
 
 
 

 
 

平成２４年度資源循環型畜産技術開発・普及促進事業 

公共牧場長等研修会テキスト 

 
 
 
 
 

 
 
 

期日：平成２５年２月６日～７日 
場所：東京都（あすか会議室) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

社団法人 日本草地畜産種子協会 



平成２４年度全国公共牧場長等研修会日程表 

 

２月６日（１日目） 

 

［受 付］                 １２：３０～１３：００ 

 

(１)開  会                １３：００ 

 

(２)挨  拶                １３：００～１３：１０ 

 

(３)研修事項 

①公共牧場を活性化する放牧技術      １３：１０～１４：２０ 

（集約放牧技術） 

 

（社）日本草地畜産種子協会 放牧アドバイザー 落合 一彦氏 

 
・・ 休 憩 ・・      １４：２０～１４：３０ 

 

②公共牧場の運営改善技術         １４：３０～１５：４０ 

 

浦幌町模範牧場指定管理者 株式会社希興 代表取締役 三宅 英彰氏 

 

・・ 休 憩 ・・      １５：４０～１５：５０ 

 

③公共牧場を核とした地域活性化      １５：５０～１７：００ 

 （くずまき高原牧場の挑戦） 

 

前葛巻町長                 中村 哲雄氏  

 

（４）その他（事務連絡）          １７：００～ 

 

 

２月７日（２日目） 

（１）グループデスカッション及び総合討議    ９：００～１２：００ 

テーマ「公共牧場活性化のために取り組むべきこと」 

 



 

 

公共牧場を活性化する放牧技術 

（集約放牧技術） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（社）日本草地畜産種子協会 

放牧アドバイザー 落 合 一 彦 氏 

 

 

 

 



公共牧場を活性化する公共牧場を活性化する
集約放牧技術集約放牧技術

日本草地畜産種子協会放牧アドバイザー日本草地畜産種子協会放牧アドバイザー

落合一彦落合一彦

公共育成牧場の目的を実現するために

“より良いものをより安く提供する”これはど
んなサービス業にとっても基本

これが実現できれば必ずお客さんは来る。

「顧客（預託農家）が何を望んでいるかを把
握してできるだけそれに応える」

公共育成牧場にとってより良いものとは、事
故がなく、きちんと受胎して、牛が良い状態
で帰ってくること。

肉牛牧場では預託料が安く、牛がいい状態
で事故なく帰ってくること

草地を良くし、牛の管理をよくすれ草地を良くし、牛の管理をよくすれ
ば顧客の望む牛にして返せるば顧客の望む牛にして返せる

牛が牛がよく食べる草よく食べる草がが密度高く密度高く生えている草地生えている草地

密度の高い草地は生産量が高い密度の高い草地は生産量が高い

牛がよく食べる草－消化率が高くミネラルバ牛がよく食べる草－消化率が高くミネラルバ
ランスがいい草ランスがいい草

いい草をたくさん食べれば牛の増体は良くないい草をたくさん食べれば牛の増体は良くな
るる

良い草、良い草地とは？

牛がよく食う草

その地域で永続性のあ
る草

風土にあった草がベスト

放牧草地は密度が重要

育成牛には密度の高い寒地育成牛には密度の高い寒地
型草地がベスト型草地がベスト

シバ草地もコストがかからずシバ草地もコストがかからず
肉牛牧場に適している肉牛牧場に適している

乳牛育成牧場と肉牛預託牧場との違い

育成牛
○一定以上の増体量が必要

→栄養価の高い放牧草が必要
○育成牛は受胎して農家に戻ることが原則

→一定の月齢になると繁殖管理、人工授精
肉用繁殖牛
○受胎した肉用繁殖牛はあまり増体は必要ない。妊娠
末期に少し増体すればよい
→牧草は維持飼料程度の栄養価があればよい
○授乳牛（子付き）は高い栄養価が必要
○繁殖管理が必要な場合、頻繁な捕獲が必要

育成牛に必要な栄養価育成牛に必要な栄養価

家畜の１日あたり乾物量、TDN必要量、飼料中のTDN含量

乾物kg TDNkg       TDN含量(%)

子 牛 2.9 2.2            75
（雌、体重100kg、DG0.7kg）

育成牛 6.4     4.5            70
（雌、体重250kg、DG0.7kg）

育成牛 9.0    6.0            65
（雌、体重350kg、DG0.7kg）



繁殖牛に必要な栄養価繁殖牛に必要な栄養価

飼料中のTDN含量

TDN含量(%) CP含量

妊娠牛 ５０％前後 １０％
（雌、体重５００kg）

妊娠後期牛 ５５％程度 １１％

泌乳牛 ６５％程度 １３％
（哺乳期間中）

いろいろな放牧草の乾物消化率いろいろな放牧草の乾物消化率

草種・品種 条件 乾物消化率

オーチャードグラス 晩春、出穂始め ７０％

オーチャードグラス 初夏、開花 ６０

チモシー 春、出穂前 ７５

ペレニアルライグラス 春、低草高 ８０

ノシバ ４５～５５

ススキ ４５～５５

乾物消化率７０％（ＴＤＮ含量乾物消化率７０％（ＴＤＮ含量
６８％）の草での期待ＤＧ６８％）の草での期待ＤＧ

体重 採食草量 TDN摂取量 期待DG

kg 乾物kg kg kg/日

150 4.5 3.13 0.733

200 5.7 3.97 0.769

250 6.8 4.73 0.782

300 7.7 5.36 0.763

注１：放牧草の乾物消化率を７０％とした。

注２：放牧による維持要求量の増加を15％とした。

放牧草の乾物消化率を決める要因放牧草の乾物消化率を決める要因

１．季節１．季節

春は消化率が高く、夏にかけて低下し秋にやや戻る春は消化率が高く、夏にかけて低下し秋にやや戻る

２．草種２．草種

ペレニアルライグラス＞オーチャードグラス＝ケンタペレニアルライグラス＞オーチャードグラス＝ケンタ
ッキーブルーグラス＞トールフェスク＞シバッキーブルーグラス＞トールフェスク＞シバ

３．草丈３．草丈

夏に向かっての消化率低下を少なく
するために

短草利用（草を伸ばしすぎない）

早期放牧（できるだけ早くから放牧開始）
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草丈を伸ばすと栄養価が落ちる草丈を伸ばすと栄養価が落ちる
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図2-5 異なった草丈で放牧利用した
     ＰＲ草地の乾物消化率の推移

ペレニアルライグラスペレニアルライグラス

栄養価が高く、嗜好性がよい栄養価が高く、嗜好性がよい

追播で定着しやすい追播で定着しやすい

秋の生育がよい秋の生育がよい

暑さに比較的弱く短年利用暑さに比較的弱く短年利用

地域にあった品種を使用地域にあった品種を使用

オーチャードグラスオーチャードグラス

夏の暑さにかなり強い夏の暑さにかなり強い

寒さにもかなり強い寒さにもかなり強い

多くの地域で永続性がある多くの地域で永続性がある

春の生育が早く旺盛春の生育が早く旺盛

株化しやすい株化しやすい

伸びたり出穂すると家畜の嗜好性が悪い伸びたり出穂すると家畜の嗜好性が悪い

出穂期以降の栄養価の低下が著しい出穂期以降の栄養価の低下が著しい

ケンタッキーブルーグラスケンタッキーブルーグラス

短草利用で密度が高くなり増える短草利用で密度が高くなり増える

地下茎で増え、傾斜地向き地下茎で増え、傾斜地向き

消化率もそこそこ高い消化率もそこそこ高い

寒さに強く暑さにも比較的強い寒さに強く暑さにも比較的強い

秋になると黄サビ病がでる秋になると黄サビ病がでる

→黄サビ病に比較的強い品種もある→黄サビ病に比較的強い品種もある

☆ラトー（雪印種苗で取り扱い）☆ラトー（雪印種苗で取り扱い）
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図3-2 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽの消化率、CP、NDF含量
（年６回、草丈30cmで利用）

