。冷めて
も柔らかく美味しいため、お弁当のおかずな
どにも向いています。
　
　また、弊社の生産する「夢やまびこ豚」は
幸田町の「ふるさと納税返礼品」にも抜擢され、
受け取ったお客様からは「どの返礼品を選ぼ
うか迷いましたが、こちらで間違いなかった
と満足しています。豚カツ、しゃぶしゃぶと
色々食べましたが、どれも柔らかく本当に美
味しかったです。」、「今までいただいた豚肉の
返礼品の中でも一番美味しい豚肉でした。」等
のレビューもいただけています。基本的に B 
to B の経営体質のため、直接消費者の方から
声を聴く機会は少なく、当社製品への自信に
もつながりとても嬉しい限りです。
　また、以前「やまびこ会」の総会で、非行
や不登校の子供達を無償で預かり、社会復帰
を手伝われている方に講師をしていただいた
際に、お礼として「やまびこ会」から１年間
豚肉を毎月送り続けたところ、お礼として「や

まびこ豚ソング」という素敵なテーマソングを
作ってくださりました。これを店頭で流したと
ころ、お子さんの評判も良く、多くの方に親し
まれているようで嬉しい限りです。当ソングは、
ドミー様の店頭でお聞きすることができます。
　もし、「夢やまびこ
豚」を食べてみたいと
思われた方は以下の飲
食店様で提供されてい
るので是非お召し上が
りください。
＊幸田の道の駅「筆柿
の里」、ふぐ料理「東」、韓国料理「ぱっくん家」、
BAR「Calla’s」
　また、ご家庭で食べられる方、冷しゃぶを
めんつゆで食べるのが私のおすすめです。他
の豚肉と比べて、冷めても柔らかく・甘みが
あるため、この夏に一つお試しになってはい
かかでしょうか。

御社が所属する共同組織について教えてください

　弊社が所属する全国的な組織は 3 つありま
すが、主には養豚生産者が加盟する、「一般社
団法人日本養豚協会」と「日本養豚事業協同
組合」があります。前者は畜政活動や豚肉の
消費拡大運動等、非営利目的の活動をする団
体です。以前は弊社会長が筆頭副会長を務め、
現在は顧問として関わらせていただいていま
す。後者は飼料や養豚資材などの協同購入、
若手経営者の育成塾など経営や経済活動を主
に行い、こちらは弊社会長が設立から15年理
事長を務め、現在は前者と同じく顧問として
関わらせていただいています。
　地元では前述した「やまびこ会」に所属し、
弊社会長が現在も会長を務めさせていただい
ています。
　これらの組織では度々セミナーや研修会が
行われますが、私も事例紹介や情報提供など
という形で講師をさせていただくことがあり
ます。基本的に弊社のノウハウなどは数字を
上げて包み隠さずお話します。よく「ノウハ
ウをそんなに出していいの？」と聞かれます
が、私は豚肉の国産自給率が50％を割ってい
る昨今、「日本の養豚業界は切磋琢磨して技術
向上し、海外製品との競争に打ち勝って行か
なければならない」と考えていますので、弊
社の取り組みを真似して他の農場の生産性が
向上すればそれでいいと考えています。

「家族経営協定」 を活かした経営を
されているそうですね

　「家族経営協定」とは農林水産省が推進する、

農業経営における、家族の一人一人の役割と
責任を明確化し、それぞれの意欲と能力が十
分に発揮できる環境構築を目指した“家族ルー
ル”を文書化する家族間の協定書のことです。
　稲吉家では農業改良普及課の指導の元、父
と母で最初に作り、仕事に関することはもち
ろん、祖父母が健在だった頃は介護時の役割
分担なども取り決めていました。その後は私
の就農、結婚、子供の誕生など家族の変化に
合わせてその都度改定し現在に至ります。こ
の協定は特に農家の場合、お嫁さんの仕事と
子育ての配分、給料等、うやむやにされがち
なことを文書化することで家族全員が円満に
満足できる環境を整えることができます。
　我が家の例は好事例として愛知県が作成す
る「家族経営協定推進のパンフレット」にも
掲載されました。この協定は、協定締結がゴー
ルとなってしまい、形骸化してしまっている
ケースも多いそうです。それに対して我が家
では常に毎年内容の見直しと、大事な経営方
針は必ず家族会議で決定していくなど今でも
しっかりと活用し、家族が共に助け合い、協
力し合える環境構築に役立てています。

従業員がやりがいを持てる職場環境
にしているそうですね

　当社では、「3 つのゆとり」の基、従業員が
働きやすい環境づくりに心掛けております。
　 1 つ目は「心のゆとり」です。自分のこと
だけでなく、社員・仲間と共に生きる喜びを
噛みしめて地域と業界への感謝を行動で示し
ていくことが大切だと考えております。その
ためには、日常的に毎朝ミーティングを実施
し、お互いに作業工程の確認をし、従業員が
発言しやすい風通しの良い環境となるよう意
識しております。また、各従業員に対してそ
れぞれに合った場所への配置、スキルアップ
のための海外含む研修にも積極的に派遣をし
ているため、意欲の高い従業員が多くいます。
　また、余談ですが、弊社には、絵が得意な社
員がいます。その社員が私の長女（当時小3）
が夏休みの宿題で豚のお産の様子を見て書い
た作文を読み、それを元に絵本を自費出版で
作り、関係者等に配りました。その熱意のこ
もった絵本は、飼育や養豚業の理解に役立ち、
好評だったため、会社を上げて増版をしまし
た。こうした一人一人異なる社員の強みを活
かしていきたいと思います。
　 2つ目は「時間的ゆとり」です。「心のゆとり」
を持つためには欠かせないものです。そのた
めにも、当社では、「ウィークリー管理」によ
る家族・従業員の休みを確保し、日々一生懸
命に働き、休むべき時は休める環境づくりを
心掛けております。
　 3つ目は「経済的ゆとり」です。企業が存

続するためには、
従業員が満足で
き、後継者が継承
したいと思える魅
力ある経営を目指
す必要があると考
えます。そのため
に、賞与と福利厚生の充実は勿論、永年勤続
者には、10年毎に報酬金と特別休暇を与えて
います。過去には、それでハワイに家族で旅
行に行った従業員もいました。従業員それぞ
れが自分の生活と家族を抱えていますので、
こうした会社の体制は従業員のモチベーショ
ンアップにもつながっているのかと思います。
　以上の「3 つのゆとり」に意識した経営を
することで、男女が区別無く働ける環境構築
にもつながっています。そこには、コンピュー
ターを上手に活用しながら、機械化等による
作業の効率化・簡略化により、女性でも楽に
働けることができる職場環境。また、女性従
業員の、女性らしいきめ細やかさや観察力は、
生き物を扱う上で貴重な役割を担っています。
こうした点より女性従業員が活躍できる職場
環境にもなっており、男女共に仕事が嫌で退
職した従業員が居ないことは、とても人材に
恵まれていのるかもしれません。

地域貢献活動にも注力されているそうですね

　養豚業への理解を深めてもらえるよう地元
中学生の職場体験の受入れや、小学校への出
前授業及び、幸田町子ども畜産体験教室で講
師をさせていただいております。畜産体験教
室では、ソーセージ作りを手伝い、当社の活
動を話すことで、地域の子供達への養豚業理
解につなげています。
　更に、幸田町の学校給食では年に数回「幸
田町の日」という幸田町産の食材を給食に使
う日があり、その際に当社の豚肉を提供する
こともしています。
　それから、畜産経営において環境対策は必須
事項です。当社は比較的住宅地より離れてはい
るものの、臭いの発生源である豚舎、堆肥置き
場では、消臭剤の散布や、豚の飼料自体に糞の
消臭効果のある酵素等を混ぜるなどの対策を講
じています。また、近隣にはホタルの住む川も
あるため排水管理についても複合ラグーン式浄
化槽を用いた管理を行い、地域の環境に配慮し
た経営を心掛けています。それ以外にも無償で
提供している当社の良質な堆肥は地元農家の
方々にも喜んでいただけています。

「日本農業賞」 を受賞されたそうですね

　養豚業界と“マルミファーム”をもっとよ
り良く発展させ、皆様に美味しい豚肉を届け

たいという想いから
活動してきたこと
が、このような形で
評価をいただけたこ
とは従業員一同誇り
に思います。これに
満足することなく、
更なる高みを目指してこれからも努力してい
きたいと思います。

円滑な事業承継をされたそうですね

　私が前社長である父より代表権を譲り受け
これで 7 年になります。養豚業では珍しいと
言われる程のスムーズな事業承継により、現
在に至るまで実施した取り組みの数々も父と
連携し、お互いの役割を理解した上で行動出
来たことが良かったと思います。
　元々私自身は、いつかは家を継ぐことになる
ことを承知しながら獣医師資格を大学で取得
し、卒業後には資格を活かせる養豚コンサルタ
ント会社に就職しました。そこでは、コンサル

タント獣医師として主に衛生管理の指導と、実
地研修での作業経験も積ませていただき、自分
と同じような養豚後継者の頑張る姿を見て刺激
をもらうとともに、力になりたいと思いました。
　そうして働いている中、まだ経験の浅い自分
がコンサル業務をすることに行き詰まりを感じ
ていたタイミングで、父の養豚仲間よりお声が
掛かりました。父からの話はありませんでした
が、「日本養豚事業協同組合」の立ち上げに伴い、
忙しくなる父の手伝いをしてはどうかというも
のでした。様々な養豚業者様を見てきて、“マ
ルミファーム”を客観的に見る機会にも恵まれ、
常に先進的なチャレンジをしてきた父の姿と、
自社の経営理念の良さを実感できたことで、実
家に戻り下積み経験を経て現在に至ります。
　
　また、この当社の理念は私だけでなく、現
在は取締役であり妻でもある幹子にも引き継が
れています。妻もまた、子育ての傍ら当社の経
理・事務を引き受けながら積極的に養豚経営に
関わってくれています。更に、私と同じように、
地域の45歳以下の女性農業者の組織である「よ
つばの会」の代表を務めるなど、女性農業者の
リーダーとして活躍してくれています。
　そんな妻は良きパートナーであり、仕事で
もとても頼れる大切な存在です。まだ先の話
ではありますが、自分もこのように、次世代
へ事業を引き継いでいきたいものです。

今後の展望について教えてください

　皆様も既にご存知かと思いますが、現在養豚
業界では、「豚コレラ」の影響からまだ回復を
しきっておりません。私達ができることは、ウ

イルスを農場に持ち込まないよう細心の注意を
払うことに尽き、当社でも、出入りする業者車
両に対しては、従来のタイヤ消毒だけでなく、
車両全体の消毒に切り替えました。また、従業
員についても、皆が自家用車の消毒を自主的に
実施してくれており有り難い限りです。
　私自身としては、行政指導の下、豚のワク
チン接種が実施されることを希望しています。
幾ら私達がウイルスの侵入を防ぐために、豚舎
全ての隙間を塞ぐには限界があります。安心し
て養豚経営をするには、豚自身を予防すること
がリスク防止につながると考えます。しかし、
これには、諸外国との貿易事情なども関係し簡
単にはいかないのが現状だとは思います。
　今後の展望としては、「豚コレラ」による先
行きは不透明な中であるものの、これから近い
将来、自由貿易協定による輸入肉との競争が厳
しくなることが予想されます。それに対しては、
国内の養豚業者同士が協力をし、輸入肉に負け
ない生産性の高い経営体制を構築していくこと
が大切だと考えています。そのための情報還元
等、業界全体を盛り上げていくべく活動に励ん
でいき、養豚業が「かっこいい仕事」と呼ばれ
る職種にしていくことが願望です。
　これからも当社は、「3つのゆとり」と新しく
私が加えた「皆が笑顔になれる養豚経営」の下、
家族と従業員、そして弊社に関わる全ての人が
“幸せ”を感じることができる会社を目指します。
　さらには、皆様の食卓に安全・安心な美味
しい豚肉を届けため、「良い豚・良い餌・良い
管理・高く売るより安く作る」をモットーに
家族・従業員が一丸となり活動をしていきた
いです。当社の活動が、養豚業界の発展、地
域の消費者様の“幸せ”に少しでも貢献でき
れば幸甚でございます。

※「安かろう、悪かろう」・・・「値段が安いものは、それ相応の品質なので、良いものはない」ということわざ。



事業内容をお話いただけますか

　弊社は昭和49年父がサラリーマンをしなが
ら、母が主体で母豚36頭で子豚を産ませて肥
育農家へ販売する子取り経営を始めたのが最
初です。その後、昭和53年に父が脱サラし、
専業化と同時に肉豚出荷まで行う一貫経営に
移行し、昭和62年 4 月 1 日に法人化しました。
養豚を始めた当初は幸田町内でも100戸以上の
養豚農家がありましたが、現在では幸田町で
唯一の養豚農家になってしまいました。
　そもそも養豚業というのは、母豚に種付け
し（今は人工授精が主流）、子豚を産ませ、そ
の子豚（生時体重 1.5kg）を約半年間かけて
出荷できる体重（115〜120kg）に育て、肉用
豚として出荷するのが仕事です。弊社の例だ
と、母豚数360頭で毎週約220頭の子豚が生ま
れ、約210頭が出荷されます。年間の出荷頭数
は約10,900頭になります。豚の取引は「１頭
いくら」ではなく、生体の豚から内蔵、皮、豚足、

頭を外した「枝肉」の重量「１kg」単位で取
引されます。重量規格に上限はありますが、
より重い「枝肉」を沢山売ることで収益が上
がります。肉豚、枝肉を生産する母豚１頭あ
たり「何頭・何kg」の出荷ができるかが生産
性の良し悪しを判断する材料でもあります。
　また、畜産業はトウモロコシや大豆といっ
た植物性の飼料を食肉（動物タンパク）に変
換する産業とも言えます。飼料の良し悪しで

豚の発育速度も肉質も大きく変わります。し
かし生産原料である飼料は生産コストの大半
を占めます。「安かろう、悪かろう」※の飼料で
は効率がいいとは言えません。逆に高栄養の
飼料でも費用が高くては生産コストが上がっ
てしまいます。栄養価が高く、バランスも良く、
消化率のいい飼料をいかに安く、少なく使い、
豚を早く大きくするかが経営のポイントにな
ります。1 kg の枝肉を生産するのに何kgの飼
料を使うかが重要な指標になります。この指
標が0.1ポイント違うだけで年間数百〜 1千万
円コスト差が出ることもあります。
　「きつい、汚い、臭い」と 3 K 職業の最たる
ものと言われていた養豚業も海外からの先進
的な設備・技術を取り入れ、効率化し、衛生
面や環境面でも働き易く、やりがいのある職
業として従業員も定着するようになってきま
した。また、生産性や経営を指標化し自らの
経営を分析し、同業他社とも比較することで
低コスト高収益のビジネスモデルを構築する
ことができ、再生産・持続可能な事業ができ
ています。
　以上のことを踏まえた上で以下にご紹介す
る弊社の取り組みを知っていただくと、より
理解を深めていただけると思います。

豚の飼育では様々な工夫をされているそうですね

　弊社では、「消費者の皆様に安全・安心で美
味しい豚肉を提供する」のはもとより、「高く
売るより安く作る」を目指し、生産性を向上
させるための新たな試みや同業者との連携を
積極的に行っています。その内には、海外の
先進的技術の導入もしておりますので、順に
ご紹介したいと思います。

「ウィークリー管理」 の実施

　「ウィークリー管理」とは繁殖母豚の生理に
合わせて、曜日ごとに作業を決めて週単位で
１つの作業サイクルができるように計画的に
作業の実施と管理をするものです。この管理
手法は昭和60年、当時まだ若かった現・農場
長をアメリカ研修に派遣した際に現地で学び、
持ち帰ったものです。今は当たり前の手法で
すが当時は画期的で、「畜産業＝休みが取りづ
らい職場」でしたが、作業が計画的に組み立
てられるため、家族も含め休みが取れる職場
になりました。
　また、この取組みにより平成 3 年には養豚
業では難しかった従業員の完全週休 2 日制も
実現できました。畜産業でありながら休みが
取れる職場は今でこそ当たり前ですが、規模
を拡大し、家族経営から雇用主体に移行する

にあたって重要なことでした。

「オールイン ・ オールアウトシステム」 の導入

　「オールイン・オールアウトシステム」とは、
養豚における管理手法の一つで、豚室または
豚舎ごとに豚を群管理する飼育方式です。豚
は飼育の工程で、豚の日齢にあった環境の豚
舎で飼育します。人間に例えると保育園、小
学校、中学校と進学するにつれて教室や校舎
が変わるように、哺乳期、離乳期、肥育期と
飼育する豚舎が変わります。この豚舎が変わ
る際に同じ週齢（学年）の豚をみんな一緒に進
級、進学させるように豚舎に一斉に入れて
（オールイン）、成長したら一斉に次の段階へ
移動します（オールアウト）。前述の「ウィー
クリー管理」が出来ていることが前提になり
ます。弊社の場合、週の生産頭数が200頭前後
になりますが、これ
を一つの群としま
す。豚群を出した後
の豚舎は高圧洗浄機
で洗浄し、乾燥、消
毒を経て次の豚を導
入します。豚は成長
段階で免疫に差があり、病気に対して抵抗力
が違います。例えるならば、1 年生～6 年生ま
でが同じ教室で過ごしていると、6年生が風邪
をひいていると病気に対して抵抗力の弱い　
1 年生にまで感染し、重症化してしまいます。
そこで、週齢（学年）の近い豚で群（クラス）を
作り、群毎に豚舎（教室）を分けることで免疫
の均一化と感染のリスクの低減を図ります。
本方式により、①豚群間の疾病感染リスクの低
下と②豚舎の洗浄・消毒をしっかり行うこと
で舎内の病原菌減少により、豚が健康になり
発育が良くなりました。
　また、本システムの
導入に合わせて豚の動
線（ピッグフロー）の
シンプル化も行いまし
た。それぞれの豚群の
豚舎間の移動を、以前
は生まれてから出荷ま
でに 5 回移動していた
のを 2 回にすることで作業の簡素化も図れ、
移動による豚のストレスも減らすことが出来
ました。

飼料共同購入によるコスト低減

　養豚業にとっての経費の大半を占めるのは、
豚の飼料費になります。飼料の仕入れ価格次
第で収益性が大きく変わります。また、飼料

の栄養価の良し悪しが肉質にも大きく影響し
ます。そこで父親である現会長は、飼料用ト
ウモロコシの関税撤廃を機に、良い飼料を安
価で仕入れることができる体制を地域の養豚
農家と築きたいと考え、平成 9 年に「やまび
こ会」を結成しました。
　現在「やまびこ会」は、愛知県を中心に 5 県
25戸の養豚農家で構成されています。「やまび
こ会」では原料調達と配合設計を生産者自身
で行い、飼料メーカーへ配合委託する形で飼
料を生産供給してもらっています。これによ
り、自分達が使用する飼料の成分等の理解及
び、大量注文によるコスト低減が図られ、市
販の他の配合飼料と比較して 2 割程安く購入
することが可能となりました。通常トウモロ
コシは粉砕後、栄養価の高い粒度の大きい部
分は養鶏用、細かい部分は養豚用と分けられ
て餌の質としては満足の行くものではありま
せん。しかしやまびこ会の餌は粉砕されたト
ウモロコシを全て我々の豚用に配合すること
で栄養価が高く、質の良い飼料になっています。

リキッドフィーディングシステムと
エコフィードの利用

　「リキッドフィーディ
ングシステム」とは、
飼料を液体で溶かし給
餌するシステムです。
人間で言うと「お粥」や
「流動食」であり、豚に
とっても食べやすい餌
と言えます。通常の餌に比べて消化吸収が良
いため、豚の発育（増体）も良くなります。また、
豚も人間のように夏季は食欲低下があります
が、液状飼料を与えることで夏季でも元気に食
べてもらえます。このシステムはヨーロッパで
盛んで、特に環境国ドイツで技術進歩がめざま
しいため、私がドイツに研修に赴き、技術習得
をして設備もドイツから導入しました。
　また、リキッドフィーディングの利点は食
品廃棄物・副産物を再利用し、飼料に加工す
る食品リサイクルの一端も担えることです。
また、そのような原料で作った餌を「エコ
フィード」と呼びます。利用できる食品廃棄物・
副産物は、食品工場より出る余剰の生産品、
原料（小麦粉、澱粉等）で賞味期限切れの物、
生産工程で発生した副産物等が主です。水分
で溶かすので含水率の高い食品も飼料化が可
能です。豚は雑食性で、人間が食べられる物
なら何でも食べると言っても過言ではありま
せん。幸い、中部地域である愛知県では、流
通の便が活発なこともあり、様々な食品廃棄
物を近県だけでなく関西、関東からも手に入
れることが可能です。食品廃棄物・副産物を
再利用し、限りある資源を大切に使うことは、

