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公共牧場の新たな活用方法と今後に向けて 

 

１．はじめに 

公共牧場は 1960 年代頃から、農業生産の選択的拡大という農業政策の下に国民の米

麦に代り畜産物に対する需要の増大に対応し、酪農、畜産農家の円滑な規模拡大、経営

安定を図るため、不採算部門である育成部門を中心に行政、農協等の公的機関が担う牧

場として、国営あるいは道県営等の草地開発事業、農地開発（機械）公団事業等によっ

て全国に創設されてきた。なおこれらの公共牧場の多くは、戦前から入会地として地域

住民が管理してきた牧野が起源となって整備されてきたものとみられている（グラス＆

シード、35、2015）。 

公共牧場の多くは夏場に限定して農家から預けられた乳用牛の育成牛や肉用牛の繁

殖牛を放牧主体で飼養する夏期預託を主にしているが、近年ではそれに加えて、冬場で

も場内産の飼料等で飼養する周年預託も行う牧場も増えている。このように公共牧場は

地域畜産の外部支援組織と位置づけされ利用されている。また家畜とのふれあい活動な

ど非農家の地域住民を対象にしたサービスを加えている公共牧場もある。 

しかし近年、飼養農家戸数、頭数の減少や近年の市町村合併により同一地域に複数の

牧場が存在する所では牧場の統廃合など見直しもあって、公共牧場の数は減少傾向にあ

る。現在、国が飼料増産、繁殖雌牛増頭を推進している中において、これまでに各種事

業による巨額の国費が投入されせっかく整備されてきた公共牧場を地域の畜産振興の

基盤として活用しない手はない。このことから、公共牧場の活用促進のための方策等に

ついて検討する。 

 

２．公共牧場の概要 

１）利用状況 

表 1 に公共牧場の利用状況を示した。公共牧場数は、1980 年の 1,179 をピークに近

年減少傾向で推移し、2016 年度は 723 牧場となった。公共牧場の利用頭数も 2005 年

以降減少傾向にあり、2016 年度の利用頭数（夏期：7 月 1 日時点）は、129 千頭とな

り、畜種別では、乳用牛が 87 千頭、肉用牛が 42 千頭であった。牧草地と野草地の面

積も減少傾向にあり 2016 年度はそれぞれ 84 千 ha、36 千 ha であった。近年の１牧場

当たりの利用頭数は 170-180 頭、牧草地面積は 106-116ha の範囲にあり、1ha 当たり
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の頭数は 1.5-1.6 の範囲にあった。全体に牧場数、総利用頭数、総面積が漸減傾向に

ある中で、近年の１牧場当たりの利用頭数、牧草地面積、1ha 当たりの頭数に変化は

少ない。このことから全国的にみると利用され稼働している公共牧場においては、家

畜の利用状況には変化が少なく、それなりの利用がなされていると考えられる。 

 

２）公共牧場の牧草地面積のシェア 

表 2 に牧草地面積に占める公共牧場の牧草地面積のシェアを示した。全国平均でシ

ェアは 14%で、北海道に限ると 10%、都府県では 34%である。このように都府県におい

ては、牧草地面積に占める割合が高くより重要な自給飼料基盤である。 

 
表２．牧草地面積に占める公共牧場の牧草地面積のシェア（2016） 

 牧場数  牧草地面積(ha)① 公共牧場牧草地面積(ha)② シェア(%)②/① 

全国  723 603,400（100%） 83,869（100%） 14 

北海道  200 504,800（ 84%） 50,210（ 60%） 10 

都府県  523 98,600（ 16%） 33,659（ 40%） 34 

資料：牧草地面積は、農林水産省「耕地及び作付面積統計」（2016年７月 15日） 注：都府県の地域

区分は、農政局の地域区分と同一とした。 

注 1：公共牧場・放牧をめぐる情勢、農水省生産局畜産部飼料課、2017 年 12 月  

 

３）公共牧場の利用率 

表 3 に地域別の公共牧場の利用率（受入頭数/受入可能頭数）を示した。利用率は全

国平均で約 82％となっている。また、利用率 90％以上の牧場が約 52％、利用率 70～

90％の牧場が約 15％、利用率 50～70％の牧場が 12％、利用率 

表 1．公共牧場数、利用頭数及び牧草地面積等の推移  

 1970 1980 1990 1995 2005 2008 2010 2012 2014 2016 

牧場数  914 1,179 1,146 1,053 915 862 833 761 736 723 

利用頭数（千頭） 113 213 214 187 165 145 146 129 133 129 

 乳用牛  69 129 119 120 104 83 94 90 91 87 

肉用牛  43 84 95 67 61 62 52 39 42 42 

牧草地面積（千 ha） 48 97 108 110 102 92 91 81 86 84 

野草地面積（千 ha） 46 61 69 35 42 38 37 31 37 36 

１牧場  

当たり 

利用頭数  123 181 187 178 180 168 176 169 181 178 

牧 草 地 面 積

（ha） 

52 83 94 104 111 106 109 106 117 116 

1ha 当たり頭数  2.35 2.19 1.98 1.07 1.62 1.58 1.62 1.60 1.55 1.54 

・牧場数は、稼働している公共牧場の数であり、休止または廃止している牧場は含まない。  

・利用頭数は 7 月 1 日時点  
・牧草地面積は、採草地や放牧地等の実面積であり、飼料畑面積は含まない。野草地面積は、放牧等に供した野草地及び林地
の合計面積。  

・平成 12 年度までは都道府県の認定した公共牧場のデータのみを集計。14 年度より調査手法を変更。 
・熊本県については、平成 28 年の熊本地震の影響により同県内の実態調査が実施できなかったことから平成 27年度実態調査のデ
ータを使用。 

注 1：公共牧場・放牧をめぐる情勢、農水省生産局畜産部飼料課、2017 年 12 月  
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50％未満の

牧 場 が

21％となっ

ている。こ

のように全

体の利用率では 80%を上回っているものの利用率が 70%未満の公共牧場が全国で 33%

を占めている。 

また、表４に地域別の放牧圧(頭数/ha)とそれに基づく推定牧養力を示した。草地管

理指標（草地の放牧利用編）の地域別の夏期の ha 当たりの牧養力（ＣＤ）の目標値に

よると、北海道から九州の低標高までの地域において 380～1,020 の範囲にあり、多く

は 500～800 の牧養力となっている。

表 4 に示すように公共牧場の夏期の

放牧において 1ha 当たり 1 頭以下の

所が多く、推定牧養力も近畿地域を

除き 114～280 である。これを目標値

と比べると公共牧場の現状の牧養力

は大きく下回っている。夏期では現

状の 2～6 倍程度の頭数の放牧が可

能である。 

表 3、４の結果を踏まえると、表１で稼働牧場の１牧場当たりの利用頭数や牧草地

面積、1ha 当たりの頭数を全国的にみた場合に変化が少ないとしたが、これらは利用

率が低位に安定しているだけで本来の公共牧場の有する牧養力を発揮せず、活用され

ていない状況にあることを意味している。 

以上のことから、公共牧場はとくに都府県においては牧草地面積に占める割合が高

く重要な自給飼料基盤である。しかし全体的に利用率や放牧圧が低くいことから、公

共牧場のメリットをもっと活かす必要がある。 

 

３．公共牧場への預託メリット 

個人の農場の多くでは、家畜は限られた空間で舎飼され、１頭当たりの占有面積が狭

く、運動が制限され、基礎的な体づくりが不充分なことが多い。また、排せつ物処理に

表３．公共牧場の地域別の利用率(%)と利用率別の牧場数割合（夏期：2016 年７月１日） 

 全国  北海道  東北  関東  北陸  東海  近畿  中四国  九州  

全体の利用率（Ｘ） 82 82 73 83 88 82 94 84 96 

 牧場数割合(%) 

Ｘ<50% 21 27 25 21 27 17 0 7 10 

50%≦Ｘ<70% 12 18 13 15 14 17 25 3 3 

70%≦Ｘ<90% 15 13 20 11 9 26 25 29 7 

90%≦Ｘ 52 42 42 53 50 39 50 61 81 

注 1：公共牧場・放牧をめぐる情勢、農水省生産局畜産部飼料課、2017 年 12 月  

表４．公共牧場の地域別の放牧圧注１） 

 放牧圧   

頭/ha 

推定牧養力注 2） 

CD 

放牧実施  

公共牧場数  

北海道  1.10 176～209 156 

東北  0.83 141～174 162 

関東  0.75 120～173 61 

北陸  0.71 114～149 14 

東海  0.78 140～179 19 

近畿  2.64 660～686 2 

中四国  0.75 158～218 18 

九州  1.12 258～280 53 

注 1）公共牧場全国調査、日本草地畜産種子協会、2016 年
（加工） 

注２）放牧圧に年間放牧期間（日）（草地管理指標 -草地の

放牧利用編-、2011）を乗じて推定牧養力とした． 
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労力、コストがかかり、しかも適正に処理されなければ牛舎内はアンモニアの発生など

により家畜の健康を害するし、屋外に大量に持ち出せば環境問題も生じかねない。さら

に購入（輸入）飼料へ過度に依存しがちで、飼料コストが増大し所得を引き下げている。

これらを踏まえて以下に公共牧場に預託するメリットを示す。 

１）預託農家にとってのメリット 

（１）飼養コストの削減 

図１に公共牧場の預託料金を放牧期と舎飼期に分けて示した。1 日１頭当たりの

預託料金は夏期（放牧期）では乳用牛（育成期）は 200～500 円、肉用牛（繁殖牛）

は最大の近畿、最小の九州を除けば 200 円～350 円程度である。仮に預託せず牛舎

で肉用牛（繁殖牛）に 1 日１頭当たり配合 2kg、ヘイキューブ 1kg、自家産乾草 6kg

を給与し各単価を各 60、80、30 円として飼料費を合計すると 380 円となる。また、

乳牛育成牛（体重 250kg）に配合飼料 3kg、ヘイキューブ 2kg、自家産乾草 6kg 給与

すると 520 円となる。飼料費だけで預託料金を超える経営が多いと思われる。実際

の飼養コスト（生産コスト）にはこれに労働費やその他の物財費が加わるためさら

に増える。このように公共牧場に預ければ安価な預託料金だけで済み飼養コストが

大幅に削減できることが分かる。 

（２）給餌、排泄物処理作業の軽減 

自家牛舎での飼養頭数が預託により少なくなるため給餌作業が減り、また家畜排

泄物量も少なくなりその処理に関わる労力、コストが抑えられる。 

（３）牛舎等への投資軽減 

乳用種育成牛  

肉用種牛成牛  

北海道  東北  関東  北陸  東海  近畿  中四国  九州  

図１．夏期預託料金（円/日・頭、公共牧場経営等実態調査 2016） 
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周年預託ができる公共牧場に預託すれば、生産者は一定の頭数を年間通して預け

られ、牛舎での飼養頭数が減り牛舎スペースが空く。これにより牛舎増築（投資）

することなく増頭が可能となる。また、夏期預託だけの公共牧場であっても預託す

ることにより、牛舎の１頭当たりの飼養空間が拡がるため、牛舎の衛生環境の改善

などが期待できる。 

（４）複合経営に有利 

子牛繁殖経営と水稲や野菜等との複合経営において複合部門の作物生育期間中に

繁殖牛を公共牧場へ預託することにより、複合経営の規模拡大と繁殖経営の維持、

規模拡大が両立できる。 

（５）家畜の健全化、繁殖成績の向上 

十分な運動、良質な草の摂取により、趾蹄や足腰が強くなりストレスも少ないた

め、牛が健康となり分娩前後の事故や障害も少なくなる。また、発情兆候が顕著と

なり発情を見逃すことが少なくなり、また、繁殖成績の向上と供用年限の延長（家

畜償却費と家畜導入費の縮減）につながる。 

（６）消費者との長期的な信頼関係の構築 

公共牧場での放牧中心の飼養はアニマルウェルにも通じるため、消費者ニーズで

ある安全・安心な畜産、酪農に合致する。 

 

２）公共牧場にとってのメリット 

公共牧場においては、預託された牛は夏期においては放牧を主体に、また冬期にお

いては場内産の乾草やサイレージにより飼養されている。そのため預託収入を得るこ

と以外のメリットもある。 

（１）地域社会への貢献 

預託を受ける公共牧場は預かった家畜の世話が必要でそれに関わる作業があり雇

用の場の提供になる。また、公共牧場が活用され地域の飼養農家戸数や家畜頭数の

増加により畜産振興となり、ひいては地域の活性化につながる。 

（２）肥料費の節減 

施肥は草地の維持管理費に占める割合が大きい。家畜は牧草を採食し自らの増体

や子牛生産により放牧地から一部の養分を持ち出すことになるが、一方でふん尿を

放牧地に還元する。このため、施肥は持ち出された養分だけを補う量でよく、全量
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持ち出しとなる採草地にくらべ肥料費が節減できる。シバ型草地の場合は、排泄さ

れるふん尿と雨水に含まれる天然の肥料養分だけで再生・維持できるため、無施肥

管理できる。このように管理費の節減になる。 

 

以上のように公共牧場に預託することのメリットは生産者にも公共牧場（地域社会）

にも十分ある。 

 

４．公共牧場の本来機能と抱える問題点 

１）本来機能の発揮と留意点 

公共牧場には、農家から主に乳用育成牛や肉用繁殖牛を預かり、健全に飼養して農

家に戻すという本来の機能がある。しかしながら毎年少なくない数の牧場が休止して

いる現状は、上述したように管内の飼養農家戸数、頭数の減少や近年の市町村合併と

いう背景があるものの、この本来的な機能を十分果たしてこなかった牧場があるのも

事実と思われる。公共牧場の利活用を促進するには、特に購入飼料の高騰が避けられ

ない現在、公共牧場という自給飼料基盤を活用し畜産物の生産コストを低減させるこ

とが重要で、これには本来機能を発揮させることが基本である。この本来機能が発揮

されてこなかった理由として、公共牧場の一番の基本である放牧地の管理・利用等の

最新の放牧技術が活かされていないことが考えられる。以下に、これら基本技術の概

要を以下に示しておく。 

（１）短草利用と適正な放牧頭数 

放牧地と採草地は利用と管理が異なり、放牧地の草は草丈を低く維持する必要が

ある。草丈が伸びた草は牛が喰いちぎれず踏みつけて歩くだけで、十分に採食しな

い。乳用育成牛用の放牧地は常に草高を 20～25cm 程度に低く保てば、草の栄養価も

高く、牛の喰い込みがよく、それによりさらに光が牧草の根元に当たりの草の蒸れ

が抑えられるなどにより、牧草の個体密度が高く維持され再生も良好となる。草高

を低く保つには、放牧地の面積に見合った頭数を放牧することが大原則である。季

節により適正頭数は増減するが、概ね 1ha 当たり成牛（500kg 体重）で 3～4 頭であ

る。面積当たりの頭数が少ないと草の生産量に牛の採食量が追いつかず、草が伸び

すぎ傾向となる。ポイントは春のスプリングフラッシュの抑制である。そのため草

が萌芽し始めたら放牧馴致も兼ねすぐに放牧を始め、早く放牧地全面に放牧を一巡
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させることである。春の萌芽期は草の伸びが一年で最も旺盛なため、放牧地に複数

