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＜ 講 師 の ご 紹 介 ＞ 

 

辻コンサルティング．オフィス 

代 表  辻  亨  氏 

 

 

＜プロフィール＞ 

1951 年、大阪府生まれ。北海道大学農学部卒業後、農協職員として 30年間勤務。 

2009 年、中小企業診断士資格を取得して同年開業。 

現在、紋別郡湧別町に在住し、農協職員とともに農業経営の改善支援等に携わる。 

また、各種主催の農業セミナー講師を経て、現在、中小企業庁「北海道よろず支 

援拠点事業」で中小企業等の相談・支援業務に携わっている。  

 

 

 

＜ 本 日 の 日 程 ＞ 

 

10：30 ～ 11：00   受付 

11：00 ～ 11：05   主催者挨拶 

11：05 ～ 12：15   午前の部 開演 

12：15 ～ 13：00   休憩 

13：00 ～ 14：20   午後の部 開演 

14：20 ～ 14：30   質疑応答 
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〒086-1006 北海道標津郡中標津町東 6条南 1丁目 2番地 

TEL（0153）72-2148／FAX72-4401 

ホームページアドレス http://www.ndinet.or.jp/ 



酪農で儲かる経営の仕組み

人と組織が成長する酪農経営をめざして

～経営者の成長で従業員が変わる～

辻コンサルティングオフィス 辻 亨

２０１５年 根室生産連酪農講習会



経営資源とマネジメント

ひと

金

情報

物



＜北海道酪農経営の特質：他の製造業と比較＞

•生産手段が生き物（乳牛）：肉牛、養豚、養鶏、魚養殖

•繁殖が前提となる生産（生乳）：他にほとんどなし。

•稼働が３６５日（生産を中断できない）：製鉄会社

•原材料と同量の副産物（糞尿）：他にほとんどなし。

•製品の長期保存が困難

•販売は外部委託→製品在庫なし。代金回収は確実。



日本の酪農家数と飼養規模の推移 一般社団法人日本乳業協会HP



飼養頭数・飼養戸数の都府県との比較 日本乳業協会HP



搾乳牛頭数別「農業所得率」の推移
「北海道農林水産統計年報」 単位：％

頭数 ７ 年 １ ２ 年 １ ３ 年 １ ４ 年 １ ５ 年 １ ６ 年 １ ７ 年 １ ８ 年 １ ９ 年

３０～５０ ２７．０ ２５．０ ２６．０ ２６．８ ２８．２ ２４．２ ２４．５ １３．６ １３．０

５０～８０ ２７．７ ２４．４ ２５．５ ２４．４ ２５．３ ２２．６ ２０．０ １３．６ １２．０

８０頭～ ２３．５ １８．９ １９．７ １８．９ １９．９ １９．０ １７．７ １０．３ ８．５



規模拡大➡「薄利多売化」？

＜生乳１ｋｇ当コストの比較（試算）＞＜生乳１ｋｇ当コストの比較（試算）＞＜生乳１ｋｇ当コストの比較（試算）＞＜生乳１ｋｇ当コストの比較（試算）＞ 単位：千円単位：千円単位：千円単位：千円

