
次世代放牧へ挑戦するレークヒル牧場 

 

北海道虻田郡洞爺湖町花和 130 番地 

有限会社 レークヒル牧場 

代表取締役 塩野谷 幸一 

 

１．出品財 

出 品 区 分：放牧部門（経営内放牧） 

草種・品種：ペレニアルライグラス（フレンド）、シロクローバ（ルナメイ） 

利 用 形 態：昼夜放牧 

出品ほ場面積 170a 

 

２．経営の概要 

当牧場は、「北海道洞爺湖サミット」の開催された洞爺湖町内の高台に位置している。 

放牧を主体として、高栄養の粗飼料を確保し、放牧期と舎飼期ごとに濃厚飼料給与量上

限を決めて、濃厚飼料の給与量を低下させながらも、高泌乳（経産牛１頭当たり 8,625 ㎏）

と短い分娩間隔（390 日）を実現させている。また、TDN 自給率 70.3％は非常に高い自給率

であり、かつ TDN１㎏当たりコストは 27円と低くなっている。 

また、酪農のみならず、乳製品製造販売及び酪農体験等も実施し、消費者との交流の場

も創り出している 

 

（１）経営形態：酪農、乳製品製造販売及び酪農体験 

 

（２）家畜飼養頭数                        （単位：頭） 

畜主 経産牛 育成牛(12 ヵ月以上) 子牛(12 ヵ月未満) 計 

乳用牛 54 12 14 80 

 

（３）家族および労働力の状況 

区 分 年齢 農業従事日数 主な作業内容 

代表取締役（本人） 62 180 日 環境整備、飼料作物調製作業 

取締役（妻） 59 180 日 環境整備、農産物栽培収穫作業 

社員（牧場長・長女の夫） 36 300 日 飼養管理、飼料作物調製作業 

社員（長女） 34 100 日 環境整備、農産物栽培収穫作業 

社員（次男） 30  0 日 乳製品等加工販売 

従業員 1 27 270 日 飼養管理、飼料作物調製作業 

従業員 2 46 270 日 飼養管理、農業体験、環境 

 



 

（４）経営土地面積                        （面積単位：㏊） 

永年草地 
区分 

 内放牧地 内兼用地 

サイレージ用 

とうもろこし 
合計 土地利用率 

飼料作物 53 15 2 9 62 100% 

 

（５）主要な機械・施設の所有状況 

馬力数(ps) 台数 馬力数(ps) 台数 馬力数(ps) 台数 

95 1 87 １ 79 １ トラクター 

63 1  

 名称 台数  名称 台数  名称 台数 

ﾓｱｺﾝ １ ﾃｯﾀｰ ２ ﾚｰｷ １ 収穫用作業機 

ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗｰ １ ｺｰﾝﾊｰﾍﾞｽﾀｰ １ ﾜｺﾞﾝ ２ 

 名称 台数  名称 台数  名称 台数 

ﾏﾆｭｱ １ ﾊﾞｷｭｰﾑ １ ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ ２ 

機械 

その他作業機 

ﾛｰﾀﾘｰ １ ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｯｸﾞ １ ﾃﾞｨｽｸﾓｱ １ 

種類 容積(㎥) 種類 容積(㎥) 
サイロ 

ﾀﾜｰｻｲﾛ 400 ｽﾀｯｸｻｲﾛ 100 
 

ふん尿処理 堆肥舎(屋根付)  350 ㎡ 尿貯留槽 250 ㎥ 
施設 

牛舎構造 ブロック、スタンチョン、パイプラインミルカー 

 

（６）収益性 

酪農部門年間総利益：6,628 千円 

経産牛１頭当たり 

部門収入：754,332 円 

売上原価：638,194 円 

うち購入飼料費：214,541 円 

 

３．飼料作物の生産 

飼料作物名 牧草 
サイレージ用 

とうもろこし 

面積(㏊)   53 

 うち採草   36 

 うち放牧   15 

 うち兼用   2 

  9 

経営全体単収(㎏/10a) 3,742 6,800 

近隣平均単収(㎏/10a) 3,211 5,614 



４．経営・技術面での改善の取組み 

（１）放牧技術 

① 平成 11年から放牧に取り組み、昼夜放牧を実施し、放牧草を最大限利用している。 

乳量と乳成分及び乳牛の状態等を総合的に把握した上で、各搾乳牛の濃厚飼料給与

量を決定している。 

② 放牧期は、放牧草の特性を活かした飼養管理を行うことで、購入飼料給与量をおさ

え、低コスト化を実現している。 

 

