
 
 
 
 
 

【事例３】 飼料用米利用畜産物の普及事例  

「飼料用米利用畜産物の普及拡大への取組み」 
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飼料用米利用畜産物飼料用米利用畜産物
普及拡大の取組み普及拡大の取組み

２０１２年３月１４日

専務 山口 敏文
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専務 山口 敏文

本日の内容

１ 9月27日～28日 Ｔｖｈ放映ニュース 約６分
２ コープさっぽろの事業概況

Ｐ４～Ｐ６Ｐ４ Ｐ６

３ 飼料用米利用畜産物の取組の意義
Ｐ７Ｐ７

４ 飼料用米利用畜産物拡大に向けた取組
Ｐ８～Ｐ１３

５ ２３年度産 飼料用米の取組５ ３年度産 飼料用米の取組
Ｐ１４～Ｐ１８

６ 飼料用米利用畜産物の販売状況６ 飼料用米利用畜産物の販売状況
Ｐ１９～Ｐ２３

７ 今後の課題７ 今後の課題
Ｐ２４～Ｐ２７
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１ 「新規需要米の現状 ＴＶ放映
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２ コープさっぽろの事業概況

（１）事業内容（２０１１年３月２０日現在）

◆組合員数 １３６万世帯
◆店舗 １，７７２億円（店舗数 １１０店）
◆宅配 ６６８億円（登録数 ２８世帯）
◆共済 １４億円（契約数 ４１万件）

事業高計
２ ４４０億２，４４０億

西宮の沢店 宅配ＢＤＦ車西宮の沢店
２０１０年１０月１日
日本初の木造建築店舗
としてオ プン

２０１０年９月９日
３００台パレードでギネス
世界新記録認定
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としてオープン 世界新記録認定
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２ コープさっぽろの事業概況

生産 場生産工場（２）生産拠点

江別生鮮 はまなす ドリ ム
石狩工場

江別生鮮
センター

はまなす
食品

ドリーム
ファクトリー

江別物流エコ
センター

江別物流
センター

２００９年７月１１日
２００８年１０月１日
開設、静脈物流を
活用し ダンボール

２００９年７月１１日
コープさっぽろ直営化

活用し、ダンボール
新聞ちらし、トレー、
廃油、アルミ缶を
回収し資源化
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２ コープさっぽろの事業概況

（３）関連事業（３）関連事業
太陽光発電取り扱い

事業本事業本部
藤野聖山園に合祀塔建設

社会給食
フリエ
事業

エネ
コープ

旅行
事業

生活文化
教室

保険
事業

移動
販売車

事業
連携

社会給食事業
としての

フードデザート
対策としてのとしての

『コープ配食
サービス』

対策としての
『移動販売車』
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サ ビス』
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３ 飼料用米利用畜産物の取組の意義

http://brand.coop-sapporo.or.jp/brand/

「継続」 「進化」できる取り組み 黄金そだち継続」 進化」できる取り組み

高付加価値畜産物の生産・販売

黄金そだち

畜産物ブランド化
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４ 飼料用米利用畜産物拡大の取組

（１）新規需要米協議会の設置

飼料用米利用畜産物拡大の取組

（１）新規需要米協議会の設置
～2011年7月27日（木）第１回協議会開催
６６団体 １００名近くの参加６６団体、１００名近くの参加

目的は、生産から販売までのネットワーク作り

米出荷団体 ２３団体飼料メーカー ８社 米出荷団体 ２３団体飼料メ カ ８社

畜産生産者 １５団体農機具メーカー３社

食品メーカー ７社 行政・研究 ８団体
コープさっぽろ内で
部門横断による
飼料米対策ＰＪ

９月２６日スタート

主催団体 ２団体 合計 ６６団体
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４ 飼料用米利用畜産物拡大の取組

（２）飼料米を給与した畜産物の優位性確認 『レモンイエロー卵』

オレイン酸が増加し リノール酸が減少オレイン酸が増加し、リノール酸が減少

２つの働きでコレステロール１７％減少

飼料 構成比

北海道米 68%北海道米 68%

魚粉（釧路産） 15%

生米ぬか（道産） 8.8%

貝殻（サロマ湖産） 8%

その他 0.2%

＊十勝食品加工技術センターの所見
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＊十勝食品加工技術センターの所見