シロクローバーシロクローバー

窒素固定をしてくれる窒素固定をしてくれる

→→窒素肥料の節減窒素肥料の節減

ミネラルバランスが良いミネラルバランスが良い Ca,MgCa,Mgが多いが多い

夏の暑さ、冬の寒さに強く、多くの地域で永続夏の暑さ、冬の寒さに強く、多くの地域で永続
性がある性がある

増えすぎることがあり、コントロールが難しい増えすぎることがあり、コントロールが難しい

増えすぎると鼓腸症の原因となる増えすぎると鼓腸症の原因となる



ミネラルバランスミネラルバランス

草は牛にとってカリ過剰（必要量の草は牛にとってカリ過剰（必要量の33倍）→カルシウ倍）→カルシウ

ムでバランスをとるーマメ科はバランスがよいムでバランスをとるーマメ科はバランスがよい

ペレニアルライグラスと白クローバのTDN、CP、ミネ

ラル含量（乾物中％）

ペレニアルライグラス 白クローバ
TDN含量 71                         74
CP含量 17                         28

カルシウム 0.54                       1.45
全リン 0.38                       0.37
マグネシウム 0.19                       0.35
カリウム 2.80                       2.78

トールフェスク（肉牛向き）トールフェスク（肉牛向き）

夏の暑さに強い（寒地型草種では最強）夏の暑さに強い（寒地型草種では最強）

寒さや干ばつにも強く、暖地でもかなり永続性寒さや干ばつにも強く、暖地でもかなり永続性
があるがある

出穂すると固くなり栄養価出穂すると固くなり栄養価(TDN(TDN含量含量))が極端が極端

に落ちるに落ちる

牛の嗜好性はあまり良くない（牛の嗜好性はあまり良くない（比較的嗜好性比較的嗜好性
の良い品種もあるの良い品種もある））

エンドファイト（毒素を出す内生菌）感染個体がエンドファイト（毒素を出す内生菌）感染個体が
あるある

イタリアンライグラス

○低温下でも生育できる

○種が大きく発芽定着しやすい

○栄養価が高い

○水分の多い条件でも生育する

×暑さに弱く夏には衰退

→冬用の草としてもっと活用、水田裏草種

→ある程度伸ばしてから食わせると再生がよい

冬の草がもう少し欲しい
イタリアンを伸ばしてストリップ放牧を

草種の特徴（暖地型牧草）草種の特徴（暖地型牧草）
センチピードグラスセンチピードグラス

○暑さに強い暖地型牧草、匍匐茎で密度の高い草○暑さに強い暖地型牧草、匍匐茎で密度の高い草
地を作る、永続性がある（多分）、地を作る、永続性がある（多分）、 嗜好性も良い嗜好性も良い

××種子が高い、移植も可能だが手間がかかる種子が高い、移植も可能だが手間がかかる

バヒアグラスバヒアグラス

○種子で造成できる、施肥すると生産量が高い○種子で造成できる、施肥すると生産量が高い

××少し低温になると生育が止まる少し低温になると生育が止まる

シバシバ

○肥料が少なくて済む、暑さ寒さに比較的強い○肥料が少なくて済む、暑さ寒さに比較的強い

××移植が必要で草地化するのに時間がかかる、移植が必要で草地化するのに時間がかかる、

牧養力が低い牧養力が低い

バヒアグラスバヒアグラス

夏の暑さに強く、永続性がある（暖地型牧夏の暑さに強く、永続性がある（暖地型牧
草）草） 肉牛向き肉牛向き

表面攪拌、播種でかなり定着する表面攪拌、播種でかなり定着する

短く利用すると密度が高まり緩傾斜地でも短く利用すると密度が高まり緩傾斜地でも
利用可利用可

牧草なので生産力が高い牧草なので生産力が高い

草丈を伸ばすと栄養価草丈を伸ばすと栄養価(TDN(TDN含量含量))が落ちるが落ちる

生育期間が生育期間が55月～月～99月と短い月と短い

長崎県、棚田にバヒアグラス



センチピードグラスセンチピードグラス

夏の暑さに強く、永続性がある（暖地型牧草）夏の暑さに強く、永続性がある（暖地型牧草）

播種でかなり定着する播種でかなり定着する

ランナーの伸張が早く草地化が早いランナーの伸張が早く草地化が早い

ノシバより栄養価が高く嗜好性がよいノシバより栄養価が高く嗜好性がよい

生育期間が生育期間が55月～月～1010月と短い月と短い

種子が高価種子が高価

ランナーの伸張が早いセンチピードグラス

シバ（ノシバ）シバ（ノシバ）

○日本古来の草（○日本古来の草（Zoysia japonica)Zoysia japonica)
○一度シバ草地になると家畜がいる限り永続○一度シバ草地になると家畜がいる限り永続

○ほとんど無肥料でも維持される○ほとんど無肥料でも維持される

○栄養価は肉用繁殖牛にぴったり○栄養価は肉用繁殖牛にぴったり

TDN:TDN:４５～５５％４５～５５％ CP:CP:９～１２％９～１２％

××本来暖地型牧草なので生育期間が短い本来暖地型牧草なので生育期間が短い

××造成には移植など時間と手間がかかる造成には移植など時間と手間がかかる

××子付き牛には栄養不足子付き牛には栄養不足

××牧養力は低い（１牧養力は低い（１hahaで１頭くらい）で１頭くらい）

隠岐の全島シバ放牧ー低コスト

牧草の短草利用はなぜ必要か

草丈を伸ばすと栄養価が落ちる

短く使うとスプリングフラッシュが抑制される

草地の密度が高くなる

牛も短い草が好き

集約放牧のエッセンスは短草利用

草丈を伸ばすと栄養価が落ちる草丈を伸ばすと栄養価が落ちる
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図2-5 異なった草丈で放牧利用した
     ＰＲ草地の乾物消化率の推移



低草高で利用され、高密度のペレニアルライグ
ラス草地

消化率の高い草ほど牛はよく食べる
→消化率の高い草の準備が重要
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図5-5 放牧草の消化率と採食量との関係（育成牛）
（落合ら 1993）

