
新規就農から新規就農から1515年で年で
理想の放牧酪農を実現理想の放牧酪農を実現
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別海町別海町

穴吹穴吹 威威
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穴吹穴吹 威威



私の住む町私の住む町 別海町別海町私の住む町私の住む町 別海町別海町

北海道東端に位北海道東端に位
置する酪農専業置する酪農専業
地帯地帯

人口人口

１６，０００人１６，０００人

牛の数牛の数

１２０，０００頭１２０，０００頭

北海道東端に位北海道東端に位
置する酪農専業置する酪農専業
地帯地帯

人口人口

１６，０００人１６，０００人

牛の数牛の数

１２０，０００頭１２０，０００頭



家族構成家族構成家族構成家族構成

滋美（妻）滋美（妻）

大志（長男大志（長男 ８才）８才）

威織（次男威織（次男 ５才）５才）

理緒（長女理緒（長女 ３才）３才）

のの55人家族人家族

滋美（妻）滋美（妻）

大志（長男大志（長男 ８才）８才）

威織（次男威織（次男 ５才）５才）

理緒（長女理緒（長女 ３才）３才）

のの55人家族人家族



理想の酪農理想の酪農理想の酪農理想の酪農

東京都出身東京都出身

専門学校（動物）卒業専門学校（動物）卒業

来道、酪農実習を体験来道、酪農実習を体験

別海町で酪農ヘルパーに別海町で酪農ヘルパーに

平成平成66年新規入植年新規入植

理想の酪農理想の酪農

放牧で放牧で

自然と一体になった美しい牧場づくり自然と一体になった美しい牧場づくり

東京都出身東京都出身

専門学校（動物）卒業専門学校（動物）卒業

来道、酪農実習を体験来道、酪農実習を体験

別海町で酪農ヘルパーに別海町で酪農ヘルパーに

平成平成66年新規入植年新規入植

理想の酪農理想の酪農

放牧で放牧で

自然と一体になった美しい牧場づくり自然と一体になった美しい牧場づくり



飼養頭数・土地飼養頭数・土地飼養頭数・土地飼養頭数・土地

チモシー、白クローバ、チモシー、白クローバ、
ペレニアルライグラスをペレニアルライグラスを
混播混播

チモシー、白クローバ、チモシー、白クローバ、
ペレニアルライグラスをペレニアルライグラスを
混播混播

土地土地 面積面積

牧草地牧草地 48 ha48 ha
内内 採草地採草地 5 ha5 ha
兼用地兼用地 21 ha21 ha
放牧地放牧地 22 ha22 ha

家畜家畜 頭数頭数

経産牛経産牛 53 53 頭頭

育成牛育成牛 26 26 頭頭



主な施設主な施設主な施設主な施設

施設施設 構造構造 取得・取得・
建設年建設年

牛舎牛舎

ブロック（キング式）ブロック（キング式）

ﾀｲｽﾄｰﾙ、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝﾀｲｽﾄｰﾙ、ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ

H 6H 6年年
H11H11年年

育成舎育成舎 DD型型 H11H11年年

ﾊﾞﾝｶｰｻｲﾛﾊﾞﾝｶｰｻｲﾛ コンクリートコンクリート H15H15年年

乾草舎乾草舎 DD型型 H17H17年年

堆肥舎（堆肥舎（22棟）棟） コンクリートコンクリート H16H16年年

畜舎排水浄化槽畜舎排水浄化槽 H16H16年年





主な機械主な機械主な機械主な機械

機械機械 取得年取得年 機械機械 取得年取得年

ﾂｲﾝﾚｰｷﾂｲﾝﾚｰｷ H 7H 7 ｻｲﾚｰｼﾞｶｯﾀｻｲﾚｰｼﾞｶｯﾀ H14H14
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ H16H16 ｽｶﾍﾞﾝｼﾞｬｰｽｶﾍﾞﾝｼﾞｬｰ H11H11
ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗﾛｰﾙﾍﾞｰﾗ H16H16 ﾃﾞｽｸﾓｱﾃﾞｽｸﾓｱ H11H11
トラクタ（２台）トラクタ（２台） H11,H16H11,H16 ﾐｷｼﾝｸﾞﾐｷｼﾝｸﾞ H12H12
モアコンモアコン H12H12 自動混合配合機自動混合配合機 H11H11
ﾗｯﾌﾟﾏｼｰﾝ（ﾗｯﾌﾟﾏｼｰﾝ（22台台)) H11,H14H11,H14



生産状況生産状況 （平成（平成1919年乳検成績他より）年乳検成績他より）生産状況生産状況 （平成（平成1919年乳検成績他より）年乳検成績他より）

乳量乳量 7,163 kg7,163 kg
乳脂率乳脂率 3.91 3.91 ％％
乳蛋白乳蛋白 3.21 3.21 ％％
出荷乳量出荷乳量 379  379  ｔｔ
分娩間隔分娩間隔 396 396 日日
初産月齢初産月齢 23 23 ヶ月ヶ月
授精回数授精回数 2.6 2.6 回回
平均産次平均産次 3.1 3.1 産産