地球環境への配慮に繋がると共に、飼料コス
トの低減も図ることができます。
　エコフィードの利用に取り組み、成果を上
げるのは一朝一夕には難しいことでしたが、
弊社にとって大きな武器になっています。
　

海外の 「高繁殖能力種豚」 の導入

　養豚業では、子を産む“母豚”の数が農場
の規模を示します。この母豚が子豚を産み、そ
の子豚を私たちは大切に育てて皆様の食卓まで
最終的にお届けしております。養豚業の生産性
は冒頭で申し上げたとおり、最終的に何頭、何
kgを売り上げたかに尽きます。そのスタートは
母豚が何頭生んだか？何頭離乳したか？であ
り、一回の分娩でより多くの子豚を生み、離乳
まで育てられる母豚が優秀だと言うことになり
ます。2008年当時、日本の平均的な年間１母豚
当たりの離乳頭数は22～23頭、成績が良い農場
で25頭程度でした。しかし、ヨーロッパからは
30頭離乳できるという情報が流れて来ました。
それはにわかには信じられず、数字のマジック
だろうと勘ぐっていましたが、定期的にヨー
ロッパへ視察に行く生産者仲間が「オランダに
すごい種豚がいる」と情報を持ち帰り、試験的
に導入することを決めました。
　導入の際には全国 8 農場で導入し、成績を
検証したところ、それぞれの農場が飼育して
いる既存の品種よりも明らかに成績が良いこ
とが分かりました。肉質についても食味試験
をしたところ問題ないとの判断をし、種豚の
切り替えを決めました。それがオランダの育
種会社が遺伝子レベルで育種改良した
「TOPIGS（トピックス）」という種豚です。
　「TOPIGS」は繁殖能力が非常に高いものの、
飼料の給与方法、栄養管理などについては、従
来と全く異なることから、管理基準を見直す必
要がありました。それには、従来の経験や常識
にとらわれない感覚も必要であり、私だけでな
く従業員にも原産地であるオランダに出向いて
技術習得をしてもらい、この種豚にとっての最
適な飼養管理の実現に向
けて励みました。
　
　そうした苦労が結果へ
と結びつき、導入前の年
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間 1 母豚数当たりの離乳頭数23.1頭に対して、
導入後には、欧州並みの31.4頭と8.3頭（35％）
増となり、更に 1 母豚あたりの年間出荷豚数
で22.3頭から30.5頭と8.2頭（37％）増になり、
日本の養豚業界の技術革新となりました。

「夢やまびこ豚」 について教えてください

　「夢やまびこ豚」は、
「やまびこ会」の仲間
と共にブランド化し、
JA全農ミートフーズ
株式会社様経由で地元
のスーパーマーケット
のドミー様（37店舗）
を中心に販売をしております。また、ドミー
様以外だと名古屋駅の高島屋様でも長年販売
されています。当社のつくる「夢やまびこ豚」
の特徴としては、全粒粉砕とうもろこしを主
体に、植物性原料の飼料にビタミンEを強化し、
ドリップロス※を抑えた日持ちの良いお肉と
なっています。お肉全体は柔らかく脂が甘く、
サシも適度に入り見た目も綺麗です。冷めて
も柔らかく美味しいため、お弁当のおかずな
どにも向いています。
　
　また、弊社の生産する「夢やまびこ豚」は
幸田町の「ふるさと納税返礼品」にも抜擢され、
受け取ったお客様からは「どの返礼品を選ぼ
うか迷いましたが、こちらで間違いなかった
と満足しています。豚カツ、しゃぶしゃぶと
色々食べましたが、どれも柔らかく本当に美
味しかったです。」、「今までいただいた豚肉の
返礼品の中でも一番美味しい豚肉でした。」等
のレビューもいただけています。基本的に B 
to B の経営体質のため、直接消費者の方から
声を聴く機会は少なく、当社製品への自信に
もつながりとても嬉しい限りです。
　また、以前「やまびこ会」の総会で、非行
や不登校の子供達を無償で預かり、社会復帰
を手伝われている方に講師をしていただいた
際に、お礼として「やまびこ会」から１年間
豚肉を毎月送り続けたところ、お礼として「や

まびこ豚ソング」という素敵なテーマソングを
作ってくださりました。これを店頭で流したと
ころ、お子さんの評判も良く、多くの方に親し
まれているようで嬉しい限りです。当ソングは、
ドミー様の店頭でお聞きすることができます。
　もし、「夢やまびこ
豚」を食べてみたいと
思われた方は以下の飲
食店様で提供されてい
るので是非お召し上が
りください。
＊幸田の道の駅「筆柿
の里」、ふぐ料理「東」、韓国料理「ぱっくん家」、
BAR「Calla’s」
　また、ご家庭で食べられる方、冷しゃぶを
めんつゆで食べるのが私のおすすめです。他
の豚肉と比べて、冷めても柔らかく・甘みが
あるため、この夏に一つお試しになってはい
かかでしょうか。

御社が所属する共同組織について教えてください

　弊社が所属する全国的な組織は 3 つありま
すが、主には養豚生産者が加盟する、「一般社
団法人日本養豚協会」と「日本養豚事業協同
組合」があります。前者は畜政活動や豚肉の
消費拡大運動等、非営利目的の活動をする団
体です。以前は弊社会長が筆頭副会長を務め、
現在は顧問として関わらせていただいていま
す。後者は飼料や養豚資材などの協同購入、
若手経営者の育成塾など経営や経済活動を主
に行い、こちらは弊社会長が設立から15年理
事長を務め、現在は前者と同じく顧問として
関わらせていただいています。
　地元では前述した「やまびこ会」に所属し、
弊社会長が現在も会長を務めさせていただい
ています。
　これらの組織では度々セミナーや研修会が
行われますが、私も事例紹介や情報提供など
という形で講師をさせていただくことがあり
ます。基本的に弊社のノウハウなどは数字を
上げて包み隠さずお話します。よく「ノウハ
ウをそんなに出していいの？」と聞かれます
が、私は豚肉の国産自給率が50％を割ってい
る昨今、「日本の養豚業界は切磋琢磨して技術
向上し、海外製品との競争に打ち勝って行か
なければならない」と考えていますので、弊
社の取り組みを真似して他の農場の生産性が
向上すればそれでいいと考えています。

「家族経営協定」 を活かした経営を
されているそうですね

　「家族経営協定」とは農林水産省が推進する、

農業経営における、家族の一人一人の役割と
責任を明確化し、それぞれの意欲と能力が十
分に発揮できる環境構築を目指した“家族ルー
ル”を文書化する家族間の協定書のことです。
　稲吉家では農業改良普及課の指導の元、父
と母で最初に作り、仕事に関することはもち
ろん、祖父母が健在だった頃は介護時の役割
分担なども取り決めていました。その後は私
の就農、結婚、子供の誕生など家族の変化に
合わせてその都度改定し現在に至ります。こ
の協定は特に農家の場合、お嫁さんの仕事と
子育ての配分、給料等、うやむやにされがち
なことを文書化することで家族全員が円満に
満足できる環境を整えることができます。
　我が家の例は好事例として愛知県が作成す
る「家族経営協定推進のパンフレット」にも
掲載されました。この協定は、協定締結がゴー
ルとなってしまい、形骸化してしまっている
ケースも多いそうです。それに対して我が家
では常に毎年内容の見直しと、大事な経営方
針は必ず家族会議で決定していくなど今でも
しっかりと活用し、家族が共に助け合い、協
力し合える環境構築に役立てています。

従業員がやりがいを持てる職場環境
にしているそうですね

　当社では、「3 つのゆとり」の基、従業員が
働きやすい環境づくりに心掛けております。
　 1 つ目は「心のゆとり」です。自分のこと
だけでなく、社員・仲間と共に生きる喜びを
噛みしめて地域と業界への感謝を行動で示し
ていくことが大切だと考えております。その
ためには、日常的に毎朝ミーティングを実施
し、お互いに作業工程の確認をし、従業員が
発言しやすい風通しの良い環境となるよう意
識しております。また、各従業員に対してそ
れぞれに合った場所への配置、スキルアップ
のための海外含む研修にも積極的に派遣をし
ているため、意欲の高い従業員が多くいます。
　また、余談ですが、弊社には、絵が得意な社
員がいます。その社員が私の長女（当時小3）
が夏休みの宿題で豚のお産の様子を見て書い
た作文を読み、それを元に絵本を自費出版で
作り、関係者等に配りました。その熱意のこ
もった絵本は、飼育や養豚業の理解に役立ち、
好評だったため、会社を上げて増版をしまし
た。こうした一人一人異なる社員の強みを活
かしていきたいと思います。
　 2つ目は「時間的ゆとり」です。「心のゆとり」
を持つためには欠かせないものです。そのた
めにも、当社では、「ウィークリー管理」によ
る家族・従業員の休みを確保し、日々一生懸
命に働き、休むべき時は休める環境づくりを
心掛けております。
　 3つ目は「経済的ゆとり」です。企業が存

続するためには、
従業員が満足で
き、後継者が継承
したいと思える魅
力ある経営を目指
す必要があると考
えます。そのため
に、賞与と福利厚生の充実は勿論、永年勤続
者には、10年毎に報酬金と特別休暇を与えて
います。過去には、それでハワイに家族で旅
行に行った従業員もいました。従業員それぞ
れが自分の生活と家族を抱えていますので、
こうした会社の体制は従業員のモチベーショ
ンアップにもつながっているのかと思います。
　以上の「3 つのゆとり」に意識した経営を
することで、男女が区別無く働ける環境構築
にもつながっています。そこには、コンピュー
ターを上手に活用しながら、機械化等による
作業の効率化・簡略化により、女性でも楽に
働けることができる職場環境。また、女性従
業員の、女性らしいきめ細やかさや観察力は、
生き物を扱う上で貴重な役割を担っています。
こうした点より女性従業員が活躍できる職場
環境にもなっており、男女共に仕事が嫌で退
職した従業員が居ないことは、とても人材に
恵まれていのるかもしれません。

地域貢献活動にも注力されているそうですね

　養豚業への理解を深めてもらえるよう地元
中学生の職場体験の受入れや、小学校への出
前授業及び、幸田町子ども畜産体験教室で講
師をさせていただいております。畜産体験教
室では、ソーセージ作りを手伝い、当社の活
動を話すことで、地域の子供達への養豚業理
解につなげています。
　更に、幸田町の学校給食では年に数回「幸
田町の日」という幸田町産の食材を給食に使
う日があり、その際に当社の豚肉を提供する
こともしています。
　それから、畜産経営において環境対策は必須
事項です。当社は比較的住宅地より離れてはい
るものの、臭いの発生源である豚舎、堆肥置き
場では、消臭剤の散布や、豚の飼料自体に糞の
消臭効果のある酵素等を混ぜるなどの対策を講
じています。また、近隣にはホタルの住む川も
あるため排水管理についても複合ラグーン式浄
化槽を用いた管理を行い、地域の環境に配慮し
た経営を心掛けています。それ以外にも無償で
提供している当社の良質な堆肥は地元農家の
方々にも喜んでいただけています。

「日本農業賞」 を受賞されたそうですね

　養豚業界と“マルミファーム”をもっとよ
り良く発展させ、皆様に美味しい豚肉を届け

たいという想いから
活動してきたこと
が、このような形で
評価をいただけたこ
とは従業員一同誇り
に思います。これに
満足することなく、
更なる高みを目指してこれからも努力してい
きたいと思います。

円滑な事業承継をされたそうですね

　私が前社長である父より代表権を譲り受け
これで 7 年になります。養豚業では珍しいと
言われる程のスムーズな事業承継により、現
在に至るまで実施した取り組みの数々も父と
連携し、お互いの役割を理解した上で行動出
来たことが良かったと思います。
　元々私自身は、いつかは家を継ぐことになる
ことを承知しながら獣医師資格を大学で取得
し、卒業後には資格を活かせる養豚コンサルタ
ント会社に就職しました。そこでは、コンサル
タント獣医師として主に衛生管理の指導と、実
地研修での作業経験も積ませていただき、自分
と同じような養豚後継者の頑張る姿を見て刺激
をもらうとともに、力になりたいと思いました。
　そうして働いている中、まだ経験の浅い自分
がコンサル業務をすることに行き詰まりを感じ
ていたタイミングで、父の養豚仲間よりお声が
掛かりました。父からの話はありませんでした
が、「日本養豚事業協同組合」の立ち上げに伴い、
忙しくなる父の手伝いをしてはどうかというも
のでした。様々な養豚業者様を見てきて、“マ
ルミファーム”を客観的に見る機会にも恵まれ、
常に先進的なチャレンジをしてきた父の姿と、
自社の経営理念の良さを実感できたことで、実
家に戻り下積み経験を経て現在に至ります。
　
　また、この当社の理念は私だけでなく、現
在は取締役であり妻でもある幹子にも引き継が
れています。妻もまた、子育ての傍ら当社の経
理・事務を引き受けながら積極的に養豚経営に
関わってくれています。更に、私と同じように、
地域の45歳以下の女性農業者の組織である「よ
つばの会」の代表を務めるなど、女性農業者の
リーダーとして活躍してくれています。
　そんな妻は良きパートナーであり、仕事で
もとても頼れる大切な存在です。まだ先の話
ではありますが、自分もこのように、次世代
へ事業を引き継いでいきたいものです。

今後の展望について教えてください

　皆様も既にご存知かと思いますが、現在養豚
業界では、「豚コレラ」の影響からまだ回復を
しきっておりません。私達ができることは、ウ

イルスを農場に持ち込まないよう細心の注意を
払うことに尽き、当社でも、出入りする業者車
両に対しては、従来のタイヤ消毒だけでなく、
車両全体の消毒に切り替えました。また、従業
員についても、皆が自家用車の消毒を自主的に
実施してくれており有り難い限りです。
　私自身としては、行政指導の下、豚のワク
チン接種が実施されることを希望しています。
幾ら私達がウイルスの侵入を防ぐために、豚舎
全ての隙間を塞ぐには限界があります。安心し
て養豚経営をするには、豚自身を予防すること
がリスク防止につながると考えます。しかし、
これには、諸外国との貿易事情なども関係し簡
単にはいかないのが現状だとは思います。
　今後の展望としては、「豚コレラ」による先
行きは不透明な中であるものの、これから近い
将来、自由貿易協定による輸入肉との競争が厳
しくなることが予想されます。それに対しては、
国内の養豚業者同士が協力をし、輸入肉に負け
ない生産性の高い経営体制を構築していくこと
が大切だと考えています。そのための情報還元
等、業界全体を盛り上げていくべく活動に励ん
でいき、養豚業が「かっこいい仕事」と呼ばれ
る職種にしていくことが願望です。
　これからも当社は、「3つのゆとり」と新しく
私が加えた「皆が笑顔になれる養豚経営」の下、
家族と従業員、そして弊社に関わる全ての人が
“幸せ”を感じることができる会社を目指します。
　さらには、皆様の食卓に安全・安心な美味
しい豚肉を届けため、「良い豚・良い餌・良い
管理・高く売るより安く作る」をモットーに
家族・従業員が一丸となり活動をしていきた
いです。当社の活動が、養豚業界の発展、地
域の消費者様の“幸せ”に少しでも貢献でき
れば幸甚でございます。

種豚の切り替え開始時期



事業内容をお話いただけますか

　弊社は昭和49年父がサラリーマンをしなが
ら、母が主体で母豚36頭で子豚を産ませて肥
育農家へ販売する子取り経営を始めたのが最
初です。その後、昭和53年に父が脱サラし、
専業化と同時に肉豚出荷まで行う一貫経営に
移行し、昭和62年 4 月 1 日に法人化しました。
養豚を始めた当初は幸田町内でも100戸以上の
養豚農家がありましたが、現在では幸田町で
唯一の養豚農家になってしまいました。
　そもそも養豚業というのは、母豚に種付け
し（今は人工授精が主流）、子豚を産ませ、そ
の子豚（生時体重 1.5kg）を約半年間かけて
出荷できる体重（115〜120kg）に育て、肉用
豚として出荷するのが仕事です。弊社の例だ
と、母豚数360頭で毎週約220頭の子豚が生ま
れ、約210頭が出荷されます。年間の出荷頭数
は約10,900頭になります。豚の取引は「１頭
いくら」ではなく、生体の豚から内蔵、皮、豚足、

頭を外した「枝肉」の重量「１kg」単位で取
引されます。重量規格に上限はありますが、
より重い「枝肉」を沢山売ることで収益が上
がります。肉豚、枝肉を生産する母豚１頭あ
たり「何頭・何kg」の出荷ができるかが生産
性の良し悪しを判断する材料でもあります。
　また、畜産業はトウモロコシや大豆といっ
た植物性の飼料を食肉（動物タンパク）に変
換する産業とも言えます。飼料の良し悪しで

豚の発育速度も肉質も大きく変わります。し
かし生産原料である飼料は生産コストの大半
を占めます。「安かろう、悪かろう」※の飼料で
は効率がいいとは言えません。逆に高栄養の
飼料でも費用が高くては生産コストが上がっ
てしまいます。栄養価が高く、バランスも良く、
消化率のいい飼料をいかに安く、少なく使い、
豚を早く大きくするかが経営のポイントにな
ります。1 kg の枝肉を生産するのに何kgの飼
料を使うかが重要な指標になります。この指
標が0.1ポイント違うだけで年間数百〜 1千万
円コスト差が出ることもあります。
　「きつい、汚い、臭い」と 3 K 職業の最たる
ものと言われていた養豚業も海外からの先進
的な設備・技術を取り入れ、効率化し、衛生
面や環境面でも働き易く、やりがいのある職
業として従業員も定着するようになってきま
した。また、生産性や経営を指標化し自らの
経営を分析し、同業他社とも比較することで
低コスト高収益のビジネスモデルを構築する
ことができ、再生産・持続可能な事業ができ
ています。
　以上のことを踏まえた上で以下にご紹介す
る弊社の取り組みを知っていただくと、より
理解を深めていただけると思います。

豚の飼育では様々な工夫をされているそうですね

　弊社では、「消費者の皆様に安全・安心で美
味しい豚肉を提供する」のはもとより、「高く
売るより安く作る」を目指し、生産性を向上
させるための新たな試みや同業者との連携を
積極的に行っています。その内には、海外の
先進的技術の導入もしておりますので、順に
ご紹介したいと思います。

「ウィークリー管理」 の実施

　「ウィークリー管理」とは繁殖母豚の生理に
合わせて、曜日ごとに作業を決めて週単位で
１つの作業サイクルができるように計画的に
作業の実施と管理をするものです。この管理
手法は昭和60年、当時まだ若かった現・農場
長をアメリカ研修に派遣した際に現地で学び、
持ち帰ったものです。今は当たり前の手法で
すが当時は画期的で、「畜産業＝休みが取りづ
らい職場」でしたが、作業が計画的に組み立
てられるため、家族も含め休みが取れる職場
になりました。
　また、この取組みにより平成 3 年には養豚
業では難しかった従業員の完全週休 2 日制も
実現できました。畜産業でありながら休みが
取れる職場は今でこそ当たり前ですが、規模
を拡大し、家族経営から雇用主体に移行する

にあたって重要なことでした。

「オールイン ・ オールアウトシステム」 の導入

　「オールイン・オールアウトシステム」とは、
養豚における管理手法の一つで、豚室または
豚舎ごとに豚を群管理する飼育方式です。豚
は飼育の工程で、豚の日齢にあった環境の豚
舎で飼育します。人間に例えると保育園、小
学校、中学校と進学するにつれて教室や校舎
が変わるように、哺乳期、離乳期、肥育期と
飼育する豚舎が変わります。この豚舎が変わ
る際に同じ週齢（学年）の豚をみんな一緒に進
級、進学させるように豚舎に一斉に入れて
（オールイン）、成長したら一斉に次の段階へ
移動します（オールアウト）。前述の「ウィー
クリー管理」が出来ていることが前提になり
ます。弊社の場合、週の生産頭数が200頭前後
になりますが、これ
を一つの群としま
す。豚群を出した後
の豚舎は高圧洗浄機
で洗浄し、乾燥、消
毒を経て次の豚を導
入します。豚は成長
段階で免疫に差があり、病気に対して抵抗力
が違います。例えるならば、1 年生～6 年生ま
でが同じ教室で過ごしていると、6年生が風邪
をひいていると病気に対して抵抗力の弱い　
1 年生にまで感染し、重症化してしまいます。
そこで、週齢（学年）の近い豚で群（クラス）を
作り、群毎に豚舎（教室）を分けることで免疫
の均一化と感染のリスクの低減を図ります。
本方式により、①豚群間の疾病感染リスクの低
下と②豚舎の洗浄・消毒をしっかり行うこと
で舎内の病原菌減少により、豚が健康になり
発育が良くなりました。
　また、本システムの
導入に合わせて豚の動
線（ピッグフロー）の
シンプル化も行いまし
た。それぞれの豚群の
豚舎間の移動を、以前
は生まれてから出荷ま
でに 5 回移動していた
のを 2 回にすることで作業の簡素化も図れ、
移動による豚のストレスも減らすことが出来
ました。