の牧区がある場合、放牧を開始する牧区の草高が 20cm にもなってから放牧を開始し

たのでは、あとに続く牧区の草はさらに伸び過ぎになってしまう。牧区数、放牧牛

群数を考慮して放牧計画を立て、放牧頭数が少ない場合には草地の一部を採草利用

し放牧面積を調節するなども考えて、牧草の草高を低く保ち草の利用率や栄養価が

落ちないように春の放牧スタートが遅れないように努める。 

（２）適切な施肥管理 

施肥は家畜の飼料となる牧草生産を維持するために重要であるが、そのコストも

大きい。施肥に当たっては、放牧地にどれ位の牧草生産量が必要かを放牧頭数、放

牧期間から予想し施肥量を決める。3～5 年に一度は必ず土壌分析を行い、その結果

に基づき各地域で設定されている施肥基準を参考にしながら不足する施肥成分、量

を施用する。とくに土壌酸度が低いと牧草の肥料吸収が悪くせっかくの施肥効果が

上がらないため、化成肥料の施用に先立ち土壌分析で土壌酸度（pH）を確認し、酸

度が低い場合は pH6.0～6.5 になるように石灰あるいは苦土石灰（これらは化成肥料

に比べ安価）を施用しておく（施用量は土壌分析に基づく）。また、シロクローバは

空中窒素を地下部に固定し窒素肥料の代替になるため化成肥料の減量が可能となる。

このため放牧地ではシロクローバも混播し、牧草中の重量割合で 20～30%程度を保

つ。（白クローバの混播量は１０ａ当たり０．２kg 程度） 

施肥時期も注意が必要である。放牧地の施肥管理にも春のスプリングフラッシュ

をいかに抑え、秋期の放牧草生育衰退期にいかに収量を確保するかがポイントであ

る。このため、放牧前の早春に窒素肥料の施用は一切行わず、スプリングフラッシ

ュ後および晩夏～早秋に分施する。なお、採草地では良質な一番草を多く収穫する

ためスプリングフラッシュを増幅するように早春に窒素肥料を施用するのが原則で

ある。 

（３）草地更新 

放牧地でも上述のように短草利用など適正な草地管理に努めるようにしていても、

傾斜地の放牧地では掃除刈も難しく、また雨量の多いわが国の気象条件においては

経年的に土壌の理化学性の悪化が徐々に進行し、牧草の個体密度の低下や雑草の繁

茂が見られる。このように植生が衰退すると、施肥効果が悪くなり目標とする牧草

生産量（牧養力）や十分な栄養価を持つ牧草が得られなくなる。このような場合に
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は、草地更新が必要となる。草地更新は、対象草地の状態や目的、播種する牧草の

雑草等との競合力の強さなどによって完全耕起法か部分耕起法（簡易更新）を選択

することになる。最近では、部分耕起法に有用な簡易更新機が開発されている。こ

の簡易更新機は、トラクタの走行可能な放牧地で適用でき、耕起、播種、施肥、鎮

圧を一工程で行い省力低コストに短期間に更新することができる。更新時の留意点

としては、更新時の播種草種については、各地域に定められている奨励（優良）草

種・品種を使うこと、また、なぜ植生が衰退したかの要因を解析し、更新後の草地

管理に活かすことである。せっかく更新しても従前の不良な管理では直ぐに元の不

良な植生になってしまう。 

（４）放牧馴致 

舎飼されていた牛を急に放牧地に移すと、エサが変わり第一胃の微生物相が順応

せず、また生活環境が変わるなど、牛は体調を崩し時に重篤な疾病に陥る場合があ

る。そのため本格的な放牧を開始する前に、牛舎で与えられた配合飼料、乾草、サ

イレージを喰うことから、露天で牛自らが地面に生えている生草を喰うことに変わ

るなど飼料環境への順応、雨、風、暑熱環境への順応、群での生活、傾斜地の移動

さらには運搬適応などに徐々に慣らす馴致が不可欠である。馴致が十分でないと放

牧で弱り、退場させなければならない牛も発生する。パドック等で運動させ、直射

日光や風雨にあて、外気温や生草に慣れさせるため、放牧前４週間程度を掛けて馴

致放牧を行う。とくにエサについてはサイレージや乾草等の貯蔵飼料から青草へ

徐々に飼料を切り替えていく。とくに放牧初体験の牛には通常草が萌芽始めたら牛

舎近くの牧区で馴致放牧を行い、その後本格的な放牧を始める。個々の牛舎で馴致

が難しいことも多いので公共牧場で馴致も引き受ける例もある。 

（５）適切な衛生管理 

地域の家保等の指導の下で行う。入牧前に必要な予防接種を行うなどその他の入

牧前の検査等衛生プログラムが実行されていることが必要である。放牧期間中はピ

ロプラズマ病予防のため、ダニの駆除剤の定期的な塗布が必要である。とくに放牧

中はきっちりとした放牧看視を行うが、その際には牛の外貌を良く観察する。満足

そうに反芻しているか、①啼いて近寄ってこないか、②痩せていないか、毛艶はよ

いか、③発情していないか、異常がないか、④跛行はないか、群れから外れていな

いか、⑤下痢をしていないか、⑥ダニ、アブ、ハエなど酷くないか、⑦頭絡がくい
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込んでいないか、など確認し異常があれば直ちに対処する。 

以上、公共牧場の本来機能を発揮するためのいくつかのポイントを概略述べた。

これらについては、放牧地のバイブルと言える草地管理指標（農水省、草地の放牧

利用編、放牧牛の管理編、草地の維持管理編、草地の土壌管理及び施肥編、（一社）

日本草地畜産種子協会発行）にも詳述されている。また公共牧場機能強化マニュア

ル（http://souchi.lin.gr.jp/skill/4.5.php）も参考になる。しかし、これらの管

理技術を取り組んでこなかった牧場が一挙に実行することは、経費も関わることも

あり、資料だけで知り得た技術では詳細が不明で適用しがたく、また危険も伴う。

そのため、先ずは経費的、マンパワー的に許す実行容易な技術の採用から始め、次

に、難しいと思われる技術を一部の放牧地に試行的に適用して、実際にこれらの管

理を行っている他の牧場を参考にしながら徐々に採用技術を拡大し放牧地全面の改

善に努めていただきたい。牧場管理者が管理技術の理屈を理解、納得し、体得した

地に着いた技術の適用は公共牧場の本来機能の発揮に必ずつながる。 

 

２）牧場の抱える課題 

表５に日本草地畜産種子協会が 2016 年に実施した公共牧場経営実態調査に基づき、

牧場の抱える課題（項目総数 35）を①基本施設関係、②利用施設関係、③草地および

家畜の管理関係、④牧場の運営管理に関わる項目に分けて整理した。 

各項目のうちの回答牧場数が多い上位５項目を順に示すと、②に関わる項目中の「牧

柵の修繕•整備」(409、57%)、③の「草地の維持管理」（364、50%)、③の「放牧牛の事

故対策」（300、41%)、①の「基地整備の改修•整備」（296、41%)、②の「牧場用機械の

修理・更新」(264、37%)と続いた。①、②、③に関わる項目が上位を占め、④牧場の

運営管理に関わる項目の指摘は少なく、11 番目に「技術者の養成確保」（228、32％）

が指摘された。 

ところで回答の多い①、②の関係では、改修や修繕・整備を必要とする項目が並ぶ。

③では草地、家畜の管理技術に関するものである。これら①、②、③の各項目に対し

ては、既往の技術・知見もあり、経費的に工面されれば解決できる。一方、④の牧場

の運営管理の指摘をする牧場は少なかった。しかし④に関わる項目は、公共牧場の根

幹に関わるものである。つまり④は牧場が生産者あるいは地域に対して提供するサー

ビス項目であり、さらに①、②、③の項目は④を支えるものである。 



- 10 - 

 

  

表５．公共牧場の抱える課題  

項目  回答数  項目  回答数  

①基本施設関係  ④牧場の運営管理関係  

(1)草地面積不足  73 (20)預託牛受入範囲の拡大  145 

(2)草地が悪化  263 (21)預託料金等の見直し 152 

(3)草地・道路等が亀裂  243 (22)発育状況等の情報提供  104 

(4)基地整備の改修・整備  296 (23)入退牧時の搬送対応  69 

(5)区再編に伴う新設・改修  171 (24)周年預託の実施・拡大  69 

②利用施設関係  (25)哺育部門の実施・拡大  30 

(6)畜舎の修繕・整備  215 (26)買取り育成供給の実施  17 

(7)家畜排せつ物処理施設の修繕・整備  98 (27)乾草生産供給事業の実施  23 

(8)牧場用機械の修理・更新  264 (28)コントラクター事業の導入  34 

(9)農機具の修理・更新  228 (29)TMR 業の導入  17 

(10)飼料調製貯蔵施設の修繕・整備  71 (30)ふれあい機能の実施・拡大  28 

(11)牧柵の修繕・整備  409 (31)技術者等の養成確保  228 

③草地および家畜の管理関係  (32)機能分担等による統合再編  64 

(12)草地の維持管理  364 (33)牧場の貸与  68 

(13)産草量の安定化  262 (34)牧場の民営化  59 

(14)品質保持対策  131 (35)特区の対応  16 

(15)馴致放牧の対応強化  115 

公共牧場経営等実態調査（調査対象 723 牧
場、2016 年）、日本草地畜産種子協会  

(16)優良子牛生産  72 

(17)受胎率の向上  229 

(18)衛生予防対策  172 

(19)放牧牛の事故対策  300 
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５．公共牧場の利活用を進めるために 

１）新たな公共牧場の活用方策で活気づく公共牧場の事例 

〈参考資料編〉「公共牧場を有効活用している優良事例報告」参照 

 

前項までで公共牧場のメリットおよび現状を示したが、残念ながら十分に活かし切

れず抱える問題の多い公共牧場が少なくない。そこで本項では積極的な取組で活気付

いている公共牧場を事例として紹介し、そこから学ぶべきことを抽出したい。以下に

事例毎に該当する調査対象の牧場を整理した。 

（１）会社法人等から出資を受けて酪農経営を行っている事例 

① 浜中町農協育成牧場（所有・管理主体：北海道浜中町農業協同組合） 

（２）肉用子牛生産や乳用後継牛の供給を行っている事例 

① 浜中町農協育成牧場 

② 上士幌町ナイタイ高原牧場（所有主体：北海道上士幌町、管理主体：上士幌農

業協同組合） 

（３）コントラクター事業を行っている事例 

① 大野地区共同利用模範牧場（所有主体：岩手県洋野町、管理主体：一般社団法

人大野畜産公社） 

② 上士幌町ナイタイ高原牧場 

（４）乾草生産供給事業を行っている事例 

大野地区共同利用模範牧場 

（５）周年預託事業を行っている事例 

① 室根高原牧場（所有主体：一関市、管理主体：いわて平泉農業協同組合） 

② 秋山牧場（所有主体：山形県真室川町、管理主体：もがみ中央農業協同組合） 

（６）ＴＭＲ事業を行っている事例 

① 秋山牧場 

（７）ふれあい牧場事業を行っている事例 

① 戸隠牧場（所有主体：長野県長野市、管理主体：一般社団法人長野市開発公社） 

② 土谷川哺育育成牧場〈くずまき高原牧場〉（所有・管理主体：一般社団法人葛

巻町畜産開発公社） 

（８）人材育成事業を行っている事例 
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① 土谷川哺育育成牧場 

（９）牧場運営の効率化を図っている事例 

① つがる市営車力屏風山牧野（所有主体：青森県つがる市、管理主体：つがる市

屏風山畜産組合）  

② 室根高原牧場  

（10）県外からの預託牛を受け入れている事例 

① 戸隠牧場（所有主体：長野県長野市、管理主体：一般社団法人長野市開発公社）  

② 土谷川哺育育成牧場 

（11）会社法人が公共牧場の土地を活用して酪農経営を行っている事例 

美幌峠牧場（所有主体：美幌町、管理主体：有限会社ワタミファーム） 

（12）会社法人（繁殖肥育一貫経営）から肉用繁殖牛の預託を受け入れている事例 

熊取平牧野及び川島牧野（所有者：鹿角市、管理主体：秋田県畜産農業協同組合） 

 

２）優良事例から見える今後の公共牧場の方向 

（１）ビジョン（将来構想）に基づき新たな取り組みを行う公共牧場 

前項４で公共牧場が抱える項目を整理しそれらの相互関係を検討し、前項５で運

営が好調な公共牧場を例示した。以下に事例として挙げられた８牧場の取り組みの

特徴と効果を以下に列挙する。 

 

① 浜中町農協育成牧場 

この牧場は、放牧を重視し、①農協と地域の９企業から出資を受けて大規模酪

農経営を行い（株式会社「酪農王国」に改名）、また、②府県の畜産業者の出資を

受けて農協と共同で乳用育成牛の預託事業を行い、さらに、③都府県酪農への乳

用後継牛の販売供給も行っている。 

これらの取り組みの効果として、株式会社「酪農王国」の飼養頭数は目標の成

牛 360 頭に達し、平成 28 年度の生乳生産量は 2,350ｔとなり、概ね目標に到達し

ている。 

② 上士幌町ナイタイ高原牧場 

この牧場は、上士幌町が地元農協（上士幌町農業協同組合）に指定管理させ、

①場有ホルスタインを借り腹に黒毛和種の受精卵移植の大規模化を実施している。 
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また、地域の乳牛飼養頭数の増加に伴い、②コントラクターや TMR センター