（２）飼料作物の栽培技術 

① 毎年土壌分析を行い、施肥設計を基に施肥管理を実施している。ほ場ごとの状態に

あわせた施肥管理で、高栄養の粗飼料を確保している。 

特に放牧地の施肥管理は、放牧草の嗜好性向上を図るため、毎年苦土炭カル

100kg/10a を施用している。また、余分な化成肥料を施肥しないため単肥を利用し、さ

らに土壌微生物の活性化を考慮し、除草剤等の農薬は散布しない。グランドホッグを

毎年秋にかけて、土壌物理性の改善にも努めている。 

② 舎飼期にタンパク質を充足させるために、アルファルファを栽培している。また、

エネルギー源となるコーンサイレージを通年給与できる量のサイレージ用とうもろこ

しを作付けしている。飼料作物の栽培は、基本技術を厳守している。 

 

（３）収穫・調製・利用技術 

① 飼料作物の栄養分損失をできるだけ軽減することに十分に注意し、サイレージ調製

については、適期収穫及び早期密封を実施している。 

② 収穫調製された粗飼料は、乾物、タンパク質及びエネルギーの特性を活かしたうえ

で、飼料給与を実施している。 

 

（４）経営及び生産技術面での創意工夫 

① 高栄養の粗飼料を確保したうえで、放牧期と舎飼期ごとに濃厚飼料給与量上限と日

乳量別に濃厚飼料給与量を決めて、毎年濃厚飼料給与量を低下させて、低コスト化を

図っている。（平成 20年乳検経産牛１頭当たり濃厚飼料給与量 2,607kg） 

② 日常の飼養管理においては、乳牛が食べたいときに食べたい飼料を給与したうえで、

乾物摂取量の向上を図っている。この結果、経産牛１頭当たり年間乳量 8,625kg（年間

総産乳量÷経産牛平均飼養頭数）の牛群をつくりあげている。 

③ 繁殖成績向上のための栄養管理を重視したうえで、朝に発情発見の時間を十分に確

保し、平成 20 年乳検の平均分娩間隔 390 日で、全道平均の 426 日よりも 36 日短くな

っている。 

④ 当牧場は、酪農のみならず、乳製品製造販売、酪農体験及びフットパスを実施し、

消費者との交流の場も創り出している。 

 



（５）家畜排せつ物の処理と利用 

ふん尿は、一部を地区内で麦桿と交換（固形分の７％）する以外は、すべて飼料畑（草

地、サイレージ用とうもろこし）還元している。 

 

（６）今後の目指す方向と課題 

① 今後も高栄養の粗飼料を確保したうえで、舎外期は放牧主体、舎飼期はコーンサイ

レージとアルファルファサイレージを主体に給与し、濃厚飼料給与量を減少（経産牛

１頭当たり約２t/年）させながらも分娩間隔は１年１産をめざす（次世代放牧への挑

戦）。 

② 放牧地を現在の 15㏊から 20㏊まで増加させて、放牧依存を高める。 

③ 今後も消費者との交流を図りながら、酪農をPRしていき、消費者の理解と協力を得

ていく。将来的には「コテージ型ファームイン」等も検討していきたい。 

 

５．経営主要諸元 

（１）経産牛１頭当たり飼料畑作付け面積：110a/頭 

 

（２）飼料の自給率（TDN 自給率）：70.3％ 

 

（３）飼料作物の TDN1 ㎏当たり生産費：27円 

 

（４）飼料作物の調製・利用方法：放牧草、サイレージ 

 

（５）飼料作物労働時間：895 時間（飼料作物 62㏊） 

 

（６）飼料作物の品質：放牧草（出品財） DM13.49％、CP 乾物中 21.77％ 

TDN 乾物中 69.57％、NDF 乾物中 44.13％ 

NFC 乾物中 24.89％ 

 

（７）経産牛１頭当たり乳量：8,625 ㎏（年間総産乳量÷経産牛平均飼養頭数） 

 

（８）平均分娩間隔：390 日（平成 20年乳検） 

 

（９）経産牛１頭当たり濃厚飼料給与量：2,607 ㎏（平成 20年乳検） 


