
放牧・飼料作付・稲放牧・飼料作付・稲わらわら収集による収集による
粗飼料自給率向上への取り組み粗飼料自給率向上への取り組み

岡山県美作市山外野岡山県美作市山外野
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地域の概要地域の概要
美作市山外野美作市山外野

（旧美作町）（旧美作町）

美作市の農業生産高

３５１千万円

内内 訳訳
米米 ：１７０千万円（４８％）：１７０千万円（４８％）

豆類：豆類： ３３千万円（３３千万円（ ９％）９％）
野菜：野菜： ３７千万円（１１％）３７千万円（１１％）
畜産：畜産： ７３千万円（２１％）７３千万円（２１％）



牧場の紹介牧場の紹介
スタッフスタッフ

牧場外観牧場外観



子牛用カウハッチ子牛用カウハッチ手作り繁殖牛舎手作り繁殖牛舎

削蹄の様子削蹄の様子和牛放牧和牛放牧



•労働力
本人、父、母、常時雇用１名、パート２名本人、父、母、常時雇用１名、パート２名

•経営規模・作目
肉用牛繁殖経営（成牛４０頭、種雄牛１頭）肉用牛繁殖経営（成牛４０頭、種雄牛１頭）
削蹄業（年間約２，５００頭）削蹄業（年間約２，５００頭）

•経営土地
約４ｈａ約４ｈａ （うち借受地３．５ｈ（うち借受地３．５ｈaa））

•施設・機械
牛舎３棟、堆肥舎、トラクター、トラック牛舎３棟、堆肥舎、トラクター、トラック
ロールベーラー、マニュアスプレッダー等ロールベーラー、マニュアスプレッダー等

経営の概要経営の概要



ゆゆ たた かか ひひ らら しし げげ

寛寛 平平 茂茂

平平 茂茂 勝勝
黒原黒原24412441

ゆゆ きき やや
黒原黒原980735980735

安福安福165165のの99
黒原黒原16831683

ゆゆ きき いい とと
黒原黒原835174835174
黒高黒高138969138969

第７糸桜第７糸桜
黒原黒原6565
黒育黒育2929

岡山県第２５回育種価

項 目 σ値 ランク

枝肉重量 2.77 １％

ﾛｰｽ芯面積 2.64 １％

皮下脂肪厚 1.29 Ａ１

バラ厚 2.70 １％

歩留基準値 1.91 ３％

脂肪交雑 3.39 １％

生年月日生年月日 平成１０年５月７日平成１０年５月７日
登録番号登録番号 黒原黒原1313713137 得点得点81.581.5点点

育育 種種 価価
岡山№１岡山№１ !!!!

血血

統統



経営の特徴経営の特徴

自給飼料増産自給飼料増産

放牧による省力管理放牧による省力管理

あぜ草の利用あぜ草の利用

荒廃した農地の利用荒廃した農地の利用

地域住民との交流地域住民との交流

地域資源を活用した低コスト生産地域資源を活用した低コスト生産



３６頭３６頭

１８頭１８頭

２０頭２０頭

２８頭２８頭

飼料飼料

経営の推移経営の推移

機械整備
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作付作付

飼料飼料

飼料飼料
飼料飼料

放牧放牧 放牧放牧 放牧放牧
放牧放牧

放牧放牧
面積面積

４０頭４０頭
粗飼料増産を本格的に開始粗飼料増産を本格的に開始



（１０年前までは、給与量の５割を購入に依存）

荒廃地が増え、管理委託農地が徐々に増加

購入乾草は価格変動が激しく、品質も不安定

高齢化等による担い手不足により、地域内で

日本の食料自給率低下への懸念

粗飼料増産への取り組み粗飼料増産への取り組み
背背 景景

こんな農地が増えていく？こんな農地が増えていく？



粗飼料増産への取り組み粗飼料増産への取り組み
内内 容容

①飼料作付①飼料作付 ・・ あぜ草利用あぜ草利用

②②たいたい肥交換による稲肥交換による稲わらわら収集収集

③黒大豆生産農家との連携③黒大豆生産農家との連携

④簡易放牧の実施④簡易放牧の実施

耕種農家との連携により
・粗飼料自給率１００％
・遊 休 農 地 の 解 消 を目指す



「飼料作付」と「あぜ草」利用

粗飼料増産への取り組み粗飼料増産への取り組み その１その１

作付面積作付面積 ３．５ｈ３．５ｈaa（うち借受地３．０ｈ（うち借受地３．０ｈaa））

作業体系作業体系 ロールベール方式ロールベール方式 (90cm)(90cm)
品品 目目 イタリアンライグラス・夏乾草イタリアンライグラス・夏乾草

生産量生産量
イタリアン：５～６ロール／１０イタリアン：５～６ロール／１０a a 
夏夏 乾乾 草草 ：３～４ロール／１０：３～４ロール／１０aa

経経 過過
・Ｈ８年頃から、休耕田の管理委託が徐々に増加・Ｈ８年頃から、休耕田の管理委託が徐々に増加
・・すべての圃場についてについて「あぜ草」も刈り取り利用も刈り取り利用