事業を行い、育成牛を預託するなど酪農経営内部のアウトソーシング化を進めて

いる。これらの取り組みの効果として、牧場の収益が上がり、乳牛の価格高騰に

よる自家育成牛の増加などの背景もあって預託希望が多くなっていること及び上

士幌町農協管内における黒毛和牛の販売頭数が増加していることが挙げられる。 

③ 大野地区共同利用模範牧場 

この牧場では、地元法人に指定管理させ、①肉用牛の肥育販売、②コントラク

ター業務（地域生産者のデントコーンの栽培・収穫、堆肥散布の支援）、③乾草お

よびデントコーン生産、販売しています。これらの取り組みの効果として、町の

財政負担が減少し、牧場の収益が上がり、乾草生産供給事業、コントラクター事

業は、畜産農家における労働負担の軽減及び牧場の収入確保と経営安定化に寄与

している。 

また、コントラクター支援を通じて、これまで牧場に預託していない農家も預

託している農家と繋がり、預託のよさの情報を得ることにより預託希望も考慮し

はじめており将来の預託農家の拡大が予想されている。 

④ 室根高原牧野 

この牧場では管理経費を節減するため、牧場管理技術に優れる地元農協（JA い

わて平泉）に指定管理させ、①農家ニーズに合うように乳牛の周年預託を実施、

②種付け業務を充実させ、③牧場管理者の技術向上のため定期的に研修を実施、

④常時生産者に対して預託を勧誘している。また、⑤国庫補助事業を活用し、地

元農協が管理するもう一つの牧場（須川牧野）は肉用牛生預託に専用化している。

これらの取り組みの効果として、牧場の利用率が向上し、管理人の確保と技術向

上がなされ、土地や施設の維持管理も可能となっている。 

⑤ 秋山牧場 

この牧場は、地元農協（JA もがみ中央）が管理し、畜産公共事業を活用し、草

地及び各種施設の整備を図った上で①繁殖牛の周年預託事業、②発酵 TMR 事業を

行っている。 

これらの取り組みの効果として、周年預託では、高齢化により飼料生産が困難

になっても家畜の飼育が可能となり、預託農家は空いたスペースを利用して繁殖

牛の増頭を図っている。 
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また、繁殖農家の労働負担が軽減し、その余力を活用した繁殖牛の増頭に加え、

最近における子牛販売価格の向上で収益性が向上している。 

加えて、発酵ＴＭＲ用の大豆農家との堆肥交換がきっかけとして、町内にＳＧ

Ｓ用米、稲わら収集や牧草収穫作業を請け負うコントラクターが創出されている。 

⑥ 戸隠高原牧場 

    この牧場は、一般社団法人長野市開発公社に指定管理させ、畜産振興の核（基

地）として、人工授精や受精卵移植の実施、牛白血病感染牛の受入れと牧区分け

管理、定期的な草地更新などのサービスの提供を行うとともに、ふれあい牧場で

地域の子どもが動物に接することにより、住民の畜産業を営むことへの理解醸成

を図っている。 

これらの取り組みの効果として、平成 29 年受胎率はＡＩやＥＴの実施により

ほぼ 100％（63 頭）となっている。また、市外からの預託要望は増加傾向にあり、

市内畜産農家の経費負担の削減につながっている。加えて、牧場入場者数は、指

定管理者によるＨＰや広告媒体などのＰＲにより、増加傾向にある。 

⑦ 土谷川哺育育成牧場（くずまき高原牧場） 

この牧場は、葛巻町がくずまき高原牧場の一角に農業、畜産、酪農後継者養成

を目的とする「酪農研修センター」を建設して、この管理を葛巻町畜産開発公社

に委託し、これが契機となって人材育成事業（長期宿泊研修・短期宿泊研修）を

実施している。 

これらの取り組みの効果として、人材育成事業（長期宿泊研修・短期宿泊研修）

は、くずまき高原牧場による酪農教育ファーム（酪農グリーン・ツーリズム）が

全国の先駆けとして、新聞、雑誌、テレビなどで取り上げられる機会が多くなり、

「くずまき高原牧場」の情報が全国に広がり、来場者が増大し、牧場の事業拡大

及び売り上げ増加、雇用拡大につながって、このことが葛巻町民に自信と誇りを

もたらし、地域活性化に大きく貢献している。 

⑧ つがる市屏風山牧場 

この牧場は、農用地整備公団事業で２つの牧場を 1 つに集約した上で、管理技

術に優る地域のつがる市屏風山畜産組合に業務管理委託しています。 

これらの取り組みの効果として、自宅に隣接する牛舎を村営牧場の近隣に集団

移転させたことによって、放牧業務、繁殖管理業務及び衛生業務が一体的に実施
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可能となり、特に繁殖業務の改善（マキ牛から人工授精への切り替え等）により

受胎率の向上に努めた結果、分娩間隔が短縮し、子牛の出荷頭数（毎年、繁殖雌

牛の約６割が子牛出荷）が安定化している。 

また、改良増殖の進展に加えて、最近における子牛価格の上昇や農家意識の向

上もあり、優良雌牛の保留及び県外からの繁殖雌牛の導入が活発化し、車力村産

と県平均の子牛の価格差は年々解消している。 

⑨ 美幌峠牧場 

この牧場は、美幌町有の公共牧場を有限会社ワタミファームに賃貸し、ワタミ

ファームは牧場内に搾乳牛舎等一連の施設を整備して酪農生産を行うこととし、

平成 29 年より畜産クラスター事業により畜舎等の整備を行っています。同時に集

約放牧利用に向けた牧道や電気牧柵などの再整備も行い放牧利用による酪農生産

を開始している。 

これらの取り組みの効果として、美幌町の公共牧場への財政負担の減少、公共

牧場利用による大規模酪農経営の確立による牛乳生産量の増大が見込まれ、減少

している畜産経営の振興による地域農業への貢献などが大きく期待されている。 

また、ワタミファームの系列企業、農業系大学（東京農大網走キャンパス）、

町村等による産学官連携のスキームも確立され、今後は地域農産物の加工や販路

拡大などによる地域経済の底上げも期待されている。 

加えて、酪農経営の確立に向けた労働力は(有)ワタミファームの若手社員６名

が従業員として町内に居住しており地域の活性化の一助となると期待されている。 

⑩ 熊取平牧野及び川野牧野 

このでは、牛肥育事業を全国展開する生産者グループ（会社経営ファーム）か

ら肉用繁殖牛の周年預託を受け入れている。生産者グループは、ア鹿角市の草資

源に富む牧野利用すること、イ夏期は放牧し冬期は舎飼すること、ウ種付けは自

然交配（牧牛繁殖）するという飼養条件を受け入れている。 

これらの取り組みの効果として、鹿角市は減少傾向にあった牧野の放牧頭数の

確保ができ、牧野の有効利用になることを一番に挙げ、さらに鹿角市としては日

本短角種に加え今後黒毛和種の飼養拡大の意向にも合致すること、また生産者グ

ループとしては放牧により生産された素牛で肥育が可能となり消費者ニーズに

応えられるとして、鹿角市、生産者グループの双方にとってメリットを歓迎して
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いる。 

 

以上のように各牧場では、将来に渡って地域に存在する意義を踏まえた展望ある

いはビジョンに基づく取り組みがなされていることが分かる。今後の牧場をどのよ

うな形で運営していくかを考え、どうすれば預託牛が集まるか、どうすれば牧場の

収益が改善されるか、さらには自らの牧場の経営収支だけでなく、地域の後継者育

成を含めて、いかに地域の畜産、酪農振興に貢献するかも考え併せ様々に工夫した

取り組みを行っていることが特記できる。 

 

（２）明確なビジョンが公共牧場を活かす 

優良事例にみられる公共牧場の取り組みは思いつきでなされたのではなく、牧

場所有主体あるいは牧場管理主体および牧場管理者は、先ず深い思慮に基づき先

ず牧場のビジョン（将来構想）を決めていると思われる。次に、そのビジョン達

成のため公共牧場が抱える現状の問題点を洗い出し、取り組める業務を見直し、

さらにその上で新しい事業展開に必要な経費やマンパワー（人材）を確保して、

必要な諸条件を整えながら実行に移されている。 

このような取り組みの流れを表５の牧場の抱える問題点を加味して、図２に公

共牧場の活用に至るフローチャートで示した。 

公共牧場の運営の基本は十分な預託頭数を確保することにある。これに向けて、

牧場所有主体あるいは管理主体および牧場管理者が地域において自ら牧場の役割

を踏まえビジョンをしっかりと持っていれば、上述の牧場の抱える問題など様々

な困難に打ち勝ち克服する、牧場のやる気が引き出されるのである。やる気があ

れば、独自のアイデアも生まれ、次々に新しい取り組みが出来るようになり、そ

の結果、例えば預託頭数の拡大は達成される。一方、牧場所有主体あるいは管理

主体および牧場管理者の公共牧場存在の認識が甘く、牧場を活用したいという意

欲が低いと、飼養農家戸数や飼養頭数の減少の傾向があるにもかかわらず従来通

りの生産者相手任せのおざなりな牧場運営では頭数は集まらない。さらにこのよ

うな状況下で牧場所有主体が地元公共牧場の存在意義を見いだせず経費ばかりを

喰うお荷物的存在と捉えて扱っている場合は、その牧場に将来はない。 
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３）公共牧場の利活用に必要な人材育成の重要性の認識 

 公共牧場の利活用を促進するためには、自給飼料基盤を活用し、畜産物の生産コス

トを低減させる公共牧場の本来機能を発揮することが基本である。 

また、公共牧場の本来機能を最大限発揮させるためには、その「運営管理の改善」

が最重要であり、「公共牧場実態調査」によると公共牧場が抱える運営管理上の課題は

「技術者等の養成確保」が最も多いことは前述のとおりである。 

公共牧場の所有主体及び管理主体において、今後、公共牧場の事業メニューの拡充

や新規事業の導入等新たな活用方策に取り組むに当たっては、２）で述べたとおり、

将来ビジョンを策定し、これを実現する技術的知識・経験を持つ「人」の存在が不可

欠であり、牧場管理者、技術作業員の人材確保と技術向上が優先課題であることの重

要性を十分に認識して頂くよう希望するものである。 
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＜牧場主体＆管理者＞ 

＜牧場主体＆管理者＞ 

以下の対応検討  

1.預託牛受入範囲の拡大  

2.預託料金等の見直し 

3.発育状況等の情報提供  

4.入退牧時の搬送対応  

5.周年預託の実施・拡大  

6.哺育部門の実施・拡大  

7.買取り育成供給の実施  

預託頭数拡大 新規事業の導入 

＜牧場主体＆管理者＞ 

以下の対応検討  

1.乾草生産供給事業の実施  

2.コントラクター事業の導入  

3.TMR 事業の導入  

4.ふれあい機能の実施・拡大  

 

＜牧場主体＆管理者＞ 

初期経費、受入体制  

マンパワー、ノウハウ 

施設、機械  

は十分か確認 

 

＜牧場主体＆管理者＞ 

初期経費、受入体制  

マンパワー、ノウハウ 

施設、機械  

は十分か確認 

牧場の貸与、民営化  
 

ビジョン（将来構想）を決定する 

★地域の畜産、酪農の外部支援組

織と認識しているか 

★維持、発展拡大したいか 

＜牧場主体＆管理者＞ 

牧場の活用方策の検討  
＜牧場主体＆管理者＞ 

公共牧場現状分析 

公共牧場の活用検討開始  

いいえ はい 

いいえ はい 

ビジョン実現 

公共牧場活性化 

はい 

公共牧場の有効利用 

必要条件  

★基本施設関係 

1.草地面積 

2.牧道、飲水場  

3.牧区再編 

4.基地改修・整備 

必要条件  

★利用施設関係 

1.畜舎修繕・整備 

2.堆肥化処理施

設の修繕・整備 

3.作業機修理・更

新  

4.飼料貯蔵施設

修繕・整備 

5.牧柵修繕・整備 

必要条件  

★草地・家畜関係 

1.植生維持管理 

2.産草量・質確保 

3.放牧馴致強化 

4.繁殖成績向上 

5.衛生対策 

6.家畜事故防止 

＜牧場主体＆管理者＞ 

経費確保、受入体制  

人材確保・養成  

閉鎖、廃止 

＜牧場主体＆管理者＞ 

経費確保、受入体制  

人材確保・養成  

いいえ 

図２．公共牧場の活用に至るフローチャート 
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６．公共牧場の人材育成に関する意向調査の概要  

公共牧場の利活用を進めるために必要な人材育成等の推進方策の具体化を図るため、

「平成 29 年度飼料増産実態調査（公共牧場経営実態等調査）について（調査協力依頼）」

（平成 29 年 12 月 15 日付け 29 日草種協第 352 号（都道府県畜産主務課（室）長あて））

において、設問（１４）の「技術者等の養成確保」が今後の課題として取り上げている

公共牧場を対象として、「人材育成の推進方策に関する意向調査」を実施したところで

ある。 

  調査期間 平成３０年７月１３日～１０月２２日  

調査対象 １７３ヵ所 

       うち回答（調査表提出）数 １５６ヵ所 

（回収率９０％（１０月２２日現在）） 

※この調査において「技術者等」とは牧場管理者及び技術作業員とする。 

 

調査結果 その概要は以下のとおりである。 

 

問１）今後の課題として「技術者等の養成確保」を取り上げた理由 

回答数（複数回答）195 件のうち「技術者等が不足している」が 118 件、「技術者

等の技術向上を図りたい」が 64 件、その他が 13 件〈後継者がいない、職員の異動

があり技術レベルの固定化が難しい、技術の継承が難しいなど〉であった。 

 

問２）問１で「技術者等が不足している。」と回答（118 件）した方への質問 

ア 技術者等が不足している理由 

「牧場運営に必要な数の人員がいない」が 62 件、「定年退職等で減員が見込ま

れている」が 42 件、その他が 23 件（技術者等の高齢化が進む中で後継の担い手

がいない、募集を行っても応募がない、中途採用がほとんどで数年で退職する人

118

64

13

① 技術者等が不足している。

→ 問２及び問３へ

② 技術者等の技術向上を図りたい。

→ 問７及び問９へ

③ その他
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材が多い、職員の異動があり技術レベルの固定化が難しいなど）であった。 

 

イ 技術者等が不足している部門 

「放牧監視」が 63 件、「放牧地・採草地の管理と収穫」が 58 件、「畜舎におけ

る家畜管理」が 36 件、「その他」が 12 件（牧場管理全般、繁殖関係業務、事務他

全般管理など）であった。 

 

問３）同じく、問１で「技術者等が不足している。」と回答（118 件）した方へ「技術者

の確保」に向けた対応状況について質問 

「技術者等を確保した」が 16 件、「技術者等探している」が 65 件、「技術者等を

探していない」が 31 件、その他が 10 件〈新規採用した技術職が退職、牧場役員と

牧場利用者が協力して監視業務、組織の内部調整で技術継承など〉であった。 

 

 

 

62

42

23

① 牧場運営に必要な数の

人員がいない。

② 定年退職等で減員が

見込まれている。

③ その他

63

58

36

12

① 放牧看視

② 放牧地・採草地の管理と収穫

③ 畜舎における家畜管理

④ その他

16 

65 

31 

10 

① 技術者等を確保した。

→ 問４へ

② 技術者等を探している。

→ 問５へ

③ 技術者等を探していない。

→ 問６へ

④ その他
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問４）問３で、「技術者等を確保した。」と回答（16 件）した方への質問 

ア 技術者等を確保した方法 

「ハローワーク」が 4 件、「大学等教育機関への求人」が 2 件、「その他」が 13

件（畜産農家及び世代交代した方への直接交渉、指定管理者（JA）の職員として

求人し採用、地元新聞の協力、友人の紹介など）であった。 

 

   イ 確保した技術者等 

     「牧場管理者」が 3 件、「技術作業員」が 7 件、「牧場管理者及び技術作業員」

が 7 件であった。 

   ウ イで確保した技術者等の前職 

「新卒者」が 3 件（農業系大学１、農業系専門学校１、その他１）、「農家」が

1 件（繁殖経営）、「会社員」が 10 件、「農業協同組合職員」が 3 件、「その他」が

2 件（自衛隊員など）であった。 

 