飼料共同購入によるコスト低減

　養豚業にとっての経費の大半を占めるのは、
豚の飼料費になります。飼料の仕入れ価格次
第で収益性が大きく変わります。また、飼料

の栄養価の良し悪しが肉質にも大きく影響し
ます。そこで父親である現会長は、飼料用ト
ウモロコシの関税撤廃を機に、良い飼料を安
価で仕入れることができる体制を地域の養豚
農家と築きたいと考え、平成 9 年に「やまび
こ会」を結成しました。
　現在「やまびこ会」は、愛知県を中心に 5 県
25戸の養豚農家で構成されています。「やまび
こ会」では原料調達と配合設計を生産者自身
で行い、飼料メーカーへ配合委託する形で飼
料を生産供給してもらっています。これによ
り、自分達が使用する飼料の成分等の理解及
び、大量注文によるコスト低減が図られ、市
販の他の配合飼料と比較して 2 割程安く購入
することが可能となりました。通常トウモロ
コシは粉砕後、栄養価の高い粒度の大きい部
分は養鶏用、細かい部分は養豚用と分けられ
て餌の質としては満足の行くものではありま
せん。しかしやまびこ会の餌は粉砕されたト
ウモロコシを全て我々の豚用に配合すること
で栄養価が高く、質の良い飼料になっています。

リキッドフィーディングシステムと
エコフィードの利用

　「リキッドフィーディ
ングシステム」とは、
飼料を液体で溶かし給
餌するシステムです。
人間で言うと「お粥」や
「流動食」であり、豚に
とっても食べやすい餌
と言えます。通常の餌に比べて消化吸収が良
いため、豚の発育（増体）も良くなります。また、
豚も人間のように夏季は食欲低下があります
が、液状飼料を与えることで夏季でも元気に食
べてもらえます。このシステムはヨーロッパで
盛んで、特に環境国ドイツで技術進歩がめざま
しいため、私がドイツに研修に赴き、技術習得
をして設備もドイツから導入しました。
　また、リキッドフィーディングの利点は食
品廃棄物・副産物を再利用し、飼料に加工す
る食品リサイクルの一端も担えることです。
また、そのような原料で作った餌を「エコ
フィード」と呼びます。利用できる食品廃棄物・
副産物は、食品工場より出る余剰の生産品、
原料（小麦粉、澱粉等）で賞味期限切れの物、
生産工程で発生した副産物等が主です。水分
で溶かすので含水率の高い食品も飼料化が可
能です。豚は雑食性で、人間が食べられる物
なら何でも食べると言っても過言ではありま
せん。幸い、中部地域である愛知県では、流
通の便が活発なこともあり、様々な食品廃棄
物を近県だけでなく関西、関東からも手に入
れることが可能です。食品廃棄物・副産物を
再利用し、限りある資源を大切に使うことは、

地球環境への配慮に繋がると共に、飼料コス
トの低減も図ることができます。
　エコフィードの利用に取り組み、成果を上
げるのは一朝一夕には難しいことでしたが、
弊社にとって大きな武器になっています。
　

海外の 「高繁殖能力種豚」 の導入

　養豚業では、子を産む“母豚”の数が農場
の規模を示します。この母豚が子豚を産み、そ
の子豚を私たちは大切に育てて皆様の食卓まで
最終的にお届けしております。養豚業の生産性
は冒頭で申し上げたとおり、最終的に何頭、何
kgを売り上げたかに尽きます。そのスタートは
母豚が何頭生んだか？何頭離乳したか？であ
り、一回の分娩でより多くの子豚を生み、離乳
まで育てられる母豚が優秀だと言うことになり
ます。2008年当時、日本の平均的な年間１母豚
当たりの離乳頭数は22～23頭、成績が良い農場
で25頭程度でした。しかし、ヨーロッパからは
30頭離乳できるという情報が流れて来ました。
それはにわかには信じられず、数字のマジック
だろうと勘ぐっていましたが、定期的にヨー
ロッパへ視察に行く生産者仲間が「オランダに
すごい種豚がいる」と情報を持ち帰り、試験的
に導入することを決めました。
　導入の際には全国 8 農場で導入し、成績を
検証したところ、それぞれの農場が飼育して
いる既存の品種よりも明らかに成績が良いこ
とが分かりました。肉質についても食味試験
をしたところ問題ないとの判断をし、種豚の
切り替えを決めました。それがオランダの育
種会社が遺伝子レベルで育種改良した
「TOPIGS（トピックス）」という種豚です。
　「TOPIGS」は繁殖能力が非常に高いものの、
飼料の給与方法、栄養管理などについては、従
来と全く異なることから、管理基準を見直す必
要がありました。それには、従来の経験や常識
にとらわれない感覚も必要であり、私だけでな
く従業員にも原産地であるオランダに出向いて
技術習得をしてもらい、この種豚にとっての最
適な飼養管理の実現に向
けて励みました。
　
　そうした苦労が結果へ
と結びつき、導入前の年

間 1 母豚数当たりの離乳頭数23.1頭に対して、
導入後には、欧州並みの31.4頭と8.3頭（35％）
増となり、更に 1 母豚あたりの年間出荷豚数
で22.3頭から30.5頭と8.2頭（37％）増になり、
日本の養豚業界の技術革新となりました。

「夢やまびこ豚」 について教えてください

　「夢やまびこ豚」は、
「やまびこ会」の仲間
と共にブランド化し、
JA全農ミートフーズ
株式会社様経由で地元
のスーパーマーケット
のドミー様（37店舗）
を中心に販売をしております。また、ドミー
様以外だと名古屋駅の高島屋様でも長年販売
されています。当社のつくる「夢やまびこ豚」
の特徴としては、全粒粉砕とうもろこしを主
体に、植物性原料の飼料にビタミンEを強化し、
ドリップロス※を抑えた日持ちの良いお肉と
なっています。お肉全体は柔らかく脂が甘く、
サシも適度に入り見た目も綺麗です。冷めて
も柔らかく美味しいため、お弁当のおかずな
どにも向いています。
　
　また、弊社の生産する「夢やまびこ豚」は
幸田町の「ふるさと納税返礼品」にも抜擢され、
受け取ったお客様からは「どの返礼品を選ぼ
うか迷いましたが、こちらで間違いなかった
と満足しています。豚カツ、しゃぶしゃぶと
色々食べましたが、どれも柔らかく本当に美
味しかったです。」、「今までいただいた豚肉の
返礼品の中でも一番美味しい豚肉でした。」等
のレビューもいただけています。基本的に B 
to B の経営体質のため、直接消費者の方から
声を聴く機会は少なく、当社製品への自信に
もつながりとても嬉しい限りです。
　また、以前「やまびこ会」の総会で、非行
や不登校の子供達を無償で預かり、社会復帰
を手伝われている方に講師をしていただいた
際に、お礼として「やまびこ会」から１年間
豚肉を毎月送り続けたところ、お礼として「や

まびこ豚ソング」という素敵なテーマソングを
作ってくださりました。これを店頭で流したと
ころ、お子さんの評判も良く、多くの方に親し
まれているようで嬉しい限りです。当ソングは、
ドミー様の店頭でお聞きすることができます。
　もし、「夢やまびこ
豚」を食べてみたいと
思われた方は以下の飲
食店様で提供されてい
るので是非お召し上が
りください。
＊幸田の道の駅「筆柿
の里」、ふぐ料理「東」、韓国料理「ぱっくん家」、
BAR「Calla’s」
　また、ご家庭で食べられる方、冷しゃぶを
めんつゆで食べるのが私のおすすめです。他
の豚肉と比べて、冷めても柔らかく・甘みが
あるため、この夏に一つお試しになってはい
かかでしょうか。

御社が所属する共同組織について教えてください

　弊社が所属する全国的な組織は 3 つありま
すが、主には養豚生産者が加盟する、「一般社
団法人日本養豚協会」と「日本養豚事業協同
組合」があります。前者は畜政活動や豚肉の
消費拡大運動等、非営利目的の活動をする団
体です。以前は弊社会長が筆頭副会長を務め、
現在は顧問として関わらせていただいていま
す。後者は飼料や養豚資材などの協同購入、
若手経営者の育成塾など経営や経済活動を主
に行い、こちらは弊社会長が設立から15年理
事長を務め、現在は前者と同じく顧問として
関わらせていただいています。
　地元では前述した「やまびこ会」に所属し、
弊社会長が現在も会長を務めさせていただい
ています。
　これらの組織では度々セミナーや研修会が
行われますが、私も事例紹介や情報提供など
という形で講師をさせていただくことがあり
ます。基本的に弊社のノウハウなどは数字を
上げて包み隠さずお話します。よく「ノウハ
ウをそんなに出していいの？」と聞かれます
が、私は豚肉の国産自給率が50％を割ってい
る昨今、「日本の養豚業界は切磋琢磨して技術
向上し、海外製品との競争に打ち勝って行か
なければならない」と考えていますので、弊
社の取り組みを真似して他の農場の生産性が
向上すればそれでいいと考えています。

「家族経営協定」 を活かした経営を
されているそうですね

　「家族経営協定」とは農林水産省が推進する、
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（上図）年間1母豚当たりの生存産子数・離乳子豚数推移
（下図）豚の出荷枝肉重量・出荷頭数の推移

農業経営における、家族の一人一人の役割と
責任を明確化し、それぞれの意欲と能力が十
分に発揮できる環境構築を目指した“家族ルー
ル”を文書化する家族間の協定書のことです。
　稲吉家では農業改良普及課の指導の元、父
と母で最初に作り、仕事に関することはもち
ろん、祖父母が健在だった頃は介護時の役割
分担なども取り決めていました。その後は私
の就農、結婚、子供の誕生など家族の変化に
合わせてその都度改定し現在に至ります。こ
の協定は特に農家の場合、お嫁さんの仕事と
子育ての配分、給料等、うやむやにされがち
なことを文書化することで家族全員が円満に
満足できる環境を整えることができます。
　我が家の例は好事例として愛知県が作成す
る「家族経営協定推進のパンフレット」にも
掲載されました。この協定は、協定締結がゴー
ルとなってしまい、形骸化してしまっている
ケースも多いそうです。それに対して我が家
では常に毎年内容の見直しと、大事な経営方
針は必ず家族会議で決定していくなど今でも
しっかりと活用し、家族が共に助け合い、協
力し合える環境構築に役立てています。

従業員がやりがいを持てる職場環境
にしているそうですね

　当社では、「3 つのゆとり」の基、従業員が
働きやすい環境づくりに心掛けております。
　 1 つ目は「心のゆとり」です。自分のこと
だけでなく、社員・仲間と共に生きる喜びを
噛みしめて地域と業界への感謝を行動で示し
ていくことが大切だと考えております。その
ためには、日常的に毎朝ミーティングを実施
し、お互いに作業工程の確認をし、従業員が
発言しやすい風通しの良い環境となるよう意
識しております。また、各従業員に対してそ
れぞれに合った場所への配置、スキルアップ
のための海外含む研修にも積極的に派遣をし
ているため、意欲の高い従業員が多くいます。
　また、余談ですが、弊社には、絵が得意な社
員がいます。その社員が私の長女（当時小3）
が夏休みの宿題で豚のお産の様子を見て書い
た作文を読み、それを元に絵本を自費出版で
作り、関係者等に配りました。その熱意のこ
もった絵本は、飼育や養豚業の理解に役立ち、
好評だったため、会社を上げて増版をしまし
た。こうした一人一人異なる社員の強みを活
かしていきたいと思います。
　 2つ目は「時間的ゆとり」です。「心のゆとり」
を持つためには欠かせないものです。そのた
めにも、当社では、「ウィークリー管理」によ
る家族・従業員の休みを確保し、日々一生懸
命に働き、休むべき時は休める環境づくりを
心掛けております。
　 3つ目は「経済的ゆとり」です。企業が存

続するためには、
従業員が満足で
き、後継者が継承
したいと思える魅
力ある経営を目指
す必要があると考
えます。そのため
に、賞与と福利厚生の充実は勿論、永年勤続
者には、10年毎に報酬金と特別休暇を与えて
います。過去には、それでハワイに家族で旅
行に行った従業員もいました。従業員それぞ
れが自分の生活と家族を抱えていますので、
こうした会社の体制は従業員のモチベーショ
ンアップにもつながっているのかと思います。
　以上の「3 つのゆとり」に意識した経営を
することで、男女が区別無く働ける環境構築
にもつながっています。そこには、コンピュー
ターを上手に活用しながら、機械化等による
作業の効率化・簡略化により、女性でも楽に
働けることができる職場環境。また、女性従
業員の、女性らしいきめ細やかさや観察力は、
生き物を扱う上で貴重な役割を担っています。
こうした点より女性従業員が活躍できる職場
環境にもなっており、男女共に仕事が嫌で退
職した従業員が居ないことは、とても人材に
恵まれていのるかもしれません。

地域貢献活動にも注力されているそうですね

　養豚業への理解を深めてもらえるよう地元
中学生の職場体験の受入れや、小学校への出
前授業及び、幸田町子ども畜産体験教室で講
師をさせていただいております。畜産体験教
室では、ソーセージ作りを手伝い、当社の活
動を話すことで、地域の子供達への養豚業理
解につなげています。
　更に、幸田町の学校給食では年に数回「幸
田町の日」という幸田町産の食材を給食に使
う日があり、その際に当社の豚肉を提供する
こともしています。
　それから、畜産経営において環境対策は必須
事項です。当社は比較的住宅地より離れてはい
るものの、臭いの発生源である豚舎、堆肥置き
場では、消臭剤の散布や、豚の飼料自体に糞の
消臭効果のある酵素等を混ぜるなどの対策を講
じています。また、近隣にはホタルの住む川も
あるため排水管理についても複合ラグーン式浄
化槽を用いた管理を行い、地域の環境に配慮し
た経営を心掛けています。それ以外にも無償で
提供している当社の良質な堆肥は地元農家の
方々にも喜んでいただけています。

「日本農業賞」 を受賞されたそうですね

　養豚業界と“マルミファーム”をもっとよ
り良く発展させ、皆様に美味しい豚肉を届け

たいという想いから
活動してきたこと
が、このような形で
評価をいただけたこ
とは従業員一同誇り
に思います。これに
満足することなく、
更なる高みを目指してこれからも努力してい
きたいと思います。

円滑な事業承継をされたそうですね

　私が前社長である父より代表権を譲り受け
これで 7 年になります。養豚業では珍しいと
言われる程のスムーズな事業承継により、現
在に至るまで実施した取り組みの数々も父と
連携し、お互いの役割を理解した上で行動出
来たことが良かったと思います。
　元々私自身は、いつかは家を継ぐことになる
ことを承知しながら獣医師資格を大学で取得
し、卒業後には資格を活かせる養豚コンサルタ
ント会社に就職しました。そこでは、コンサル
タント獣医師として主に衛生管理の指導と、実
地研修での作業経験も積ませていただき、自分
と同じような養豚後継者の頑張る姿を見て刺激
をもらうとともに、力になりたいと思いました。
　そうして働いている中、まだ経験の浅い自分
がコンサル業務をすることに行き詰まりを感じ
ていたタイミングで、父の養豚仲間よりお声が
掛かりました。父からの話はありませんでした
が、「日本養豚事業協同組合」の立ち上げに伴い、
忙しくなる父の手伝いをしてはどうかというも
のでした。様々な養豚業者様を見てきて、“マ
ルミファーム”を客観的に見る機会にも恵まれ、
常に先進的なチャレンジをしてきた父の姿と、
自社の経営理念の良さを実感できたことで、実
家に戻り下積み経験を経て現在に至ります。
　
　また、この当社の理念は私だけでなく、現
在は取締役であり妻でもある幹子にも引き継が
れています。妻もまた、子育ての傍ら当社の経
理・事務を引き受けながら積極的に養豚経営に
関わってくれています。更に、私と同じように、
地域の45歳以下の女性農業者の組織である「よ
つばの会」の代表を務めるなど、女性農業者の
リーダーとして活躍してくれています。
　そんな妻は良きパートナーであり、仕事で
もとても頼れる大切な存在です。まだ先の話
ではありますが、自分もこのように、次世代
へ事業を引き継いでいきたいものです。

今後の展望について教えてください

　皆様も既にご存知かと思いますが、現在養豚
業界では、「豚コレラ」の影響からまだ回復を
しきっておりません。私達ができることは、ウ

イルスを農場に持ち込まないよう細心の注意を
払うことに尽き、当社でも、出入りする業者車
両に対しては、従来のタイヤ消毒だけでなく、
車両全体の消毒に切り替えました。また、従業
員についても、皆が自家用車の消毒を自主的に
実施してくれており有り難い限りです。
　私自身としては、行政指導の下、豚のワク
チン接種が実施されることを希望しています。
幾ら私達がウイルスの侵入を防ぐために、豚舎
全ての隙間を塞ぐには限界があります。安心し
て養豚経営をするには、豚自身を予防すること
がリスク防止につながると考えます。しかし、
これには、諸外国との貿易事情なども関係し簡
単にはいかないのが現状だとは思います。
　今後の展望としては、「豚コレラ」による先
行きは不透明な中であるものの、これから近い
将来、自由貿易協定による輸入肉との競争が厳
しくなることが予想されます。それに対しては、
国内の養豚業者同士が協力をし、輸入肉に負け
ない生産性の高い経営体制を構築していくこと
が大切だと考えています。そのための情報還元
等、業界全体を盛り上げていくべく活動に励ん
でいき、養豚業が「かっこいい仕事」と呼ばれ
る職種にしていくことが願望です。
　これからも当社は、「3つのゆとり」と新しく
私が加えた「皆が笑顔になれる養豚経営」の下、
家族と従業員、そして弊社に関わる全ての人が
“幸せ”を感じることができる会社を目指します。
　さらには、皆様の食卓に安全・安心な美味
しい豚肉を届けため、「良い豚・良い餌・良い
管理・高く売るより安く作る」をモットーに
家族・従業員が一丸となり活動をしていきた
いです。当社の活動が、養豚業界の発展、地
域の消費者様の“幸せ”に少しでも貢献でき
れば幸甚でございます。

新種豚から生まれた
豚の販売開始時期

※ドリップロス・・・肉類・魚類などの切り身が、解凍や保存時間の経過と共に肉汁や水分を失い、みずみずしさを失うこと。



事業内容をお話いただけますか

　弊社は昭和49年父がサラリーマンをしなが
ら、母が主体で母豚36頭で子豚を産ませて肥
育農家へ販売する子取り経営を始めたのが最
初です。その後、昭和53年に父が脱サラし、
専業化と同時に肉豚出荷まで行う一貫経営に
移行し、昭和62年 4 月 1 日に法人化しました。
養豚を始めた当初は幸田町内でも100戸以上の
養豚農家がありましたが、現在では幸田町で
唯一の養豚農家になってしまいました。
　そもそも養豚業というのは、母豚に種付け
し（今は人工授精が主流）、子豚を産ませ、そ
の子豚（生時体重 1.5kg）を約半年間かけて
出荷できる体重（115〜120kg）に育て、肉用
豚として出荷するのが仕事です。弊社の例だ
と、母豚数360頭で毎週約220頭の子豚が生ま
れ、約210頭が出荷されます。年間の出荷頭数
は約10,900頭になります。豚の取引は「１頭
いくら」ではなく、生体の豚から内蔵、皮、豚足、

頭を外した「枝肉」の重量「１kg」単位で取
引されます。重量規格に上限はありますが、
より重い「枝肉」を沢山売ることで収益が上
がります。肉豚、枝肉を生産する母豚１頭あ
たり「何頭・何kg」の出荷ができるかが生産
性の良し悪しを判断する材料でもあります。
　また、畜産業はトウモロコシや大豆といっ
た植物性の飼料を食肉（動物タンパク）に変
換する産業とも言えます。飼料の良し悪しで