牧草の短草利用をするために

早めの放牧開始（スプリングフラッシュの抑制）

牧区を小さめにして短期輪換放牧（電気牧柵
を使うと楽）

春施肥の抑制

刈れるところは1番草を刈り取る

掃除刈りも選択肢の一つ

人間が短草に慣れる（草高より密度）

１日でも早く放牧を始める

牛が早く来た方が預託料収入が増える

草丈が５cmくらいになり草地が少し青くなったなと思

ったら牛を出す

最初は牧区を大きくして１日ずつ早めにさっと舐めさ
せる

早めの放牧でスプリングフラッシュが抑えられる

まだ寒いので月齢の大きな、放牧に慣れた群を使う

小さめの牛は夜牛舎に戻れる牧区に放す

一回りしたら牧区を小さく仕切ってワンデーグレイジ
ングを始める

ワンデーグレイジング（毎日転牧）

毎日同じくらいの量の草を食べてもらうため：
滞牧日数が2日以上になると日によって

食う量が違う、最初の日は多く後の方では少
なくなる。

一草不再食：一度食われた草でも3日経つと

また牛が食える長さに伸びる。再生草があ
まり短期間に食われるとその後の再生に悪
影響がある。

牛も毎日新しい草地に行くのが好き

ワンデーグレイジング、集約放牧ワンデーグレイジング、集約放牧



電気牧柵の利用電気牧柵の利用

電気牧柵は電気が通っている限り牛はほと電気牧柵は電気が通っている限り牛はほと
んど脱柵しないんど脱柵しない

冬の間倒しておけるので積雪も大丈夫冬の間倒しておけるので積雪も大丈夫

秋と春の牧柵管理（バラ線修理、上げ下ろし）秋と春の牧柵管理（バラ線修理、上げ下ろし）
労力はバラ線の１／１０で済む労力はバラ線の１／１０で済む

バラ線よりも低コストバラ線よりも低コスト

最下段の電牧線を地上最下段の電牧線を地上60~70cm60~70cmにしておくとにしておくと

牛が線の下の草を食べてくれる牛が線の下の草を食べてくれる

☆☆電気牧柵☆電気牧柵☆
－－集約放牧を行うための便利な道具－集約放牧を行うための便利な道具－

外柵は高張力鋼線で外柵は高張力鋼線で

冬は簡単に線を外せる冬は簡単に線を外せる

バラ線より安価バラ線より安価

内柵はポリワイヤｰで内柵はポリワイヤｰで

仕切りが自由に仕切りが自由に

１牧区の面積の決め方１牧区の面積の決め方

１日の家畜の栄養必要量１日の家畜の栄養必要量

草地の現存草量の推定草地の現存草量の推定

群の頭数群の頭数

放牧利用率放牧利用率

育成牛に必要な栄養価育成牛に必要な栄養価

家畜の１日あたり乾物量、TDN必要量、飼料中のTDN含量

乾物kg TDNkg       TDN含量(%)

子 牛 2.9 2.2            75
（雌、体重100kg、DG0.7kg）

育成牛 6.4     4.5            70
（雌、体重250kg、DG0.7kg）

育成牛 9.0    6.0            65
（雌、体重350kg、DG0.7kg）

毎日転牧の牧区面積の算出毎日転牧の牧区面積の算出

群の頭数：８０頭の育成牛（体重２５０群の頭数：８０頭の育成牛（体重２５０kgkg））

乾物採食量：６乾物採食量：６.4kg.4kg
現存草量：草高２０現存草量：草高２０cmcmで１２０で１２０kg/10akg/10a
利用率：５０％とする利用率：５０％とする

計算：８０計算：８０××6.46.4÷÷120120÷÷0.50.5××10=10=８５８５aa

牧区面積は８５牧区面積は８５aa（いい草地の場合）（いい草地の場合）
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図2-9　草高と草量との関係　
草量＝9.14×草高－61

