
自己紹介

森智寛（もり ともひろ）

1990年3月24日 生まれ ⾧崎県⾧崎市出身
福岡県うきは市在住 子ども2人
東京→福岡市→うきは市 移住 新規就農 3年目

CraftFoodClub㈱代表取締役 （偉そうですが、農家です）



経歴
正規留学で韓国の大学（4年）
㈱マイナビ（7年）
養鶏事業会社設立（現在3年目）

年間300名近い経営者の方に向けて
求人広告、社員研修、HP等の広告を7年間従事。（ 九州エリア 売上No.2）
- 大手財閥グループ、自動車最大メーカー子会社、農機具メーカー、東証一部上場小売店等を担当。

いつの間にか 会社を辞めることを決意。
1200坪の山を購入して一人で開墾、鶏舎をDIYして養鶏道へ。

現在は、3名のスタッフと1000名の鶏の1004で運営。



死んだ魚の目



自由に行きられる喜び



サラリーマンから農家になって変わったこと



①失敗が怖くなくなった
②愚痴や悪口陰口を言う暇がなくなった
③子どもたちの成⾧を感じることができるようになった
④気が合わない人とは付き合わなくて良くなった
⑤人に媚びることがなくなった
⑥時間が少し空いたら 会いたい人に会いに行けるようになった

番外編
お世話になりますが言えなくなった
スーツを着ている人を見るとかっこよく見えるようになった



山もり養鶏場のご紹介





育雛棟
150羽

育雛連結棟
200羽/200羽

育雛連結棟
150羽/150羽

ひな
小屋

作業小屋

全体図





塩で卵かけご飯が出来るくらい
生臭さが有りません。



福岡県うきは市のご紹介



うきははこんなかんじです。

うきは市は福岡県の南東部に位置し、大分県との県境にあります。
市移住者が年々増加しており、

移住する方に対して好意的な方が多い。

水がキレイということもあり、美味しいお店が増えている。

人口に対するカフェの数 日本一!!!
。



うきはの美味しいもの。

豊富なフルーツや野菜、高品質なハムやたまご、乳製品、サイダーにスパイスまで多種多様。
麺やパン、スイーツなど、美味しいものがずらり。



養鶏農家になった経緯



日本の養鶏を変えたい



そんな風に言ってみたかった



連日の終電勤務による過労





くら寿司だけにくらっと来ました



意識が朦朧とする中、
家族の顔が見えた時に

もっと一緒にいたかったという想いが



養鶏農家への歩み始めは
取引先との何気ない会話から



あれ?
自分で作ったほうが良いんじゃない?



そして・・ 養鶏と出会い



養鶏の魅力



養鶏の魅力をお伝えする前に・・



養鶏（採卵）の説明



養鶏農家（業者）は大きく分けて3つ
ケージ飼い
（95%) 平飼い(4%) 放し飼い(1%)

卵の価格が安い

病気になりやすい

投薬の必要がない

卵の価格が高い



養鶏の魅力って?



魅力①



鶏を飼うと





これ以外の食材
鶏さえ飼っていれば何でも作れちゃいます。



循環型農業が鶏には出来る



循環型農業とは
鶏を起点に『食』が回る事。

鶏糞

野菜のクズを給餌



人が生きるための栄養はほとんど手に入る



魅力②



5歳でも飼えるくらい 飼育が簡単



今回超特別に飼い方の極意を教えます
メモの準備を!!



小屋を作って そこに鶏を入れる



鶏は古来からずっと飼われており、
のびのびと育ててあげれば多少のことがあっても

問題ありません。



魅力③



生ゴミが出ません



生ゴミ＝鶏の食べ物



魅力を話し出すときりがないのでこの辺で・・



養鶏の色々な事業パターン



野菜と養鶏の併用型 農家もあり。



鶏糞と家族分の卵分だけの小規模 事例

環境や状況によって臨機応変に養鶏の方針を変えることが出来ることも魅力



いきなり養鶏メインでなくても、
ちっさく始めて大きくしてもOK!

以外と
売れるぞ!

もう少し
増やそう!