豚の発育速度も肉質も大きく変わります。し
かし生産原料である飼料は生産コストの大半
を占めます。「安かろう、悪かろう」※の飼料で
は効率がいいとは言えません。逆に高栄養の
飼料でも費用が高くては生産コストが上がっ
てしまいます。栄養価が高く、バランスも良く、
消化率のいい飼料をいかに安く、少なく使い、
豚を早く大きくするかが経営のポイントにな
ります。1 kg の枝肉を生産するのに何kgの飼
料を使うかが重要な指標になります。この指
標が0.1ポイント違うだけで年間数百〜 1千万
円コスト差が出ることもあります。
　「きつい、汚い、臭い」と 3 K 職業の最たる
ものと言われていた養豚業も海外からの先進
的な設備・技術を取り入れ、効率化し、衛生
面や環境面でも働き易く、やりがいのある職
業として従業員も定着するようになってきま
した。また、生産性や経営を指標化し自らの
経営を分析し、同業他社とも比較することで
低コスト高収益のビジネスモデルを構築する
ことができ、再生産・持続可能な事業ができ
ています。
　以上のことを踏まえた上で以下にご紹介す
る弊社の取り組みを知っていただくと、より
理解を深めていただけると思います。

豚の飼育では様々な工夫をされているそうですね

　弊社では、「消費者の皆様に安全・安心で美
味しい豚肉を提供する」のはもとより、「高く
売るより安く作る」を目指し、生産性を向上
させるための新たな試みや同業者との連携を
積極的に行っています。その内には、海外の
先進的技術の導入もしておりますので、順に
ご紹介したいと思います。

「ウィークリー管理」 の実施

　「ウィークリー管理」とは繁殖母豚の生理に
合わせて、曜日ごとに作業を決めて週単位で
１つの作業サイクルができるように計画的に
作業の実施と管理をするものです。この管理
手法は昭和60年、当時まだ若かった現・農場
長をアメリカ研修に派遣した際に現地で学び、
持ち帰ったものです。今は当たり前の手法で
すが当時は画期的で、「畜産業＝休みが取りづ
らい職場」でしたが、作業が計画的に組み立
てられるため、家族も含め休みが取れる職場
になりました。
　また、この取組みにより平成 3 年には養豚
業では難しかった従業員の完全週休 2 日制も
実現できました。畜産業でありながら休みが
取れる職場は今でこそ当たり前ですが、規模
を拡大し、家族経営から雇用主体に移行する

にあたって重要なことでした。

「オールイン ・ オールアウトシステム」 の導入

　「オールイン・オールアウトシステム」とは、
養豚における管理手法の一つで、豚室または
豚舎ごとに豚を群管理する飼育方式です。豚
は飼育の工程で、豚の日齢にあった環境の豚
舎で飼育します。人間に例えると保育園、小
学校、中学校と進学するにつれて教室や校舎
が変わるように、哺乳期、離乳期、肥育期と
飼育する豚舎が変わります。この豚舎が変わ
る際に同じ週齢（学年）の豚をみんな一緒に進
級、進学させるように豚舎に一斉に入れて
（オールイン）、成長したら一斉に次の段階へ
移動します（オールアウト）。前述の「ウィー
クリー管理」が出来ていることが前提になり
ます。弊社の場合、週の生産頭数が200頭前後
になりますが、これ
を一つの群としま
す。豚群を出した後
の豚舎は高圧洗浄機
で洗浄し、乾燥、消
毒を経て次の豚を導
入します。豚は成長
段階で免疫に差があり、病気に対して抵抗力
が違います。例えるならば、1 年生～6 年生ま
でが同じ教室で過ごしていると、6年生が風邪
をひいていると病気に対して抵抗力の弱い　
1 年生にまで感染し、重症化してしまいます。
そこで、週齢（学年）の近い豚で群（クラス）を
作り、群毎に豚舎（教室）を分けることで免疫
の均一化と感染のリスクの低減を図ります。
本方式により、①豚群間の疾病感染リスクの低
下と②豚舎の洗浄・消毒をしっかり行うこと
で舎内の病原菌減少により、豚が健康になり
発育が良くなりました。
　また、本システムの
導入に合わせて豚の動
線（ピッグフロー）の
シンプル化も行いまし
た。それぞれの豚群の
豚舎間の移動を、以前
は生まれてから出荷ま
でに 5 回移動していた
のを 2 回にすることで作業の簡素化も図れ、
移動による豚のストレスも減らすことが出来
ました。

飼料共同購入によるコスト低減

　養豚業にとっての経費の大半を占めるのは、
豚の飼料費になります。飼料の仕入れ価格次
第で収益性が大きく変わります。また、飼料

の栄養価の良し悪しが肉質にも大きく影響し
ます。そこで父親である現会長は、飼料用ト
ウモロコシの関税撤廃を機に、良い飼料を安
価で仕入れることができる体制を地域の養豚
農家と築きたいと考え、平成 9 年に「やまび
こ会」を結成しました。
　現在「やまびこ会」は、愛知県を中心に 5 県
25戸の養豚農家で構成されています。「やまび
こ会」では原料調達と配合設計を生産者自身
で行い、飼料メーカーへ配合委託する形で飼
料を生産供給してもらっています。これによ
り、自分達が使用する飼料の成分等の理解及
び、大量注文によるコスト低減が図られ、市
販の他の配合飼料と比較して 2 割程安く購入
することが可能となりました。通常トウモロ
コシは粉砕後、栄養価の高い粒度の大きい部
分は養鶏用、細かい部分は養豚用と分けられ
て餌の質としては満足の行くものではありま
せん。しかしやまびこ会の餌は粉砕されたト
ウモロコシを全て我々の豚用に配合すること
で栄養価が高く、質の良い飼料になっています。

リキッドフィーディングシステムと
エコフィードの利用

　「リキッドフィーディ
ングシステム」とは、
飼料を液体で溶かし給
餌するシステムです。
人間で言うと「お粥」や
「流動食」であり、豚に
とっても食べやすい餌
と言えます。通常の餌に比べて消化吸収が良
いため、豚の発育（増体）も良くなります。また、
豚も人間のように夏季は食欲低下があります
が、液状飼料を与えることで夏季でも元気に食
べてもらえます。このシステムはヨーロッパで
盛んで、特に環境国ドイツで技術進歩がめざま
しいため、私がドイツに研修に赴き、技術習得
をして設備もドイツから導入しました。
　また、リキッドフィーディングの利点は食
品廃棄物・副産物を再利用し、飼料に加工す
る食品リサイクルの一端も担えることです。
また、そのような原料で作った餌を「エコ
フィード」と呼びます。利用できる食品廃棄物・
副産物は、食品工場より出る余剰の生産品、
原料（小麦粉、澱粉等）で賞味期限切れの物、
生産工程で発生した副産物等が主です。水分
で溶かすので含水率の高い食品も飼料化が可
能です。豚は雑食性で、人間が食べられる物
なら何でも食べると言っても過言ではありま
せん。幸い、中部地域である愛知県では、流
通の便が活発なこともあり、様々な食品廃棄
物を近県だけでなく関西、関東からも手に入
れることが可能です。食品廃棄物・副産物を
再利用し、限りある資源を大切に使うことは、

地球環境への配慮に繋がると共に、飼料コス
トの低減も図ることができます。
　エコフィードの利用に取り組み、成果を上
げるのは一朝一夕には難しいことでしたが、
弊社にとって大きな武器になっています。
　

海外の 「高繁殖能力種豚」 の導入

　養豚業では、子を産む“母豚”の数が農場
の規模を示します。この母豚が子豚を産み、そ
の子豚を私たちは大切に育てて皆様の食卓まで
最終的にお届けしております。養豚業の生産性
は冒頭で申し上げたとおり、最終的に何頭、何
kgを売り上げたかに尽きます。そのスタートは
母豚が何頭生んだか？何頭離乳したか？であ
り、一回の分娩でより多くの子豚を生み、離乳
まで育てられる母豚が優秀だと言うことになり
ます。2008年当時、日本の平均的な年間１母豚
当たりの離乳頭数は22～23頭、成績が良い農場
で25頭程度でした。しかし、ヨーロッパからは
30頭離乳できるという情報が流れて来ました。
それはにわかには信じられず、数字のマジック
だろうと勘ぐっていましたが、定期的にヨー
ロッパへ視察に行く生産者仲間が「オランダに
すごい種豚がいる」と情報を持ち帰り、試験的
に導入することを決めました。
　導入の際には全国 8 農場で導入し、成績を
検証したところ、それぞれの農場が飼育して
いる既存の品種よりも明らかに成績が良いこ
とが分かりました。肉質についても食味試験
をしたところ問題ないとの判断をし、種豚の
切り替えを決めました。それがオランダの育
種会社が遺伝子レベルで育種改良した
「TOPIGS（トピックス）」という種豚です。
　「TOPIGS」は繁殖能力が非常に高いものの、
飼料の給与方法、栄養管理などについては、従
来と全く異なることから、管理基準を見直す必
要がありました。それには、従来の経験や常識
にとらわれない感覚も必要であり、私だけでな
く従業員にも原産地であるオランダに出向いて
技術習得をしてもらい、この種豚にとっての最
適な飼養管理の実現に向
けて励みました。
　
　そうした苦労が結果へ
と結びつき、導入前の年

間 1 母豚数当たりの離乳頭数23.1頭に対して、
導入後には、欧州並みの31.4頭と8.3頭（35％）
増となり、更に 1 母豚あたりの年間出荷豚数
で22.3頭から30.5頭と8.2頭（37％）増になり、
日本の養豚業界の技術革新となりました。

「夢やまびこ豚」 について教えてください

　「夢やまびこ豚」は、
「やまびこ会」の仲間
と共にブランド化し、
JA全農ミートフーズ
株式会社様経由で地元
のスーパーマーケット
のドミー様（37店舗）
を中心に販売をしております。また、ドミー
様以外だと名古屋駅の高島屋様でも長年販売
されています。当社のつくる「夢やまびこ豚」
の特徴としては、全粒粉砕とうもろこしを主
体に、植物性原料の飼料にビタミンEを強化し、
ドリップロス※を抑えた日持ちの良いお肉と
なっています。お肉全体は柔らかく脂が甘く、
サシも適度に入り見た目も綺麗です。冷めて
も柔らかく美味しいため、お弁当のおかずな
どにも向いています。
　
　また、弊社の生産する「夢やまびこ豚」は
幸田町の「ふるさと納税返礼品」にも抜擢され、
受け取ったお客様からは「どの返礼品を選ぼ
うか迷いましたが、こちらで間違いなかった
と満足しています。豚カツ、しゃぶしゃぶと
色々食べましたが、どれも柔らかく本当に美
味しかったです。」、「今までいただいた豚肉の
返礼品の中でも一番美味しい豚肉でした。」等
のレビューもいただけています。基本的に B 
to B の経営体質のため、直接消費者の方から
声を聴く機会は少なく、当社製品への自信に
もつながりとても嬉しい限りです。
　また、以前「やまびこ会」の総会で、非行
や不登校の子供達を無償で預かり、社会復帰
を手伝われている方に講師をしていただいた
際に、お礼として「やまびこ会」から１年間
豚肉を毎月送り続けたところ、お礼として「や

まびこ豚ソング」という素敵なテーマソングを
作ってくださりました。これを店頭で流したと
ころ、お子さんの評判も良く、多くの方に親し
まれているようで嬉しい限りです。当ソングは、
ドミー様の店頭でお聞きすることができます。
　もし、「夢やまびこ
豚」を食べてみたいと
思われた方は以下の飲
食店様で提供されてい
るので是非お召し上が
りください。
＊幸田の道の駅「筆柿
の里」、ふぐ料理「東」、韓国料理「ぱっくん家」、
BAR「Calla’s」
　また、ご家庭で食べられる方、冷しゃぶを
めんつゆで食べるのが私のおすすめです。他
の豚肉と比べて、冷めても柔らかく・甘みが
あるため、この夏に一つお試しになってはい
かかでしょうか。

御社が所属する共同組織について教えてください

　弊社が所属する全国的な組織は 3 つありま
すが、主には養豚生産者が加盟する、「一般社
団法人日本養豚協会」と「日本養豚事業協同
組合」があります。前者は畜政活動や豚肉の
消費拡大運動等、非営利目的の活動をする団
体です。以前は弊社会長が筆頭副会長を務め、
現在は顧問として関わらせていただいていま
す。後者は飼料や養豚資材などの協同購入、
若手経営者の育成塾など経営や経済活動を主
に行い、こちらは弊社会長が設立から15年理
事長を務め、現在は前者と同じく顧問として
関わらせていただいています。
　地元では前述した「やまびこ会」に所属し、
弊社会長が現在も会長を務めさせていただい
ています。
　これらの組織では度々セミナーや研修会が
行われますが、私も事例紹介や情報提供など
という形で講師をさせていただくことがあり
ます。基本的に弊社のノウハウなどは数字を
上げて包み隠さずお話します。よく「ノウハ
ウをそんなに出していいの？」と聞かれます
が、私は豚肉の国産自給率が50％を割ってい
る昨今、「日本の養豚業界は切磋琢磨して技術
向上し、海外製品との競争に打ち勝って行か
なければならない」と考えていますので、弊
社の取り組みを真似して他の農場の生産性が
向上すればそれでいいと考えています。

「家族経営協定」 を活かした経営を
されているそうですね

　「家族経営協定」とは農林水産省が推進する、
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農業経営における、家族の一人一人の役割と
責任を明確化し、それぞれの意欲と能力が十
分に発揮できる環境構築を目指した“家族ルー
ル”を文書化する家族間の協定書のことです。
　稲吉家では農業改良普及課の指導の元、父
と母で最初に作り、仕事に関することはもち
ろん、祖父母が健在だった頃は介護時の役割
分担なども取り決めていました。その後は私
の就農、結婚、子供の誕生など家族の変化に
合わせてその都度改定し現在に至ります。こ
の協定は特に農家の場合、お嫁さんの仕事と
子育ての配分、給料等、うやむやにされがち
なことを文書化することで家族全員が円満に
満足できる環境を整えることができます。
　我が家の例は好事例として愛知県が作成す
る「家族経営協定推進のパンフレット」にも
掲載されました。この協定は、協定締結がゴー
ルとなってしまい、形骸化してしまっている
ケースも多いそうです。それに対して我が家
では常に毎年内容の見直しと、大事な経営方
針は必ず家族会議で決定していくなど今でも
しっかりと活用し、家族が共に助け合い、協
力し合える環境構築に役立てています。

従業員がやりがいを持てる職場環境
にしているそうですね

　当社では、「3 つのゆとり」の基、従業員が
働きやすい環境づくりに心掛けております。
　 1 つ目は「心のゆとり」です。自分のこと
だけでなく、社員・仲間と共に生きる喜びを
噛みしめて地域と業界への感謝を行動で示し
ていくことが大切だと考えております。その
ためには、日常的に毎朝ミーティングを実施
し、お互いに作業工程の確認をし、従業員が
発言しやすい風通しの良い環境となるよう意
識しております。また、各従業員に対してそ
れぞれに合った場所への配置、スキルアップ
のための海外含む研修にも積極的に派遣をし
ているため、意欲の高い従業員が多くいます。
　また、余談ですが、弊社には、絵が得意な社
員がいます。その社員が私の長女（当時小3）
が夏休みの宿題で豚のお産の様子を見て書い
た作文を読み、それを元に絵本を自費出版で
作り、関係者等に配りました。その熱意のこ
もった絵本は、飼育や養豚業の理解に役立ち、
好評だったため、会社を上げて増版をしまし
た。こうした一人一人異なる社員の強みを活
かしていきたいと思います。
　 2つ目は「時間的ゆとり」です。「心のゆとり」
を持つためには欠かせないものです。そのた
めにも、当社では、「ウィークリー管理」によ
る家族・従業員の休みを確保し、日々一生懸
命に働き、休むべき時は休める環境づくりを
心掛けております。
　 3つ目は「経済的ゆとり」です。企業が存

続するためには、
従業員が満足で
き、後継者が継承
したいと思える魅
力ある経営を目指
す必要があると考
えます。そのため
に、賞与と福利厚生の充実は勿論、永年勤続
者には、10年毎に報酬金と特別休暇を与えて
います。過去には、それでハワイに家族で旅
行に行った従業員もいました。従業員それぞ
れが自分の生活と家族を抱えていますので、
こうした会社の体制は従業員のモチベーショ
ンアップにもつながっているのかと思います。
　以上の「3 つのゆとり」に意識した経営を
することで、男女が区別無く働ける環境構築
にもつながっています。そこには、コンピュー
ターを上手に活用しながら、機械化等による
作業の効率化・簡略化により、女性でも楽に
働けることができる職場環境。また、女性従
業員の、女性らしいきめ細やかさや観察力は、
生き物を扱う上で貴重な役割を担っています。
こうした点より女性従業員が活躍できる職場
環境にもなっており、男女共に仕事が嫌で退
職した従業員が居ないことは、とても人材に
恵まれていのるかもしれません。

地域貢献活動にも注力されているそうですね

　養豚業への理解を深めてもらえるよう地元
中学生の職場体験の受入れや、小学校への出
前授業及び、幸田町子ども畜産体験教室で講
師をさせていただいております。畜産体験教
室では、ソーセージ作りを手伝い、当社の活
動を話すことで、地域の子供達への養豚業理
解につなげています。
　更に、幸田町の学校給食では年に数回「幸
田町の日」という幸田町産の食材を給食に使
う日があり、その際に当社の豚肉を提供する
こともしています。
　それから、畜産経営において環境対策は必須
事項です。当社は比較的住宅地より離れてはい
るものの、臭いの発生源である豚舎、堆肥置き
場では、消臭剤の散布や、豚の飼料自体に糞の
消臭効果のある酵素等を混ぜるなどの対策を講
じています。また、近隣にはホタルの住む川も
あるため排水管理についても複合ラグーン式浄
化槽を用いた管理を行い、地域の環境に配慮し
た経営を心掛けています。それ以外にも無償で
提供している当社の良質な堆肥は地元農家の
方々にも喜んでいただけています。

「日本農業賞」 を受賞されたそうですね

　養豚業界と“マルミファーム”をもっとよ
り良く発展させ、皆様に美味しい豚肉を届け

たいという想いから
活動してきたこと
が、このような形で
評価をいただけたこ
とは従業員一同誇り
に思います。これに
満足することなく、
更なる高みを目指してこれからも努力してい
きたいと思います。

円滑な事業承継をされたそうですね

　私が前社長である父より代表権を譲り受け
これで 7 年になります。養豚業では珍しいと
言われる程のスムーズな事業承継により、現
在に至るまで実施した取り組みの数々も父と
連携し、お互いの役割を理解した上で行動出
来たことが良かったと思います。
　元々私自身は、いつかは家を継ぐことになる
ことを承知しながら獣医師資格を大学で取得
し、卒業後には資格を活かせる養豚コンサルタ
ント会社に就職しました。そこでは、コンサル
タント獣医師として主に衛生管理の指導と、実
地研修での作業経験も積ませていただき、自分
と同じような養豚後継者の頑張る姿を見て刺激
をもらうとともに、力になりたいと思いました。
　そうして働いている中、まだ経験の浅い自分
がコンサル業務をすることに行き詰まりを感じ
ていたタイミングで、父の養豚仲間よりお声が
掛かりました。父からの話はありませんでした
が、「日本養豚事業協同組合」の立ち上げに伴い、
忙しくなる父の手伝いをしてはどうかというも
のでした。様々な養豚業者様を見てきて、“マ
ルミファーム”を客観的に見る機会にも恵まれ、
常に先進的なチャレンジをしてきた父の姿と、
自社の経営理念の良さを実感できたことで、実
家に戻り下積み経験を経て現在に至ります。
　
　また、この当社の理念は私だけでなく、現
在は取締役であり妻でもある幹子にも引き継が
れています。妻もまた、子育ての傍ら当社の経
理・事務を引き受けながら積極的に養豚経営に
関わってくれています。更に、私と同じように、
地域の45歳以下の女性農業者の組織である「よ
つばの会」の代表を務めるなど、女性農業者の
リーダーとして活躍してくれています。
　そんな妻は良きパートナーであり、仕事で
もとても頼れる大切な存在です。まだ先の話
ではありますが、自分もこのように、次世代
へ事業を引き継いでいきたいものです。