４ 飼料用米利用畜産物拡大の取組

（３） 飼料米を給与した畜産物の優位性確認 『牛肉』

飼料用米利用畜産物拡大の取組

（３） 飼料米を給与した畜産物の優位性確認 『牛肉』

ロ ス肉の脂肪分が従来の１３％から１７％に向上～ロース肉の脂肪分が従来の１３％から１７％に向上

測定法目 対照区（ｎ＝１０） ＷＣＳ区（ｎ＝９）

水分（％） ６５ ６ ± ０ １２ ６２ １ ± ０ ６４水分（％） ６５．６ ± ０．１２ ６２．１ ± ０．６４

粗脂肪（％） １３．０８ ± ３．１７ １７．４３ ± ３．０６

肉色

Ｌ（明度） ４４ ４２ ± ２ ８１ ４３ ９９ ± １ ８７Ｌ（明度） ４４．４２ ± ２．８１ ４３．９９ ± １．８７

ａ（赤味） ２４．６９ ± １．４７ ２５．１４ ± １．４０

ｂ（黄味） １３．０６ ± １．０８ １３．８５ ± １．１０

加熱損失率（％） ２７．８ ± １．９３ ２６．８ ± １．０６
『帯広畜産大学』『コープさっぽろ』

剪断値（ｋｇ/ｃｍ2） ２．３７ ± ０．６９ ２．２６ ± ０．３４

『帯広畜産大学』『コープさっぽろ』
『帯広ファーム』『Ａのー』の共同研究
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４ 飼料用米利用畜産物拡大の取組

（４） 飼料米を給与した畜産物の優位性確認 『豚肉』

飼料用米利用畜産物拡大の取組

（４） 飼料米を給与した畜産物の優位性確認 『豚肉』

脂肪組成比較で、『オレイン酸』が通常豚より多い
～コレステロール減少に期待

試食会風景
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４ 飼料用米利用畜産物拡大の取組

（５） 生産者と消費者の交流

飼料用米利用畜産物拡大の取組

（５） 生産者と消費者の交流

『作り手』『伝い手』『使い手』の交流』 』 使 』 交

ビクトワール 横山さん

竹内養鶏所 竹内さん

東川町での飼料米の稲刈り

竹内養鶏所 竹内さん
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東川町での飼料米の稲刈り
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４ 飼料用米利用畜産物拡大の取組

（６）黄金そだち商品のブランド化と普及

飼料用米利用畜産物拡大の取組

（６）黄金そだち商品のブランド化と普及

１．組合員向け学習ＤＶＤ作成

東川での飼料米稲刈り風景他

２．組合員広報誌「ちょこっと」

４０万部での特集記事

３．マスコミ媒体での活用

４０万部での特集記事

道新一面広告（７月、１２月予定）
テレビ北海道放映 ９／２７～２８

４．飼料米対策ＰＪ稼動

テレビ北海道放映 ９／２７～２８

進捗管理、新規開発商品計画
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５ 23年度産 新規需要米の取組

（１）23年度 飼料米の取組

2012copyright©coop-sapporoallrightreserved.14

- 75 -



５ ２３年度度産 新規需要米の取組

（２）－１ ２０１１年度産 飼料米使用畜産物の飼養管理計画

５ ２０１２年度新規需要米の取組５ 年度新規需要米の取組
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５ ２３年度度産 新規需要米の取組

（２）－２ ２０１１年度産 飼料米使用畜産物の飼養管理計画

５ ２０１２年度新規需要米の取組５ 年度新規需要米の取組
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５ 201１年度産 新規需要米の取組

（３）－１ ２０１１年度産 飼料米使用畜産物の販売計画

年度産 新規需要米の取組
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５ 201１年度産 新規需要米の計画

（３）－２ ２０１１年度産 飼料米使用畜産物の販売計画

年度産 新規需要米の計画
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６ 飼料用米利用畜産物の販売状況