草高で現存量が大体わかる草高で現存量が大体わかる



草量(乾物kg/10a)＝ｶｳﾝﾀｰ平均値
×9.45－29.8

各牧区に水飲みを設置
→牛が十分草を食べてくれるように

繁殖管理繁殖管理

授精適期群については授精適期群については11日日22回の観察と回の観察と

捕獲が可能な牧区に放牧捕獲が可能な牧区に放牧 発情周期の把握発情周期の把握

→ワンデーグレイジングも有効→ワンデーグレイジングも有効

十和田市の惣部牧場十和田市の惣部牧場

毎日集合柵を通して転牧毎日集合柵を通して転牧

牛をいかに楽に集めるか牛をいかに楽に集めるか

毎日又は週１～２回少量の濃厚飼料を与え毎日又は週１～２回少量の濃厚飼料を与え
ることで、人が行けば牛は集まるることで、人が行けば牛は集まる

水場に簡単な追い込み場を設けることも一法水場に簡単な追い込み場を設けることも一法

牧区が広すぎると牛を集めにくい牧区が広すぎると牛を集めにくい

電気牧柵の利用電気牧柵の利用

衛生管理衛生管理

ピロプラズマ対策ピロプラズマ対策

バイチコール、ブッシュ（藪）を無くする、バイチコール、ブッシュ（藪）を無くする、

低草高利用低草高利用

その他その他

牛肺中、線虫類→アイボメック牛肺中、線虫類→アイボメック

牛の馴致がキーポイント牛の馴致がキーポイント

広い場所に放されることの馴致広い場所に放されることの馴致

仲間同士の関係が安定するまでの馴致仲間同士の関係が安定するまでの馴致

餌などで追い込み柵に集まるように馴致餌などで追い込み柵に集まるように馴致

暑さ・寒さ、アブ・ハエ等への馴致暑さ・寒さ、アブ・ハエ等への馴致

草を食うことの馴致草を食うことの馴致



肉牛牧場改善のキーポイントー
低コストで牧養力を上げる

地域に合った草を使う

繁殖和牛の栄養要求量に見合った草

無駄な施肥はやめ、合理的な施肥を

牛の移動、コントロールを楽に

電気牧柵の利用

親子放牧（利用頭数を増やす）

人工授精(サービスの質の向上）

上田式親子分離柵越え哺乳
(愛媛県姫鶴牧場）

哺乳中の親の発情観察、捕獲、人工授精、そ
して子牛の管理を省力的に行い、子牛が十
分な発育をし、スムースに離乳できるやり方

子牛の側のメリット

１．子牛の発育が改善され、ば
らつきが少なくなり市場での
評価が高まる。

２．子牛の異常や病気に気づき
やすく早い対応ができる。

３．飼料に早く慣れて離乳がス
ムースに行え、その後の食
い込み，発育がよい。

４．子牛が雨風の影響を受けに
くく運動過多にならず順調に
発育する。

親牛の側のメリット

１．発情観察、発見が容易に
できる。

２．種付け、繁殖治療、投薬
などの作業が容易にでき
る。受胎率向上、分娩間隔
短縮につながる。

３．母牛の体調やBCSを見て
１頭毎に飼料給与量を調
節できる。

４．夜は親牛が牛舎に入れな
いようにして昼間２回の制
限哺乳にする。→早期発
情回帰、受胎率向上、分
娩間隔短縮

低コストな牧草導入法低コストな牧草導入法

蹄耕法が一番蹄耕法が一番

牛を強く入れて、野草を食べさせ、牛を強く入れて、野草を食べさせ、

そこに牧草を播いてさらに牛に踏ませるそこに牧草を播いてさらに牛に踏ませる

施肥も牧草の定着には有効施肥も牧草の定着には有効

裸地ができたら追播をする裸地ができたら追播をする

条件が許せばディスクハローや簡易更新機条件が許せばディスクハローや簡易更新機
をつかうをつかう

蹄耕法による草地改良

牛を入れかなり強く食わせる その後種子を撒いて牧草地に



簡易更新

作溝型簡易更新機（緩傾斜地
向き）

グランドホッグ（傾斜地
向き）

施肥管理施肥管理

無駄な施肥はしない無駄な施肥はしない

春の草が余っているなら春施肥は必要ない春の草が余っているなら春施肥は必要ない

夏以降の草量確保のために７月施肥は有効夏以降の草量確保のために７月施肥は有効

３～４年に１回土壌分析を３～４年に１回土壌分析を

通常、ｐ通常、ｐHHが低くが低く((酸性）、カリ過剰、酸性）、カリ過剰、MgMg不足不足

→苦土石灰は毎年施肥→苦土石灰は毎年施肥

施肥の考え方施肥の考え方

放牧では採食された養分の７～８割が糞尿と放牧では採食された養分の７～８割が糞尿と
して土に還元されるして土に還元される

→採草地の施肥量の１→採草地の施肥量の１//３～１３～１//４で可４で可

春、牛が草を食べ切れていない、草丈長い春、牛が草を食べ切れていない、草丈長い

→春施肥不要→春施肥不要

草が伸びると牛が食べられる草は少ない草が伸びると牛が食べられる草は少ない

→短草利用に慣れる→短草利用に慣れる

手間のかからない放牧管理のた
めの施設（通路・水・牧柵）

通路（牛道）－お金がかかるが大切

水－牛が飲みたいときに飲めるように

牧柵－脱柵せず､管理が楽な電気牧柵を

☆☆電気牧柵☆電気牧柵☆
－－集約放牧を行うための便利な道具－集約放牧を行うための便利な道具－

外柵は高張力鋼線で外柵は高張力鋼線で

冬は簡単に線を外せる冬は簡単に線を外せる

バラ線より安価バラ線より安価

内柵はポリワイヤｰで内柵はポリワイヤｰで

仕切りが自由に仕切りが自由に

各牧区に水飲みを設置
→牛が十分草を食べてくれるように



雑草対策雑草対策

ギシギシギシギシ
窒素施肥を少なめに、石灰施用、短草利用窒素施肥を少なめに、石灰施用、短草利用
チカラシバチカラシバ
夏に旺盛に生育、秋にトゲのあるブラシのような実を夏に旺盛に生育、秋にトゲのあるブラシのような実を
つけるつける
対応策：年対応策：年66回以上刈り込む、イタリアンで被覆回以上刈り込む、イタリアンで被覆

ワラビワラビ
長期的には石灰施用、短期的にはラウンドアップのス長期的には石灰施用、短期的にはラウンドアップのス
ポット撒布ポット撒布

土の問題土の問題

土の肥沃度が生産力の原点土の肥沃度が生産力の原点

草の嗜好性の良否も土の状態に左右される草の嗜好性の良否も土の状態に左右される

土の状態：土の状態：

化学性化学性

物理性物理性

生物性生物性

永続的で環境負荷の少ない放牧永続的で環境負荷の少ない放牧
をを

放牧の作法を守る、放牧の作法を守る、牛と草地を美しく牛と草地を美しく

1.1.裸地やぬかるみを作らない裸地やぬかるみを作らない

2.2.牛を直接流水に入れない牛を直接流水に入れない

3.3.あまり急傾斜地に入れないあまり急傾斜地に入れない

放牧の作法ー１放牧の作法ー１
ぬかるみを作らないぬかるみを作らない

泥濘化対策ーカキガラを敷くのも一法
放牧の作法ー２放牧の作法ー２

流水中に牛を入れない流水中に牛を入れない



放牧の作法ー３

エロージョンの起きるような急傾斜には牛を
入れない
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公共牧場の運営改善技術

浦幌町模範牧場指定管理者 株式会社希興

代表取締役 三 宅 英 彰

平成24年度全国公共牧場長等研修会
２０１３．２. ６

・設置事業名 共同利用模範牧場設置事業

・管理、運営主体 （株）希興

・供用開始年 昭和５２年（平成22年１月１日より指定管理）

・草地面積 ３７７.８ ㌶（内63.7 ㌶借地）

・預託頭数 夏期放牧 ７５０頭、 冬期舎飼５３０頭
哺育育成 １５０頭

・職 員 数 管理部門２名 現場部門８名

浦幌町模範牧場の経営概要



浦幌町模範牧場の経営収支

公共牧場の経営改善

支出の見直し

・当たり前に思わない

・選定の工夫

・少ない経費で最大限の効果（収入）



区分
当たり前
に思わな
い

選定の工
夫

少ない経
費で最大
限の効果

備考

肥料
化学肥料を購入
（本当に必要か）

１袋単位で考え
ない

土壌分析によ
り最小限の施
肥

草地管理

飼料
配合飼料を購入
（牛の状態で決定）

単味飼料の検
討

粗飼料の最大
限の利用

人件費 作業量の把握
業務の組み合
わせを工夫

誰でも出来る
作業マニュア
ル

管理日誌

車両・施設
の維持費

同じ修繕をやら
ない

直すか買うか
業者任せにしな
い

借上げも検討

草地の適正管理

§施肥方法

§放牧方法

§採草方法

§荳科の維持

§雑草の対処

●基本はＮ、Ｐ、Ｋではなく微量要素

●不足している要素の施用

●集約放牧を導入

・短草を維持

・常に採食可能な状態に

●栄養価の高い状態で採草

●短期間で採草

●ＮとＰの比率を考慮

●消えた荳科も再生可能

●施肥でコントロール可能

●種類によっては利用可能



適切な施肥管理

●基本はＮ、Ｐ、Ｋではなく微量要素

●不足している要素の施用

●微生物の餌である有機質（堆肥）の投与

牧場で地球を造る

土 → 草 → 牛 → 排泄物 → 土

微 生 物

・土とは… 砂状の無機質 ＋ 微生物 ＋ 空気

・土造り… 有機質を与え含ます
微 生 物 の
生活環境を管理する＋

・管理方法… 適切な施肥管理



土壌中に窒素が多いかの
状態をどう見るか？

§通常の施用量 → ５ｋｇ／10a以上は多い

§隔障物から顔を出して
外の草を食べていないか？

§収穫直後の乾草を食べるか？

§クローバーの生草を食べて苦くないか？

土壌（草地）の中の微生物の
状態をどう見るか？

§調査器具を用意する

§草地内のミミズの存在の確認
→ ミミズが居るなら微生物も居る

§草地の断面を見る → ルートマットの有無



土施肥の改善の手順

§パッケージの化学肥料（複合・化成）
を一部止めてみる

§３年を目途に窒素の施肥を止める

§浮いた予算でタンカル・熔燐
を施用（２０ｋｇ／１０a)