頭数
規模

出荷
乳量

乳 代 個体販売 粗収入 費用
生乳１ｋｇ
コスト（円）

４０頭 ４００t ３６,０００ ４,０００ ４０,０００ ３４,８００ ８７円

１頭当
１万ｋｇ

kg当９０円 乳代の
約１割

所得率
１３％

８０頭 ８００t ７２,０００ ８,０００ ８０,０００ ７３,２００

１頭当
１万ｋｇ

Ｋｇ当９０円 乳代の
約１割

所得率
８．５％

９１．５円



規模拡大に伴う農業所得率低下要因

＜多くの現場では＞

・乳牛と施設増大が先行

・粗飼料の「量と質」確保があいまい

・人材育成、働く仕組みが未成熟

＜なぜ＞

・経営理念（ビジョン）がなく、規模拡大の目的が不明確

・経営の全体最適を考える思考が不十分

・最重要の経営資源「ひと」への意識が不十分



酪農経営のカギ→全体最適、適期作業

環境
•施設サイズ、換気、採光、施設配置

粗飼料
•播種、収穫、保管、利用

飼料給与 •飼料混合、給与時期、給与回数、切り替え

乳牛管理
•授精、妊鑑、搾乳（機械と手法）、牛淘汰



酪農で儲ける「経営の仕組み」の考え方

•酪農経営の「特性」➡「繁殖を前提とした生物が対象」

管理

飼料環境

儲かる酪農



経営の基本的仕組み

方向性

組織造り

信頼醸成

•理念（ビジョン）

•経営戦略（どのように）

•経営計画（いつまでに）

•社会的制度実施

•法的ルール整備

•社内ルール整備

•経営トップの意識、行動

•構成員相互の信頼



経営の方向性を明確にする

経営理念

経営戦略

経営計画・運用



経営理念を確立する 明示する

• どんな酪農経営にするのか

• 具体的なイメージ
ビジョン

• 期限を定める。

• できるだけ数値目標
目 標

• 農場経営の基本的な考え

• 日常業務を貫くもの
行動規範



酪農経営形態・規模の選択→経営戦略

飼養形態 放牧 粗飼料 外部組織

酪
農

酪農
専業

自家育成
一貫育成 有り 無し ほぼ自給 一部購入 利用 無利用

預託利用 有り 無し ほぼ自給 一部購入 利用 無利用

未経産牛
購入

育成牛購入 有り 無し ほぼ自給 一部購入 利用 無利用

初妊牛購入 有り
無し

ほぼ自給 一部購入 利用 無利用

混合
経営

プラス和牛

素牛販売 有り 無し ほぼ自給 一部購入 利用 無利用

肥育販売 有り
無し

ほぼ自給 一部購入 利用 無利用

プラス畑作
各作物 有り 無し ほぼ自給 一部購入 利用 無利用



経営戦略をどう策定するか

１．自社分析

・強み、弱みを確認する

２．外部環境を分析

・自社にとっての機会

・自社にとっての脅威

３．戦略を考える

・強みを生かし、機会を得る方策

・弱みを改善するか、排除する方策



経営戦略を考える（クロスSWOT分析「例」）

機 会 脅 威
・食の安全意識が高まっている
・世界での食糧不足
・生乳生産量の減少

・穀物価格の上昇傾向
・国内での人口減少
・家畜疾病の増加

強み

・酪農技術レベルが高い
・農地面積に余裕がある
・後継者の意欲が高い
・家族のコミュニケーション良好

＜戦略＞ ＜戦略＞

弱み

・人手不足
・借入金の返済額が多い
・社内ルールが未整備

＜戦略＞



方向性と戦略が一致しているか？

•現場では、経営手法の先行が多い。

例えば、「TMRセンター」への参加

例えば、経産牛頭数の増加

例えば、経営の共同化



組織作り：社会的制度の実施

１．社会保険制度への加入⇦人材確保に最低限必要

＜主な制度＞

①労働者災害補償保険 ②雇用保険

③健康保険 ④厚生年金

＜効果と負担＞

・人材採用に最低限必要（ハローワーク、募集サイト）

・掛金負担が発生する



２．農業法人の社会保険等整備状況（全国農業会議所調査H２２年）



組織造り：法的ルールの実施（その１）

１．労働基準法の適用（農業の場合一部除外）

①同居親族者の雇用のみ場合、適用されない。

②労働時間の制限規定は適用されない

③休日日数は制限ないが、休暇日数は適用される。

２．雇用契約書の締結

・トラブル防止するために、締結することが望ましい。

３．就業規則の制定

①常時１０名以上雇用の場合は、届け出が義務化

②雇用人数に関わらず、制定が望ましい。



組織造り：法的ルールの実施（その２）

４．基本的台帳の整備と保管