乳量乳量 7,163 kg7,163 kg
乳脂率乳脂率 3.91 3.91 ％％
乳蛋白乳蛋白 3.21 3.21 ％％
出荷乳量出荷乳量 379  379  ｔｔ
分娩間隔分娩間隔 396 396 日日
初産月齢初産月齢 23 23 ヶ月ヶ月
授精回数授精回数 2.6 2.6 回回
平均産次平均産次 3.1 3.1 産産



土壌分析に基づいた土壌分析に基づいた
土作り・草作り土作り・草作り

土壌分析に基づいた土壌分析に基づいた
土作り・草作り土作り・草作り

平成平成1010年、年、SRU ( Soil Research Union ) SRU ( Soil Research Union ) 
別海に加入。別海に加入。

毎年、土壌分析を実施。毎年、土壌分析を実施。

分析結果と施肥設計を基に単肥、微量要素分析結果と施肥設計を基に単肥、微量要素
を自家配合して散布。を自家配合して散布。

↓↓
白クローバの割合、植生密度の高い草地の白クローバの割合、植生密度の高い草地の
維持を実現維持を実現

平成平成1010年、年、SRU ( Soil Research Union ) SRU ( Soil Research Union ) 
別海に加入。別海に加入。

毎年、土壌分析を実施。毎年、土壌分析を実施。

分析結果と施肥設計を基に単肥、微量要素分析結果と施肥設計を基に単肥、微量要素
を自家配合して散布。を自家配合して散布。

↓↓
白クローバの割合、植生密度の高い草地の白クローバの割合、植生密度の高い草地の
維持を実現維持を実現



施肥管理施肥管理（例）（例）施肥管理施肥管理（例）（例）
肥料名肥料名 KgKg／／1010ａａ

ＮＮ 硫安硫安 １０１０

尿素尿素 ６６

ＮＰＮＰ ＤＡＰ（燐安）ＤＡＰ（燐安） １０１０

ＰＰ 溶燐溶燐 ２０２０

ＫＫ 塩化カリ塩化カリ ２５２５

Ｋ、Ｋ、MGMG サルポマグサルポマグ ２５２５



自給飼料自給飼料自給飼料自給飼料

放牧草放牧草 主体主体

放牧期間：放牧期間：55月月11日～日～1212月月1010日日
昼夜放牧を昼夜放牧を1111月半ばまで月半ばまで

グラスサイレージグラスサイレージ

（きざみ）（きざみ）

コントラ委託コントラ委託

（一番のみ収穫（一番のみ収穫 収穫収穫2020日後日後
から放牧利用）から放牧利用）

ロールサイレージロールサイレージ 自家生産自家生産

水分調整に留意、予乾の徹底水分調整に留意、予乾の徹底

草種：ＴＹ主体の草地。ＴＹとＷＣ混播。草種：ＴＹ主体の草地。ＴＹとＷＣ混播。
放牧地にＰＲを導入放牧地にＰＲを導入

草種：ＴＹ主体の草地。ＴＹとＷＣ混播。草種：ＴＹ主体の草地。ＴＹとＷＣ混播。
放牧地にＰＲを導入放牧地にＰＲを導入



草地（放牧草）の維持管理草地（放牧草）の維持管理草地（放牧草）の維持管理草地（放牧草）の維持管理

放牧のサイクルにあわせた尿素の散布放牧のサイクルにあわせた尿素の散布
→→ 草の再生を促す。草の再生を促す。

草地に適宜サブソイラをかけ心土破砕草地に適宜サブソイラをかけ心土破砕
→→ 不食過繁地を作らない不食過繁地を作らない

88月上旬に放牧地の掃除刈月上旬に放牧地の掃除刈 →→草地の維持草地の維持

ﾌｪｽﾄﾛﾘｭｰﾑ、メドフェスクなどの草種を試験ﾌｪｽﾄﾛﾘｭｰﾑ、メドフェスクなどの草種を試験
的に播種。的に播種。→→地域にあった放牧草地つくり地域にあった放牧草地つくり

放牧のサイクルにあわせた尿素の散布放牧のサイクルにあわせた尿素の散布
→→ 草の再生を促す。草の再生を促す。

草地に適宜サブソイラをかけ心土破砕草地に適宜サブソイラをかけ心土破砕
→→ 不食過繁地を作らない不食過繁地を作らない

88月上旬に放牧地の掃除刈月上旬に放牧地の掃除刈 →→草地の維持草地の維持

ﾌｪｽﾄﾛﾘｭｰﾑ、メドフェスクなどの草種を試験ﾌｪｽﾄﾛﾘｭｰﾑ、メドフェスクなどの草種を試験
的に播種。的に播種。→→地域にあった放牧草地つくり地域にあった放牧草地つくり



放牧方法放牧方法放牧方法放牧方法

放牧期間：放牧期間：55月月11日～日～1212月月1010日（日（224224日間）日間）

放牧時間：放牧時間：55月～月～1111月中旬－昼夜放牧月中旬－昼夜放牧20hr20hr
1111月中旬～月中旬～1212月月1010日－昼のみ日－昼のみ 6hr6hr