§糞尿の施用を組み込む

§土壌分析で微量要素の実態をつかむ

放牧地植生の特徴はシロクローバが多い



兼用利用地もシロクローバが多い

メドウフェスクも上手に活用



採草地のようす：雑草が少ない

集約放牧で短草の牧草管理



集約放牧

集約放牧実践の要点

§短草利用に慣れる

§職員の意思統一

§施肥方法

§牧区編成

§家畜の健康管理

§堆肥を含む家畜の糞尿利用

§用心深く

良好なコンディションの育成牛





労務管理の徹底

§コンピュータによる作業日報の活用

§各作業の効率を検証

§見直しの際、牛の都合を優先

§記録は作業員が自ら記帳

§コスト意識の啓発

§一緒に経営



畜舎等施設の整備

§家畜収容施設

§機械施設

§草地

§その他の施設

●初期投資の抑制

●発酵牛床の活用

●省力的な仕組み

●人件費が節約できる機械投資

●リース・コントラ利用も検討

●永年草地の実現

●草の密度に注目

●同じ修繕をやらない



公共牧場の経営改善

収入の検討

・入牧頭数を増やす

・預託以外の収入



育成技術の改善

§基本的な管理

§環境管理

●群管理方法

●個体の健康管理方法

●疾病等の対処と予防

●発育管理

●飼料（栄養）の充足

●牧区の広さ

●畜舎環境（臭い・換気）

●対人関係

家畜衛生対策

§予防衛生

§治療技術

・ワクチンプログラム

・栄養管理

・ストレス対策

・効率の良い治療方法

・病気毎のマニュアル



入牧牛管理マニュアル
§ 平成１１年１１月一部改定
§ 家畜預託フロチャート
§ ↓  （１） 預託申請案内発送

  2月上旬
§ 預託申請受付期日 2月下旬
§ 申請内容整理 3月上旬
§ 入牧前検査及びワクチン接種 3月下旬
§ 早期入牧牛（牧場馴致牛）受入 4月上～中旬
§ 一斉入牧受入 5月20日～21日
§ 預託申請案内発送（冬期分）      ９月上旬
§ 預託申請受付期日（冬期分）      ９月下旬
§ 入牧前検査及びワクチン接種    10月上旬
§ 夏期一斉退牧 10月19日～20日
§ 冬期入牧牛受入 11月上旬

§ ２．対象牛入牧条件
§ ↓  （１）五種混合ﾜｸﾁﾝの予防接種をしてあるもの。
§ 除角をしてあるもの。
§ 削蹄不良でないもの。
§ 皮膚病に被患していないもの。
§ 常に消化不良等で下痢等の症状がないもの。
§ その他疾病状のないもの。
§ 入牧前検査及びワクチン接種方法
§ 入牧検査項目
§ 毛ジラミ及び皮膚病の有無と程度
§ 削蹄の状況（良・不・要）
§ 栄養状態（過・良・貧）
§ 発育状況（大・中・小・極小）
§ 現在の飼養状況（繋ぎ・屋外・その他）
§ その他（歩行状況等）
§ ワクチン接種
§ （Ａ）ワクチン名 五種混合ワクチン(BVD.ＰＬ

3.IBR.ＲＳ.AD-7)
§ ＩＢＲワクチン（追加接種時）
§ （Ｂ）一斉接種
§ ↓ ・申請書により個体登録書

照合
§ ・個体登録書と本牛を照合
§ ・同行の獣医師により接種
§ ・入牧予定牛として登録
§ （Ｃ）随時接種
§ ↓ ・畜主より入牧及び接種依

頼
§ ・個体登録書と本牛を照合
§ ・個体登録書を農済へ渡し

接種依頼
§ ・接種確認のため接種日を

記載の上個体登
§ 録書を農済より受取る
§ ・入牧予定牛として登録

§ （Ｄ）追加接種 毎年３月上旬入牧牛全頭ＩＢＲを接種
§ （Ｅ）入牧可能日 ワクチン接種後2週間以上経過のこと

§ ４．放牧馴致マニュアル
§ 環境馴致（外気馴致）
§ ↓ 歩行訓練
§ 外気（日光）にさらす
§ 昼夜外気にさらす
§ 風雨にさらす
§ 群れ飼いに馴らす

§ 群れと行動を共に出来ていることを確認
§
§ 飼料馴致（青草馴致）
§ ↓ 青草を刈取り給与
§ 時間放牧
§ 濃厚飼料を減らす
§ 昼夜放牧
§ 青草のみに移行
§ 馴致期間 1ヶ月間で徐々に実施

§ 春先は、入牧前一ヶ月以上前には青草も豊富に無
いので環

§ 境馴致から始め、徐々に飼料馴致に移行する
§ 早期入牧馴致 基本は上記とし、
§ 入牧後の取扱いとしては、
§ ↓（ア）別飼とし、歩行状況を確認する
§ （イ）歩行不能なものは、一頭飼で屋内狭目のペ

ンで放し
§ 飼いで馴らす
§ （ウ）舎飼飼料（乾草・ｻｲﾚｰｼﾞ・濃厚飼料）より開

始
§ （エ）一頭飼のものは小さな群れとする
§ （オ）青草を刈取り給与 → 徐々に量を増やす
§ （カ）放牧地へ時間放牧とする
§ （キ）昼夜放牧へ移行
§ （ク）本群へ編入
§ ５．入牧受入マニュアル
§ 受入家畜
§ 家畜の種類 乳用育成雌牛
§ 月令 生後7ヶ月令以上