4

2

13

① ホームページ

② ハローワーク

③ 広報誌

（広報誌名）

④ 機関誌

（機関誌名）

⑤ 他機関への斡旋依頼

（機関名）

⑥ 大学等教育機関への求人

⑦ その他

3

1

10

3

2

① 新卒者

② 農家

③ 会社員

④ 団体職員

⑤ 農業協同組合職員

⑥ 公社職員

⑦ 都道府県職員

⑧ 市町村職員

⑨ その他
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   エ イで確保した技術者等の住所地 

     「同一県内」が 10 件、「同一市町村内」が 8 件、「その他」0 件であった。 

   オ イで確保した技術者等について、確保の際ネックとなった案件〈ネックの解消

方法〉（複数回答可） 

    ① 雇用条件（給与・賞与等の水準等）が 5 件〈解消方法；公務員、正職員に準

ずる給与設定、資格取得者に手当支給など〉 

② 労働環境（勤務時間や作業内容等）が 7 件〈解消方法；休日の確保など〉、 

③ 経験・技術（草地・家畜管理の経験がない、技術が未熟又は持たない））が 5

件〈解消方法；同僚やベテラン職員による技術指導、知識・経験を持つ職員等

による勉強会の開催など〉 

④ その他が 6 件（職業の特殊性や年齢など）であった。 

 

問５）問３で、「技術者等を探している。」と回答（65 件）された方への質問 

   ア 技術者等を探している方法 

     「ホームページ」が 4 件、「ハローワーク」が 27 件、「広報誌」が２、「機関紙」

が１件、「他機関への斡旋依頼」が 6 件、「大学等教育機関への求人」が 4 件、「そ

の他」が２８件〈新聞折り込み、畜産農家や町等からの紹介、人脈など〉であっ

た。 

 

5

7

5

6

① 雇用条件（給与・賞与等の水準等）

② 労働環境（勤務時間や作業内容等）

③ 経験・技術（草地・家畜管理の経験が

ない、技術が未熟又は持たない）

④ その他

4

27

2

1

6

4

28

① ホームページ

② ハローワーク

③ 広報誌（広報誌名）

④ 機関誌（機関誌名）

⑤ 他機関への斡旋依頼（機関名）

⑥ 大学等教育機関への求人

⑦ その他
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   イ 技術者等が見つからない要因 

     「雇用条件（給与・賞与等の水準等）」が 20 件、「労働環境（勤務時間や作業内

容等）」が 27 件、「経験・技術（草地・家畜管理の経験がない、技術が未熟又は持

たない））」が 31 件、「その他」が 12 件〈専門的な知識、技術等が備わっている人

がいない、好んで酪農関件に就きたい人材がいない、畜産業や家畜管理に興味が

ある人が少ない、牧場が山間部にあるため、集落は高齢化で働き手が不在、雇用

女権、労働環境の良い職種へ流れているなど〉であった。 

 

   ウ 技術者等が確保できない場合の対応 

     「現有人員で牧場運営を継続する」が 52 件、「牧場経営の休止又は牧場の廃止

を検討する」が 5 件、その他が 3 件（組織内での人員調整や利用農家の労働力活

用など）であった。 

 

 

 問６）問３で、「技術者等を探していない。」と回答（31 件）された方へ、希望者を探し

ていない理由（複数回答可）を質問 

「技術者を確保する資金的余裕がない」が 12 件、「技術者等を探す労力的余裕が

ない」が 5 件、「技術者等を探そうという気はない」が１件、「その他」が 17 件（定

年退職者の再雇用で対応、職員定数や採算面、採用枠で増員は難しいなど）であっ

た。 

20

27

31

12

① 雇用条件（給与・賞与等の水準等）

② 労働環境（勤務時間や作業内容等）

③ 経験・技術（草地・家畜管理の経験が

ない、技術が未熟又は持たない）

④ その他

52

5

3

① 現有人員で牧場運営を

継続する。

② 牧場運営の休止又は

牧場の廃止を検討する。

③ その他
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 問７）問１で「技術者等の技術向上を図りたい。」と回答（64 件）された方への質問 

ア 技術向上を図りたい理由（複数回答可） 

     「家畜の繁殖成績を向上させたい」が 46 件、「子牛の発育成績を向上させたい」

が 24 件、「放牧地の管理技術を向上させたい」が 54 件、「サイレージや乾草等の

収量・品質を向上させたい」が 22 件、「作業の効率化を図りたい」が 37 件、「経

営の多角化を図りたい」が 3 件（子牛預託受け入れ、繁殖・肥育部門の充実・贈

答など）、「家畜の事故率を低下させたい」が 25 件、「その他」が 6 件（指導者の

不在、後継者の育成、搾乳の管理向上、採卵成績の向上、作業安全、技術の継承

など）であった。 

 

イ 技術者等の技術向上を図るために、今後、必要な取り組み（複数回答可） 

     「公共牧場の技術者等養成に関する研修会への参加」が 44 件、技術者等への専

門家による個別の助言・指導が 42 件、その他が 9 件（現場作業員へ巡回指導す

る実践的指導チームの助力、職場内における知識・技術等の伝達、産業獣医師に

12

5

1

17

① 技術者等を確保する資金的

余裕がない。

② 技術者等を探す労力的

余裕がない。

③ 技術者等を探そうという気はない。

（その理由を下欄に記入願います。）

④ その他

46

24

54

22

37

3

25

6

① 家畜の繁殖成績を向上させたい。

② 子牛の発育成績を向上させたい。

③ 放牧地の管理技術を向上させたい。

④ サイレージや乾草等の収量・品質を向

上させたい。

⑤ 作業の効率化を図りたい。

⑥ 経営の多角化を図りたい。（多角化の

内容を下欄に記入願います。）

⑦ 家畜の事故率を低下させたい。

⑧ その他
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よる研修会、ネット上での基本的情報の集積・公開、E メール・電話等による専

門家への相談、担い手育成、畜産環境など部門毎のプロジェクトチームの立ち上

げ、技術継承に要する最新知見によるマニュアル作成など）であった。 

 

ウ 技術者等の技術向上を図るために、今後、必要な研修の内容（複数回答可） 

    「放牧看視」が 23 件、「放牧地・採草地の管理と収穫技術」が 31 件、「畜舎に

おける家畜管理」が 25 件、「土壌・肥料、作物、畜産一般等の基本的な研修」が

29 件、「その他」が 3 件（育成技術、繁殖（ET 技術を含む）技術、放牧場管理機

器の維持管理など）であった。 

 

問８）問７のイで、「公共牧場の技術者等養成に関する研修会への参加」と回答された

方への質問 

ア 当協会が「公共牧場の技術者等養成に関する研修会」の実施を今後検討する場合、

貴牧場の技術者等の参加について 

    「参加を検討したい」が 37 件、「参加できない」が 7 件であった。 

44

42

9

① 公共牧場の技術者等養成に

関する研修会への参加
→ 問８へ

② 技術者等への専門家による

個別の助言・指導

③ その他

23

31

25

29

3

① 放牧看視

② 放牧地・採草地の

管理と収穫技術

③ 畜舎における家畜管理

④ 土壌・肥料、作物、

畜産一般等の基本的な研修

⑤ その他
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イ アで、「参加を検討したい。」と回答された方への質問 

① 技術者等が参加することができる研修期間 

  「１年」が 0 件、「６ヶ月」が１件、「３ヶ月」が 0 件、「１ヶ月」が３件、「１

～２週間」が 13 件、「その他」が 22 件（１～３日、１週間以内、３～５日程度、

開催時期によるなど）であった。 

 

   ② 技術者等の研修会への参加費用 

     「参加費用は自己資金で対応したい」が０件、「参加費用への助成があれば活用

したい」が 35 件、「その他」が 3 件（県の研修制度を活用し参加したい、県費で

対応、無償）であった。 

 

 

ウ イの②で、「参加費用への助成があれば活用したい。」と回答された方へ研修参加

費用に対する助成について質問 

「研修生の旅費及び滞在費用に対する助成」が 21 件、「研修生の不在期間に要す

37

7

① 参加を検討したい。

② 参加できない。

1

3

13

22

ⅰ １年

ⅱ ６ヶ月

ⅲ ３ヶ月

ⅳ １ヶ月

ⅴ １～２週間

ⅵ その他

35

3

ⅰ 参加費用は自己資金で

対応したい。

ⅱ 参加費用への助成が

あれば活用したい。

ⅲ その他
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る経費（臨時アルバイト等）に対する助成」が 0 件、「研修生の旅費及び滞在費用と

研修生の不在期間に要する経費の両方」が 9 件、「その他」が 5 件（交通費など）で

あった。 

 

  エ アで、「参加できない。」と回答された方へ研修会に参加できない理由を質問 

「技術者等を確保できない」が 0 件、「育成すべき技術者等がいない」が 0 件、「代

替要員が確保できない」が 0 件、「参加費用を助成してもらっても参加できない」が

8 件、「その他」が 0 件であった。 

 

 

７．公共牧場の新たな活用方法に関する提言（人材育成等の推進方策のあり方） 

「中間報告書」（平成２９年度取りまとめ）における提言、「公共牧場を有効活用してい

る優良事例報告書」及び「公共牧場の人材育成の推進方策に関する意向調査」、平成２９年

度から４回開催してきた「公共牧場の新たな活用方策に関する検討委員会」委員の意見を

踏まえ、公共牧場が事業メニューの拡充や新規事業の導入等公共牧場の新たな活用方法に

取り組むために必要な人材育成等に関して、以下のように取りまとめる。 

 

１）人材育成（確保）の取り組み 

公共牧場では人材の確保が難しいという嘆きをよく耳にする。この問題はどこを端

21

9

5

① 研修生の旅費及び滞在費用に

対する助成

② 研修生の不在期間に要する経費

（臨時アルバイト等）に対する助成

③ ①と②の両方

④ その他

8

① 技術者等を確保できない。

② 育成すべき技術者等がいない。

③ 代替要員が確保できないので、

参加費用を助成してもらっても
参加できない。

④ その他
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緒にして解決するか難しい問題であるが、基本は今働いている職員が楽しくやりがい

がある職場であるという状況になっていなければならない。すべての職員が意欲をも

って働きがいを感じられる職場環境が作り出されていれば、周りからその職場の評価

は自然と上がり牧場で働きたいという人も現れるし、また職員自らが周りにいる人に

自分の職場で働くことを勧誘することもありうる。公共牧場が職員の採用にあたって

外国人を雇う場合であっても、単に賃金を抑えて働かせるという意識があれば長続き

はしない。とにかく今働いている人が喜ぶ環境の整備（給与、福利厚生条件、透明性

のある信頼できる職場）が公共牧場には絶対的に必要である。そうしないと例え新規

に雇用できても職場がつまらなければまた辞めてしまい、さらにまた補充が必要にな

るという悪循環になってしまう。 

ところで、公共牧場での仕事は、牧場の経営感覚はもとより牛と草地（飼料生産）

に関するもので牛や牧草の生理、生態の知識が求められる。牛の飼養・繁殖管理、ハ

ンドリング、草地の維持管理（放牧、施肥）、機械作業が毎日の仕事となる。また、牛

の疾病や怪我に対しても知識が必要である。このように広範で深い知識やそれに基づ

く営農技術が求められる。牛が好きであるという人でなければ勤まらない。このよう

な高度なスキルを身につけた人でなければならない。 

また、せっかく採用した職員であっても公共牧場の業務を続けることついて、夢や

情熱を持って働くことができないとの理由から離職するケースもみられる。これに対

する対策も整備しておくことが必要である。その内容としては、①本人と面談し悩み

ごとや将来の希望などを丁寧に聞いてやる必要がある。また②働くことの意義や人生

観についても相談に乗ってやりたい。給与や勤務面での不満がある場合が多いと思わ

れるが、③牧場側（管理サイド）では現状の給与の設定について、コレコレの方針（規

約など）で決まっていることなどを説明して納得、理解を得たい。また④可能なら、

できるかぎり提供できる処遇改善条件などを提示してやりたい。さらに⑤今後の処遇

環境の改善方向、牧場勤務に係わる技術・情報収集のための研修計画なども提案して

前向きに本人の働く意欲を高めるための手立てを牧場側がしっかり考えていることを

伝えることが重要である。牧場は「人の背中を見て仕事を覚えろ」、「辞めたいのなら

勝手にしろ」式の考えは決して持たないことである。きっちりと指導して、仕事のコ

ツを繰り返し教え、時間がかかってもひとり一人について人を養成する（育てる）、教

育するという立場で接することが不可欠である。このことは上述した今働いている人
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が楽しく働ける職場に通じるものである。 

 

２）ＩＣＴ等を活用した管理技術の効率化・省力化 

牧場管理者、技術作業員の知見・技術等の受入条件が整備されたケースにおいて、

省力化に対処するＩＣＴ等を活用した効率的・省力的な管理技術の導入について述べ

る。 

牧場現場で実用化されているものとして家畜の発情発見や分娩の予兆を知らせる装

置がある（商品名：牛歩 WEB、牛温恵、養牛カメラなど）。導入の例として、牛歩 WEB

は発情観察、分娩看視に使われているが、これまでは牛舎内あるいはパドックでの使

用であった。そこにＴ牧場（岡山県）では既に 5ha の放牧地の牛、群にも発情看視に

使うようになっている。放牧地は牛舎に取り付けてある牛歩受信機や外部受信アンテ

ナと離れているが、途中に牛が 1 日に何度か訪れる飲水場や補助飼料給餌場の近くに

ソーラー式中継器を設置することで牛歩 WEB のデータ（発情情報）がスマホと管理事

務所のパソコンに届くようになっている。実際には牛歩 WEB による発情予兆情報と紙

媒体の発情予定などの記録と併用して、授精適期の判定をしている。これまでは看視

人の目視と発情管理記録簿で発情発見が行われてきたが、ここにＩＣＴ機器を導入す

ることで機器に支援されることで精神的に楽に、また、確実に発情発見ができるよう

になっている。このようなＩＣＴ技術を導入支援する国の事業も既に有る。とくに周

年預託を行い繁殖管理も引き受ける公共牧場での活用が期待される。 

このほかに、ドローンに搭載した看視カメラによる放牧家畜の頭数や外貌観察、集

畜作業、さらに植生判定（牧草の収量予測や雑草の判別）への適用が試みられている。

かなり鮮明な画像が得られるもののまだ実用化になっていない。ドローンに対する家

畜の反応（驚いて逃げてしまう、あるいは慣れてしまい集畜できない）やドローンの

滞空時間の短さが壁となっている。また操作にも熟練を要するため実用化に向けたさ

らなる研究開発を待ちたい。 

   また、人工衛星を活用した草地植生（雑草や不良植生割合）の解析及び提供のサー

ビスは既に商品化され、比較的安価に利用できる。 

 

