
農業の新しい価値と 
     感動を創造 

有限会社 広野牧場 
              

～地域に人と仕事を創りだす～ 



有限会社 広野牧場 
• S54 酪農経営開始 

• H 8  酪農経営拡大(フリーバーン方式導入、50頭) 

• H12 地域交流牧場に参加 

• H13 有限会社広野牧場設立 

        酪農教育ファーム認証牧場となる 

• H14 交流施設・加工体験施設完成 

• H18 広野豊 就農 

    規模拡大(フリーバーン、ミルキングパーラー方式、200頭) 

• H20 和牛繁殖部門立上(宮崎県より20頭導入）     

• H22 森の石窯パン屋さんleche(れーちぇ)をオープン 

       H24 閉店 

• H25 森のジェラテリアMUCCA(ムッカ)をオープン 

• H27 森のジェラテリアMUCCAこんぴら店オープン 

      現在、経産牛（お母さん牛）300頭となる。 
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受賞暦 

  

H26      全国青年農業者会議プロジェクト発表 
     地域活動の部 農林水産大臣賞受賞 

H25      平成24年度全国優良畜産経営管理技術発表会 
            農林水産大臣賞受賞 

H28      農業の未来をつくる女性活躍経営体 
           100選 （WAP100） 認定 
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ミッション 

農業のイメージを良くする 

田舎に人の来る仕組みを創る 

田舎で雇用を創る 

就農者の支援をする 

子供たちが農業にふれる機会を創る 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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仔牛のお世話 

去年４月新卒入社 
普通科高校卒 
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去年４月新卒入社 

 理学部出身 
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入社５年目 
経済学部卒 

入社２年目 
前職居酒屋 副店長 
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もちろん搾乳も 

大きな機械にも乗ります 
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牧場長の妻であり、 
      頼れるリーダー 
帯広畜産大学卒  入社6年目 

牧場長  
健康用品営業 
   入社7年目 
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社員から 
 パートタイマーへ 
  芸術学部卒 

森のジェラテリア 
     MUCCA 
こんぴら店店長 
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事務職 パートタイマー 
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３．具体的な取組   ① 酪農教育ファーム 

○ 目的 
 ｢酪農体験を通して､ 
  食と命の学びを支援する｣ 

○ 実施内容 
 ・幼稚園児､小･中学校生徒との 
             交流 
 ・酪農･農業体験学習の実施 
 ・農業インターンシップの受入 
 ・一般消費者の受入 など 

○ 現状   

・年間、約500人が来場! 
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３．具体的な取組  ② 就農者の応援 

新規参入を 
希望する青年 

３戸の 
農業者 

Ｈ19年 (株)森のいちご設立 
Ｈ20年 観光農園オープン 

出資 

オープン時 

(Ｈ20年) 

Ｈ26年度末 

 

作付面積 ４８ａ 100ａ 

雇用者数 ３名 ８名 

○ 現状 
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３．具体的な取組 ③ 具体的な農業体験の場 

○ 農業体験で行っていた 
パンづくり 

Ｈ22年、石窯で焼きあげる 
パン工房「leche(れーちぇ)」を立上げる 

○ 現状 

  ・閉店中 

 ・ピザ屋さんへ改修計画中 

 ・29年2月オープン予定 
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３．具体的な取組 ④ イメージアップと雇用創出 

○ 農業の６次産業化への取組 

 ・もっと田舎､酪農を知ってほしい 

 ・もっと仕事を創りたい 

･６次産業化事業認定を受け､ 
 Ｈ25年1月､ 

森のジェラテリアＭＵＣＣＡ 
          オープン！ 

○ 現状 
 ・年間4万人が来場! 
 ・正社員２名､アルバイト３名を雇用 

森のいちご(年間２万人強来場)と合わせ 

三木町の田舎に､にぎわい創出! 
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３．具体的な取組  ⑤ 雇用を創る 

○ スタッフと共に同じ方向を 
  目指す 
  ｢家族と共に愛と命を育み、 
   価値と感動を創造します。」 

○ 経験の浅い人でも就業できる 
  システムの提供 
 ・ＰＤＣＡサイクルの確立 
 ・数値化､データの蓄積､検証、マニュアル化 

○ 現状 

 ・正社員9名､パート・アルバイト5名を雇用 
19 



20 



21 



22 



スタッフ、地元関係団体も 
入っての「決算検討会」 

３．具体的な取組  ⑥「地域の人々とともに」 

地元 
飼料会社 

県 
（農業経営課、
農業改良普及
センター）、 

農業会議 

地元金融機関 
４行 

香川大学 
農学部 牧場 

スタッフ 

県外獣医師 
（コンサル 

契約） 

経 営 
者 

顧問 
税理士 

三木町 
産業振興課 

日本政策 
金融公庫 

決算検討会では‥ 

四国経済
産業局 
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アメリカの経営学者 イゴール・アンゾフの製品市場マトリクスの戦略 

これからの戦略 
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アミューズメントＦＡＲＭ  

               計画進行中 
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アミューズメントFARMの最終目標 

農業のキッザニア 

食のディズニーランド 

沢山の人が集まる場所 
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全ては事業の継続のために！ 

ご静聴 ありがとうございました。 
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