・労働者名簿、賃金台帳、出勤簿（タイムカード）

・定期健康診断と健康診断個人票の作成

５．給与支払原則と同意書

・５原則：通貨払い、直接払い、全額払い、月１回以上、定期払い

・貯金振替同意書を徴求する



組織造り：法的ルール実施の効果

１．農場が「社会標準」になる

２．経営者と従業員の認識・自覚が改まる

３．トラブル等の防止につながる

４．業務の改善、効率化への可能性が高まる

人材採用の可能性が広がる



組織造り：社内ルールの整備（その１）

１．「５S」の定着

①５Sとは、整理→整頓→清掃→清潔→しつけ

②定位置管理：機械、道具、書類等の保管は定位置に。

２．情報共有の工夫

①ミーティングの定着：短時間、定期化、現状報告、意見への対応

②予定情報の表示：作業計画、行事計画、トップの行動予定

③伝え方の改善：作業マニュアル、箇条書き

施設に固有名称（番号等）、配置図



組織造り：社内ルールの整備（その２）

３．「改善」意識の定着

①まず出来る事から着手

・「現状」から一歩踏み出す

②「一度の改善」で効果が継続するもの

・毎日活用の施設、機械の改善

③提案制度

・「気づきノート」

・提案への報償



組織造り：社内ルールの整備（その３）

４．分業と権限移譲

①作業分担と現場責任者を明確にする

②権限移譲し、人材を育てる

５．構成員研修

①作業方法の習得：説明・模範を見せる・やらせる・チェック（評価）

②社内研修：外部者活用

③社外視察研修



信頼醸成その１：経営トップの意識と行動

１．言行一致

２．ぶれない。変更時の説明責任

①基本方向はぶれない。困難に対して逃げない

②日常の変更時は、説明する

３．任せた事は、褒めても責めない



信頼醸成その２：構成員相互の信頼

１．「不公平感」を持ち込まない

①従業員へのアドバイスと指導

②適正な評価

２．業務外関係を大事にする

①慶弔規定の整備

②社内行事



＜実在「儲かっている酪農経営：A牧場」＞

＜経営概況＞
・農地 ７７ｈa
・乳牛 ２５０頭

・和牛（繁殖） ２５頭
・農場従事者
夫婦、従業員３名、両親

・法人経営
社是「凡事実行」

＜損益計算書 H 年＞
・売上額

・経費
製造原価
販売一般管理費
小 計

・経常利益

＜説明＞
・経常利益率
・役員報酬 １８，０００



A牧場の経営上の特徴
＜客観的条件＞

・土質条件は普通。デントコーン栽培可能

・農地面積は多くない（１頭当４０a）

・従業員定着に苦労

＜経営陣の意識と行動＞

１．経営陣のコミュニケーションが良好（情報共有）

２．経営者は、経営全般を把握している

３．常に向上する意欲と行動力

・信念を持ちつつ、外部者から学ぶ姿勢

・「現場課題」の解決に「即行動」する



A牧場、経営組織充実の取り組み

１．方向性の確認

・「SWOT分析」で方向性を考える。

・「人と牛に優しい儲かる酪農」

２．社会的制度への加入：厚生年金、健康保険にも加入

３．社内ルールの整備

・就業規則、慶弔規定の整備→有給休暇の実施

・情報共有：業務推進会議（年２回）、ミーティング（毎日）、発情確認表

倉庫等に番号取り付け、建物配置図作成

・給与規定の整備：昇給制度

・社内研修会実施：関連業者に講師依頼



＜実例「酪農経営は改善できる：B牧場」＞

＜経営概況＞
・農地 ５０ｈa
・乳牛 約８００頭

・農場従事者
経営者２名、従業員十数名
・法人経営（株式会社）
数年前に個人経営から法人経営に移行

・乳牛と従業員を順次増やしたが、経営収益は思ったより向上しなかった。
・経常利益は黒字であったが、償還元金の一部のみ返済



＜実例「B牧場の現状と改善対応」＞

【現 状】
・常時、乳牛の１割以上が治療で
出荷できない。

・乳牛の死亡が多数発生

・機械、施設の故障を放置が続く

・従業員に「報告拒否症」蔓延

・経営者は、「分業」をはき違えていた
→「現場の責任は、主任の責任」

＊組織としての機能がない状態だった

【改善への主な取り組み】
①経営者の牧場経営への理念
目標を整理し文章化した。

②経営者が全責任を負う事を理
解する。（従業員への教育）
③課題を整理し優先順位を決める
④厚生年金、健康保険への加入
（従業員との約束を果たす）
⑤就業規則を整備し、監督署に
届け出。その他規定も整備