今後の展望について教えてください

　皆様も既にご存知かと思いますが、現在養豚
業界では、「豚コレラ」の影響からまだ回復を
しきっておりません。私達ができることは、ウ

イルスを農場に持ち込まないよう細心の注意を
払うことに尽き、当社でも、出入りする業者車
両に対しては、従来のタイヤ消毒だけでなく、
車両全体の消毒に切り替えました。また、従業
員についても、皆が自家用車の消毒を自主的に
実施してくれており有り難い限りです。
　私自身としては、行政指導の下、豚のワク
チン接種が実施されることを希望しています。
幾ら私達がウイルスの侵入を防ぐために、豚舎
全ての隙間を塞ぐには限界があります。安心し
て養豚経営をするには、豚自身を予防すること
がリスク防止につながると考えます。しかし、
これには、諸外国との貿易事情なども関係し簡
単にはいかないのが現状だとは思います。
　今後の展望としては、「豚コレラ」による先
行きは不透明な中であるものの、これから近い
将来、自由貿易協定による輸入肉との競争が厳
しくなることが予想されます。それに対しては、
国内の養豚業者同士が協力をし、輸入肉に負け
ない生産性の高い経営体制を構築していくこと
が大切だと考えています。そのための情報還元
等、業界全体を盛り上げていくべく活動に励ん
でいき、養豚業が「かっこいい仕事」と呼ばれ
る職種にしていくことが願望です。
　これからも当社は、「3つのゆとり」と新しく
私が加えた「皆が笑顔になれる養豚経営」の下、
家族と従業員、そして弊社に関わる全ての人が
“幸せ”を感じることができる会社を目指します。
　さらには、皆様の食卓に安全・安心な美味
しい豚肉を届けため、「良い豚・良い餌・良い
管理・高く売るより安く作る」をモットーに
家族・従業員が一丸となり活動をしていきた
いです。当社の活動が、養豚業界の発展、地
域の消費者様の“幸せ”に少しでも貢献でき
れば幸甚でございます。



事業内容をお話いただけますか

　弊社は昭和49年父がサラリーマンをしなが
ら、母が主体で母豚36頭で子豚を産ませて肥
育農家へ販売する子取り経営を始めたのが最
初です。その後、昭和53年に父が脱サラし、
専業化と同時に肉豚出荷まで行う一貫経営に
移行し、昭和62年 4 月 1 日に法人化しました。
養豚を始めた当初は幸田町内でも100戸以上の
養豚農家がありましたが、現在では幸田町で
唯一の養豚農家になってしまいました。
　そもそも養豚業というのは、母豚に種付け
し（今は人工授精が主流）、子豚を産ませ、そ
の子豚（生時体重 1.5kg）を約半年間かけて
出荷できる体重（115〜120kg）に育て、肉用
豚として出荷するのが仕事です。弊社の例だ
と、母豚数360頭で毎週約220頭の子豚が生ま
れ、約210頭が出荷されます。年間の出荷頭数
は約10,900頭になります。豚の取引は「１頭
いくら」ではなく、生体の豚から内蔵、皮、豚足、

頭を外した「枝肉」の重量「１kg」単位で取
引されます。重量規格に上限はありますが、
より重い「枝肉」を沢山売ることで収益が上
がります。肉豚、枝肉を生産する母豚１頭あ
たり「何頭・何kg」の出荷ができるかが生産
性の良し悪しを判断する材料でもあります。
　また、畜産業はトウモロコシや大豆といっ
た植物性の飼料を食肉（動物タンパク）に変
換する産業とも言えます。飼料の良し悪しで

豚の発育速度も肉質も大きく変わります。し
かし生産原料である飼料は生産コストの大半
を占めます。「安かろう、悪かろう」※の飼料で
は効率がいいとは言えません。逆に高栄養の
飼料でも費用が高くては生産コストが上がっ
てしまいます。栄養価が高く、バランスも良く、
消化率のいい飼料をいかに安く、少なく使い、
豚を早く大きくするかが経営のポイントにな
ります。1 kg の枝肉を生産するのに何kgの飼
料を使うかが重要な指標になります。この指
標が0.1ポイント違うだけで年間数百〜 1千万
円コスト差が出ることもあります。
　「きつい、汚い、臭い」と 3 K 職業の最たる
ものと言われていた養豚業も海外からの先進
的な設備・技術を取り入れ、効率化し、衛生
面や環境面でも働き易く、やりがいのある職
業として従業員も定着するようになってきま
した。また、生産性や経営を指標化し自らの
経営を分析し、同業他社とも比較することで
低コスト高収益のビジネスモデルを構築する
ことができ、再生産・持続可能な事業ができ
ています。
　以上のことを踏まえた上で以下にご紹介す
る弊社の取り組みを知っていただくと、より
理解を深めていただけると思います。

豚の飼育では様々な工夫をされているそうですね

　弊社では、「消費者の皆様に安全・安心で美
味しい豚肉を提供する」のはもとより、「高く
売るより安く作る」を目指し、生産性を向上
させるための新たな試みや同業者との連携を
積極的に行っています。その内には、海外の
先進的技術の導入もしておりますので、順に
ご紹介したいと思います。

「ウィークリー管理」 の実施

　「ウィークリー管理」とは繁殖母豚の生理に
合わせて、曜日ごとに作業を決めて週単位で
１つの作業サイクルができるように計画的に
作業の実施と管理をするものです。この管理
手法は昭和60年、当時まだ若かった現・農場
長をアメリカ研修に派遣した際に現地で学び、
持ち帰ったものです。今は当たり前の手法で
すが当時は画期的で、「畜産業＝休みが取りづ
らい職場」でしたが、作業が計画的に組み立
てられるため、家族も含め休みが取れる職場
になりました。
　また、この取組みにより平成 3 年には養豚
業では難しかった従業員の完全週休 2 日制も
実現できました。畜産業でありながら休みが
取れる職場は今でこそ当たり前ですが、規模
を拡大し、家族経営から雇用主体に移行する

にあたって重要なことでした。

「オールイン ・ オールアウトシステム」 の導入

　「オールイン・オールアウトシステム」とは、
養豚における管理手法の一つで、豚室または
豚舎ごとに豚を群管理する飼育方式です。豚
は飼育の工程で、豚の日齢にあった環境の豚
舎で飼育します。人間に例えると保育園、小
学校、中学校と進学するにつれて教室や校舎
が変わるように、哺乳期、離乳期、肥育期と
飼育する豚舎が変わります。この豚舎が変わ
る際に同じ週齢（学年）の豚をみんな一緒に進
級、進学させるように豚舎に一斉に入れて
（オールイン）、成長したら一斉に次の段階へ
移動します（オールアウト）。前述の「ウィー
クリー管理」が出来ていることが前提になり
ます。弊社の場合、週の生産頭数が200頭前後
になりますが、これ
を一つの群としま
す。豚群を出した後
の豚舎は高圧洗浄機
で洗浄し、乾燥、消
毒を経て次の豚を導
入します。豚は成長
段階で免疫に差があり、病気に対して抵抗力
が違います。例えるならば、1 年生～6 年生ま
でが同じ教室で過ごしていると、6年生が風邪
をひいていると病気に対して抵抗力の弱い　
1 年生にまで感染し、重症化してしまいます。
そこで、週齢（学年）の近い豚で群（クラス）を
作り、群毎に豚舎（教室）を分けることで免疫
の均一化と感染のリスクの低減を図ります。
本方式により、①豚群間の疾病感染リスクの低
下と②豚舎の洗浄・消毒をしっかり行うこと
で舎内の病原菌減少により、豚が健康になり
発育が良くなりました。
　また、本システムの
導入に合わせて豚の動
線（ピッグフロー）の
シンプル化も行いまし
た。それぞれの豚群の
豚舎間の移動を、以前
は生まれてから出荷ま
でに 5 回移動していた
のを 2 回にすることで作業の簡素化も図れ、
移動による豚のストレスも減らすことが出来
ました。

飼料共同購入によるコスト低減

　養豚業にとっての経費の大半を占めるのは、
豚の飼料費になります。飼料の仕入れ価格次
第で収益性が大きく変わります。また、飼料

の栄養価の良し悪しが肉質にも大きく影響し
ます。そこで父親である現会長は、飼料用ト
ウモロコシの関税撤廃を機に、良い飼料を安
価で仕入れることができる体制を地域の養豚
農家と築きたいと考え、平成 9 年に「やまび
こ会」を結成しました。
　現在「やまびこ会」は、愛知県を中心に 5 県
25戸の養豚農家で構成されています。「やまび
こ会」では原料調達と配合設計を生産者自身
で行い、飼料メーカーへ配合委託する形で飼
料を生産供給してもらっています。これによ
り、自分達が使用する飼料の成分等の理解及
び、大量注文によるコスト低減が図られ、市
販の他の配合飼料と比較して 2 割程安く購入
することが可能となりました。通常トウモロ
コシは粉砕後、栄養価の高い粒度の大きい部
分は養鶏用、細かい部分は養豚用と分けられ
て餌の質としては満足の行くものではありま
せん。しかしやまびこ会の餌は粉砕されたト
ウモロコシを全て我々の豚用に配合すること
で栄養価が高く、質の良い飼料になっています。

リキッドフィーディングシステムと
エコフィードの利用

　「リキッドフィーディ
ングシステム」とは、
飼料を液体で溶かし給
餌するシステムです。
人間で言うと「お粥」や
「流動食」であり、豚に
とっても食べやすい餌
と言えます。通常の餌に比べて消化吸収が良
いため、豚の発育（増体）も良くなります。また、
豚も人間のように夏季は食欲低下があります
が、液状飼料を与えることで夏季でも元気に食
べてもらえます。このシステムはヨーロッパで
盛んで、特に環境国ドイツで技術進歩がめざま
しいため、私がドイツに研修に赴き、技術習得
をして設備もドイツから導入しました。
　また、リキッドフィーディングの利点は食
品廃棄物・副産物を再利用し、飼料に加工す
る食品リサイクルの一端も担えることです。
また、そのような原料で作った餌を「エコ
フィード」と呼びます。利用できる食品廃棄物・
副産物は、食品工場より出る余剰の生産品、
原料（小麦粉、澱粉等）で賞味期限切れの物、
生産工程で発生した副産物等が主です。水分
で溶かすので含水率の高い食品も飼料化が可
能です。豚は雑食性で、人間が食べられる物
なら何でも食べると言っても過言ではありま
せん。幸い、中部地域である愛知県では、流
通の便が活発なこともあり、様々な食品廃棄
物を近県だけでなく関西、関東からも手に入
れることが可能です。食品廃棄物・副産物を
再利用し、限りある資源を大切に使うことは、

地球環境への配慮に繋がると共に、飼料コス
トの低減も図ることができます。
　エコフィードの利用に取り組み、成果を上
げるのは一朝一夕には難しいことでしたが、
弊社にとって大きな武器になっています。
　

海外の 「高繁殖能力種豚」 の導入

　養豚業では、子を産む“母豚”の数が農場
の規模を示します。この母豚が子豚を産み、そ
の子豚を私たちは大切に育てて皆様の食卓まで
最終的にお届けしております。養豚業の生産性
は冒頭で申し上げたとおり、最終的に何頭、何
kgを売り上げたかに尽きます。そのスタートは
母豚が何頭生んだか？何頭離乳したか？であ
り、一回の分娩でより多くの子豚を生み、離乳
まで育てられる母豚が優秀だと言うことになり
ます。2008年当時、日本の平均的な年間１母豚
当たりの離乳頭数は22～23頭、成績が良い農場
で25頭程度でした。しかし、ヨーロッパからは
30頭離乳できるという情報が流れて来ました。
それはにわかには信じられず、数字のマジック
だろうと勘ぐっていましたが、定期的にヨー
ロッパへ視察に行く生産者仲間が「オランダに
すごい種豚がいる」と情報を持ち帰り、試験的
に導入することを決めました。
　導入の際には全国 8 農場で導入し、成績を
検証したところ、それぞれの農場が飼育して
いる既存の品種よりも明らかに成績が良いこ
とが分かりました。肉質についても食味試験
をしたところ問題ないとの判断をし、種豚の
切り替えを決めました。それがオランダの育
種会社が遺伝子レベルで育種改良した
「TOPIGS（トピックス）」という種豚です。
　「TOPIGS」は繁殖能力が非常に高いものの、
飼料の給与方法、栄養管理などについては、従
来と全く異なることから、管理基準を見直す必
要がありました。それには、従来の経験や常識
にとらわれない感覚も必要であり、私だけでな
く従業員にも原産地であるオランダに出向いて
技術習得をしてもらい、この種豚にとっての最
適な飼養管理の実現に向
けて励みました。
　
　そうした苦労が結果へ
と結びつき、導入前の年

間 1 母豚数当たりの離乳頭数23.1頭に対して、
導入後には、欧州並みの31.4頭と8.3頭（35％）
増となり、更に 1 母豚あたりの年間出荷豚数
で22.3頭から30.5頭と8.2頭（37％）増になり、
日本の養豚業界の技術革新となりました。

「夢やまびこ豚」 について教えてください

　「夢やまびこ豚」は、
「やまびこ会」の仲間
と共にブランド化し、
JA全農ミートフーズ
株式会社様経由で地元
のスーパーマーケット
のドミー様（37店舗）
を中心に販売をしております。また、ドミー
様以外だと名古屋駅の高島屋様でも長年販売
されています。当社のつくる「夢やまびこ豚」
の特徴としては、全粒粉砕とうもろこしを主
体に、植物性原料の飼料にビタミンEを強化し、
ドリップロス※を抑えた日持ちの良いお肉と
なっています。お肉全体は柔らかく脂が甘く、
サシも適度に入り見た目も綺麗です。冷めて
も柔らかく美味しいため、お弁当のおかずな
どにも向いています。
　
　また、弊社の生産する「夢やまびこ豚」は
幸田町の「ふるさと納税返礼品」にも抜擢され、
受け取ったお客様からは「どの返礼品を選ぼ
うか迷いましたが、こちらで間違いなかった
と満足しています。豚カツ、しゃぶしゃぶと
色々食べましたが、どれも柔らかく本当に美
味しかったです。」、「今までいただいた豚肉の
返礼品の中でも一番美味しい豚肉でした。」等
のレビューもいただけています。基本的に B 
to B の経営体質のため、直接消費者の方から
声を聴く機会は少なく、当社製品への自信に
もつながりとても嬉しい限りです。
　また、以前「やまびこ会」の総会で、非行
や不登校の子供達を無償で預かり、社会復帰
を手伝われている方に講師をしていただいた
際に、お礼として「やまびこ会」から１年間
豚肉を毎月送り続けたところ、お礼として「や

まびこ豚ソング」という素敵なテーマソングを
作ってくださりました。これを店頭で流したと
ころ、お子さんの評判も良く、多くの方に親し
まれているようで嬉しい限りです。当ソングは、
ドミー様の店頭でお聞きすることができます。
　もし、「夢やまびこ
豚」を食べてみたいと
思われた方は以下の飲
食店様で提供されてい
るので是非お召し上が
りください。
＊幸田の道の駅「筆柿
の里」、ふぐ料理「東」、韓国料理「ぱっくん家」、
BAR「Calla’s」
　また、ご家庭で食べられる方、冷しゃぶを
めんつゆで食べるのが私のおすすめです。他
の豚肉と比べて、冷めても柔らかく・甘みが
あるため、この夏に一つお試しになってはい
かかでしょうか。

御社が所属する共同組織について教えてください

　弊社が所属する全国的な組織は 3 つありま
すが、主には養豚生産者が加盟する、「一般社
団法人日本養豚協会」と「日本養豚事業協同
組合」があります。前者は畜政活動や豚肉の
消費拡大運動等、非営利目的の活動をする団
体です。以前は弊社会長が筆頭副会長を務め、
現在は顧問として関わらせていただいていま
す。後者は飼料や養豚資材などの協同購入、
若手経営者の育成塾など経営や経済活動を主
に行い、こちらは弊社会長が設立から15年理
事長を務め、現在は前者と同じく顧問として
関わらせていただいています。
　地元では前述した「やまびこ会」に所属し、
弊社会長が現在も会長を務めさせていただい
ています。
　これらの組織では度々セミナーや研修会が
行われますが、私も事例紹介や情報提供など
という形で講師をさせていただくことがあり
ます。基本的に弊社のノウハウなどは数字を
上げて包み隠さずお話します。よく「ノウハ
ウをそんなに出していいの？」と聞かれます
が、私は豚肉の国産自給率が50％を割ってい
る昨今、「日本の養豚業界は切磋琢磨して技術
向上し、海外製品との競争に打ち勝って行か
なければならない」と考えていますので、弊
社の取り組みを真似して他の農場の生産性が
向上すればそれでいいと考えています。

「家族経営協定」 を活かした経営を
されているそうですね

　「家族経営協定」とは農林水産省が推進する、

農業経営における、家族の一人一人の役割と
責任を明確化し、それぞれの意欲と能力が十
分に発揮できる環境構築を目指した“家族ルー
ル”を文書化する家族間の協定書のことです。
　稲吉家では農業改良普及課の指導の元、父
と母で最初に作り、仕事に関することはもち
ろん、祖父母が健在だった頃は介護時の役割
分担なども取り決めていました。その後は私
の就農、結婚、子供の誕生など家族の変化に
合わせてその都度改定し現在に至ります。こ
の協定は特に農家の場合、お嫁さんの仕事と
子育ての配分、給料等、うやむやにされがち
なことを文書化することで家族全員が円満に
満足できる環境を整えることができます。
　我が家の例は好事例として愛知県が作成す
る「家族経営協定推進のパンフレット」にも
掲載されました。この協定は、協定締結がゴー
ルとなってしまい、形骸化してしまっている
ケースも多いそうです。それに対して我が家
では常に毎年内容の見直しと、大事な経営方
針は必ず家族会議で決定していくなど今でも
しっかりと活用し、家族が共に助け合い、協
力し合える環境構築に役立てています。

従業員がやりがいを持てる職場環境
にしているそうですね

　当社では、「3 つのゆとり」の基、従業員が
働きやすい環境づくりに心掛けております。
　 1 つ目は「心のゆとり」です。自分のこと
だけでなく、社員・仲間と共に生きる喜びを
噛みしめて地域と業界への感謝を行動で示し
ていくことが大切だと考えております。その
ためには、日常的に毎朝ミーティングを実施
し、お互いに作業工程の確認をし、従業員が
発言しやすい風通しの良い環境となるよう意
識しております。また、各従業員に対してそ
れぞれに合った場所への配置、スキルアップ
のための海外含む研修にも積極的に派遣をし
ているため、意欲の高い従業員が多くいます。
　また、余談ですが、弊社には、絵が得意な社
員がいます。その社員が私の長女（当時小3）
が夏休みの宿題で豚のお産の様子を見て書い
た作文を読み、それを元に絵本を自費出版で
作り、関係者等に配りました。その熱意のこ
もった絵本は、飼育や養豚業の理解に役立ち、
好評だったため、会社を上げて増版をしまし
た。こうした一人一人異なる社員の強みを活
かしていきたいと思います。
　 2つ目は「時間的ゆとり」です。「心のゆとり」
を持つためには欠かせないものです。そのた
めにも、当社では、「ウィークリー管理」によ
る家族・従業員の休みを確保し、日々一生懸
命に働き、休むべき時は休める環境づくりを
心掛けております。
　 3つ目は「経済的ゆとり」です。企業が存

続するためには、
従業員が満足で
き、後継者が継承
したいと思える魅
力ある経営を目指
す必要があると考
えます。そのため
に、賞与と福利厚生の充実は勿論、永年勤続
者には、10年毎に報酬金と特別休暇を与えて
います。過去には、それでハワイに家族で旅
行に行った従業員もいました。従業員それぞ
れが自分の生活と家族を抱えていますので、
こうした会社の体制は従業員のモチベーショ
ンアップにもつながっているのかと思います。
　以上の「3 つのゆとり」に意識した経営を
することで、男女が区別無く働ける環境構築
にもつながっています。そこには、コンピュー
ターを上手に活用しながら、機械化等による
作業の効率化・簡略化により、女性でも楽に
働けることができる職場環境。また、女性従
業員の、女性らしいきめ細やかさや観察力は、
生き物を扱う上で貴重な役割を担っています。
こうした点より女性従業員が活躍できる職場
環境にもなっており、男女共に仕事が嫌で退
職した従業員が居ないことは、とても人材に
恵まれていのるかもしれません。