３）その他 

（１）管外から預託の受け入れ 
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公共牧場は、管内の畜産農家による利用が一般的であるが、管内からの預託頭数

の減少により余った放牧地を抱える牧場もある。放牧地の有効活用のため預託頭数

の拡大を目的として、管外の畜産農家及び農業法人から預託牛を受け入れることは、

公共牧場の活用方策の一つ（預託牛の受け入れ範囲の拡大）である。このため、当

協会は、農林水産省の補助を受けて、現在、管外預託牛の受け入れを行っている公

共牧場に問い合わせを行い、当協会のホームページに掲載を希望する牧場について

は、「全国公共牧場等預託ネット調査表」として公表しているところである

（http://souchi.lin.gr.jp/escrow/）。一部公共牧場において、他県からの預託牛を受

け入ている取組事例がある。受け入れる側の公共牧場はほぼ歓迎するが、逆に地元

の牛が地元の公共牧場に上がらず他所の公共牧場に預けられる事態は困ったことで

もある。農家にとってみれば経費、手間、牛の預託成績のよさなどで判断し、身近

にある公共牧場より遠く離れた公共牧場にでも預けることもあることは自然な成り

行きである。そのため公共牧場が周辺の地元生産者が預託したくなるような魅力の

ある牧場となるための一層の努力が必要である。 

 

（２）白血病対策 

白血病は舎飼でも公共牧場の放牧地で問題となっている。現状では白血病対策と

し短期間に陽性牛を淘汰して清浄化することは困難なことと思われる。そのため感

染をこれ以上広げないという視点での対策が主流となる。放牧では白血病陽性牛群

と陰性牛群を分離放牧することである。また牛舎においても群分けし、感染が拡が

らないように努めることである（「口で言うは易く行うは難し」であるが）。公共牧

場の中には陽性牛の預託を受け入れない所もあるが、これまで預託していた農家に

とって預託拒否をされると牛の飼養管理に支障をきたす場合もある。また多くの公

共牧場で預託牛が集まらないといっている中、白血病だから預託は受け付ないでは

余りにも知恵が無い。公共牧場だからこそきっちりと検査して、牛群を分けて対応

すること、また、預託中も検査を実施しその結果を常に全預託農家に報告するなど

農家との信頼関係を築くことが重要である。 

 

８．公共牧場の農業法人への貸付・売却の取扱いについて 

－ 公共牧場の農業法人への貸付け及び売却する場合の留意点 － 

http://souchi.lin.gr.jp/escrow/
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１）はじめに 

公共牧場の新たな活用方策の検討では、ビジョンの策定とこれを実現する技術的知

識・情報を持つ「人」の存在が不可欠であり、公共牧場が新たな取組を開始するため

には、所有主体や管理主体における「人材育成」が優先課題であるとの提言を行った。  

しかしながら、少子高齢化社会が進むわが国においては、多くの産業で人材確保が

課題としてあげられており、畜産分野においても「高齢化・担い手不足」は常態化し

ている状況にある。  

   そのため、人材確保が困難又は育成すべき人材がいない公共牧場では、法人への貸

付・売却を進めることにより、草地資源を効率的に利用する方策も視野に含めた検討

が必要である。なおその際には、農地法や農業経営基盤強化促進法による権利移動の

手続きを行わなければならない。  

 

２）農用地の権利と取得方法 

（１）農地と採草放牧地 

   農地法では、農地と採草放牧地の権利移動に関する制限が設けられているが、農地

と採草放牧地の定義については、次のように定められている。  

 ア 農地 

耕作の目的に供される土地をいう。なお「耕作」とは、土地に労費を加え肥培

管理を行って作物を栽培することであり、現に耕作されている土地の他に、現在

は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できる土地も含まれ

る。 

   イ 採草放牧地 

     農地以外の土地で耕作又は養畜のための採草又は家畜の放牧の目的として主に

供される土地をいう。  

 

 農業経営基盤強化促進法や農業振興地域の整備に関する法律では、この農地と採

草放牧地をあわせて「農用地」と定義しており、これに農業用施設用地を加えたも

のが「農用地等」と定義されている（以下「農地」と「採草放牧地」をあわせて「農

用地」と記す。）。  

    なおこれらの農地制度では、農用地であるかどうかを登記上の地目ではなく、現
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況によって判断することとされている。このため、登記簿上の地目が農地以外であ

っても、現況農地であれば農地法等の規制が適用されることになる。  

    ちなみに不動産登記法（不動産登記事務取扱手続準則第 68 条）で定められてい

る登記簿上の地目としては、農地、採草放牧地、農業用施設用地という区分ではな

く、田、畑、牧場、原野などをはじめとした 23 区分となっている。  

 

＜参考：不動産登記事務取扱手続準則による地目区分（抜粋）＞ 

 ・田：農耕地で用水を利用して耕作する土地  

 ・畑：農耕地で用水を利用しないで耕作する土地  

 ・牧場：家畜を放牧する土地  

 ・原野：耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地  

    ※ 牧草栽培地は畑、耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地はその建物が永久

的設備と認められるものに限り宅地、牧畜のために使用する建物の敷地、牧草

栽培地及び林地等で牧場地域内にあるものは牧場  

 

（２）権利を取得できる法人 

    公共牧場の権利を法人へ設定・移転する場合、権利を受ける法人の形態や事業内

容の状況によって、貸付けのみとなるか、売却（法人へ公共牧場の所有権を移転す

る）も可能になるかが異なってくる。  

 農地法で農用地を所有できる法人は、これまで「農業生産法人」と表現されてい

たが、平成 28 年の改正農地法施行により「農地所有適格法人」に変更された。こ

の法人の要件としては後述する４つが求められる。  

    公共牧場の権利移動対象法人が農地所有適格法人の要件を満たしている場合には、

当該法人に貸し付けることで草地資源の効率的利用を図り、その後その法人から所

有権移転の申出があった場合に、売却により権利を移動させることも視野に入れる

ことができる。  

 

【参考：農地所有適格法人の要件】 

 ① 法人形態要件 

    株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同会社
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であること。なお、公開会社ではない株式会社とは、株式の譲渡について会社の承

認を要する旨の定款の定めがあることとされている。なお、従前は有限会社も含ま

れていたが、平成 17 年の会社法制定により新設できなくなっている。  

  ② 事業要件 

    法人の主たる事業が農業であって、売上高の過半が農業であること。なお、「売上

高の過半が農業」とは、農畜産物の加工・販売等の関連事業を含むこととされてお

り、具体的には農畜産物の貯蔵、運搬、販売、農業生産に必要な資材の製造、農家

民宿などとなる。  

    例えば、自社の農業生産に使用する飼料に加えて、他の農家等への販売を目的と

した飼料の製造を行う場合などは、この「農業生産に必要な資材の製造」に含まれ

ることになる。  

 ③ 議決権要件 

  農業関係者が総議決権の過半を占める必要がある。この農業関係者には、法人の

行う農業に常時従事する個人、農地の権利を提供した個人、農地中間管理機構や農

地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人、基幹的な農作業

を委託している個人、地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同

組合連合会とされている。これらの者で構成される総議決権が、過半を占めている

ことが求められる。  

  ④ 役員要件 

    役員の過半が農業の常時従事する構成員であることと、役員又は重要な使用人の

１人以上が農作業に従事することが必要となっている。  

 

（３）権利移転の手法 

    農用地の権利移動を行う場合には、地元市町村農業委員会の許可を得る、または

農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画の公告を経なければならない。

いずれの場合も、農用地の権利を取得する場合には、下記３点が求められている。  

    なお、所有権移転をする場合、移転登記の際に移転を証する書面（許可書又は公

告の写し）の添付が求められる。  

   ア 効率的利用要件 

    権利の設定・移転を受けた農用地を含め、権利を有する農用地（貸付地を除く）
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のすべてについて、機械装備や労働力等からみて効率的に利用すると認められる

ことが必要になる。  

   イ 常時従事要件 

     個人の場合は、耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事することが必要

となる。法人の場合は、既述の農地保有適格法人の要件を満たすことが必要とな

る。 

   ウ 下限面積要件（農地法のみ） 

  権利の設定・移転を受けた後の経営する農用地面積の合計が、原則 50a 以上（北

海道は 2ha）以上となる必要がある。  

 

農用地の権利移動については所有者と法人の契約になるので、自治体が所有してい

る公共牧場の場合には議会の承認を経て、農協等が所有している場合には農協の総代

会などの承認を経てから契約行為又は利用集積計画の申出を行うことになる（農地法

等の許可申請は契約後に行う）。  

   ただし、牧野農協が所有する農地については、「農協、農協連合会及び農事組合法人

監督指針（平成 23 年 2 月 28 日付け 22 経営第 6374 号農林水産省経営局長通知） Ⅲ

－２－４－１  不動産賃貸の留意事項 （３）遊休資産の管理として行う不動産賃貸」

により、組合の遊休資産は早期に売却することとされているため、一時的な貸借を行

う場合も将来の売却を想定してのものとされている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ａ．農地法３条による場合（詳細別紙） 

＜抜 粋＞ 

（３）遊休資産の管理として行う不動産賃貸 

組合の保有する不稼働又は業務外の資産（遊休資産）については早期に売却等処分を行うことが原則であ

るが、経済情勢等によっては早期の処分が困難な場合も考えられる。組合の遊休資産について、短期の売却

等処分が困難であることにより、将来の売却等を想定して一時的に賃貸を行わざるを得なくなった場合にお

いては、遊休資産の管理の一環として賃貸を行うことができる。この場合において、組合は、次のような要

件が満たされていることについて、組合自らが十分挙証できるよう態勢整備を図る必要があることに留意す

るものとする。 

① 各組合において、事業としての積極的な推進体制がとられていないこと。 

② 当該組合の地区全域的な規模での実施や特定の管理業者との間における組織的な実施が行われていない

こと。 

③ 当該不動産に対する経費支出が必要最低限の改装や修繕程度にとどまること。 
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     公共牧場の所有者と法人が市町村農業委員会へ許可申請書を提出し、農業委員

会の審査により許可がおりれば、権利が移動されることになる。  

     なお設定した権利が賃貸借の場合には、農地法による法定更新が適用され、更

新をしない旨の通知に当たって必要な知事の許可もおりない。その結果、期間満

了後も合意解約をしない限り期間の定めのない賃貸借として継続することにな

る。このため、更新しない通知について知事の許可が必要のない 10 年以上の期

間を設定することが重要である。  

 

   ｂ．農業経営基盤強化促進法による場合 

 公共牧場の所有者と法人が市町村へ権利移動の申し出を行い、その申し出に基

づいて市町村で作成した農用地利用集積計画の案が農業委員会の決定を経て市町

村長名で公告されると、その農用地利用集積計画で示された権利が設定・移転す

ることになる。  

     この計画で示された権利（利用権）は、農地法の法定更新は適用されないため、

期間満了後には所有者へ返還される。  

 

（４）公共牧場の農地所有適格法人の要件を満たさない法人への貸付け 

    公共牧場を法人へ貸し付ける場合、農地所有適格法人の要件を満たさない法人に

も貸付が可能な手法が用意されている。具体的には、貸借契約において下記３点が

担保されていれば、一般法人への貸付けができるとされている。ただしこの場合、

（３）の①の効率的利用要件及び③の下限面積要件（農地法のみ）を満たさなけれ

ばならないのは言うまでもない。  

 

ア 適切に利用しない場合には契約を解除する旨が付されていること  

イ 地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に

農業経営を行うと認められること  

ウ 業務執行役員等のうち１人以上が耕作又は養畜の事業に常時従事すること  

 

    農業委員会の許可・決定を経て公共牧場を借り受けた法人は、毎事業年度終了後

３ヶ月以内に市町村農業委員会に対して利用状況の報告を行うことが必要となるが、
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その詳細は法人名と住所のほか下記の内容となる。  

 ① 権利の移動を受けた農用地の面積  

 ② 作物の種類別作付面積、生産数量、反収  

 ③ 周辺の農地や採草放牧地の農業上の利用に及ぼしている影響  

 ④ 他の農業者との役割分担の状況  

 ⑤ 業務執行役員等のうち常時従事する者の役職名、氏名、事業への従事状況  

 ⑥ 定款や寄付行為の写し  

 

 ※ なお貸借期間の設定においては、期間の上限は 50 年とされている。  

 

（５）公共牧場の売却 

 公共牧場を法人へ売却しようとする場合には、さきに記したとおり売渡相手方が

「農地所有適格法人」の要件を満たした法人でなければならない。なお、公共牧場

を買い入れた法人は、借り入れた場合と同じく、毎事業年度終了後３ヶ月以内に上

記の利用状況報告を市町村農業委員会に対して行うことが必要となる。  

 

３）開発して農用地となった公共牧場 

 多くの公共牧場は、草地開発事業など国の補助事業を活用して造成、改良している

が、この場合には補助事業終了年度の翌年度から起算して８年間は、補助事業の目的

外利用を行った場合には、補助金の返還が求められることになるので注意が必要であ

る。 

   なお、上記補助事業により飲水施設や避難舎などの附帯施設を設置した場合には、

当該施設の法定耐用年数期間において、補助金交付の目的に則した利用が行われない

場合に、補助金返還の対象となる。  
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別紙 

【法人への貸付け・売却の手続き】
ａ．農地法による場合

法 人

公共牧場
所有者

許可申請書提出

借りたい
買いたい

農業委員会

審 査

決 定

（売買・貸借）

貸借：契約締結

貸したい
売りたい

売買：契約締結

許
可
指
令
書

（登記しなくても第三者へ対抗可）

所有権
移転登記

法
人
が
利
用

毎事業年度終了後に
「利用状況報告」を
農業委員会へ提出

法定更新あり

効率的利用要件
従事要件

最低下限面積要件

法人形態要件
事業要件
議決権要件
役員要件

法 人

公共牧場
所有者

借りたい
買いたい

貸したい
売りたい

ｂ．農業経営基盤強化促進法による場合

（売買・貸借）

市町村

申出書提出

集積計画原案作成

農業委員会
集積計画決定

公

告

貸借：利用権設定

土地代金授受 所有権
移転登記

法
人
が
利
用

毎事業年度終了後に
「利用状況報告」を
農業委員会へ提出
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９．おわりに 