私が養鶏農家になるまでの道のり



養鶏農家になるまでの道のり

2018/3
退職

2018/4~7
研修期間

2018/8~10
山の開墾

2018/12~20
19/2

鶏舎の建築

2019/3~
ひなの導入

営業に行くふりをして、
農場の見学、

研修の受け入れ先探し
に勤しむ

人も電波もない研修先
の農場にある小屋で寝

泊まり

独立準備＋土地探し

８月の真夏に下手した
ら死んでも気づかれない
ような山奥でひたすら草

刈りと伐採

図画工作の成績毎年1
の男が何の知識もない
まま 鶏舎をDIY

無事 養鶏農家へ

学んだこと・・・・ 生きれていればなんとかなる



養鶏農家になるまでの道のり

2018/3
退職

営業に行くふりをして各地の養鶏農家さんのところへ見学に。

１年研修をする予定から３ヶ月に

週３日は農場で寝泊まり 週4日は独立準備＋土地を探すというスケジュール



養鶏農家になるまでの道のり

飼い方や養鶏農家としての生き方を学ぶ

節約のため、人も電波もない代わりに農場の小屋で野生動物に囲まれて寝泊まりをする

最大の難関、土地探し

2018/4~7
研修期間



『新規就農にとって最大のガシャは役場』



養鶏農家になるまでの道のり

今でも笹を見ると胸の奥に疲労感が湧くほど、
草刈り草刈り草刈りの日々。

草刈りの後は チェーンソーでビビりながら 木こりの日々。

そして、やってくる地域住民との戦い。住民説明会。

2018/8~10
山の開墾



一言で表すなら『山』



ヘビとスズメバチに怯えて
3万円程する防護服を購入

40度近い真夏で10分ほど
着るとゆでダコ状態に

1日で使用をやめる



サッカーコートおよそ1面分を刈りまくる



草刈り 終了後



訪れる 住民説明会の日
ここで反対されたら 養鶏場は作れない



『暑い中であんだけ必死に草刈りをしているのを見て、
あなたなら信用できると感じるようになったんよ。頑張ってね。』



実直にやっていれば誰かが見ている
応援してくれることを知りました。



もののけ姫に怒られるんじゃないかっていうくらい切りまくる



200本程 切り倒す



段差を平行に



この時が1番楽しかった時期でした。



養鶏農家になるまでの道のり

悪戦苦闘のDIY

図画工作の成績毎年1の男が何の知識もないまま
本当に建てられるのか不安の日々

応援してくれることの大事さが分かった期間

2018/12~
2019/2
鶏舎の建築









軽い失敗談



車の四駆と二駆の違いを知らず、
二駆のトラックを買ってしまう。





川の横にくぼみがあることに気づかず
タイヤがはまり 死にかける





トラックは必ず四駆を買いましょう



養鶏農家になるまでの道のり

そして伝説（仮）の養鶏農家が誕生する・・

2018/3~
ひなの導入





私の価値観
考え方 生き方について



「明日死ぬなら今なにをするか」



この考えを思い出した時
脱サラする決意を決めました



死を意識した時に考え事は

家族ともっと一緒にいたかった



明日死んでも後悔しないと
言い切れますか?



明日死ぬと思って
行動しましょう



今後のビジョン



ビジョンを語る前に



僕の夢は山奥で仙人になることでした



うきは市で出会った仲間が
自分の夢を変えてくれました。



仙人になるにはまだ早すぎる



新規就農者が離農しないように活動したい

平飼い養鶏を日本にもっと普及させる

農業以外の事業の柱を作る



これを一気に解決する方法を
先月思いつきました



それは 山もり連合を作ること



山もり養鶏場

今までは・・

ユーザー
（消費者）

・配達に行きたくてもこれ以上増やせない
・いろんなものを配達したいけど、
人的リソース不足

・せっかく来るならいろいろなもの
を持ってきてほしい

お互いの課題が多かった



山もり養鶏場

新規就農者

パン職人

山もり連合

山もり養鶏場の販路や
販売方法のノウハウを提供

パン屋を養鶏場の軒先で
スモールスタート。
規格外や売り物にならない卵を安価で提供

パン職人へ野菜を販売
パン屋に来た顧客へ対面販売

経営がそれぞれ独立、
当事者意識を持つことで

お互い販路・人的リソースを共有
することが可能となる。

ユーザー
（消費者）

山もり連合の構想案

連合が大きくなれば もっと多くの商品の提供が可能に＝地方
での事業が成功する可能性が広がる



この連合が大きくなれば、
経営が安定し、

新規就農者や新規事業社が安心して事業が出来、
事業として別の柱を作っても失敗のリスクをへらすことが可能に



つまり何が言いたいか



うきは市に来ませんか?



はい
ここでもう1度うきは市の紹介です。笑



うきははこんなかんじです。

うきは市は福岡県の南東部に位置し、大分県との県境にあります。
市移住者が年々増加しており、

移住する方に対して好意的な方が多い。

水がキレイということもあり、美味しいお店が増えている。

人口に対するカフェの数 日本一!!!
。



うきはの美味しいもの。

豊富なフルーツや野菜、高品質なハムやたまご、乳製品、サイダーにスパイスまで多種多様。
麺やパン、スイーツなど、美味しいものがずらり。



皆さんへのメッセージ



応援される人になってください



あなたが行う一生懸命は必ず
誰かが見ています。



今すぐ行動しよう



胸を張って明日死んでも後悔
しないと言い切れますか?



そうじゃないなら今すぐ行動しよう



99.99%の人は行動しません



共に
死ぬ時に

もうなーんにも後悔ない!
って思える人生にしましょう!!



ご清聴ありがとうございました。



最後に一言



養鶏 本当に良いですよ＾＾



研修生募集中でーす♪