§
§ 受入時期
§ 一斉入牧 ・夏期一斉入牧（概ね5月20日～5月21日）
§ ・冬期一斉入牧（概ね11月上旬）

§
§ 随時入牧 ・基本的には、畜主の都合により何時でも入牧
§ 受入方法
§ 一斉入牧 ↓ ・畜主へ入牧日を通知

馴致放牧の徹底

§飼料馴致

§環境馴致

§ポイント

・粗飼料と配合飼料の割合の変化

・粗飼料の変化

・温度

・風雨

・光

・時間

・運動

飼料・環境ともに急激な変化を避ける



受胎率の向上

§ＡⅠ対策

§ＥＴ対策

§共通対策

・発情の確定方法

・授精適期の確定

・移植胚の選定

・受胎率 → 出生率の確認

・超音波による受胎確認

預託牛受入範囲の拡大

§月齢範囲
哺育・離乳後若齢・育成・乾乳

§地域条件
地元・隣接・管内・道／県内・道／県外



預託農家への情報の提供

§通常情報

発育、授精、受胎、入牧、退牧、ワクチン

§異常時情報

疾病、繁殖、死廃、事故



入退牧時の運搬対応

§ハード面 家畜運搬車両

家畜乗降施設

§ソフト面 入退牧計画

運搬サービスの効果
入牧牛の増加

預託農家の家畜運搬の労力軽減



哺育部門の実施

§預託牛範囲拡大の実行

§育成技術の向上

§酪農家の労働力の軽減

§収容施設

§管理技術

■ 効果

■ 実行に必要な物



◆施設概要 ◆飼育方法

Ｄ型ハウス内で飼育……最大１２０頭収容
自動授乳機械で哺乳……日量４㍑を４回に分けて授

乳

自動給飼機械で離乳……ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ管理のｽﾀｰﾀｰ給与に

よる確実な離乳

集団飼育…………………個体隔離飼育と異なり仔牛

の時から集団性が養われる

疾病対策…………………疾病牛は隔離治療のためｶｳﾊ

ｯﾁを完備

授乳期間……生後二ヶ月（５０日）で離乳

その他の飼料……哺乳期間前半はｽﾀｰﾀｰ少量
自由採食、後半は自動給
飼機械による離乳に向け
ての計画給飼
乾牧草は終始不断給飼

給水……微温湯を不断給水

健康管理………毎日二回の検温と監視による管理

◆対象月齢 ◆預託料金

哺乳をする牛……生後8日目～満60日未満

哺乳をしない牛…離乳している牛で満6ヶ月未満

哺育料金……一日一頭当り：２２０円（税

別）
(参考)  哺育+育成で最低料金は 225,550円

〃 最高料金は264,550円
〃 平均料金は245,050円となりま

す。
※在牧期間を670日、14ヶ月受胎とする。

◆受入頭数 ◆その他

本年度は毎月20頭の受入を予定しています。

毎週火・木曜日が受入日となります

入牧中の除角は牧場が行います。

血統登録の斑紋採取も牧場が行います。

買い取り育成供給の実施

§預託牛の不足対策

§草地管理対策

§牧場技術のアピール

§職員の技術向上



浦幌町模範牧場の経営

項 目 効 果

集約放牧の実践

肥料費が適正 肥料費の減

収入の増

高栄養の放牧

育成の評価が上がる 入牧頭数の増

補助飼料の減

放牧管理の効率化 人件費の減

コンピュータによる管理

授精成績の向上 育成の評価が上がる 入牧頭数の増

牧場作業の効率化 人件費の減

預託牛管理の適正 人件費の減

入退牧時の運搬サービス 預託者の労力軽減 入牧の促進 入牧頭数の増

支出の減

発酵牛床の実践

敷料の減 敷料費の減

敷料交換の労力減 人件費の減

哺育牛からの預託育成

酪農家の労力減 入牧の促進 入牧頭数の増

若牛の入牧増 入牧期間の延長 入牧頭数の増

下水道汚泥処理施設によ
る堆肥つくり

良質堆肥の作成 肥料費の減



ま と め

§公共牧場の経営を黒字にする

§優良牛を提供

§良質の飼料を提供

§技術の提供

§人材の提供

§今後のニーズに気が付く

浦幌町模範牧場の集約放牧

導入のきっかけ及びねらい 導入後の結果

NZ酪農の実態を知る

面積不足の改善

経営改善

発育の改善

収量が増える

増体が良い

肥料代が減る

購入飼料が減る

放牧草を飼料としての意識が高まる

堆肥つくりが真剣になる



浦幌町模範牧場での集約放牧の実例

§牧区の編成変え → 小牧区（一日で食べきる）

§放牧開始はかなり早めの時期

§放牧初期に草架を併用

§施肥はNを抜き、タンカル・熔燐を重点

§はじめから使用牧区で採草可能地を予測

§放牧使用牧区は少なめに設定

§パスチャーメーターで草量を把握

§土壌分析の実施

§堆肥つくりに真剣

Effect of harvesting efficiency on feed
Conversion efficiency (dairy)

Stocking rate
(Jersey cows/Hectare)

2.75（頭） 3.75（頭）

Pasture eaten
t DM/cow
t DM/ha

3.9
10.8

3.5
13.0

Milk produced
Kg/cow
Kg/ha

4,600
12,650

3,850
14,440

Efficiencies
Pasture utilisation (%)

68 81

Feed conversion 
efficiency

(kg milk/kg DM eaten)
1.17 1.11

Overall efficiency
(kg/kgDM grown)

0.8 0.91



持ってる資産（草地）を最大限に活用する

今まで

肥料購入（＋）⇒草の栄養価を落とす⇒ 配合飼料購入（＋）

購入した肥料と

購入した飼料由来の余分な糞尿を処理する（＋）

現在

短草で栄養価の高い草を給与→購入肥料（N)と飼料がいらない（－）

草地面積にあった頭数・・・・・・肥料として必要な糞尿しか発生しない

検証

購入肥料費を入牧料金何日で回収しているか





公共牧場の指定管理者制度導入のあらまし

§行政内部所管部署の意向の決定

§牧場委員会等諮問委員会の合意

§議会への報告と承認

§指定先の検討

§指定先の公募

§指定先の審査・決定

§議会報告

§指定管理者による管理委託の開始



 

 

公共牧場を核とした地域活性化 

（くずまき高原牧場の挑戦） 
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公共牧場を核とした地域活性化

くずまき高原牧場の挑戦

“北緯40度 ミルクとワインとクリーンエネルｷﾞｰの町

岩手県社団法人葛巻町畜産開発公社顧問
（獣医師） 中村哲雄

tetsuo-23.5.27@y3.dion.ne.jp

私の経歴

1948年酪農と林業を家業とする家に生ま
れ獣医師を志す。帰郷して役場職員畜産
担当、町営牧場管理。第三セクター社団法
人葛巻町畜産開発公社派遣(専務理事を
含め２３年間勤務）町長２期８年で勇退。
公社の顧問（獣医師）岩手大学獣医学科
を含め3講座の非常勤講師、いわて生協
理事。内閣府地域活性化伝道師



私の生活信条

能力が無いという考えが原点。
謙虚に堂々と。（情報の量が多くなる）
いつも何事にも淡々と黙々とこつこつと取
り組んできた。(当たり前のことを頑張る)
事業を展開するときは、情報収集に努め
熟慮断行。
情報の量が仕事の質を決定する。
（アイディアの量も質も豊富になる）