公共牧場は地域畜産を振興するための外部支援組織であり、地域の畜産資源であるそ

のため、これまでに各種事業による巨額の国費が投入されてきており、せっかく整備さ

れてきた公共牧場を使わない手はない。このことが忘れられ地域に公共牧場があるにも

かかわらず地元農家が利用しない、地元自治体も手をこまねいている事態はとても看過

できない。このように廃れる公共牧場がある中、一方では、本事業の調査で明らかにし

たように預託頭数を多く集め、その存在感を示し預託農家の信頼を得ている優良牧場も

ある。これらの優良牧場に共通するものは、自らの牧場を現在、未来においてどのよう

な牧場にしたいか、明確なビジョンを有していることである。ビジョンがしっかり定め

られている牧場では、方向性が明確なため何をどのようにすればよいかが明かで、ビジ

ョンに向かって取組やすい。今は正にこのビジョンを描画し、それを実行することが出

来る公共牧場の「人」の肩に掛かっているのである。「人」は公共牧場の管理者だけで

はなく、技術作業員も含む。このためしっかりと優秀な公共牧場の「人」を確保するこ

と、また適切に教育して養成していくことが基盤であり最も重要なことである。  

本報告書は上述のことについて調査結果から導き出したものであり、公共牧場のあら

たな活用方法の指針になることを切に願うものである。  

 

 

 

 

 

 

 



〈参考資料編〉 

公共牧場を有効活用している優良事例調査報告書 

 

委員名 須藤 純一 

                            

１．公共牧場名（現在の牧場名） 

１）株式会社 酪農王国、当初の牧場名：浜中町農協大規模草地乳牛育成牧場 

（茶内団地、姉別団地） 

２）株式会社 若牛の里（姉別団地） 

         

２．所有主体名 

株式会社 酪農王国：浜中町農協他９企業および２個人（出資者） 

株式会社 若牛の里：浜中町農協、岩淵畜産（千葉県）（出資者） 

 

３．管理主体名 

株式会社 酪農王国 

代表取締役社長 高岡 透（現浜中農業協同組合長） 

他取締役 ３名、監査役１名 

株式会社 若牛の里 

代表取締役   高岡 透 

 

４．取組内容 

当該公共牧場の新しい経営への取り組みは主として２点が上げられます。第一点は

育成牧場を活用して民間資本による会社組織を立ち上げ大規模な生乳生産を行ってい

ること、第二点は、従来の育成牛預託業務を民間資本導入による会社方式で継続してい

ることです。 

育成牧場としての広大な牧草基盤を再編利用するために、農協が主体となって地域

の民間の建設会社や運搬会社や乳業メーカ、家畜運搬販売会社さらには個人から出資

を募り会社経営として再スタートを切ったものです。 

このことで従来にない大規模生乳生産を基本にしながら育成牛の預託と販売業務

（買い取りと販売）を展開しています。また、併せて牧場従業員として勤務しながら研

修し新規就農への道も開いているのが特徴です。現在の地域酪農が抱えている諸問題

（離農対策、生乳生産量の確保、後継牛の確保と提供、新規就農支援等）を広範に解決

する方途として牧場の機能を発揮させることも目指しているものです。 

当該事例は、公共牧場再編の従来の発想とは大きく異なる新たな地域酪農の多様な

展開を目指した取り組みとして大きく評価されます。 



５．取組の経緯 

１）取組理由など 

  浜中町には育成牧場は当初より町内の左右に分かれる形で釧路寄りの茶内団地と根室

寄りの姉別団地の２カ所で運営されていました。この育成牛牧場は昭和４７年の国営草

地開発事業として着工され昭和５４年に完成しました。茶内団地では昭和５０年から夏

季放牧が開始されました。姉別団地は、肉用牛振興団地育成事業と近代化促進事業として

乳用オス子牛の肉用牛牧場も設置されました。 

事業主体で経営管理は浜中町農業協同組合です。両団地の当初の牧草地造成面積は

762.7ha（茶内団地 342ha、姉別団地 421ha）という広大でした。飼養牛頭数は夏季 2,260

頭、冬季は茶内団地のみで 300 頭でした。その後茶内団地には農協独自の新規就農者研

修牧場が設置されています。その後肉用牛生産の諸情勢から平成１２年に姉別団地の肉

用牛生産は中止されるに至ります。また、北海道全域にみられるように離農の促進や個別

経営の自給飼料基盤の拡充などから預託牛の減少も進行しました。 

  こうした情勢から育成牧場の草地資源や預託育成牛（一部買取）の新たな活用を図るこ

とから農協は組合員の意向調査なども行い、また農協運営の中長期計進行計画を策定す

る中で地域酪農を発展させる新たな試みとして搾乳部門の新設を決めたものです。当農

協では、すでに各支援部門（ヘルパー組織、新規就農者研修牧場）の会社運営化に転換し

ていました。 

  このような企業的運営への定着から新牧場も株式会社として運営することが決められ、

各関係企業への出資を働き掛けて賛同を得て平成２１年に「株式会社 酪農王国」が設立

されました。さらに続いて育成牛部門として平成２３年に「株式会社若牛の里」が設立さ

れるに至っています。 

   

２）取組みのきっかけ 

浜中町農協では、かねてから農協独自で各種の先駆的な家支援の取り組みを行い、支援

組織を設置しています。その主なものとして新規就農者研修牧場の設置運営、各種の分析

を行う酪農技術センターの設置、ＪＡはまなかデイサロンの開設さらには平成２３年の

中山間地域等直接支払制度利用によるソーラーシステムを 105 戸の農家に導入するなど

があります。この斬新な取り組みには組合員への意向調査などや外部の検討委員からの

意見に基づく農協振興計画の策定の段階で構想され、農協理事会に提案され総会で最終

決定されてきました。 

こうした取り組みは、酪農情勢を分析しながら常に１０年、２０年先を予測した取り組

みであり、他の農協の先進事例として模範にもなっています。育成牧場の新たな活用もこ

うした情勢分析に基づく地域農業の維持発展という観点から取り組まれたものです。 

取り組んだ直接のきっかけは、農家からの預託牛の減少であり、また道外の委託では古

くから千葉県の酪農家からのものが多く、また乳牛購買の中心でありました。地域資源と



しての牧草地の活用への模索からその活用方途として、さらには預託方式の新たな方向

として千葉県の畜産購買会社との連携から「若牛の里」牧場が設立されたものです。 

３）取り組み体制 

株式会社酪農王国は、異業種からの参入と出資によって設立され運営されるという従

来にない運営を行っています。これは平成２１年の農地法の改正によって企業による農

業への参入が可能となったことで、地元企業１０社に浜中農協が呼び掛けて実現したも

のです。地域の農業と地域社会の維持発展に地元企業も力を合わせて協力していくとい

う広範な認識と理念が共有された結果でもあります。 

こうした観点から単に牛乳生産を行うということのみではなく、離農跡地の活用と再

編の役割も担い、さらには新規就農者の一層の促進をはかることで地域社会と経済の維

持ということも目的としているものです。 

こうした目的から設立当初には、各企業から農場職員の派遣も行われました。現在の従

業員は農協出向者２名と牧場直接雇用者８名、事務員１名の体制で運営されています。執

行体制は、代表取締役社長１名（農協組合長 高岡 透氏）、取締役 3名（参加企業）、監

査役１名です。 

  一方の株式会社「若牛の里」は別会社として浜中農協と古くから乳牛購買取引のあった

千葉県の㈱岩淵畜産との共同運営です。預託育成牛用の牛舎施設が酪農王国に隣接して

建設されています。こちらの運営は牧草地を所有せず酪農王国が管理委託を全面的に請

け負っています。したがって、夏季放牧から舎飼飼養まで酪農王国の職員によって管理さ

れています。その方法は千葉県の酪農家より岩淵畜産を経由して育成牛を買い取り、育成

し初任牛として千葉県の農家に販売するというものです。 

 

４）取組開始 

株式会社「酪農王国」平成２１年７月 

  株式会社「若牛の里」平成２３年６月 

 

６．取組のネック及び解消策 

１）生産方式への模索 

 新規の酪農経営は、育成牧場の遊休地となりかねない広大な牧草地を如何に活用す

るかという草地酪農の基本に根差した生産方式が構想されました。当農協ではすでに

2008 年に放牧推進宣言を行っています。それまでにも多くの草地専業酪農としての取

り組みを種々行ってきていました。 

過去１０以上にわたる後継者や女性部の放牧先進地のニュージーランド酪農の研修、

土壌分析や飼料分析データにもとづく各種の改善への支援や提案さらに新規就農者研

修牧場における放牧の導入と実証展示などです。こうした経緯から新規酪農王国も放

牧利用をその基本にしたものです。 



しかし、300頭以上の牛群の放牧利用という経営は北海道においてもほとんどなくそ

の生産方式の確立には未解決の部分がありました。また、異業種参入や投資に伴う資本

回収のための経営の収益確保も大きな課題です。こうした経営の課題に向けた当面の

対策として従来の TMR方式による生産を進めてきました。 

しかしその一方では、放牧技術の習得への対策も進め、職員のニュージーランド研修

等も行ってきました。放牧生産の確立に向けた草地整備や牧道の整備も同時進行で行

ってきました。これらの結果、本格的な放牧生産への転換が昨年から行われており、そ

の体制が確立されつつあります。 

 ２）従業員の確保 

   現在農協職員の出向と牧場専従職員によって牧場運営が行われています。しかし、昨

今では農業生産部門の人手不足が深刻化しており、安定した農場職員の確保が大きな

課題になっています。従来から比較的に新規就農への希望者が多く集まっている浜中

町においても人材不足の影響を大きく受けているといえます。 

   現状の職員の年齢構成は 60代１名、50代３名、40代２名、30代２名、20代１名、

10 代１名であり、高齢化しています。現在も常時ハローワークに募集をかけている状

況にあります。 

 ３）業務体制 

   株式会社「酪農王国」の業務体制は以下のとおりです。 

   

   場長（農協出向者）   搾乳グループ主任  従事者５名 

               哺育グループ主任  従事者２名 

               預託グループ主任  従事者３名 

                

   日常的には各３グループが各自でミーテングを行いながら業務を行っています。し

かし、各グループ間は協力体制で行われており、場長が全体をコントロールしています。

なお、圃場作業は地域のコントラクターに委託しています。 

     

７．取組効果 

 株式会社「酪農王国」の飼養規模は目標の成牛 360頭に達し、平成 28年度の生乳出

荷量は 2,350ｔになり、概ねの目標に到達しています。牧草地利用では 28 年より昼夜

放牧を開始しました。このことで産乳量はやや低下しましたが濃厚飼料給与量が低減

され乳飼比も 30％台に低下しました。また放牧によってふん尿も低減されとことでス

ラリー処理量も減少しています。 

 株式会社「若牛の里」は 28年度の飼養頭数 232頭、販売頭数 169頭の実績です。 

   牧草地はスラリーの散布により地力の維持向上が促進され、草地の生産性の向上が

みられています。現在成牛 1 頭当たりの牧草地面積は 0.8ha になり、頭数とのバラン



スは適正です。また、参加企業である地元の木材工場よりおが粉が安価提供され不足し

ている敷料確保が可能になっています。 

８．今後の課題など 

 酪農王国では、牧草中心で放牧重視の飼養方式の確立が課題になっています。そのた

めには、草地の整備による植生改善が重視されます。このために現在放牧地へのペレニ

アルライグラスの追播を常時行っています。また大規模牛群の放牧管理に向けた放牧

地のレイアウトの再検討と整備も必要になっています。これに向けては現在電牧メー

カと検討中です。さらには、飼養改善と併せて自家育成牛の確保により放牧によりマッ

チした牛群改良も重要視されるところです。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共牧場を有効活用している優良事例調査報告書 

 

                        一般社団法人日本草地畜産種子協会  

                        放牧アドバイザー  中野 長三郎 

 

１．公共牧場名 

上士幌町ナイタイ高原牧場  

２．所有主体名 

上士幌町 

３．管理主体名 

上士幌町農業協同組合  

４．取り組みの内容 

   上士幌町ナイタイ高原牧場（以下「ナイタイ高原牧場」）は、約１，７００ｈａの面

積を有し、標高３６５ｍから９９８ｍの傾斜地に位置し、預託頭数は夏季２，８００

頭、冬季２，２００頭です。 

 

 

 

平成１１年にナイタイ高原牧場に隣接して、ＪＡ全農ＥＴ研究所が開設され、黒毛

十勝

ナイタイ

和牛

上士幌

和牛

ナイタイ高原牧場

全農ET研究所

酪農家
和牛育成農家

上士幌町

ＪＡ

指

定

管

理

ＪＡ肥育センター

市場等

預託牛に

和牛受精卵の移植

受卵牛の下牧

出生牛の移動

乳用後継牛

を預託

素牛の販売

（約10ヶ月齢）

肥育牛の販売

（約30ヶ月齢）枝肉市場

消費者

図 1 十勝ナイタイ高原牧場を活用した肉用牛子牛生産の流れ 

（JA 上士幌町畜産部 2018） 



和牛の採卵及び移植を行うこととなりました。現在、同研究所には黒毛和牛の供卵牛

がおり、同牧場で舎飼い飼養するホルスタイン雌牛５００頭を受精卵移植の借り腹牛

対象として黒毛和牛の受精卵移植が行われています。 

受精卵を移植された初妊牛は酪農家が引き取り、生産された黒毛和種の子牛は酪農

家が初乳給与後、町内の和牛素牛育成農家が引き取って育成します。育成された肥育

素牛は約９カ月齢で市場を通してＪＡ上士幌町肥育センターが購入、肥育し、ブラン

ド牛「十勝ナイタイ和牛」、上士幌和牛として出荷し優良後継牛や高育種価産子の確保

等、肉牛農家の飼養頭数・販売額の増加を図っています（図 1）。 

年間１２０頭の出荷牛のうち６０％が十勝ナイタイ和牛として出荷されています。

その販売は主にＡコープルピナで取り扱われ、上士幌町のふるさと納税における返礼

品としても人気が高く地域のＰＲに大きく寄与しています。 

 

５．取り組みの経緯 

（１）取り組みの開始年 

   ＪＡ全農ＥＴ研究所が開設された平成１１年が取組の開始年です。  

（２）取り組みの理由 

上士幌町は酪農と畑作を中心とした農業の町ですが、肉牛の振興も積極的に進めて

きました。当時はホルスタイン種に対し黒毛和牛精液を授精するＦ１生産が多かった

のですが、ＪＡ全農ＥＴ研究所の開設を機にその一部を黒毛和牛受精卵の移植に変更

することで酪農家の収益アップと黒毛和牛素牛生産農家の増頭を合わせて推進出来る

と考えました。 

（３）取り組みのきっかけ  

 ＪＡ上士幌町による黒毛和牛の肥育試験は平成５年頃から始まっています。ＪＡ全

農ＥＴ研究所が平成１１年に開設され、受精卵移植による優良な肥育素牛生産が可能

な体制となりました。一定の肥育実績を積む中で、上物率も８割以上と安定してきた

こと、Ａコープ、種々の町内外イベントでの販売も好評を博したこともあって、平成

２１年８月に産地銘柄「十勝ナイタイ和牛」を設立し、平成２４年８月に商標登録が

なされ、平成２８年７月には地域団体商標も早期に商標登録されました。 

 黒毛和牛の品質向上に向け、検証を重ねながらＪＡ肥育センターの飼料給与マニュ

アルを完成させています。  

（４）取り組みの推進体制 



   ＪＡ上士幌町は牧場部ナイタイ牧場課がナイタイ高原牧場を、畜産部畜品課が黒毛

和牛肥育センターを担当しています。  

 ① 牧場部ナイタイ牧場課の業務体制等 

     職員構成は、部長、課長の管理職含め、ＪＡ職員１２名、上士幌町職員１０名  

合計２２名の職員からなります。業務分担・内容は次の通りです。 

ア 家畜管理担当（１０名）  

  繁殖、治療、放牧管理、牛群編成、入退牧対応、電気牧柵管理、全農ＥＴセンタ   

 ー委託業務 

イ 草地管理担当（８名）  

給餌作業、除糞・敷料交換、草地への施肥、堆肥散布、牧草収穫調製、関連機械

の整備、畜舎修繕、除雪 

  ウ 職員の研修 

    基本的に職員研修はなく、家畜や草地の管理技術等は就業中に現場作業の中で習

得していきます。１年に２回ほど北海道公共牧場会の現場研修に参加可能な時に２

名ほど派遣します。 

  ② 黒毛和牛肥育センターの推進体制 

    畜産部畜品課が担当し、肥育に係る飼養管理や出荷作業など担いますが、肥育牛約

２００頭の日常の飼養管理作業は、町内の農業者（１名）に委託しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 和牛受精卵移植事業の推進  