地域貢献活動にも注力されているそうですね

　養豚業への理解を深めてもらえるよう地元
中学生の職場体験の受入れや、小学校への出
前授業及び、幸田町子ども畜産体験教室で講
師をさせていただいております。畜産体験教
室では、ソーセージ作りを手伝い、当社の活
動を話すことで、地域の子供達への養豚業理
解につなげています。
　更に、幸田町の学校給食では年に数回「幸
田町の日」という幸田町産の食材を給食に使
う日があり、その際に当社の豚肉を提供する
こともしています。
　それから、畜産経営において環境対策は必須
事項です。当社は比較的住宅地より離れてはい
るものの、臭いの発生源である豚舎、堆肥置き
場では、消臭剤の散布や、豚の飼料自体に糞の
消臭効果のある酵素等を混ぜるなどの対策を講
じています。また、近隣にはホタルの住む川も
あるため排水管理についても複合ラグーン式浄
化槽を用いた管理を行い、地域の環境に配慮し
た経営を心掛けています。それ以外にも無償で
提供している当社の良質な堆肥は地元農家の
方々にも喜んでいただけています。

「日本農業賞」 を受賞されたそうですね

　養豚業界と“マルミファーム”をもっとよ
り良く発展させ、皆様に美味しい豚肉を届け

たいという想いから
活動してきたこと
が、このような形で
評価をいただけたこ
とは従業員一同誇り
に思います。これに
満足することなく、
更なる高みを目指してこれからも努力してい
きたいと思います。

円滑な事業承継をされたそうですね

　私が前社長である父より代表権を譲り受け
これで 7 年になります。養豚業では珍しいと
言われる程のスムーズな事業承継により、現
在に至るまで実施した取り組みの数々も父と
連携し、お互いの役割を理解した上で行動出
来たことが良かったと思います。
　元々私自身は、いつかは家を継ぐことになる
ことを承知しながら獣医師資格を大学で取得
し、卒業後には資格を活かせる養豚コンサルタ
ント会社に就職しました。そこでは、コンサル
タント獣医師として主に衛生管理の指導と、実
地研修での作業経験も積ませていただき、自分
と同じような養豚後継者の頑張る姿を見て刺激
をもらうとともに、力になりたいと思いました。
　そうして働いている中、まだ経験の浅い自分
がコンサル業務をすることに行き詰まりを感じ
ていたタイミングで、父の養豚仲間よりお声が
掛かりました。父からの話はありませんでした
が、「日本養豚事業協同組合」の立ち上げに伴い、
忙しくなる父の手伝いをしてはどうかというも
のでした。様々な養豚業者様を見てきて、“マ
ルミファーム”を客観的に見る機会にも恵まれ、
常に先進的なチャレンジをしてきた父の姿と、
自社の経営理念の良さを実感できたことで、実
家に戻り下積み経験を経て現在に至ります。
　
　また、この当社の理念は私だけでなく、現
在は取締役であり妻でもある幹子にも引き継が
れています。妻もまた、子育ての傍ら当社の経
理・事務を引き受けながら積極的に養豚経営に
関わってくれています。更に、私と同じように、
地域の45歳以下の女性農業者の組織である「よ
つばの会」の代表を務めるなど、女性農業者の
リーダーとして活躍してくれています。
　そんな妻は良きパートナーであり、仕事で
もとても頼れる大切な存在です。まだ先の話
ではありますが、自分もこのように、次世代
へ事業を引き継いでいきたいものです。

今後の展望について教えてください

　皆様も既にご存知かと思いますが、現在養豚
業界では、「豚コレラ」の影響からまだ回復を
しきっておりません。私達ができることは、ウ

イルスを農場に持ち込まないよう細心の注意を
払うことに尽き、当社でも、出入りする業者車
両に対しては、従来のタイヤ消毒だけでなく、
車両全体の消毒に切り替えました。また、従業
員についても、皆が自家用車の消毒を自主的に
実施してくれており有り難い限りです。
　私自身としては、行政指導の下、豚のワク
チン接種が実施されることを希望しています。
幾ら私達がウイルスの侵入を防ぐために、豚舎
全ての隙間を塞ぐには限界があります。安心し
て養豚経営をするには、豚自身を予防すること
がリスク防止につながると考えます。しかし、
これには、諸外国との貿易事情なども関係し簡
単にはいかないのが現状だとは思います。
　今後の展望としては、「豚コレラ」による先
行きは不透明な中であるものの、これから近い
将来、自由貿易協定による輸入肉との競争が厳
しくなることが予想されます。それに対しては、
国内の養豚業者同士が協力をし、輸入肉に負け
ない生産性の高い経営体制を構築していくこと
が大切だと考えています。そのための情報還元
等、業界全体を盛り上げていくべく活動に励ん
でいき、養豚業が「かっこいい仕事」と呼ばれ
る職種にしていくことが願望です。
　これからも当社は、「3つのゆとり」と新しく
私が加えた「皆が笑顔になれる養豚経営」の下、
家族と従業員、そして弊社に関わる全ての人が
“幸せ”を感じることができる会社を目指します。
　さらには、皆様の食卓に安全・安心な美味
しい豚肉を届けため、「良い豚・良い餌・良い
管理・高く売るより安く作る」をモットーに
家族・従業員が一丸となり活動をしていきた
いです。当社の活動が、養豚業界の発展、地
域の消費者様の“幸せ”に少しでも貢献でき
れば幸甚でございます。
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令和元年７月記

地域振興部　山田　未沙

取材にあたって

　今回の取材を通じて、養豚業界が生産性向上

を目指し、こんなにも先進的な取組を実施され

ていたことに大変驚きました。依然、「豚コレ

ラ」による先行きが不透明な中とは存じます

が、“マルミファーム様”を筆頭に、養豚業全体

が発展することで、現状打破をする日もそう遠

くないかと思えました。

　最後に、貴重なお話を聞かせていただいた稲

吉社長様に、心よりお礼申し上げます。貴社の

益々のご発展を祈念いたします。

授賞式の様子



今後の仕入税額控除の要件について

7

　前回は消費税の軽減税率制度について紹介しましたが、消費税率の引上げに伴い仕入税額控除の要件
についても区分記載請求書等保存方式に変更され、2023年10月 1日以降については、適格請求書等保存
方式に変更される予定となっております。今回は今後の仕入税額控除の要件について説明します。
　
１．仕入税額控除の要件
　消費税計算時に商品仕入や経費支出時等に支払った消費税額を控除する仕入税額控除を受けるには一
定の要件が設けられております。現行の制度では一定の帳簿及び請求書等の保存が要件となる請求書等
保存方式となっておりますが、2019年10月 1日から2023年9月30日までの期間については、軽減税率の
適用対象となる商品の仕入かそれ以外の仕入かの区分を明確にするための記載事項を追加した請求書等
の保存が要件となる区分記載請求書等保存方式となります。また、2023年10月 1日以降の期間について
は、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者の発行する適格請求書を保存する適格請求書等保存方
式となります。
　
２．記載事項
　各制度による請求書等において必要となる記載事項は以下の通りとなります。
①　請求書等保存方式（現行）
　現行の請求書等保存方式による請求書に必要な記載事項は、作成者及び受領者の氏名又は名称、年
月日、資産又は役務の内容、譲渡対価の額となります。
②　区分記載請求書等保存方式
　区分記載請求書等保存方式による請求書に必要な記載事項は、請求書等保存方式による記載事項に
加え、軽減税率の対象となる旨が分かる記載及び税率区分ごとの合計金額の記載が必要となります。
③　適格請求書等保存方式
　適格請求書等保存方式による請求書には、区分記載請求書等保存方式による記載事項に加え、適格
請求書発行事業者の登録番号、税率ごとに区分して合計した消費税等の額の記載が必要となります。

　
３．記載方法
　軽減税率の対象となる旨が分かる記載方法については、その旨が客観的に明らかであるといえる程度
の表示がされていれば良いこととなっております。具体的には下記のような方法が認められております。

①　商品に「※」や「☆」等の記号・番号等を表示し､これらの記号・番号等が軽減税率の対象である
ことを別途表示する方法

②　同一の請求書において、軽減税率の対象となる商品とそれ以外の商品を区分して表示し、軽減税
率の対象となるものについては、その全体が軽減税率の対象であることが分かるように表示する
方法

③　請求書を税率ごとに分けて作成し軽減税率の対象となる請求書については、軽減税率が適用され
ている旨が分かるよう表示する方法

　
４．必要事項の記載がない場合
　区分記載請求書等保存方式の適用期間において、仕入先等から受領した請求書等に、必要事項が記載
されていない場合については、「軽減税率対象資産である旨」及び「税率ごとの合計金額」を追記する
ことが認められております。なお、請求書等の交付を受けた事業者による追記が認められているのは、
「軽減税率対象資産である旨」及び「税率ごとの合計金額」のみとなっていますので、他の項目につい
ては追記を行うことはできません。

５．適格請求書等保存方式
　適格請求書等保存方式では、仕入税額控除の要件が適格請求書の保存となります。適格請求書は、適
格請求書発行事業者として登録を受けた課税事業者のみ発行可能となります。（適格請求書発行事業者
の登録申請は2021年10月 1日からとなります。）
　適格請求書の発行は課税事業者のみとなりますので、免税事業者は適格請求書の発行はできません。
そのため、免税事業者からの商品購入等については仕入税額控除の対象とはなりません。（免税事業者
からの課税仕入については、経過措置として適格請求書等保存方式の導入後3年間は仕入税額相当額の
80%、その後の3年間は50%の控除ができます。）
　なお、自動販売機による購入等、適格請求書の交付を受けることが困難な場合は現行制度を基本的に
維持し、帳簿への記載により仕入税額控除が可能となります。

税理士法人しんぎ



中小企業のIT導入阻害要因①
株式会社エフアンドエム　中小企業総合研究所

　中小企業総合研究所では、実際の企業運営に役立てていただくべく、幅広い情報をレポート形式

でご案内しています。

　さて、第10回・第11回は、「中小企業のIT導入阻害要因」について、２回にわたってお送りします。

　株式会社エフアンドエムでは、IT導入を阻害する要因を先行分析より抽出し、エフアンドエムク

ラブ会員企業にアンケート調査を実施しました。その上で、ITを導入している中小企業とそうでな

い中小企業を区分し、中小企業のIT導入を阻害する要因を考察します。

　１. 調査背景

　中小企業の経営環境は、少子高齢化に伴う労働力人口の減少という構造的な問題により、厳

しさを増しています1。この大きな変化に対応するために、中小企業には一人一人の生産性向

上が求められます。しかしながら、中小企業の生産性は大企業と比べて大きな差があります2。

生産性の推移を見てもその違いは明らかです3。一方、すべての中小企業の生産性が低いわけ

ではなく、一定数は高生産性の企業が存在します4。そのような企業の特徴の一つとして挙げ

られるのは、IT投資を積極的に行っていることです。生産性が大企業の平均以下の中小企業よ

りもIT投資額が相当大きく5、また、IT投資の有無と売上高、経常利益率の関係では、IT投資

なしの企業に比べIT投資ありの企業の方が、すべての業種において売上高も経常利益率も高い

という結果が出ています6。これらの結果から、中小企業の生産性を向上させるためには、IT

の活用は有効な手段であると考えます。

　しかしながら、IT導入には大きな壁が存在します。中小企業庁の出しているデータでは、IT

導入の進んでいない理由として「社内にITを導入できる人材がいない（43.3%）」や、「IT導入

の効果がわからない、評価ができない（39.8%）」など、様々な課題が挙げられています7。

　日本の構造的な問題によって生産性の向上が迫られる中で、中小企業のIT化は大きなポテン

シャルを秘めています。中小企業のIT化に向けて一助となりたい、と考えたのが本調査の起点

です。
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　２. 調査概要

　調査期間：平成30年12月11日〜同年12月28日

　調査対象：エフアンドエムクラブ会員企業

※エフアンドエムクラブ会員とは、エフアンドエムから中小企業向け管理部門支援サービ

スを受けている企業

　有効回答数：605社

　調査エリア：全国

　３. 調査結果①

　まず初めに、IT導入についての考え方を確認しました。導入の必要性を感じており、すでに

IT投資を行っていると回答した企業は47%であるのに対して、必要性は感じているが、IT投資

はできていないと回答した企業は44%。また、そもそも導入の必要性を感じていないと回答し

た企業は９%でした。半数近くの企業が必要性を感じているにもかかわらず、まだまだIT投資

に踏み切ることができていないようです。

1　将来人口の推計　資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成24年1月推計）

2　労働生産性と労働構成比（規模別、業種別）　財務省「平成26年法人企業統計調査年報」　総務省「平成26年経済セン

　　サス・基礎調査」再編加工

3　規模別労働生産性の推移　財務省「法人企業統計調査年報」

4　生産性の高い中小小売業の特徴（平均）

5　労働生産性の累積分布　資料「平成26年企業活動基本調査」再編加工

6　業種別にみたIT投資と業務実績の関係　中小企業庁委託「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」（2015年

　　12月、（株）帝国データバンク）

7　中小企業の現状と直面する課題：IT投資の遅れ（業種別）中小企業庁平成29年3月

中小総研レポート
Institute of Research for Small and Medium Enterprise  



　中小企業総合研究所では、実際の企業運営に役立てていただくべく、幅広い情報をレポート形式

でご案内しています。

　さて、第10回・第11回は、「中小企業のIT導入阻害要因」について、２回にわたってお送りします。

　株式会社エフアンドエムでは、IT導入を阻害する要因を先行分析より抽出し、エフアンドエムク

ラブ会員企業にアンケート調査を実施しました。その上で、ITを導入している中小企業とそうでな

い中小企業を区分し、中小企業のIT導入を阻害する要因を考察します。

　１. 調査背景

　中小企業の経営環境は、少子高齢化に伴う労働力人口の減少という構造的な問題により、厳

しさを増しています1。この大きな変化に対応するために、中小企業には一人一人の生産性向

上が求められます。しかしながら、中小企業の生産性は大企業と比べて大きな差があります2。

生産性の推移を見てもその違いは明らかです3。一方、すべての中小企業の生産性が低いわけ
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られるのは、IT投資を積極的に行っていることです。生産性が大企業の平均以下の中小企業よ

りもIT投資額が相当大きく5、また、IT投資の有無と売上高、経常利益率の関係では、IT投資

なしの企業に比べIT投資ありの企業の方が、すべての業種において売上高も経常利益率も高い

という結果が出ています6。これらの結果から、中小企業の生産性を向上させるためには、IT

の活用は有効な手段であると考えます。

　しかしながら、IT導入には大きな壁が存在します。中小企業庁の出しているデータでは、IT

導入の進んでいない理由として「社内にITを導入できる人材がいない（43.3%）」や、「IT導入

の効果がわからない、評価ができない（39.8%）」など、様々な課題が挙げられています7。

　日本の構造的な問題によって生産性の向上が迫られる中で、中小企業のIT化は大きなポテン

シャルを秘めています。中小企業のIT化に向けて一助となりたい、と考えたのが本調査の起点

です。
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※エフアンドエムクラブ会員とは、エフアンドエムから中小企業向け管理部門支援サービ

スを受けている企業
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　まず初めに、IT導入についての考え方を確認しました。導入の必要性を感じており、すでに

IT投資を行っていると回答した企業は47%であるのに対して、必要性は感じているが、IT投資

はできていないと回答した企業は44%。また、そもそも導入の必要性を感じていないと回答し

た企業は９%でした。半数近くの企業が必要性を感じているにもかかわらず、まだまだIT投資

に踏み切ることができていないようです。

必要性を感じており、
すでにIT投資を行っている

必要性は感じているが、
IT投資はできていない

あまり必要性を感じていない

図１　IT導入についての考え方（n=602）

図２　IT導入している企業の導入領域（n=284）
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　次に、必要性を感じてすでにIT投資を行っていると回答した企業は、どの業務領域でIT投資

を行ってきたのかを確認しました。最も多かったのは「財務・会計」で64.4%、続いて「社内

の情報共有」で64.1%、３番目が「人事・給与管理」で50.4%でした。主にバックオフィスに関

する業務領域においてIT化を行っているようです。中小企業庁が実施した調査でも同様の結果

が出ています。特殊な業界や業種を除いては、バックオフィスの業務領域では共通する部分が

多い一方、様々なパッケージソフトなどもあり、改良もされてきています。そのため、中小企

業にも浸透度は高いのだと考えられます。

　さらに、IT導入の進み具合別に、経営者のIT導入に対する考え方を比較しました。必要性は

感じているがIT投資はできていない企業よりも、すでにIT投資を実施している企業の方が積極

的に導入していきたいという経営者が多く、導入には慎重であるという経営者は少数でした。

他方、IT投資できていない企業には導入に慎重である経営者が多いようです。経営者の考え方

はIT投資を実施するか否かに大きな影響を及ぼすと考えられます。

　続いて、IT投資の具合とIT専任担当者/推進者の有無を確認しました。IT投資を行っている

企業のうち、IT専任担当者/推進者がいると回答したのは40.4%だったのに対して、必要性は感

じているがIT投資できていない企業では14.6%でした。IT投資できている企業のうちIT専任担

当者/推進者がいないと回答したのは39.4%、IT投資できていない企業では60.8%でした。IT専

任担当者/推進者がいなくてもIT投資はできますが、いる企業のほうがIT投資が進みやすいと

いうことが伺えます。

　４. まとめ①

　ここまでを見る限り、やはり経営者のIT導入についての考え方によって、導入が阻害されて

しまう場合が多いようです。導入に慎重な経営者の企業では、やはり導入が進んでいません。

トップの意思決定、リーダーシップがIT導入の有無に大きく関わることは間違いないといえる

でしょう。

　また、IT専任担当者/推進者の有無も、少なからずITの導入に影響を与えていることがわか

ります。いなくても導入すること自体はできますが、IT導入している企業ではこれらを置いて

いる企業が多いようです。経営者がITの導入から推進まですべてを行うのは、あまり現実的で

はありません。導入したITツールを効果的に推進していけるIT専任担当者/推進者を置くこと

が望ましいと考えられます。

　

　次回も引き続き、エフアンドエムクラブ会員企業に実施したアンケート調査をもとに、中小

企業のIT導入を阻害する要因を考察していきます（了）。
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図３　IT導入進み具合別経営者の考え方（n=592）

図４　IT導入進み具合別IT専任担当者／推進者の有無（n=597）
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を行ってきたのかを確認しました。最も多かったのは「財務・会計」で64.4%、続いて「社内

の情報共有」で64.1%、３番目が「人事・給与管理」で50.4%でした。主にバックオフィスに関

する業務領域においてIT化を行っているようです。中小企業庁が実施した調査でも同様の結果

が出ています。特殊な業界や業種を除いては、バックオフィスの業務領域では共通する部分が

多い一方、様々なパッケージソフトなどもあり、改良もされてきています。そのため、中小企

業にも浸透度は高いのだと考えられます。

　さらに、IT導入の進み具合別に、経営者のIT導入に対する考え方を比較しました。必要性は

感じているがIT投資はできていない企業よりも、すでにIT投資を実施している企業の方が積極

的に導入していきたいという経営者が多く、導入には慎重であるという経営者は少数でした。

他方、IT投資できていない企業には導入に慎重である経営者が多いようです。経営者の考え方

はIT投資を実施するか否かに大きな影響を及ぼすと考えられます。

　続いて、IT投資の具合とIT専任担当者/推進者の有無を確認しました。IT投資を行っている

企業のうち、IT専任担当者/推進者がいると回答したのは40.4%だったのに対して、必要性は感

じているがIT投資できていない企業では14.6%でした。IT投資できている企業のうちIT専任担

当者/推進者がいないと回答したのは39.4%、IT投資できていない企業では60.8%でした。IT専

任担当者/推進者がいなくてもIT投資はできますが、いる企業のほうがIT投資が進みやすいと

いうことが伺えます。

　４. まとめ①

　ここまでを見る限り、やはり経営者のIT導入についての考え方によって、導入が阻害されて

しまう場合が多いようです。導入に慎重な経営者の企業では、やはり導入が進んでいません。

トップの意思決定、リーダーシップがIT導入の有無に大きく関わることは間違いないといえる

でしょう。

　また、IT専任担当者/推進者の有無も、少なからずITの導入に影響を与えていることがわか

ります。いなくても導入すること自体はできますが、IT導入している企業ではこれらを置いて

いる企業が多いようです。経営者がITの導入から推進まですべてを行うのは、あまり現実的で

はありません。導入したITツールを効果的に推進していけるIT専任担当者/推進者を置くこと

が望ましいと考えられます。

　

　次回も引き続き、エフアンドエムクラブ会員企業に実施したアンケート調査をもとに、中小

企業のIT導入を阻害する要因を考察していきます（了）。
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【最近の支援事例】

