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国産純粋種豚改良協議会設立当初からの会員、富山県黒部市・有限会社木島農場の木島敏

昭さんが令和 2 年度 春の叙勲で旭日双光章を受章されました。木島さんは、地元富山県だ

けでなく、長年にわたって全国組織での活動と養豚振興と発展に御貢献御尽力され、現在も

精力的に国産純粋種豚の維持改良に努められておられます。 

新型コロナウィルスの感染拡大がおさまらず、今回は書面でのインタビューとなってしま

いましたが、木島さんに受章についてほか日本の養豚の現状についてもお聞きしてみました!! 

  

 

 

                   木島敏昭さんと幸子夫人 

(写真は ALIC 畜産の情報よりお借りしました) 

 

※下記サイトもお勧めです!!(事務局独断) 

http://www.kurobehan.com/kouza/guide04/ 

http://www.kurobehan.com/kouza/tatujin/tatujin04-02.html 

有限会社 木島農場 木島敏昭和さん 

令和 2年度 春の叙勲(旭日双光章)受章 



祝 木島敏昭さん 旭日双光章 受賞 

令和 2年 4月 

農場概要 

基本情報 

農場名 有限会社 木島農場 

母豚数 95 頭 

従業員数 家族 3 人 

飼養品種 ランドレース種、大ヨークシャー種、デュロック種 

F1(LW) 

 

農場の年表 

昭和 25 年  父が分家 豚を飼い始める。 

昭和 37 年  父が家畜人工授精所を開設。 

昭和 43 年  自身が高校を卒業。同時に経営に参加（二代目）。 

       母豚 20 頭 水稲 2ｈａ 

昭和 44 年  家畜人工授精師の免許を取得。 

昭和 46 年  日本種豚登録協会 種雌指定種豚場 認定。 

昭和 49 年  農場を移転し、一貫経営を開始。 

昭和 59 年  第 10 回全国種豚共進会へ出品 

※平成 2 年  農林水産大臣賞受賞（種豚）  

平成 9・13・18・20・23・30 年 農林水産大臣賞受賞（肉豚） 

平成 31 年  次男が経営に参加。 

現在に至る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右から木島敏昭さん、奥様の

幸子さん、次男の裕二さん 

祝 木島敏昭さん 旭日双光章 受章 



                                   

 

 

 

●叙勲について 

 

Q１ 叙勲おめでとうございます。今のお気持ちをお聞かせください 

普通に仕事をしていてありがたいことであり、また関わって頂いた全ての皆さんに感謝

です。 

 

Q２ どういったきっかけで叙勲に至ったのでしょうか 

 富山県養豚組合連合会の役員を 24 年間と、全国養豚協会（現在の一般社団法人日本養豚

協会）の役員を 9 期務めさせて頂いたことがきっかけではないかと思います。 

 

●木島さんについて 

 

Q３ そもそも養豚を始めたきっかけを教えてください 

 昭和 43 年の高校卒業時に種豚農場に研修に行ったことです。この年は第 6 回全国種豚共

進会が行われた年であり、メキシコシティーオリンピック・米国大統領選挙の年でもありま

した。 

 

Q４ 富山県で養豚（種豚生産）を行うメリット・ デメリットがあれば教えてください 

 顔の見える豚肉生産が可能というこ

とですね。 

 種豚生産は、自身が飼養する種豚の

質・能力を落とさないためにも種豚の登

録が必要だと考えます。つまり、豚をよ

く観察することです。（現在の大規模経

営者やその後継者と呼ばれる方々は自

身が飼養している豚の体型をじっくり

観察し、本当に理解していらっしゃるの

か、と疑問に感じています。） 

受賞おめでとうございます！！ 

木島敏昭さんに突撃インタビュー 

 
よりよい種豚生産は、豚をよく観察することが基本 



●種豚生産について 

 

Q５ 種豚生産でもっとも気を付けていることはなんですか？ 

 血液の更新、改良（一般外貌）です。 

脚蹄及び乳頭数（左右 7 個以上）等、繁殖豚としての資質

をみて選抜・改良しています。 

 

 

Q６ これまでで一番優秀だと思った種豚は何でしょうか 

 40 年前、直接検定に出した豚で飼料要求率が 2.43Kg という成績の個体がいました。当

時、ランドレース種で体長が長い個体だと 2m、体高 96cm、管囲 27cm くらいでした。 

 

Q７ 木島さんの思う「美味しい」種豚の体型について教えてください 

 すべての品種の体型は、種豚登録審査基準に基づくと思います。 

種豚登録審査基準は、肉のつき方の基本中の基本ではないでしょうか。 

 

Q８ 枝肉や取引先での評価について、種豚(母豚や止め雄)の影響はどのくらいありますか 

 すべてに影響すると思います！！ 

 

Q９ 種豚生産の楽しさ、難しさはどんな時に感じますか？ 

楽しいところは、自分好みの種豚や枝肉生産が可能である点です。 

 

Q10 ユーザー（お客さん）の求める種豚が変わってきていると感じることはありますか 

 富山県は豚肉の移入県(消費県)であり、高齢化も進み廃業などでユーザーは正直減少して

います。現在は、主に自場のための改良を行っています。 

 

 

 

 

 

 

若かりし日の木島さん 



Q11 種豚生産のうえで、「ライバル」と感じる方はいますか？  

「ライバル」ではなく、「すごい!!」と思うのは、 

 株式会社山田 B.F の山田芳男さん 

 農事組合法人富士農場サービスの桑原康さん 

 の、お二人です。 

二人とも日本の種豚産業において、なくてはな

らない存在です。 

 

 

Q12 日本で種豚を生産する意義について、お考え

を聞かせてください 

 日本の消費者ニーズに合った豚肉生産に、日本の種豚は必要不可欠です!! 