「たい肥」交換による「稲わら」収集

・・ラップ保管により倉庫が不要により倉庫が不要

・・たいたい肥交換により、肥交換により、耕種側から交換依頼

粗飼料増産への取り組み粗飼料増産への取り組み その２その２

経経 過過

・繁殖牛への給与及び敷料に利用・繁殖牛への給与及び敷料に利用

収収 集集 面面 積積 ５ｈ５ｈaa／年／年
たいたい肥散布量肥散布量 ２ｔ／１０２ｔ／１０aa
年間収集量年間収集量 ２００ロール２００ロール



黒大豆生産農家との連携

食べ残った茎は敷料と混ぜ、食べ残った茎は敷料と混ぜ、たいたい肥化肥化

→生産農家へ還元

粗飼料増産への取り組み粗飼料増産への取り組み その３その３

「豆が「豆がらら」も飼料として利用」も飼料として利用

「作州黒」生産農家から、「作州黒」生産農家から、「豆がら」をを収集

作付面積：８作付面積：８ha ha 
収収集量集量 ：： １１６ｔ６ｔ

繁殖牛の嗜好性も良好繁殖牛の嗜好性も良好



契契 機機

遊休農地の保全管理事業の着手遊休農地の保全管理事業の着手

平成１５年度に美作町・普及センター・勝英地平成１５年度に美作町・普及センター・勝英地
方振興局（当時）の支援を受け、方振興局（当時）の支援を受け、電気牧柵を利を利
用した用した簡易放牧を実証展示を実証展示

「耕作放棄地」「耕作放棄地」を利用した簡易放牧を利用した簡易放牧

粗飼料増産への取り組み粗飼料増産への取り組み その４その４

放牧面積の推移

H15H15年度年度 １６０１６０aa

H16H16年度年度 ２０３２０３a(+a(+４３４３a)a)

ＨＨ1717年度年度 ３９１３９１aa（（++１８８１８８aa））

H18年度 ４２１a
(+３０a)



放 牧 前

放牧による変化放牧による変化



放牧１０日目

放牧による変化放牧による変化



放牧２５日目

放牧による変化放牧による変化



放牧の副次的効果放牧の副次的効果

放牧を開始したら放牧を開始したら畑周辺が活性化畑周辺が活性化

放牧牛は美しく、健康。放牧牛は美しく、健康。

盆には、盆には、子・孫を連れて牛を見に来る姿子・孫を連れて牛を見に来る姿が。が。

放牧を見て、放牧を見て、牛を飼ってみたい牛を飼ってみたいという人も。という人も。



あぜ草・わら・豆があぜ草・わら・豆がらのらの収集収集→→乾草購入費の削減乾草購入費の削減

自給飼料の作付自給飼料の作付→→品質の自己管理が可能品質の自己管理が可能

簡易放牧→省力管理化、景観保全簡易放牧→省力管理化、景観保全

粗飼料増産への取り組み粗飼料増産への取り組み
成成 果果

耕種農家との信頼関係の構築耕種農家との信頼関係の構築

繁殖牛の粗飼料自給率は繁殖牛の粗飼料自給率はほぼ１００％ほぼ１００％を実現を実現
良質な乾草は子牛へも給与良質な乾草は子牛へも給与



今後の目標今後の目標

①繁殖牛群の改良①繁殖牛群の改良

育種価を活用（産肉、肉質能力アップ）育種価を活用（産肉、肉質能力アップ）

→→市場性の高い子牛生産市場性の高い子牛生産

②耕畜連携の推進②耕畜連携の推進

循環型農業の確立循環型農業の確立

遊休農地の解消遊休農地の解消

「出前放牧」の実施と「放牧仲間」づくり「出前放牧」の実施と「放牧仲間」づくり



最最 後後 にに ・・・・・・

私たちは、私たちは、

「地域に生かされている」

ということを実感ということを実感

これからも、これからも、
「魅力ある故郷づくり」

に貢献していきたいに貢献していきたい



ご静聴ありがとうございましたご静聴ありがとうございました
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