牧区：牧区：1212牧区牧区 （（ 11牧区牧区 １～７１～７haha ））
草地と牛の喰い込み量をみながら滞牧草地と牛の喰い込み量をみながら滞牧

牧区に草が残っている程度で移動牧区に草が残っている程度で移動
1212牧区を牧区を1010日間で一回り日間で一回り

放牧期間：放牧期間：55月月11日～日～1212月月1010日（日（224224日間）日間）

放牧時間：放牧時間：55月～月～1111月中旬－昼夜放牧月中旬－昼夜放牧20hr20hr
1111月中旬～月中旬～1212月月1010日－昼のみ日－昼のみ 6hr6hr

牧区：牧区：1212牧区牧区 （（ 11牧区牧区 １～７１～７haha ））
草地と牛の喰い込み量をみながら滞牧草地と牛の喰い込み量をみながら滞牧

牧区に草が残っている程度で移動牧区に草が残っている程度で移動
1212牧区を牧区を1010日間で一回り日間で一回り



簡易更新簡易更新簡易更新簡易更新

植生の悪化（ケンタッキーブルーグラスが増えてき植生の悪化（ケンタッキーブルーグラスが増えてき
たら）を目安に、簡易更新を実施たら）を目安に、簡易更新を実施

チモシー、白クローバ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽを追播チモシー、白クローバ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽを追播

ロータリをロータリを22回かけた後、ブロードキャスタで播種回かけた後、ブロードキャスタで播種

植生の悪化（ケンタッキーブルーグラスが増えてき植生の悪化（ケンタッキーブルーグラスが増えてき
たら）を目安に、簡易更新を実施たら）を目安に、簡易更新を実施

チモシー、白クローバ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽを追播チモシー、白クローバ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽを追播

ロータリをロータリを22回かけた後、ブロードキャスタで播種回かけた後、ブロードキャスタで播種



放牧を最大限に活かす放牧を最大限に活かす
飼料給与飼料給与

放牧を最大限に活かす放牧を最大限に活かす
飼料給与飼料給与

乳成分を把握し、濃厚飼料を適切に給与乳成分を把握し、濃厚飼料を適切に給与乳成分を把握し、濃厚飼料を適切に給与乳成分を把握し、濃厚飼料を適切に給与

飼料名／月飼料名／月 １１ ２２ ３３ ４４ ５５ ６６ ７７ ８８ ９９ 1010 1111 1212

放牧草放牧草

ｸﾞﾗｽｻｲﾚｰｼﾞｸﾞﾗｽｻｲﾚｰｼﾞ

ﾛｰﾙｻｲﾚｰｼﾞﾛｰﾙｻｲﾚｰｼﾞ

ﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟﾋﾞｰﾄﾊﾟﾙﾌﾟ

コーンコーン

配合配合11
配合２配合２



放牧を最大限に活かす放牧を最大限に活かす
繁殖管理繁殖管理

放牧を最大限に活かす放牧を最大限に活かす
繁殖管理繁殖管理

季節分娩の導入季節分娩の導入

33～５月に分娩する～５月に分娩する
ように授精ように授精

放牧草の栄養価の放牧草の栄養価の
高い時期に泌乳高い時期に泌乳
ピークをあわせる。ピークをあわせる。

冬期間は泌乳末期冬期間は泌乳末期
の牛が主。の牛が主。

季節分娩の導入季節分娩の導入

33～５月に分娩する～５月に分娩する
ように授精ように授精

放牧草の栄養価の放牧草の栄養価の
高い時期に泌乳高い時期に泌乳
ピークをあわせる。ピークをあわせる。

冬期間は泌乳末期冬期間は泌乳末期
の牛が主。の牛が主。



環境への配慮環境への配慮環境への配慮環境への配慮

牛舎処理室の排水と住宅排水の浄化施設を牛舎処理室の排水と住宅排水の浄化施設を
設置設置

バンカーサイロの廃汁用の排水槽を設置バンカーサイロの廃汁用の排水槽を設置

太陽光発電を住宅で利用太陽光発電を住宅で利用

環境に配慮し、自然とともにある農村生活を環境に配慮し、自然とともにある農村生活を
築く築く

牛舎処理室の排水と住宅排水の浄化施設を牛舎処理室の排水と住宅排水の浄化施設を
設置設置

バンカーサイロの廃汁用の排水槽を設置バンカーサイロの廃汁用の排水槽を設置

太陽光発電を住宅で利用太陽光発電を住宅で利用

環境に配慮し、自然とともにある農村生活を環境に配慮し、自然とともにある農村生活を
築く築く



浄化施設浄化施設浄化施設浄化施設



今後の目標・夢今後の目標・夢今後の目標・夢今後の目標・夢

・高い自給率と真に質の良い食料の生産

→ 国民の健康や社会への貢献

・小規模で魅力ある酪農経営の実践・実証

→ 後続者に小農の魅力を

地域の働き口確保、地域経済への貢献

・高い自給率と真に質の良い食料の生産

→ 国民の健康や社会への貢献

・小規模で魅力ある酪農経営の実践・実証

→ 後続者に小農の魅力を

地域の働き口確保、地域経済への貢献



ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。