  これからは、豚肉であれば何もこだわらない消費者と、肉質や味にこだわる生産者の二極

化が進むと考えています。 

 

Q13 いわゆる高性能母豚に対して、日本の種豚をアピールするには何が必要でしょうか 

 そもそも、そういった母豚を導入している大規模経営者が、日本の種豚(雌)を導入するか

どうか自体が疑問です。 

 

Q14 木島種豚場の今後の展望を教えてください 

 種豚の能力向上と維持を図りつつ、生産している銘柄豚の商標登録『黒部名水の匠』『名

水白雪』を活用しながら地元に根差した経営を目指したいと思っています。 

 環境問題について家畜排泄物を水用還元するには種豚 1 頭/10a であり、水田単作地帯で

畑作がほとんどない富山県では、飼養規模としては 150～200 頭（15ha～20ha）が限度では

ないかと考えています。 

  

Q15 富山県以外で木島さんの生産されたお肉を食べられるところはありますか？ 

 残念ながら現在、県外での販売及び食べることができる店舗は無いと思います。 

ちなみに出荷頭数の 1/3 が県価格（手取り）の 35 円/kg、 週 2 頭が 100 円/kg で取引し

ています。 

 

  

日本の種豚生産を支える 

仲間たち 



 

 

 

 

 

 

●日本の養豚について 

Q16 日本の養豚の現状について、お考えを教えてください 

 スケールメリットを求めて海外ハイブリッドを使った大規模経営と、こだわりの銘柄豚

生産及びそれを使った加工品まで携わる経営の二分化状態になっていると思います。 

 

Q17 豚熱・アフリカ豚熱などの海外悪性伝染病の脅威に対して、何が必要でしょうか 

 豚は移動禁止にすることができますが、野生動物では不可能です。国全体の水際対策(罰

則の強化)を望みます。 

 また、生産現場では、地域の特性、風土にも合致した衛生管理の強化を行っていくことが

大事ではないでしょうか。 

 

Q18 これからの日本の養豚に必要なものとはなんでしょうか 

 まずは、官公庁機関が造成維持している系統豚の有効利用(民間との種豚交流など)。そし

て、グローバル化の中で発生した今回の新型コロナ感染拡大において露見した、自国ファー

ストの農産物の問題から食料自給率の重要性を感じました。 

 飼料用米を活用した豚肉（ライスポーク）の実現は、飼料用米価格が高すぎて不可能でし

ょうか?? トウモロコシを主たる飼料として給与している豚肉（コーンポーク）、欧州の大麦

が主たる飼料の豚肉（バーリィポーク）生産に対して、米を主たる飼料として育て豚肉生産

を行っていく体制が構築できればと思います。 

 

 

 

 

 

『築城 3 年落城 1 日。ブランドは手を緩め

たら、あっという間に地に落ちてしまう。』 

注目 1 



 

Q18 豚の登記登録の必要性について御意見お願いします 

現在活躍中の大規模経営者が第一線を退く頃には、種豚の体型、資質等の意味と重要性

が理解できない生産者が多数となり、『種豚』ではなく単なる『繁殖豚』になってしまわ

ないでしょうか。 

 『種豚』の見方、例えば「肢の繋ぎ」、「肩の付着」、「体の移行」等、種豚登録とはど

ういうことなのか、もっと理解を深めて頂きたいです。 

  

Q18 カナダ産などの評価が高いなか、輸入豚肉に負けない取組などがあれば教えてください 

 輸出産業としての養豚生産と、国内消費を重視している生産業界との差別化を国も絡め

て検討、対応していくことが必要だと思います。 

 また、地域に根差したブランド化と顔の見える豚肉生産、さらには豚肉移出県（生産県）

による国産豚肉の PR がもっと必要だと思います。 

 

Q19 全国の生産者、特に中小規模の生産者に一言お願いします 

 中小経営ならではの地域に根差した豚肉生産、また自場に適した種豚の確保と生産者同

士の交流を活発化させると共に、経営者として技術者としての向上を目指しましょう!!  

 

 

 

 

 

 

 

『“種豚”ではなく、単なる“繁殖豚”になっ

てしまうのでは…』という危機感。種豚登録

への理解醸成を！ 

注目 2 

富山県黒部市にある木島さんの農場 

 



 

 

Q20 最後に木島さんにとって「養豚業」とはなんでしょうか 

① 夢を見ることができる仕事 

② 世界が解る仕事 

③ 自分の時間が作れる仕事 

 

お忙しいなか、ご回答ありがとうございました！ 

 

 

 

【事務局より】 

「次は手作りハムに挑戦する。」と受章後も変わらず、意欲的に 6 次化産業を目指す木

島さん。また、国内で発生が続いている豚熱についても県の生産者、家畜保健衛生所等官

民一丸となって対策しています。(富山県での生産農家での発生は現在ありません。) 

 意欲あふれチャレンジし続ける木島さんは、私達、国産純粋種豚改良協議会の輝く力で

あります。 

 この度は受章本当におめでとうございました。 

 

 

 

 

養豚とは 

① 夢を見ることができる 

② 世界が解る 

③ 自分の時間が作れる 

素晴らしい仕事！ 

注目 3 