（１） 飼料米を給与した『黄金そだち』の販売状況

別海牛乳別海牛乳

給餌 飼料米１０％

美瑛豚

給餌 飼料米１０％

宅配 7,000本/週

給餌 飼料米１０％

旭川地区10店舗で年間1,000頭,4,800万の売上
54店舗 2,500本/週

黄金そだちたまご こめいろゆめたまご

給餌 飼料米１０％ 給餌 飼料米６７％

宅配 6個1,200Ｐ/週、10個 600ｐ/週

宅 /週

店舗 400Ｐ/日

宅配 20,０００Ｐ/週

店舗 ３万Ｐ/週
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６ 飼料用米利用畜産物の販売状況

（２） 飼料米を給与した『黄金そだち』の新商品の取組
宅配12月3週で特集展開

おこっぺヨーグルト 玉子焼きおこっぺヨ グルト

6,215点・117万

玉子焼き

2,964点・84万

いちごジャムパン ミルクパンち ジ

2,564点・29万

ミルクパン

4,395点・50万
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６ 飼料用米利用畜産物の販売状況

（３） 飼料米を給与した『黄金そだち』の新商品の取組
店舗コーナー化

びほろ店びほろ店

『ノースプレイン』コーナー化『ノースプレイン』コーナー化

おこっぺヨーグルト 2500Ｐ/週販売おこっぺヨ グルト 2,500Ｐ/週販売

パン5品を定番コーナー化

2,000Ｐ/週販売
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2,000Ｐ/週販売

６ 飼料用米利用畜産物の販売状況

（４）－１ 2011年4月～2012年2月までの累計実績
全17アイテム～4億9千万の販売実績

宅配・店舗共通商品
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６ 飼料用米利用畜産物の販売状況

（４）－２ 2011年4月～2012年2月までの累計実績

宅配限定・店舗限定品実績
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６ 飼料用米利用畜産物の販売状況

（４）－３ 2011年4月～2012年2月までの累計実績
カテゴリー別構成比～卵・牛乳で全体の８６％

350,000,000

250 000 000

300,000,000

200,000,000

250,000,000

150,000,000

100,000,000

50,000,000

0

売上 345,240,652 80,242,519 45,750,581 14,812,922 4,014,762 718,080

構成％ 70.3 16.4 9.3 3.0 0.8 0.1 

卵 牛乳・ヨーグルト 豚肉 パン 卵加工品 鶏肉
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７ 今後の課題今後の課題

（１）商品の販売エリア拡大

・黄金そだち美瑛豚
・黄金そだち鶏（新） 宅配エリア拡大・全店販売黄金そだち鶏（新）
・黄金そだち牛肉（新） 販売エリア拡大 宅配エリア拡大・全店販売

（２）新規商品開発（２）新規商品開発
ＥＸ
・ホワイトマヨネーズホワイトマヨネ ズ
・柳月の樺の木ロール
・豚肉、牛肉

主体的ＭＤの確立
豚肉、牛肉
～ハンバーグ、ウィンナー

・鶏肉～からあげ、鍋たたき
飼料米１６００ｔか
ら生まれる『宝物』鶏肉 からあげ、鍋たたき

・乳製品（アイス・チーズ等）
ら生まれる『宝物』
最大活用
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７ 今後の課題

（３） 米粉を原料にした商品開発研究（３） 米粉を原料にした商品開発研究
～自社工場でのＰＪスタート

日本穀物検定協会 薮田先生を迎え日本穀物検定協会 薮田先生を迎え
学習・商品試食会開催

米粉使用で だまにならず バタ の量も米粉使用で、だまにならず、バターの量も
半分で、美味しいホワイトソースができま
す。
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す。
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７ 今後の課題

（４）米粉の製粉工場新設

今後の課題

～2012年11月稼動

製パン会社・和洋生会社
への原料提供への原料提供

共同開発生産メーカー
への原料提供

自社開発商品の店舗・宅配自社開発商品の店舗 宅配
販売

イメージ写真
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イメ ジ写真

最後に

３つの手が、それぞれに恩恵を受け、継続・進化できる取り組みへ
～『作り手』 『伝い手』 『使い手』

継続 進化継続

作り手

三宝一両

得伝い手 使い手得
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ご清聴ありがとうございました清聴ありがとう ざ ました

http://www.ajiken-h.jp/charisma/003/
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