葛巻町の概要

人口約7,400人、約2,900世帯

面積434.99km2うち、森林８６％、標高４００ｍ以上９５％

基幹産業・酪農と林業(ﾐﾙｸとﾜｲﾝ)牛乳日量100t
・牛の頭数１３．５００頭「東北一の酪農の町」
くずまき高原牧場「日本一の公共牧場」

日本一の森林組合「山村力大賞」林野庁長官賞

・「日本一のクリーンエネルギーの町」

＊第3セクターで活性化を図る町

くずまき高原牧場、くずまきﾜｲﾝ､ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾃｰｼﾞ

売上１６，５億円・累積１億円の黒字、雇用170
名

電車も・高速道路も・スキー場も・温泉も・ゴルフ場もない
町が日本一・東北一になり是非行ってみたい町に・・・



電車・高速道路・スキー場・ゴルフ
場・温泉も無い町
1999年6月袖山高原牧場に
3基の風力発電施設建設

岩手県北､北緯40度､県都盛
岡市まで75km

酪農（ミルク）林業（ワイン）の町
酪農振興の拠点くずまき高原
牧場 第三ｾｸﾀｰくずまきﾜｲﾝ



クリーンエネルギーと都市との
交流推進の町
風車15基､中学校の太陽光

発電､畜産バイオマス発電
町内のホテルを拠点に都市か
らの来町者を受け入れ

公共牧場が再生可能エネルギ
ーの生産基地に

町のビジョンの実現を牧場で



上外川高原牧場に2003年
12月12基建設、稼働

グリーンパワーくずまき風力発電所（21,000kW）

くずまき高原牧場に
畜産バイオガスプラント

2000 バイオガスプラント導入可能性調査

ふん尿処理＝自己完結or集落営農

2003 バイオガスシステム37kW

～東北一の酪農郷としての責任、１日６５０ｔの糞尿に対する対策実験

ふん尿13t/日
＝200頭分

生ごみ400kg/日
＝牧場内

メタン発酵槽340m3

30日、37℃＝中温

ガスホルダー

発電機37kW

：電気・熱利用

消化液

液肥効果、散布地、浄化

ポイント

電気、熱の利用

コスト高など・・・

酪農の新魅力



2004年くずまき高原牧場で
畜産バイオマス発電開始

畜産バイオマス発電開始
「世界初」牛の糞から燃料電
池化に成功（産学官連携）

2005年くずまき高原牧場に
木質ﾊﾞｲｵﾏｽｶﾞｽ化発電施設

◆くずまき高原牧
場の宿泊施設
や乳製品加工
施設に電気を
供給

◆粉炭利用
◇熱利用検討



私は、２１世紀の地球規模での課題「食糧、環境、
エネルギー」の改善取り組むことにより町の発展
的状況を構築できると確信し挑戦した。

全て酪農を振興していたから出来たことである。

風力発電所2ヶ所で15基、中学校に太陽光発電、
牧場に畜産バイオマス・木質バイオマス発電所､

畜糞より世界初の燃料電池化に成功｡この施設
により2,900世帯の町で17,200世帯分の電力を
供給できる町に。この建設に57億5,500万円投
資され町の持ち出しは、4,593万円です。
諸施設が揃っていることにおいて「日本一のク
リーンエネルギーの町」 である。

地球上の化石燃料は、やがて枯渇することは明白である

なぜｸﾘｰﾝエネルギー施設建設

この取り組みからのﾒｯｾｰｼﾞ

１９９９年８月に町長に就任した私は、どの
ような「町づくり」をするか問題意識を持っ
ていた。地球上で北海道と東北６県を合わ
せた面積の農用地と森林が毎年消失して
いる現実に危機感を持った。
危機感と問題意識を持っていると、様々な
事に気づく。気づいたら人脈とネットワーク
を駆使して情報収集をする。情報に基づき
実行する。 牧場経営も同じである。



私の役場職員時代の実践「気づ
いたこと」を情熱を持って提案

仕事の必要、不用、改善案は、現場最前
線の職員が一番知っている。 ４０年前、
役場職員３年生で「放牧育成牛互助事業」
を発案し制度化して現在くずまき高原の預
託育成事業に活かされている。

役場職員７年生で「酪農ヘルパー事業」を
考案、創設。現在２００戸の酪農家が６，０
００回利用し約１億円の事業になり、酪農
を指向する若者の定着にも貢献している。

改正して現在も利用されている
互助制度



公共牧場を第三セクターで経営

町は、１９７０年代、乳牛飼養頭数５千頭の
状況を１万頭に増頭して酪農経営の規模
拡大により次の時代に生き残れる酪農地
帯を目指した。従来町営の公共牧場を国
の事業を導入して規模拡大してより効率よ
く経営するために民法３４条の公益法人の
第三セクターを設立して経営することとした
。私は役場職員６年目に派遣される。

社団法人葛巻町畜産開発公社
を設立して町営牧場経営を移管

１９７６年、町の出資２，６００万円と農協の
出資２，４００万円により設立した。
職員は町から総務部長、業務主任、雑務
種の３人派遣。
小岩井農場より専務理事、獣医師、オペレ
ーターの３人を負担金年間３００万円（４年
目から５００万円）で派遣してもらう。
公社専従正職員１人、臨時職員４人の職
員１０人体制でスタートした。



牧場建設当時の構想と計画

酪農家と公共牧場が機能を分担する。
公共牧場は、夏期放牧育成事業５００頭、
粗飼料生産事業、哺育育成事業４８０頭、
展示搾乳牧場５０頭、乳雄肥育事業５００
頭、夏期合計１，５３０頭、越冬頭数１，０３
０頭、５事業、従業員２５人、売上高２５，０
００万円の計画であった。
酪農家は、育成牛を預託して労働力と施
設を軽減して搾乳に集中し効率の良い酪
農経営を実現することを目的とした。

ないないづくしからのスタート

金がない。信用がない。牛が集まらない。
国の事業により建設されていく牧草地や牛
舎、機械装置を駆使する技術習得が追い
つかない状況打開の日々であった。
牛飼いの基本、牧草地管理の基本は、小
岩井農場から出向の武田裕専務理事の指
導により、経営戦略は２代目畠山章一専
務理事の指導により軌道に乗せた。



当初から企業的牧場経営
を目指した社団法人葛巻
町畜産開発公社

小岩井農場から専務理事
を招聘し徹底した企業的
牧場経営を実践。特に役
場職員の私を叩き付け、
鍛えた。「雨のためビニー
ルシートを買う」「知らない
くせに知ったかぶりして仕
事をするふりするわけだか
ら会社にとって迷惑だ」「で
きもしないくせにできそうな
顔して居られるほど会社
にとって困ったことはない」
「役場感覚の血液を抜き
取られ」「企業精神の血液
を注入されたような日々で
あった」

町内に３牧場の位置図と事業

１９８２年当時の事業と状況 １９８２年完成した牧場



昭和５１年（１９７６年）夏期放牧育成事業
と粗飼料生産事業で創業。１９７７年２月哺
育育成事業、１９７８年展示搾乳事業、１９
８０年葛巻町立酪農研修センター管理受
託、１９８２年乳雄肥育事業開始。昭和５７
年度末１９８３年３月で建設事業終了。

町全体で１４６億５千万円投資、内公社管
理の牧場建設には約３６億円投資された。

事業の内容と建設費

牧場が持つ多面的資源と機能と
人材を最大限活かした経営実践
牛飼いの牧場として育てた牛
７頭が農林大臣賞受賞

１９８４年から岩手大学生の牧
場実習の受け入れ



時代に合わせた牧場の多角経営

1988年当時の経営目標 １９９０年当時の牧場全景

畜産部門の事業内容
夏期放牧500頭、粗飼料生産

事業、低ｺｽﾄ畜舎建設
岩手県ﾁｬﾝﾋﾟｮﾝ､全国共進会、
エクセレント牛を育成



標高1,000mの山岳地帯に３牧場
1,100hａの牧草地

１９８２年町の地図と牧場
創業１３年目に岩手県ﾁｬﾝﾋﾟｮ
ﾝ獲得､ｴｸｾﾚﾝﾄ牛生産

哺育育成牧場(低コスト牛舎)



規模拡大の時の問答

私が専務理事で育成牛の規模拡大を目指
した時、直接担当の酪農課長が反対。

「牛舎が無い、餌が足りない、人が足りな
い」から反対。

私は「君には頼まない、給料も据え置きだ」

「別の人間を育ててその人間に増頭分を
任せる」しかし、その課長が考案した牛舎

低ｺｽﾄ畜舎（4頭ﾊｯﾁx45=180頭)
職員のやる気とｱｲﾃﾞｨｱから 作られた低コスト施設



畜産部門で約7億円の売上高
周年育成2,400頭､
ｻｲﾚｰｼﾞ5,000t､乾草300t

搾乳牛100頭､肥育牛100頭
羊100頭

2009年秋の一コマ
スキー場のような斜面でのデ
ントコーン収穫作業 妊娠鑑定と不妊治療の日



畜産部門の主要メンバー

地元のショーに
積極的に牧場の育成牛を出品

リードマンは、研修生
過去に経産、未経産ダブルチ
ャンピョンも獲得



2010年未経産チャンピョン獲得

堆肥処理と販売事業
町の堆肥自己完結処理の基
本方針に基づき２００８年に

２６６，９３８千円で完成､約30
％を町内に販売している



１９８２年より牛飼いの
公共牧場で特産品開発

公団による牧場建設も終了、畜産部門５事
業となった時、危機感と問題意識から特産
品開発に取り組む。
それは、一年一品の商品の開発と一事業
化の実現により一人でも多くの人の働く場
の創設（雇用拡大）が目的であった。
精肉販売、焼肉食堂開業。それが今日約
約２億円の事業になっている。