「飲む（コト）を売る」のコンセプトを再提案。

新規顧客の獲得で売上・利益10％アップ！　

■はじめに　−よろず支援拠点とは−

　平成26年 6 月から全国47都道府県に設置されている中小企業・小規模事業者のための経営相談

所、よろず支援拠点。「○○したい！」という想いから、解決すべき本当の課題を発掘。地域の支

援機関と連携しながら、「今すぐに取り組めて効果を実感できる」解決策を提案しています。

■相談のきっかけ

・会 社 名：井指製茶株式会社

・代表者名：井指　宏隆

　昭和20年より豊川市で静岡県産のお茶製造および小売、卸売を営み、現在、市内唯一の製茶メー

カー。緑茶仕上げ機械は、地域の嗜好性の変化に対応できる多品種少量生産が可能な製造システム

を完備。国産の大麦を主原料に自社焙煎した「いさし園麦茶」も人気を得ている。

　また、市場では粉末タイプのお茶が主流の中、同社は平成29年に新しい設備を導入し、リーフタ

イプの三角ティーバッグ「茶飲革命」の製造を開始するなど新しいことへのチャレンジへも意欲旺

盛である。

　一方、売上はここ数年横ばいで、前述の新商品「茶飲革命」の販路開拓にも次の一手を欠いてお

り、地元金融機関からの紹介で当拠点に相談に訪れた。

■現状の薄利多売戦略を見直し、商品価値が伝わる新規顧客の開拓が課題

　相談を受けたコーディネーター（以下、ＣＯ）は、業界動向や商圏エリア、顧客動向、商品単

価、さらにアイテム別の売上動向などを分析。そこから、①スーパーを中心とした薄利多売、②既

存市場における自社製品同士のシェア争い、③低価格商品のため消費者が限られる、④商品価値を

伝えきれていない、といった問題点をピックアップ。そこで、商品価値が伝わる新たな市場で特に

高い利益率となる顧客づくりが課題であると判断、支援していくこととした。

■“モノ”から“コト”へコンセプトを刷新、富裕層向けの高付加価値商品を開発

　ＣＯは「茶飲革命」のコンセプトを改めて見直し、「お茶を売る（＝モノ）」から「飲むを売る（＝

コト）」へ発想を転換。ターゲットは、時間を大切にする本物志向の富裕層とし、マーケットは百

貨店やギフト市場にすることを提案した。

　新シリーズの開発に向け、パッケージデザイン、ロゴ、その他装飾物の制作もサポート。さら

コーディネーター　神谷裕士　

よろず支援拠点豊橋サテライト　経営相談

に、地元の百貨店での催事出店をうながし、百貨店バイヤーとパイプを作ることを提案した。

■百貨店バイヤーとの良好な関係構築、新シリーズで富裕層が顧客に

　新シリーズを完成させ百貨店への出店をきっかけに、購入した顧客からの直接注文が増え、今ま

でとは違う層が顧客となり高い利益率も確保。また、店頭販売で相談者自ら販売に当たったことで

顧客との接点ができ、市場の可能性や次なる商品開発のヒントを得ることができた。

　新たな販路となった百貨店催事では100万円を超える売上を達成。新規顧客の獲得により全体で

売上・利益10％アップとなった。

■終わりに

　地元金融機関からの紹介で当拠点に見えた当初は、販路拡大についての相談であった。業界動向

や既存の販売ルート、自社の特徴と強み、経営者の想いなどをヒアリングしていく中、短期的な売

上拡大を実現させるためにも、中長期的な計画を立てて進めていくこととした。

①最初に、現状課題と経営者の想いをヒアリングし、今後の方向性について検討した。

②その後、既存商品のポジショニングを確認し、自社の取り組む新たな領域とターゲットを明確に

した。

③更にライフスタイルや商品価値、消費者の使い方、利用方法などについて情報収集し、新シリー

ズの“らしさ”を明示し、シリーズ展開の方向性を決め、展開手法やデザインの製作を進めた。

④その後も、担当COは販売方法や陳列、POPなどのVMDについて具体的にアドバイスをすること

で実践的なノウハウを提供できる様心がけながら、展示会や百貨店食品催事へ継続的に出展・出

店における支援をした。

　経営者と従業員が一体となり参加することで業界内バイヤーや顧客接点の拡大が実現し、売上拡

大へつながる仕組みが構築されつつある。

　売上目標に達することで、従業員も自信が持てる様になったとのこと。また、中長期的な売上拡

大が見込めることで、経営意欲も高まり、今後の発展が期待される。

　ご案内

　「よろず支援拠点豊橋サテライト」では、経営改革、金融、マーケティング・販売支援、農商工

連携、IT、税務、人材育成など、10名のコーディネーターが各自の専門知識を生かしたきめ細かな

支援を行っています。お悩みや課題に合わせてご利用いただけます。相談は何度でも無料、事前予

約制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

豊橋市駅前大通２丁目３３－１　開発ビル４階　予約連絡TEL：０５３２－３９－７１１１



　

■はじめに　−よろず支援拠点とは−

　平成26年 6 月から全国47都道府県に設置されている中小企業・小規模事業者のための経営相談

所、よろず支援拠点。「○○したい！」という想いから、解決すべき本当の課題を発掘。地域の支

援機関と連携しながら、「今すぐに取り組めて効果を実感できる」解決策を提案しています。

■相談のきっかけ

・会 社 名：井指製茶株式会社

・代表者名：井指　宏隆

　昭和20年より豊川市で静岡県産のお茶製造および小売、卸売を営み、現在、市内唯一の製茶メー

カー。緑茶仕上げ機械は、地域の嗜好性の変化に対応できる多品種少量生産が可能な製造システム

を完備。国産の大麦を主原料に自社焙煎した「いさし園麦茶」も人気を得ている。

　また、市場では粉末タイプのお茶が主流の中、同社は平成29年に新しい設備を導入し、リーフタ

イプの三角ティーバッグ「茶飲革命」の製造を開始するなど新しいことへのチャレンジへも意欲旺

盛である。

　一方、売上はここ数年横ばいで、前述の新商品「茶飲革命」の販路開拓にも次の一手を欠いてお

り、地元金融機関からの紹介で当拠点に相談に訪れた。

■現状の薄利多売戦略を見直し、商品価値が伝わる新規顧客の開拓が課題

　相談を受けたコーディネーター（以下、ＣＯ）は、業界動向や商圏エリア、顧客動向、商品単

価、さらにアイテム別の売上動向などを分析。そこから、①スーパーを中心とした薄利多売、②既

存市場における自社製品同士のシェア争い、③低価格商品のため消費者が限られる、④商品価値を

伝えきれていない、といった問題点をピックアップ。そこで、商品価値が伝わる新たな市場で特に

高い利益率となる顧客づくりが課題であると判断、支援していくこととした。

■“モノ”から“コト”へコンセプトを刷新、富裕層向けの高付加価値商品を開発

　ＣＯは「茶飲革命」のコンセプトを改めて見直し、「お茶を売る（＝モノ）」から「飲むを売る（＝

コト）」へ発想を転換。ターゲットは、時間を大切にする本物志向の富裕層とし、マーケットは百

貨店やギフト市場にすることを提案した。

　新シリーズの開発に向け、パッケージデザイン、ロゴ、その他装飾物の制作もサポート。さら
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に、地元の百貨店での催事出店をうながし、百貨店バイヤーとパイプを作ることを提案した。

■百貨店バイヤーとの良好な関係構築、新シリーズで富裕層が顧客に

　新シリーズを完成させ百貨店への出店をきっかけに、購入した顧客からの直接注文が増え、今ま

でとは違う層が顧客となり高い利益率も確保。また、店頭販売で相談者自ら販売に当たったことで

顧客との接点ができ、市場の可能性や次なる商品開発のヒントを得ることができた。

　新たな販路となった百貨店催事では100万円を超える売上を達成。新規顧客の獲得により全体で

売上・利益10％アップとなった。

■終わりに

　地元金融機関からの紹介で当拠点に見えた当初は、販路拡大についての相談であった。業界動向

や既存の販売ルート、自社の特徴と強み、経営者の想いなどをヒアリングしていく中、短期的な売

上拡大を実現させるためにも、中長期的な計画を立てて進めていくこととした。

①最初に、現状課題と経営者の想いをヒアリングし、今後の方向性について検討した。

②その後、既存商品のポジショニングを確認し、自社の取り組む新たな領域とターゲットを明確に

した。

③更にライフスタイルや商品価値、消費者の使い方、利用方法などについて情報収集し、新シリー

ズの“らしさ”を明示し、シリーズ展開の方向性を決め、展開手法やデザインの製作を進めた。

④その後も、担当COは販売方法や陳列、POPなどのVMDについて具体的にアドバイスをすること

で実践的なノウハウを提供できる様心がけながら、展示会や百貨店食品催事へ継続的に出展・出

店における支援をした。

　経営者と従業員が一体となり参加することで業界内バイヤーや顧客接点の拡大が実現し、売上拡

大へつながる仕組みが構築されつつある。

　売上目標に達することで、従業員も自信が持てる様になったとのこと。また、中長期的な売上拡

大が見込めることで、経営意欲も高まり、今後の発展が期待される。

　ご案内

　「よろず支援拠点豊橋サテライト」では、経営改革、金融、マーケティング・販売支援、農商工

連携、IT、税務、人材育成など、10名のコーディネーターが各自の専門知識を生かしたきめ細かな

支援を行っています。お悩みや課題に合わせてご利用いただけます。相談は何度でも無料、事前予

約制ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

豊橋市駅前大通２丁目３３－１　開発ビル４階　予約連絡TEL：０５３２－３９－７１１１
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　東海３県の景気は、中国経済減速の影響が一部にみられるものの、堅調な内需

を背景に拡大を続けている。

　最終需要の動向をみると、輸出は増加基調にある。企業の業況判断が慎重化し

ているが、企業収益は高水準を維持しており、設備投資は製造業と非製造業の双

方で増加を続けている。個人消費は緩やかに増加している。住宅投資は持ち直し

傾向にある。耐久財消費と住宅投資の一部には、消費税率引き上げ前の駆け込み

がみられ始めている。公共投資は高めの水準で推移している。

　こうした中で、生産は、一部に弱めの動きがみられるが、全体としては増加基

調にある。また、雇用・所得情勢をみると、労働需給が引き締まっているほか、

雇用者所得は改善を続けている。消費者物価（除く生鮮食品）は前年を上回って

いる。

　先行きについては、企業収益と雇用者所得の改善を背景に、設備投資と個人消

費の増加が続くなか、景気の拡大が続くとみられる。

出所：日本銀行名古屋支店　2019年 7 月 5 日発表「東海３県の金融経済動向（2019年 7 月）」

2019年 6 月
東三河地区を中心に494企業

業種構成

調査時点
調査対象企業
業種構成

製造業 卸売業 小売業 サービス業 建設業 不動産業 運輸業

各質問項目とも、判断ＤＩによる分析を行っております。
〈判断ＤＩとは〉
　　「良い(増加)」と回答した企業と「悪い(減少)」と回答した企業の構成比の差です。
　　全ての企業が「良い(増加)」と回答すればＤＩは100となり、
　　全ての企業が「悪い(減少)」と回答すればＤＩは▲100となります。

分析方法

企業数 154            61 　　　　　77 　　　　　61　　　　　 81 　　　　　30 　　　　　　30

製造業

31.2%

卸売業

12.3%
小売業

15.6%

サービス業

12.3%

建設業

16.4%

不動産業

6.1%

運輸業

6.1%
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全業種ＤＩの推移 
（単位：％ポイント）

景況ＤＩの推移

当期

来期

景況

-20

-10

0

10

20

売上
収益

-20

-10

0

10

20

-20

-10

0

10

20

収益ＤＩの推移

売上ＤＩの推移

実績 見通し実績 見通し

実績 見通し実績 見通し

実績 見通し実績 見通し

前回調査
当期見通し (見通し)

▲ 6.9
▲ 0.8
▲ 3.1

7～9月4～6月
(実績)

▲ 8.3
▲ 5.6
▲ 7.9

▲ 5.8
▲ 5.6
▲ 8.0

▲ 2.7
10.0
6.3

▲ 6.5
2.2

▲ 1.2

▲ 4.0
1.4
0.4

▲ 4.1
▲ 2.1
▲ 4.5

7～9月  
30年  

10～12月  
30年  

4～6月  
30年

1～3月  
31年

 4～6月　　7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　7～9月 　　

 4～6月　　7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　7～9月 　　

 4～6月　　7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　7～9月 　　

　2019年 4 月～ 6 月期の景況ＤＩについて
は、前回調査時点より更に2.5ポイントの悪
化。また、売上ＤＩは前回調査時と変わらず
マイナス5.6ポイントであり、収益ＤＩにおい
ては、前回調査時より0.1ポイントの改善が見
られたが、全体数値としては、前回調査時点
より景気回復に向けては足踏み状態といえる。
　
　業種別では、小売業・サービス業・不動産
業にて改善がみられたものの、他業種の悪化
要因、特に建設業での大幅な景況ＤＩの悪化
が大きく影響している。売上ＤＩ・収益ＤＩ
については、サービス業・小売業・不動産業
にて改善されるも、建設業・運輸業の悪化要
因もあり前回調査とほぼ変わらない数値と
なった。

　【平成31年 1 月～ 3月期対比】
　景況ＤＩ  2.5ポイント悪化
　売上ＤＩ  数値変化なし
　収益ＤＩ  0.1ポイント改善

　2019年 7 月～ 9 月期見通しについて、今期
含めた景気ＤＩの2期連続悪化を受けて、来期
は回復するとの期待を持つ企業が大半を占める。

　【各ＤＩ改善するとした企業の業種】
　景況ＤＩ　製造業・卸売業・小売業・
　　　　　　サービス業
  売上ＤＩ  卸売業・卸売業・小売業・
　　　　　　サービス業・建設業
　収益ＤＩ　製造業・卸売業・小売業・
　　　　　　サービス業・運輸業

　日本の景気は、中国経済減速の影響が一部
見られたものの、堅調な内需を背景に拡大が
続くとみられる。こうした中で、企業の設備
投資は緩やかな回復基調に復する見込みである。
　今後、米国の保護主義的な貿易スタンスに
注意するとともに、米中貿易摩擦と日韓貿易
摩擦による影響、不安定な金融市場といった
不透明要素に注意をしていく必要がある。

景況DIは前回に続き
悪化

先行きに回復期待　
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調査先数

（単位：％ポイント）

製造業

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移 設備投資の状況

景況
売上
収益

販売価格
原材料価格
製品在庫
資金繰り

人手

実績 見通し

実績 見通し

実績 見通し

10

20

30

-30

-20

-10

0

1010

20

30

-30

-20

-10

0

10

-30

-20

-10

0

10

20

30

車両

その他

事業用土地建物

機械設備新増設

設備投資項目

事務機器

機械設備更改

（単位：％）

0.0% 　 　　　 50.0%　　　 　100.0%

 

ＤＩ値の推移
154

（見通し）

7～9月4～6月

（実績）当期見通し

前回調査

▲ 6.4

▲ 5.8

▲ 5.9

4.5

11.7

2.6

▲ 4.5

▲ 23.4

▲ 7.1

▲ 3.9

▲ 9.8

1.3

16.3

5.8

▲ 6.4

▲ 24.6

▲ 6.5

2.6

▲ 2.6

1.9

17.4

3.9

▲ 6.5

▲ 17.3

▲ 3.2

▲ 2.6

▲ 11.0

1.3

20.6

3.2

▲ 10.4

▲ 20.6

9.0

17.3

10.2

0.0

23.1

▲ 1.3

▲ 5.1

▲ 25.6

4.4

4.5

3.2

1.9

24.8

3.9

▲ 4.4

▲ 16.6

0.6

▲ 5.7

▲ 7.5

3.2

27.9

0.6

▲ 5.0

▲ 23.3

4～6月

30年

7～9月

30年

10～12月

30年

1～3月

31年

景況ＤＩは、前回調査より３．９ポイント悪化し、マイナス幅を広げた。
売上ＤＩは、ロープ製造業・食料品製造業を除く業種での悪化要因により、前回調査より
１．３ポイント悪化した。また、収益DIでは、ロープ製造業・繊維製品製造業の改善要因に
より前回調査より１．２ポイントの改善がみられたものの、依然マイナス域の幅は大きい。
人手DIでは、前回調査より４．０ポイント悪化し、依然人手不足の厳しい現状が続いている。
今後の設備投資予定では、今期と比較すると積極的な姿勢が伺える。
今後の見通しでは、景況DI・収益DIへの改善期待感はあるものの、売上DIでの悪化見通し
から、　景況回復への不安感が感じられる。

  4～6月　　　7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　　7～9月   4～6月　　　7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　　7～9月

  4～6月　　　7～9月 10～12月 1～3月 4～6月　　　7～9月

20.1%

16.9%

7〜9月期　実施予定

4〜6月期　実施

7～9月期予定4～6月期実施

1.3
10.4
7.8
1.3
2.6
0.6

1.3
11.0
12.3
1.9
3.9
0.6
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ロープ製造業のＤＩ推移

金属製品製造業のＤＩ推移木材･木製品製造業のＤＩ推移

繊維製品製造業のＤＩ推移

食料品製造業のＤＩ推移

-70

-50

-30

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-70

-50

-30

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-70

-50

-30

-10

10

30

50

景況 売上 収益

-70

-50

-30

-70

-50

-30

   4～6月　　 7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月    4～6月　　 7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月

   4～6月　　 7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月

   4～6月　　 7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月    4～6月　　 7～9月 10～12月　   1～3月　　　4～6月
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調査先数

（単位：％ポイント）

卸売業

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移 繊維品卸売業のＤＩ推移

景況
売上
収益

販売価格
仕入価格

在庫
資金繰り

人手

実績 見通し

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

-20

-30

-10

0

10

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-60

-80

-40

-20

0

景況 売上 収益

ＤＩ値の推移
61

（実績）

▲ 22.2

▲ 27.0

▲ 19.1

4.8

17.4

14.3

▲ 4.7

▲ 11.1

▲ 27.3

0.1

▲ 3.0

6.1

16.7

18.2

▲ 13.7

▲ 10.6

▲ 22.1

1.4

▲ 7.3

13.2

25.0

14.7

▲ 7.4

▲ 5.8

▲ 28.4

▲ 6.0

▲ 9.0

7.4

19.4

8.9

▲ 4.5

▲ 6.0

（見通し）

▲ 15.9

▲ 1.6

3.2

7.9

14.3

9.5

▲ 4.7

▲ 14.3

▲ 11.5

3.3

▲ 3.4

4.9

14.7

6.6

▲ 4.9

▲ 9.9

▲ 22.9

▲ 19.7

▲ 16.5

4.9

6.6

1.7

▲ 0.1

▲ 3.3

当期見通し

前回調査

景況ＤＩは、前回調査より若干悪化しマイナス２２．９ポイントであり、依然マイナス域の
幅は大きい。
売上ＤＩにおいては、前回調査より７．３ポイント改善したものの、依然マイナス域の幅
は大きい。
収益ＤＩは、前回調査より２．６ポイント改善したものの、マイナス１６．５ポイントである。
繊維品卸売業DIでは、全項目が前回調査同様悪化しており、厳しい現状が伺える。
今後の見通しからは、景況ＤＩ・売上ＤＩ・収益ＤＩでの改善期待感が伺える。

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月  4～6月 7～9月　 10～12月　 1～3月 4～6月

7～9月4～6月30年

4～6月

31年

1～3月

30年

7～9月

30年

10～12月
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調査先数

（単位：％ポイント）

小売業

販売価格ＤＩの推移

景況
売上
収益

販売価格
仕入価格

在庫
資金繰り

人手

20

実績 見通し

-40

-30

-20

-10

0

10

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し 実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移

77

30年

当期見通し

前回調査

▲ 10.2

3.8

▲ 1.3

1.3

7.6

3.8

▲ 11.4

▲ 14.0

▲ 23.1

▲ 14.0

▲ 19.2

0.0

5.2

1.4

▲ 12.8

▲ 11.6

▲ 28.6

▲ 3.9

▲ 9.1

3.9

13.0

6.5

▲ 13.0

▲ 14.3

▲ 9.9

0.0

▲ 3.7

1.2

8.7

2.6

▲ 13.6

▲ 8.7

（実績） （見通し）

▲ 13.0

0.0

▲ 2.6

0.0

6.5

0.0

▲ 11.7

▲ 20.8

▲ 19.5

▲ 9.1

▲ 10.4

0.0

3.9

1.3

▲ 14.3

▲ 15.6

▲ 2.6

9.0

6.4

6.4

10.3

2.6

▲ 10.3

▲ 14.1

景況ＤＩは、前回調査より３．６ポイント改善したものの、依然マイナス域の幅は大きい。　
売上ＤＩは、前回調査より４．９ポイント改善したものの、マイナス９．１ポイントである。
収益ＤＩは、８．８ポイント大幅に改善したものの、依然マイナス域の幅は大きい。
資金繰りＤＩにおいては、前回調査に続き今期も若干悪化し、資金繰りの厳し現状が続い
ている。
人手ＤＩにおいては、前回調査より４．０ポイント悪化し、依然人手不足の現状が続いている。
今後の見通しから、景況ＤＩ・売上ＤＩ・収益ＤＩにおいて回復期待感が伺える。