⑥生産データーを活用できるに
した。
⑦ゴミの分別・整理、トイレ清掃
⑧事務員採用



＜実例「B牧場の改善効果」＞

１．「最近、社長は話しやすくなった」との従業員の声

２．経営者が現場で技術的アドバイスを行うようになった。

３．夜の搾乳作業が、１時間以上早く終わるようになった。

４．搾乳できない疾病牛が１/3程度に減少した。

その結果

・経常利益額が４．９倍化（経常利益率２．４％→８．７％）



＜実例「酪農経営は改善できる：C牧場」＞

＜経営概況＞

• 農地 ７７ｈa

• 乳牛 １２０頭

• 農場従事者 夫婦、後継者、従業員１名

＜経営の問題＞

・１頭当乳量は８千kg位で、購入飼料費の割合が高い。

育成牛の管理不足により、初産分娩が遅く、経産牛の淘汰分が補充できず

経産牛が減少傾向であった。空胎日数が２００日以上。

・経産牛管理は後継者、育成牛は経営者の管理。収支状況の情報は、後継者

は一切関知しない。

・農業所得では、償還元金の一部しか返済できない状況



＜実例「C牧場の現状と改善対応」＞

【現 状】
・作業分担されており、経営者の
全体把握が不十分

・後継者は、経産牛管理（飼料給
与、繁殖作業、治療）に「専念」
・後継者は、経営成果情報等を
把握していない。

・「親子の情報交換」がスムーズ
でない。

【改善への主な取り組み】
①施設の改善
・ネックレールの高さ、牛舎天井
換気口の修正、待機場マット

②経営情報の定期チェック
・「産乳差益」の毎月チェック
・クミカンでの「農業所得」チェック
・育成牛の授精管理

③親子で定期的に協議
・「前進面」を積極的に評価する

④良質粗飼料の確保
・化成肥料の減肥
・草地の雑草駆除、更新



＜実例「C牧場の改善効果」＞

１．後継者が乳検データー、クミカン収支を把握するようになった。

２．親子で経営方針を協議するようになった。

３．生乳生産状況が改善された。
・乳量は年次的に増加。（３年間で１２５％）

・空胎日数が３割程度削減

・体細胞数が常時３０万以下

４．産乳差益は３年目に増加。

２７,５７２千円→２７,６０９千円→３４,８４１千円（１２６％）

その結果

・農業所得額（クミカン） ３年間で１２倍化



最後に、経営者が成長するために

１．変化できること。
・「進化論」チャールズ・ダーウィンの言葉

「最も強いものが生き残るではなく、最も賢いものが生き残るのでもなく

変化できるものが生き残る」

２．前向き思考で考える
・現状に対し「どうするか」を考える。（靴の営業マン）

３．打たれ強い人間になる
・打たれ強い人間とは、支え合う人間関係を築いている人。



「生産技術と組織づくりは、横糸・縦糸関係」

１．織物は、横糸と縦糸の調和で仕上がる。

２．横糸（生産技術）は必要であり、彩りをつくる。

３.縦糸（組織づくり）がなければ、出来上がらない。



経営戦略を考える（クロスSWOT分析「様式」）

機 会 脅 威

強み

＜戦略＞ ＜戦略＞

弱み

＜戦略＞



２０１５年度 乳価３円６０銭上がります。
道内平均規模で２１３万円増収

がんばりましょう

ご静聴ありがとうございました