牛飼いの牧場が異業種参入

商品開発（雇用拡大が目的）
特産品開発による地域活性
化（牛乳、チーズ、パンなど）



くずまき高原ミルク・チーズハウス

新商品も新聞が宣伝してくれる



1980年から牛飼いの 公共牧場
で来る者拒まず人間教育

葛巻町立酪農研修センターを受託管理。
長期研修生として８名後継者教育を実施。
1981年から「いつでも、だれでも、何時間
でも、何日でも、何年でも」お引き受けする
こととし牧場の門を全開して広く国民を受
け入れた。 これがｸﾞﾘｰﾝﾂｰﾘｽﾞﾑ(1985年
から）酪農教育ﾌｧｰﾑ(1986年から）に繋が
り日本の先駆けとなる。年間３０万人訪れ
る牧場となり交流部門として約2億円の売
上げとなる。



酪農研修センター管理運営
長期研修生約２００名修了

牧場を解放し短期宿泊研修日
帰り体験学習の場提供

日帰り、短期、長期研修を創設

１９８５年からグリーンツーリズム
の実践ー畜産を理解してもらう
年間３０万人、牧場まつり３万
人。緑・空間・ゆとりを提供

売上げを伸ばし、雇用拡大、
若者の定着に貢献



酪農教育ファームによる人間教育

牧場体験を通じて食品の尊さ 命の尊さを伝える

１９８６年から「食と命の尊さを伝え
る」酪農教育ファームの実施

第８回スノーワンダーランド ２８－３０人厳冬期１３泊１４日



１９８６年から「食と命の尊さを伝え
る」酪農教育ファームの実施

第８回スノーワンダーランド ２８－３０人厳冬期１３泊１４日

畜産の理解と雇用の場創出に

年間５企画により冬、春、秋、 夏、通年森の幼稚園等々



酪農家にホームステイさせて酪農
家の意識改革と所得拡大実現
牧場で受けて酪農家にも分宿
一人5-8,000円支払う 酪農の理解者拡大

事業を成功させるために人材教育
徹底した職員教育３２年目に
生え抜き専務理事就任

地元高校ー短大ー牧場人工
授精師ー牛乳工場長



専門知識を習得してきた職員だけ
ではない､牧場で再教育
東京消防士ーバス運転手ー
牧場ホテルーチーズ工場長

中学校ー研修生ー牛乳工場
ーチーズ職人

１９８０年より毎年国内研
修、１９８１年より毎年海外
視察研修により国内、世
界の情報収集を実施

自分の牧場で困って
いること。解決出来な
いでいること。絶対解
決している牧場があ
る。と信じて、国内研
修は「武者修行の旅」
と称し徹底した事前研
修をして国内の優れ
た経営体を視察、調
査を実施。海外は、毎
年１－３名派遣して職
員の意欲高揚と海外
事情調査を実施して
きた。



牛飼いの公共牧場として日本一

牧場の多面的機能発揮日本一

１９８６年酪農教育ファーム １９８５年より実践



寒中の牧場体験学習が受賞

雪に親しみ、雪を有効に利用 したとして雪対策功労賞受賞

牧場経営から学んだことと実践

「当たり前の事を一生懸命やる」
「プロとして質の高い仕事を目指す」
「危機感、問題意識、情報収集」
「情報の量が仕事の質を決定する。アイデ
ィアの量も質も決定する」
「現状維持は、後退と同じ」「昨日と同じ仕
事をしていたら２１世紀に生き残れない」と
２０年も前から唱えていた。



新聞などマスコミも巧みに利用

教科書にない畜産の実践 現状維持は後退と同じ

くずまき高原牧場経営の特徴

畜産開発公社の指導者を一流企業である
小岩井農牧株式会社に要請した町長の経
営感覚。着任した専務理事の卓越した指
導力。「役場感覚の排除」「徹底した企業
感覚の注入」それに応え着いていった職員
。１億円の赤字の時代もあった。議会と町
民の深い理解と支援。ワイン、ホテルの第
三セクターと役場も、社団法人葛巻町畜産
開発公社の経営感覚を見習った。



公共牧場の夢の実現
宿泊棟、ｺﾃｰｼﾞ､レｽﾄﾗﾝ、ﾐﾙｸ
ﾌﾟﾗﾝﾄ､ﾁｰｽﾞ工房、エコハウス

チーズ工房、パン工房、体験
ドームハウス（20mx50m)

将来の夢（構想）建設費５０億円
ｴｺﾌｧｰﾑ構想(全てｸﾘｰﾝｴﾈﾙ
ｷﾞｰで稼働する施設)

敷地造成費を勘案して３階建
て牛舎構想



牧場建設当時の計画と現在

夏期放牧育成事業５００頭、粗飼料生産事
業、哺育育成事業４８０頭、展示搾乳牧場
５０頭、乳雄肥育事業５００頭、夏期合計１
，５３０頭、越冬頭数１，０３０頭、５事業、従
業員２５人、売上高２５，０００万円の計画
であった。
現在、牛の頭数夏期２，６００頭、越冬頭数
２，４００頭、１４事業、売上高１１億円、累
積黒字約1億円､従業員１１０名

(社)葛巻町畜産開発公社が地域
に果たす役割（町内への影響）

（社）葛巻町畜産開発公社

牛飼いに止まらず､特産品
開発､人間教育に取り組む
ことにより、雇用拡大と若
者の定着に貢献。特産品
の開発と販売による地域経
済活性化。各部門に有能な
人材が町外から集まって来
て事業が伸展している。３０
万人が訪れる牧場となり、
事業が成功しているために
町民の自信と誇りに繋がっ
ている。



公共牧場の活性化

公共牧場の活性化には方程式はない。
職員個々の問題である。勤務している牧
場がどうなってもいいですか？自分の牧場
がどうあれば良いか、どんな牧場にしたい
のか、夢は有るか？思いついた事（夢）を
実行することである。実行すれば結果がで
る。結果がでれば反省する。そして又実行
する。進歩する。少しずつ夢が実現してくる
ものである。

気づきから全てが始まる

牧場は、職員、関係者のやる気しだいで市
町村の活性化の原動力にもなれば地域の
お荷物にもなる。やる気があるか？
酪農家に負けない牛を育てる気があるか。

預託料金に見合う牛を育てる。
牧場経営に危機感を持ち、様々な情報収
集しながら、問題意識を常に持っているこ
と。すると気づくことが多くなる。



おわりに

気づいたら、又情報収集する。
どのようにしてこの課題を改善するか戦略
をたてる。人脈を駆使する。あきらめない。
先が見えてくる。落としどころを見据えて提
案する。（私は職責を賭けて町長と相対し
た。）牧場に夢を持っていますか？｛夢しか
実現しない」「夢の実現に向けて」黙々と淡
々とこつこつと。まだまだやれること、やる
べきことがあるのではないでしょうか？
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