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

7～9月4～6月31年

1～3月4～6月

30年

7～9月

30年

10～12月
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調査先数

（単位：％ポイント）

サービス業

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

ＤＩ値の推移

収益ＤＩの推移 ホテル・旅館業のＤＩ推移

景況
売上
収益

料金価格
材料価格
資金繰り

人手

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

景況 売上 収益

20

30

-30

-20

-10

0

10

20

実績 見通し

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月  1～3月 4～6月

（見通し）（実績）

前回調査

当期見通し

▲ 6.5

▲ 1.7

▲ 5.0

0.0

5.0

▲ 13.1

▲ 36.1

▲ 9.7

▲ 6.4

▲ 8.1

▲ 1.6

9.7

▲ 17.7

▲ 32.3

▲ 6.5

3.3

4.9

1.6

8.2

▲ 16.3

▲ 32.8

▲ 1.6

6.5

1.6

8.1

11.3

▲ 8.0

▲ 35.5

▲ 3.2

1.5

3.1

3.2

11.1

▲ 12.7

▲ 23.8

30年 31年

1～3月4～6月

30年

7～9月

30年

10～12月

▲ 1.6

0.0

▲ 1.7

0.0

8.2

▲ 16.4

▲ 40.9

▲ 4.8

▲ 9.6

▲ 8.0

3.3

9.7

▲ 4.8

▲ 32.3

景況ＤＩは、前回調査より３．２ポイント改善したものの、依然マイナス域である。
売上ＤＩにおいては、前回調査より４．７ポイント改善した。
収益ＤＩは、前回調査より３．１ポイント改善されたものの、依然マイナス域である。
人手DIにおいては、前回調査より３．８ポイント悪化し、依然マイナス幅が大きく、人手不足によ
る厳しい現状が続いている。
ホテル・旅館業ＤＩにおいては、全項目で改善がみられた。
今後は、景況ＤＩ・売上DI・収益ＤＩで改善期待感があるものの、人手ＤＩは更に悪化するとの見通
しから、慢性的な人手不足に悩む様子が伺える。

7～9月4～6月

61   
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調査先数

（単位：％ポイント）

建設業

工事施工高ＤＩの推移

受注残ＤＩの推移

景況
工事施工高

収益
請負価格

原材料価格
受注残

資金繰り
人手

30

実績 見通し

40

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

-20

-10

0

10

20

30

40

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

0

10

-10

30

20

実績 見通し

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移

収益ＤＩの推移

81

（実績）

7～9月4～6月

（見通し）

4.9

17.3

18.5

11.1

16.0

19.8

2.5

▲ 23.5

▲ 1.3

▲ 3.8

0.1

▲ 7.4

16.0

▲ 2.4

▲ 7.3

▲ 24.7

9.9

7.4

12.4

8.7

11.1

9.9

▲ 1.3

▲ 23.5

▲ 4.9

2.4

2.5

4.9

13.4

9.7

▲ 4.9

▲ 25.7

6.1

▲ 0.1

▲ 1.3

▲ 4.9

12.4

3.7

0.0

▲ 25.9

30年 31年

1～3月

30年

7～9月4～6月

30年

10～12月

▲ 6.2

3.6

0.0

1.3

12.3

1.2

▲ 2.5

▲ 24.7

1.2

4.9

7.4

2.5

13.5

2.5

3.8

▲ 23.5

当期見通し

前回調査

景況ＤＩは、前回調査より１１．２ポイント大幅に悪化し、マイナス域に転じた。
工事施工高ＤＩ・収益ＤＩともに前回調査よりそれぞれ、１１．２ポイント、１２．５ポイントの大
幅悪化により、工事施工高DIについては、マイナス域に転じた。
資金繰りＤＩにおいては、前回調査より６．０ポイント悪化し、マイナス７．３ポイントである。
人手ＤＩは、前回調査より悪化しマイナス２４．７ポイントである。依然マイナス幅は大きく、
人手不足の厳しい現状が伺える。
今期は、景況DI・工事施工高DI・収益DIでの大幅な悪化がみられたものの、来期見通しで
は、景況DIを除く、工事施工高DI・収益DIにおいて回復期待感が伺える。

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月



23

調査先数

（単位：％ポイント）

不動産業

景況
売上
収益

販売価格
仕入価格

在庫
資金繰り

人手

20

30

実績 見通し

30

40

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移 在庫ＤＩの推移

30

当期見通し

前回調査 4～6月 7～9月

（見通し）（実績）

0.1

0.0

▲ 3.3

▲ 0.1

3.4

0.0

3.4

▲ 6.7

0.0

▲ 6.6

▲ 6.6

3.3

3.3

3.3

0.0

▲ 3.4

0.0

3.2

6.4

6.4

9.7

6.4

3.2

▲ 9.7

12.9

3.2

3.2

3.2

0.0

6.5

6.5

▲ 12.9

3.1

0.0

▲ 6.3

▲ 15.7

▲ 9.4

0.0

3.1

▲ 12.5

30年 31年

1～3月4～6月

30年

7～9月

30年

10～12月

▲ 3.3

▲ 3.3

▲ 3.3

6.7

3.4

0.0

0.0

▲ 6.7

3.3

0.0

0.0

▲ 3.3

▲ 3.4

▲ 3.3

▲ 3.4

▲ 6.7

景況ＤＩは、前回調査より若干改善されプラス０．１ポイントである。
売上ＤＩにおいては、前回調査より６．６ポイント改善され、０．０ポイントである。
収益ＤＩは、前回調査より３．３ポイントの改善がみられたものの、マイナス域である。
人手DIは、前回調査より３．３ポイント悪化し、前回調査の見通しの通りとなった。
今後の見通しでは、悪化するとの見通しから、景況回復への不安感が伺える。

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月
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調査先数

（単位：％ポイント）

運輸業

車輌稼働率ＤＩの推移

景況
売上
収益

輸送荷物量
車輌稼働率
運賃単価
燃料価格
資金繰り

人手

30

実績 見通し

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

-30

-20

-10

0

10

20

30

実績 見通し

ＤＩ値の推移

景況ＤＩの推移 売上ＤＩの推移

収益ＤＩの推移

30

4～6月 7～9月

（見通し）

13.3

3.4

▲ 6.7

13.4

3.3

16.7

30.0

▲ 6.7

▲ 50.0

19.4

12.8

3.2

12.9

6.4

6.5

22.6

0.0

▲ 25.8

▲ 6.5

9.7

▲ 3.3

16.1

6.4

3.3

38.7

3.2

▲ 19.4

▲ 6.4

▲ 3.2

▲ 9.7

0.0

▲ 6.5

0.0

41.9

▲ 3.2

▲ 12.8

3.3

3.2

▲ 3.2

3.2

6.4

0.0

61.3

▲ 6.5

▲ 16.1

（実績）

31年30年

1～3月4～6月

30年

7～9月

30年

10～12月

0.0

3.3

0.0

13.3

6.6

13.3

30.0

▲ 10.0

▲ 46.6

9.7

▲ 3.2

▲ 6.4

▲ 6.4

▲ 6.4

6.5

12.9

▲ 6.5

▲ 25.8

当期見通し

前回調査

景況ＤＩは、前回調査より６．１ポイント悪化したものの、依然プラス域の幅は大きい。
売上ＤＩは、前回調査より、９．４ポイント大幅に悪化したものの、プラス域である。
収益ＤIは、前回調査より９．９ポイント大幅に悪化し、再びマイナス域に転じた。
人手ＤＩは、前回調査より２４．２ポイント大幅に悪化し、マイナス５０．０ポイントを計上。他の業
種と比較して人手不足の現状が深刻化していることが伺える。
今後の見通では、更に悪化するとの見通しから不安感が伺える。また、今期大幅なマイナスを
計上した人手ＤＩの見通しでも、人材確保に対する大きな不安が伺える。

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月

  4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月   4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4～6月 7～9月
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【信金中央金庫の調査項目に基づく】

   がましん景気動向調査の特別調査として「中小企業における人手不足の状況と働き方改革への
対応について」と題してアンケート調査を行いました。（回答数：494先）

問1． 貴社では、最近顕在化しつつある人手不足の状況をどのように認識していま
　　　　すか。また、どのような職域で人材の過剰・過不足があるのかもお答えくださ
　　　　い。

問２． 貴社では、人手不足で採用が困難になりつつある中、女性・高齢者・外国人
　　　　の活躍推進それぞれについて、今後どのようにお考えか、お答えください。

[人手過剰の職域]
＊現場作業関係　1.2％
＊営業・販売関係　0.6％
＊経理・財務・管理関係
　　　　　　　　  0.2％
＊その他の職種　0.0％

[人手不足の職域]
＊現場作業関係　33.2％
＊営業・販売関係　9.3％
＊経理・財務・管理関係
　　　　　　　　  1.4％
＊その他の職種　2.6％

2.0%

＜人手の現状＞

＜女性の活躍＞

＜高齢者の活躍＞

＜外国人の活躍＞

46.5%
51.5%

1.9% 18.5%

79.6%

3.1%

83.0%

13.9%

3.1% 9.6%

87.3%
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問３． 2019年4月より施行された改正入国管理法を受けて、外国人労働者の受入
　　　　れ拡大が見込まれています。こうした中、貴社では外国人労働者を採用（予定
　　　　含む）していますか。採用している場合には、採用理由を教えてください。
　　　　また、採用しておらず、予定もない場合には、その理由を教えてください。

問４． 貴社では、働き方改革が求めている「時間外労働の上限規制」や「有給休暇取
　　　　得の義務化」による影響を受けますか。影響を受ける方は、それに対して現時
　　　　点で取り組んでいる、もしくは今後最も重点的に取り込もうとしている対応を教
　　　　えてください。

＜外国人労働者の採用について＞

＜働き方改革への取組について＞

＜働き方改革の影響について＞ ＜受ける影響内容について＞

問５.  働き方改革に何らかの対応をしていかなければならない中、現在既に取り組ん
　　　　でいる事項、あるいは今後優先的に取り組みたい事項について教えてください。

16.3 %

[採用していない理由]
＊法律や行政手続きへの対応
が困難　2.3％

＊文化・コミュニケーション（日
本語）への対応が困難　14.8％

＊情報不足でよくわからない
　11.5％
＊外国人採用にメリットを感じ
ない　18.6％

＊そもそも人手が足りている
　36.5％

[採用（予定含む）の理由]
＊優秀な人材だったため　4.3％
＊海外進出の足がかり　0.6％
＊外国人顧客の増加への対応
　2.3％
＊将来の後継者候補　0.4％
＊日本人を採用できなかったた
め　8.7％

5.5%
7.7%

11.0%
1.4%

2.4%
10.3%

3.2%
2.8%

5.5%
7.7%

11.0%
1.4%

2.4%
10.3%

3.2%
2.8%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

設備投資・ＩＴ化による業務効率化

従業員の再教育

勤怠管理の徹底

取引先への協力要請

受注の取捨選択・業務の再構築や縮小

従業員への処遇・待遇の改善

経営者や管理職のカバーにより代替

対応できない

6.7%
16.7%

22.0%
3.1%

1.1%
11.8%

8.8%8.8%
2.3%

5.6%
21.8%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善

賃金引上げと労働生産性の向上

長時間労働の是正（残業規制、有休義務化）

柔軟な転職支援、格差是正のための人材育成

テレワーク、副業・兼業など柔軟な働き方

女性・若者が活躍しやすい環境整備

高齢者の就業促進

病気の治療、子育て・介護と仕事の両立

外国人材の受入れ

何をやればよいのかわからない

28.6%

44.3%

27.0%

83.7% 



　全業種における問題点１位には、「同業者間の競
争激化」２位には、「売上の停滞・減少」と前回調査
及び前年同期時と同じ結果となった。多くの企業が
売上を伸ばすべく営業活動する中で、同業他社と
の競争が激しくなっていることが伺える。
　また、３位の「人手不足」については多くの業種で
問題視されている。特にサービス業と運輸業で顕著
に表れており、いかにして人材を確保していくのか
が課題となっている。
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全業種

製造業

卸売業 小売業

サービス業 建設業

不動産業 運輸業

今期 （％） 前年同期 （％）

1位 売上の停滞・減少 35.0 1位 売上の停滞・減少 34.9

2位
同業者間の競争の
激化

33.3 2位
同業者間の競争の
激化

34.1

3位 人手不足 28.5 3位 人手不足 24.6

4位 利幅の縮小 18.2 4位 利幅の縮小 18.3 今期 （％） 前年同期 （％）

5位 原材料高 12.6 5位 原材料高 13.3 理由 回答 理由 回答

6位 人件費の増加 9.9 6位
大手企業との競争
激化

11.5 1位 売上の停滞・減少 35.1 1位 売上の停滞・減少 33.5

7位
工場・機械の狭小・
老朽化

9.3 7位
工場・機械の狭小・
老朽化

9.4 2位 人手不足 29.2 2位 人手不足 26.6

8位 生産能力不足 8.9 8位 人件費の増加 8.8 3位 利幅の縮小 26.0 3位
同業者間の競争の
激化

20.9

9位
大手企業との競争
激化

8.3 8位 生産能力不足 8.8 4位
同業者間の競争の
激化

24.7 4位 利幅の縮小 20.3

10位 後継者問題 7.5 10位
販売納入先からの
値下げ要請

7.8 5位
工場・機械の狭小・
老朽化

16.9 4位 原材料高 20.3

今期 （％） 前年同期 （％） 今期 （％） 前年同期 （％）

1位 売上の停滞・減少 55.7 1位 売上の停滞・減少 50.7 1位
同業者間の競争の
激化

41.6 1位 売上の停滞・減少 42.0

2位
同業者間の競争の
激化

32.8 2位
同業者間の競争の
激化

32.8 2位 売上の停滞・減少 39.0 2位
同業者間の競争の
激化

35.8

3位 利幅の縮小 18.0 3位 利幅の縮小 26.9 3位
大型店との競争激
化

20.8 3位
大型店との競争激
化

28.4

3位 取引先の減少 18.0 4位 人手不足 16.4 4位 人手不足 19.5 4位 利幅の縮小 16.0

5位 人手不足 16.4 5位 取引先の減少 13.4 5位 利幅の縮小 16.9 5位 人件費の増加 13.6

今期 （％） 前年同期 （％） 今期 （％） 前年同期 （％）

1位 売上の停滞・減少 45.9 1位
同業者間の競争の
激化

39.7 1位
同業者間の競争の
激化

43.2 1位
同業者間の競争の
激化

51.9

2位 人手不足 42.6 2位 売上の停滞・減少 34.9 2位 人手不足 32.1 2位 人手不足 37.0

3位
同業者間の競争の
激化

29.5 3位 人手不足 33.3 3位 材料価格の上昇 22.2 3位 売上の停滞・減少 29.6

4位 人件費の増加 26.2 4位 利幅の縮小 17.5 4位 売上の停滞・減少 21.0 4位 材料価格の上昇 14.8

5位
店舗の狭小・老朽
化

11.5 4位
店舗の狭小・老朽
化

17.5 5位 利幅の縮小 16.0 5位 利幅の縮小 13.6

今期 （％） 前年同期 （％） 今期 （％） 前年同期 （％）

1位
同業者間の競争の
激化

50.0 1位
同業者間の競争の
激化

40.6 1位 燃料価格の上昇 60.0 1位 燃料価格の上昇 61.3

2位 商品物件の不足 30.0 2位 商品物件の不足 37.5 2位 人手不足 56.7 2位
同業者間の競争の
激化

35.5

3位 売上の停滞・減少 26.7 3位 売上の停滞・減少 25.0 3位
同業者間の競争の
激化

30.0 3位 人手不足 32.3

4位
大手企業との競争
激化

20.0 4位
大手企業との競争
激化

18.8 4位
運賃単価の値下げ
要請

13.3 4位
運賃単価の値下げ
要請

19.4

4位 利幅の縮小 20.0 5位 商品物件の過多 15.6 4位
車両・設備の老朽
化

13.3 5位 利幅の縮小 16.1
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令和元年8月1日現在
店 舗 一 覧

　店舗　（ATM稼動は、平日・土曜日・日曜日･祝日稼動　  ◇印のみ平日稼動 ）

蒲郡市　(市外局番 0533)    名古屋市　(市外局番 052)
本店営業部 神明町4-25  68-2121 東郊通支店 昭和区白金一丁目15-7 871-3701

◇蒲郡市役所出張所 旭町17-1  67-2014 瑞穂通支店 瑞穂区瑞穂通二丁目40-1 851-7311

三谷支店 三谷町七舗158  68-3131 名古屋南支店 南区豊三丁目2-1 692-3811

形原支店 形原町下屋敷27-1  57-2181

西浦支店 西浦町南馬相27-1  57-2176

大塚支店 大塚町柴垣52-1  59-7131     岡崎市　(市外局番 0564)
鶴ヶ浜支店 拾石町宮前37-2  68-1315 緑丘支店 緑丘二丁目9-1 53-1321

三谷北通支店 三谷北通四丁目47-1  69-2161 岡崎南支店 羽根西新町2-16 53-8771

太陽の家支店 形原町北浜28-5  57-1115 岡崎北支店 堂前町二丁目2-3 25-6311

八百富支店 新井町3-21  67-1171 岡崎駅東支店 柱曙二丁目3-5 58-3671

豊橋市　(市外局番 0532)    西尾市 (市外局番 0563)
豊橋支店 広小路二丁目6-2  52-8101 しもまち支店 下町神明下52-2 55-0222
花田支店 花田一番町78  31-3196 幡豆支店 西幡豆町池下2-1 62-5315
旭支店 舟原町1-1  54-9146
南栄支店 南栄町字空池59-4  45-4195
牟呂支店 東脇二丁目16-15  32-1231    幸田町 (市外局番 0564)
東田支店 上地町140-2  62-6111 三ヶ根支店 幸田町大字深溝字中池田50 62-6011
曙支店 曙町字測点145  46-7281
岩田支店 中岩田二丁目1-6  63-1311
前田南支店 前田南町二丁目７-1  53-5201    豊川市 (市外局番 0533)
大清水支店 南大清水町字元町215-1  25-5331 豊川支店 中央通五丁目12-1 85-1161
鷹丘支店 忠興一丁目5-17  63-1316 豊川北支店 三蔵子町一里塚48-1 84-5161
多米支店 多米中町一丁目1-1  63-6861 蔵子支店 蔵子六丁目11-21 89-4481

国府支店 国府町流霞1 88-451161 6811
御津支店 御津町西方日暮6 1 75-3101

飯村支店 飯村南二丁目29-11 -
御津支店 御津町西方日暮6-1二川支店 大脇町字大脇53-17  41-5454
小坂井支店 伊奈町新屋70-9 78-3571橋良支店 柱二番町82  48-5011

佐藤町支店 佐藤四丁目1-1  64-9011

   新城市 (市外局番 0536)
新城支店 字東入船121番地3 22-2211

    田原市　(市外局番  0531)
田原支店 田原町稗田76-1 22-1131

北田原支店 田原町南新地65-1 23-1061  静岡県 湖西市 (市外局番  053)
渥美支店 福江町堂前50-6 33-0511 湖西支店 静岡県湖西市鷲津1062-17 575-1211

　店舗外キャッシュサービスコーナー　  （ATM稼動は、平日・土曜日・日曜日･祝日稼動　◇印のみ平日稼動 ）

　　信金共同ＡＴＭ
　アピタ蒲郡店 　　豊橋駅 　　おしろタウンシャオ

　◇豊橋市民病院

　蒲郡市民病院 　　ドミー渡津店

　フィール蒲郡店 　　イオン豊橋南店
　蒲郡元町出張所 　　アピタ向山店
　 　　スーパーアツミ山田店

　イオン蒲郡店 （名古屋市）

蒲郡市  　　　豊橋市 西尾市
ＪＲセントラルタワーズ/桜通口

ＪＲセントラルタワーズ/スカイシャトル

（名古屋市）

中部国際空港セントレア（常滑市）



蒲郡信用金庫 地域振興部
TEL（0533）69-6273  FAX（0533）69-5431