５年単位で事業計画を見直しながらすすめています。平成３０年度より「ゲノム

解析黒毛育種卵生産拡大事業」５年計画を立て黒毛育種卵の生産拡大を進めていま

す。事業の推進は上士幌町和牛生産改良組合が事業実施団体であり、ＪＡ上士幌町、

写真１ 黒毛和牛肥育舎 写真２ 肥育舎内部 



上士幌町、全農ＥＴセンターの３者で協議しながら進めています。和牛素牛育成農

家は受精卵代を負担しますが、受精卵移植技術料は酪農家が負担し、町とＪＡが助

成しています。受精卵移植の受胎率は６８％と高い技術レベルを維持しております。 

イ 借り腹料金について 

  希望のある酪農家から牧場に預託され、受胎した牛は酪農家に戻され、初乳給与

後、素牛育成農家に引き取られますが、その際、借り腹料として家畜市場の市場平

均価格プラスαが酪農家に支払われます。 

 

６．取り組みの課題及び解消策  

（１）課題 

 牛舎や牧柵等の老朽化及びサイレージ貯蔵施設の不足が課題となっています。 

（２）解消策 

   バンカーサイロは新たに建設しましたが不足しているのでスタックサイロで対応し  

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．取り組みの効果 

（１）乳牛飼養頭数の増加  

  上士幌町の酪農家戸数は平成２９年度５６戸（複数戸法人３経営体含む）おり、畑

作農家と同数程度です。 

ナイタイ高原牧場の稼働率が上がってきたのは平成２５年頃で、ＪＡとしては町内

の乳牛飼養頭数の増加が直接的要因と受け止めています。酪農家は自ら育成舎を建設

するより公共牧場に預託することで投資を抑え、経産牛増頭の方向に向かっています

写真３ 新設のバンガーサイロ 写真４ コンクリート土場のスタックサイロ 



（表１）。 

近年、町内酪農家からの預託希望が増加していますが、これは、個別農家の規模拡

大や複数戸法人経営の設立による乳牛飼養頭数の増加に伴い、コントラやＴＭＲセン

ター、育成牛の預託など酪農経営内部のアウトソーシング化を進めてきたこと、更に

は育成牛価格の高騰をうけ酪農家が性判別精液を利用し育成牛の自家保有を進めてき

たことによります（表２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）黒毛和牛肥育頭数の増加  

和牛飼養農家は１７戸おり、半分以上が畑肉複合経営で経営形態は素牛育成経営と

繁殖経営です（表３）。 

受精卵移植対象牛の育成舎は４棟あり、一棟は木造（カラマツ材）、他は鉄骨です。

育成舎１棟の飼養可能頭数は２５０頭ですが、過密による事故、発育の個体差が出な

いよう２００頭に抑え計８００頭を飼養しています。 

 

 

表１　乳用牛頭数の推移（JA上士幌町）

年次 育成牛 経産牛 合計

H24 6016 10228 16244
H25 6482 9731 16213
H26 6192 9942 16134
H27 6326 10651 16977
H28 7021 10511 17532
H29 7497 11038 18535
平成29年十勝畜産統計(十勝農協連)より

乳用牛頭数

表２　生乳出荷戸数の推移（ＪＡ上士幌町）

年次 合計 内協同

～100
101-
200

201-
300

301-
400

401-
500

501-
600

601-
700

701-
800

801-
900

901-
1000

1001-
2000

2001-

H24 1 2 7 11 4 2 5 6 22 7 67 2
H25 1 3 4 10 3 7 4 4 24 6 66 6
H26 1 2 2 3 7 4 4 7 4 26 5 65 5
H27 2 2 1 6 4 5 4 2 23 11 60 6
H28 1 2 2 5 3 5 2 3 25 12 60 7
H29 2 4 5 2 3 3 5 24 12 60 5

平成29年十勝畜産統計(十勝農協連)より

生乳出荷戸数
牛乳出荷規模（ｔ）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年以降、黒毛和種飼養頭数の推移をみると、黒毛飼養農家戸数、繁殖牛頭

数（経産牛）は減少していますが、肥育牛頭数は平成２９年で９９０頭と増加してお

ります（表４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．今後の課題 

（１）課題 

   ナイタイ高原牧場の育成舎は現状では不足しており、預託乳用牛頭数がこれ以上増

写真５ 受精卵移植対象牛を飼養する育成舎 写真６ 木造育成舎の内部 

表４　黒毛和種飼養頭数の推移（JA上士幌町）

年次 繁殖 未経産
経産牛 12か月以上去勢牛 雄牛 小計 雄･去勢 雌 小計

H24 1764 234 99 0 99 824 763 1587 3684
H25 1184 47 286 38 324 912 898 1810 3365
H26 1481 158 673 202 875 1072 376 1448 3962
H27 1165 107 424 203 627 358 422 780 4 2683
H28 994 219 435 223 658 344 298 642 5 2518
H29 1056 411 701 289 990 427 381 808 3265

平成29年十勝畜産統計(十勝農協連)より

素牛(～12)肥育牛(12～)
黒毛和種

種雄牛 合計

表３　黒毛飼養農家戸数（JA上士幌町）

年次 繁殖 肥育 一貫 小計
H24 19 4 23
H25 19 4 23
H26 12 2 5 19
H27 13 2 5 20
H28 12 2 5 19
H29 12 2 5 19
平成29年十勝畜産統計(十勝農協連)より



やすことが出来ないため、結果移植頭数もこれ以上増やすことができません。育成舎

を増やすにも、高額な建築費が課題となっています。 

（２）対応策  

   預託期間は６カ月以上分娩前２カ月までとなっていますが、預託希望が多いため預

託期間を短縮して入下牧を行っています。 



 

公共牧場を有効利用している優良事例調査報告書  

 

委員名 三宅 英彰 

 

１． 公共牧場名 大野地区共同利用模範牧場  

２．所有主体名 岩手県洋野町  

３．管理主体名 一般社団法人 大野畜産公社  

４．牧場の沿革  

 大野地区共同利用模範牧場は昭和５０年に

設立され、現在まで地域の畜産振興の拠点と

して乳牛育成牛の預託を主として運営されて

います。 

 牧場の所在地は、岩手県の県北に位置し、

標高１７５ｍ～２３０ｍの丘陵台地で起伏の

ある緩傾斜地で年間降水量 1,197 ㎜、年間平

均気温１１℃で夏期にはヤマセにより濃務が

襲来する気象条件にあります。 

 牧場設立当初は大野村の酪農家が預託対象でしたが、平成１８年隣接の種市町との

合併により、１３７戸、乳肉併せて３ ,０００余頭が対象になっています。  

 牧場面積も大野村営牧場（54.4ha）に加え共同利用模範牧場（225.8ha）を新規設置

（昭和５０年）、更に洋野牧場（345.3ha）が参入（平成２１年）され 626.5ha に拡大

されました。 

 この間、牧場運営は一貫して大野畜産公社が行い、当該公社は、預託事業や粗飼料

生産販売事業を始めとして、昭和６０年より肥育事業、平成１０年コントラクター事

業、平成１６年堆製造販売事業、平成１８年肉用牛哺育育成繁預託殖事業を展開し牧

場経営を行ってきました。  

 この事業展開は、預託頭数の増減による収入額の不安定を補い、経営安定のための

牧場全景 



方策として推進されてきました。  

５．組織の概要 

大野畜産公社組織図  

  
総会 

 

社員：洋野町・新岩手農業協同組合  

監事会 
  

   

洋野町監査員２

名  
理事長 

 
理事会 

洋野町  

農協  

学識経験者  
 

 

 

   

副理事長   

   

常務理事  

  

 牧場長   

   

        

総務部 草地部 育成部  

専従職員２名   専従職員４名  専従職員２名・期間雇用１名 

 

６．取り組みの内容  

（１）肉用牛肥育販売事業 

   牧場は、昭和６０年から預託を受けた

繁殖牛から生産された肉用子牛の肥育・

販売を実施しています。 

 肥育牛の出荷頭数は、平成２７年度に３６ 

頭でしたが、平成２９年度には２４頭まで減少しており、その販売額もこれに連動

した動きとなっています。  

 

肉牛牛舎  



（２）コントラクター事業  

   牧場は、平成１０年度から、畜産農家から堆肥散布や飼料作物の播種や収穫の

作業を請け負うコントラクター事業を実施しています。 

   利用農家は、平成１７年度に４８戸でしたが、畜産農家の減少等から、平成２

８年度には３３戸に減少しています。 

 

（３）乾草生産等飼料作物供給事業  

   牧場は、設立当初から、余剰乾草の販売事業を実施していましたが、平成２２

年度からはデントコーンの栽培を開始し、余剰分の販売を実施しています。  

   乾草の生産量は、繁殖牛の集約放牧及び良質な乾草生産を目指した取り組みに

より、平成１６年度以降は着実に増加し、平成２８年度には１，４００万トンを

超える水準となっています。 

一方、供給量は、大口畜産農家の経営中止や東日本大震災の影響等で平成２４

年度に一時減少しましたが、その後は４００トン程度の水準で推移しています。 

また、平成２２年度から栽培を開始したデントコーンの作付面積は平成２４年

度には５０ha に拡大し、販売量は平成２５年に１，４００トンに達し、その後は

わずかに減少しましたが、平成２８年度は８００トンを超える水準となっていま

す。 

  

７．取り組みの経緯  

（１）肉用牛肥育販売事業 

  ① 取り組みの開始日 昭和６０年 

② 取組みの理由  

  牧場収入の増加を図るための新たな取り組みとして、預託料金等の支払いが

滞っている畜産農家の救済策として、肉用子牛生産・供給事業に取り組むこと

になりました。 

③ 取組みのきっかけ  



預託料金等牧場への支払いの代物弁済のため、牧場が預託農家から預託牛を

買い取り、肥育後に販売した収益が牧場経営の増収につながったことが、この

事業に取り組んだきっかけです。 

④ 取組みの推進体制  

 この事業の作業体系（人員配置含む）は、牧場が設立当初から実施している

預託事業の一環として、当該作業体系に組み込まれています。 

 

（２）コントラクター事業  

① 取り組みの開始日 平成１０年 

② 取組みの理由  

  地域畜産農家の規模拡大への対応や高齢化による労働力不足の解消を図るた

め、地域の畜産農家の要望も踏まえて、堆肥散布や飼料作物の播種や収穫作業

を請け負うコントラクター事業に取り組むことになりました。 

③ 取組みのきっかけ  

 昭和５５年から、堆肥散布作業を請け負っていましたが、堆肥散布作業に加

えて、飼料作物の播種作業や収穫作業を請け負うよう、地域の畜産農家から要

望が上がったことがきっかけです。 

④ 取組みの推進体制  

 この事業に係る作業体系（人員配置を含む）は、牧場の堆肥散布及び飼料作

物の播種や収穫作業の一環として、当該作業体系に組み込まれています。 

                      

 

 

 

 

 

   

  

堆肥散布 デントコーンの播種  



 

（３）乾草生産等飼料作物供給事業  

① 取り組みの開始日 牧場設立当初（１９７６年）  

② 取組みの理由    

地域畜産農家の規模拡大への対応や高齢化による労働力不足を解消するため、

畜産農家の要望を踏まえて、乾草生産等飼料作物供給事業に取り組むことにな

りました。 

③ 取組みのきっかけ  

    牧場で収穫した牧草の余剰分の販売から始まりましたが、牧場の沿革に示し

たように共同利用模範牧場の新規設置、洋野牧場の参入で牧場の経営面積が拡

大したことがきっかけとなって、デントコーンの栽培が始まり、乾草と同じく

余剰分の販売を行うようになりました。 

④ 取組みの推進体制  

    この事業に係る作業体系（人員配置を含む）は、牧場の飼料作物の生産体制の

一環として、当該作業体系に組み込まれています。 

 

 

 

 

 

 

      

８．取組のネック及び解消法  

（１）取組のネック  

① 肉用牛肥育販売事業  

この事業を拡大したいが、施設や人員に余裕が無いことから、その確保が課

販売用デントコーンの収獲  

販売用飼料の運搬 販売用デントコーンの収穫 



題となっています。 

② コントラクター事業  

この事業の安定化を図るためには、堆肥散布や乾草の収穫・調製に係る機械

の更新が課題となっています。 

③ 乾草生産等飼料作物供給事業  

この事業も拡大したいが、①と同じく、乾草収穫・調製に係る機械の更新や

人員の確保が課題となっています。  

（２）解消法 

① 肉用牛肥育販売事業  

収入増額のためにも、この事業を拡大したいが、預託事業の運営が優先のた

め制約は仕方が無いと考えています。 

② コントラクター事業 

機械の更新については牧場管理費で対応するため、預託料金の適切な設定対

応で計画的な更新を行う必要があります。 

③ 乾草生産等飼料作物供給事業 

事業拡大のため要する機械人員及び草地面積は、預託事業の飼料確保を優先

としつつ、各部門の作業効率や草地の生産性をより高めることで、機械の更新

に要する経費や人員を確保する必要があります。 

 

９．取組み効果 

  肉用牛肥育販売事業、コントラクター事業及び乾草生産等飼料作物供給事業の実

施により、以下のような効果が認められています。  

（１）肉用牛肥育販売事業  

預託を受けた繁殖牛から生産された肉用子牛の肥育・販売収入は、平成 27 年に

25 百万円を超える水準に達しました。近年は減少傾向にありますが、肉用牛肥育

販売事業の収益は洋野町の財政負担の軽減に寄与しています。 



 

（２）コントラクター事業 

規模拡大への対応や高齢化による労働力不足の解消を目的するコントラクター

事業の利用者は減少傾向で推移していますが、平成２７年度からの事業収入は、

９００万円を超える水準となっています。 

このように、コントラクター事業は、地域畜産農家の堆肥散布や飼料作物の収

穫・調製作業に係る労力負担の軽減及び牧場の収入確保と経営の安定化に寄与し

ています 
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（３）乾草等飼料作物供給事業 

前述のとおり、乾草及びデントコーンの販売量は、近年、安定的に推移してい

ます。このように、乾草等飼料作物供給事業は、地域畜産農家の乾草生産・調製

作業に係る労動負担の軽減及び牧場の収入確保と経営の安定化に寄与しています 
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（４）その他 

これらの事業実施に伴い、預託利用農家以外の農家の繋がりにより将来の預託

農家の拡大が期待されています。 

 

１０．今後の課題など  

（１）肉用牛肥育販売事業 

牧場としては預託事業の運営を優先しており、その運営は現在のところ安定し

ておりますが、今後は、預託頭数の変動により事業の規模が不安定になる可能性

があります。 

（２）コントラクター事業 

コントラクター事業の安定化を図るためには、機械の更新費用の捻出、収穫時

期の順位決定方法が課題となっています。  

（３）乾草等飼料作物供給事業 

購入先の農家の高齢化等により、年々供給量は増加することが予想されるため、

その動向に備えた作業機械の充実と人員の確保が必要です。 

（４）預託以外の事業の充実のためにも、（１）～（３）の事業は、預託事業の別部門

としての組織改編が必要となっています。 

 

１１．考察 

 公共牧場は本来事業である家畜の預託事業を通じて地域に貢献して来ましたが、

その性質上経営難や預託家畜の出来栄え等の諸問題が現在でも取沙汰されていま

す。 

 そのような中にあっても、洋野町の大野畜産公社が指定管理者となって運営管

理する大野地区共同利用模範牧場は、預託事業はもとより地域の畜産農家の高齢

化による農作業の労働力支援として飼料作物の播種から収穫までを補うコントラ

クター事業、更には、地域の飼料不足に対応して、デントコーンや牧草を供給す

る乾草等飼料作物供給事業を実施しています。  



このように大野地区共同利用模範牧場は、これらの事業を通じて地域の畜産振

興に貢献しています。  

 これらの取り組みは、牧場の収入の増額を果たすためだけではなく、地域畜産

農家の強い要望に応え実施していることが大きく評価できると思います。  

 また、肉用子牛生産・供給事業における自家牛を製品まで仕上げるという技術

は、預託牛の飼養管理にも通じ、間接的に牧場の管理技術を向上させていると思

われます。 

   大野地区共同利用模範牧場は、預託事業以外の事業の実施により、より地域密

接型の公共牧場となっていると実感されます。  

 

 

   さらに、経営的に、この牧場は預託事業の収入が１億数千万円であるのに対し、

肉用子牛生産・供給事業等の事業を追加したことで１億５千万強の収入が確保（図

１）されることにより、黒字経営となって経営の安定化が図られるのみならず、

地域の雇用創出にも寄与して、公共牧場が地域の一つの産業として成り立ってい

る事例です。 

事業別収入の推移 
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   最後に優良事例として感じたことは、従来型の公共牧場の運営から新たに実現

可能な事業を導入した時、地域に求められた事業の導入・推進で無ければならな

いことと、預託事業の運営を優先し、その順位を守ことが大野地区共同利用模範

牧場の指定管理者である大野畜産公社の経営方針となっていることです。 

 指定管理者による運営に移行すると、どうしても利益を求めることが優先にな

りがちですが、公共牧場は、その本来の目的を見失わないことも念頭に置くべき

だと痛感しました。  

 

 



 

公共牧場を有効活用している優良事例調査報告書  

 

委員名 梨木 守 

 

１．公共牧場名 室根高原牧野 

室根町・大東町・千厩町にまたがる室根山中腹にある室根

高原牧野（図１、２）は、総面積は 313ha で約 248ha の放牧

地（195ha）と採草兼用地（53ha）を有しています。夏期放牧

300 頭、冬期舎飼 150 頭程度の預託が可能で、地域畜産の中

核としての役割を担っています。 

 

２．所有主体名 一関市 

 

３．管理主体名 

いわて平泉農業協同組合 

いわて平泉農業協同組合の前身の一つは

旧いわい東農業協同組合です。この組合は

1997 年に旧東磐井郡内４町２村の６つの総

合農協と同旧郡内畜産の精液生産・供給・授

精などを取り扱っていた１専門農協を合わせ

た７農協が広域合併して誕生しました。さら

にその後 2014 年には、旧いわい東農業協同組

合と旧岩手南農業協同組合と合併し、現在の

いわて平泉農業協同となりました。組合員数

約 21,000 人の総合農協とし、組合員への販売

事業、信用事業、共済事業、購買事業等を行

っています 

 

４．取り組みの概要 

岩手県一関地域には室根高原牧野と須川

図 3．公共牧場が担うべき役割を果たせない状況  

資料：岩手の畜産、2017.7.1（加工） 
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図１．室根高原牧野の位

図２．室根高原牧野の衛星写真  



 

牧野がありましたが共に利用頭数の減少に悩

んでいました。そんな中、2011 年の東日本大

震災による放射性物質による汚染を受け放牧

休止も余儀なくされました。その結果、利用

頭数の減少、労力不足、生産性の低下という

悪循環に拍車が掛かり（図３）、経営収支も赤

字となり、公共牧場が担うべき役割を果たせ

ない状況にありました（小川ら、2017）。そこで岩手県一関市の指定管理者制度で管理者に

指定されたいわて平泉農業協同組合は、2015 年から国の公共牧場ハブ機能強化事業も活用

して、二つの公共牧野を肉用牛専用の牧野と乳用牛の専用の牧野に機能分担し、放牧・草

地の管理の改善や人材の確保、牧場への預託拡大のための広報に努めるなど運営改善する

ようになり、これにより両公共牧場の活性化が図られています。 

 

５．取り組みの経緯  

１）取り組みの始まり  

一関市の室根高原牧野への指定管理者制度は 2009 年４月から導入されました（指定管

理者は旧いわい東農業協同組合）。さらに 2016 年度からいわて平泉農協は管内の二つの公

共牧場をそれぞれ専用畜種だけを扱う牧野に区分しました。即ち、室根高原牧野は乳牛専

用に、須川牧野は和牛専用の牧野に組み替え、機能分担を図り、土・草・家畜（衛生管理

を含む）の考えに基づき牧場の活用を図り、同時に周年預託も行うようになりました。 

 

２）取り組みの理由 

室根高原牧野と須川牧野では肉用繁殖牛と乳用育成牛の預託を受け入れていました。し

かし、上述のように年々利用率が低下してきた中、東北大震災が追い打ちをかけ、いっそ

う放牧地や施設の遊休化が懸念されました。また、管理人の不足から、草地管理や施設維

持の管理が困難になり、これが利用率の低下を加速するという負のスパイラルに陥る懸念

がありました。当然のことながらこのような状況中、赤字経営が続き管理・運営経費の確

保ができない状況に追い込まれ、また市町村等からの財政支援が打ち切られる可能性があ

りました。このような状況を何とか改善したいというのが取り組みの理由でした。 

 



 

３）取り組みのきっかけ 

（１）指定管理者制度の導入のきっかけ 

室根高原牧野の場合、①行政判断や行政権の行使を伴はない牧野の維持管理に関する業

務として認められること、また、②指定管理者であるいわて平泉農業協同組合の管理運営

能力や家畜飼養のノウハウを活用することにより、農家ニーズにあったサービスの充実や

コストの削減が期待できること、③預託料金制度や種付け業務（有料）もあり預託頭数の

拡大により収益が期待できる施設であると見込まれたためです。2009 年４月１日から指定

管理者制度が導入されました。  

（２）室根高原牧野を乳牛専用の牧場として機能分担するようになったきっかけ  

2011年 3月の福島第一原子力発電所事故により牧野は放射性物質による汚染を受け一時

放牧は中止されました。その後、2012 年から草地の除染が開始され 2015 年 6 月には全牧

区が放牧利用可能な状態になりました。しかし、一時休牧の影響を受けて、①放射能除染

後も預託頭数が戻らず収容率が低く（低利用率）なりこの改善が急務になったこと、また

②BLV 対策として陽性群と陰性群に分けた放牧が必要となり、そのために預託頭数（入牧

頭数）の拡大が不可欠となったのもきっかけでの一つです。 

（３）きっかけを後押しした国庫事業（公共牧場ハブ機能強化事業）の存在 

ちょうど国の公共牧場ハブ機能強化事業が進められていました。これは①公共牧場を管

理する人材の育成や技術力を強化することで、預託農家が安心して預けられる環境を整備

できるというもので、それには②公共牧場を有する地域で、公共牧場の有効活用を図るた

めの「公共牧場ハブ機能強化プラン（ハブプラン）」を先ず策定する必要があり、次に策定

された③ハブプランの実現に向けて、公共牧場

が抱える課題に対する支援（既存事業＋新規要

求）を行うことで、公共牧場を畜産経営の拠点

（ハブ）として活用するというものです。そこ

で、一関地域においても低利用率に陥った公共

牧場を活性化させるためハブプランを作り（図

４）、そのプラン実現のためにハブ機能強化事業

を活用して公共牧場整備、改修等を進めること

にしました。 

 

図 4．ハブプランの構成  
資料：岩手の畜産、2017.7.1 
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４）取り組みの推進体制 

推進体制は、所有主体（一関市農林部）、管理主体（いわて平泉農業協同組合）及び普

及機関等（岩手県一関農業改良普及センター）の３者により構成されています。 

 

６．取り組みのネック及び解消策 

１）ネック 

 牧野の活性化に対する取り組みに際しては、以下の様な多くのネックを抱えていました。 

（１）畜舎や牧柵等の老朽化 

（２）牧草地の植生劣化 

（３）管理運営側の労働力の確保 

（４）牧野預託へのメリットの認識不足 

 

２）解消策 

 肉用繁殖牛は須川牧野、乳用育成牛は室根高原牧野へ畜種を分離し機能分担を図り、運

営の効率化と畜種別の専門化を図りました。それに伴い上述の公共牧場ハブ機能強化事業

も活用しながら以下の対策を実施しています。  

（１）畜舎や牧柵等の老朽化対策 

牧野全体を囲う牧柵の延べ延長距離は広大なもので、従来の有刺鉄線（バラ線）による

張り替えはコストが掛かり、またその張り替えは傾斜地での作業もあるため労力を要する

ものと懸念されました。そこで牧柵の張り替えなどの修繕ついては、電気牧柵メーカーの

指導を受け、設置の仕方、維持管理方法について学び実践しています。その結果、従来の

有刺鉄線よりメンテナンスが楽で、また草地の細区画化も容易になりました。なお放牧に

当たっては馴致期間中に電気牧柵についても馴致しているため脱柵の心配もありません。 

 

（２）牧草地の植生改善 

草地には放射性物質の除染が必要であり、また乳用育成牛には高栄養牧草からなる草地

植生が求められます。このため乳牛牧場の管理運営に精通する専門家（三宅英彰氏）を招

き、牧場の運営管理全般についての指導も受けながら、草地植生の維持管理の向上に努め

ています。また、施肥は牧草生産の多寡を決める重要な要素です。そこで放牧頭数に応じ

た目標とする牧草生産を算出しそれを達成するために、これまでの前年通りの施肥量を施



 

用するといった慣行的な施用は止め、定期的な土壌分析を実施し、土壌酸度の高低及び肥

料成分ごとにその過不足の実態を科学的に把握しそれらに基づき実施しています。これに

より不必要な施肥が抑えられ、必要な牧草生産量の収穫が得られ、同時に肥料コストの削

減が達成されています。 

 

（３）管理運営側の労働力の確保 

牧野の管理スタッフは７名（うち１人は場長、50 代４人、40 代１人、30 代２人）で、

元 JA 職員および元民間牧場（安愚楽牧場、繁殖管理技術などに優れている）職員を採用

しています。これらスタッフが放牧・草地管理、繁殖管理を担当し、冬期間においても冬

期預託牛への種付けなどの作業を担い、周年的に作業をこなしています。管理スタッフは

定期的に農業改良普及センターなどが開く研修会等にも参加して情報収集、スキルアップ

に努めています。  

 

（４）積極的な預託の呼びかけ 

広報活動を強化し積極的な情報発信により頭数確保に努めています。畜産農家に室根高

原牧野を知ってもらい、預託したくなるような内容のチラシを作成し、産農家全戸に周知

しています。またチラシには公共牧場

利用のメリットを労働時間や経費等の

数字でわかりやすく表現し、また牧野

が上述のように施設、草地が改善され、

繁殖成績の向上や BLV の対策も十分に

実施されているなど、牧野が大きく生

まれ変わるハブプランの内容も示すな

ど、利用促進を図りました。 

 

７．取り組みの効果  

当然のことながら前項の解消策の取

り組みにより、入牧頭数が増加し（図

５、写真 1）牧野の利用率が向上しつ

つあり、放牧地などの有効利用が図ら
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図 5．利用頭数の推移（室根高原牧野＋須川牧野） 

資料：岩手の畜産、2017.7.1 

 



 

れています。また管理人が確保でき、土地や施設

の維持管理が可能となりました。 

 

８．今後の課題 

１）預託牛の頭数確保  

何をおいてもまずは預託牛のコンスタントな確

保が課題です。現在は、預託牛の確保に当たって

は JA 畜産部が営業活動を行っています。預託経

験のない農家は放牧の良さの認識がなく、また預託料（夏期 262 円/頭、冬季 420 円/頭）

の掛かることへの抵抗感などがあって勧誘が難しいこともあります。 

今後においても預託拡大のための預託勧誘にあたっては、多労で地味ながらも農家に赴

き預託のメリット（低飼養コスト化、作業の外部化による労力軽減や自己地での飼養スペ

ースの低減による施設への投資削減、家畜の健全性などに効果あり）の周知に徹する必要

があります。 

 

２）管理スタッフの育成と技術向上  

室根高原牧野が乳牛専用牧野になって 2017 年度が２年目ですが、上述のように土・草・

家畜に基づいた管理による放牧を活かした預託管理に努めています。預託頭数は震災以前

の水準に戻りつつあります。預託業務に関する情報収集や技術向上として、普及センター

等指導機関による講習会、勉強会に積極的に牧場スタッフが出席し勉強を重ねています。

牧場スタッフには 30 才台２名、40 才台１名の若者が含まれています。このような若い牧

場スタッフの技術研鑽は将来の牧場管理にとても重要であり、今後も強化し続けられるこ

とが重要です。 

 

９．参考文献  

小川音々・小岩幸恵・今野一之・中山淳史．2017．地域畜産の核として役割を発揮する

公共牧場を目指して．岩手の畜産、第 543 号、pp.3-5. 

写真 1．室根高原牧野の放牧風景（8 月） 



公共牧場を有効活用している優良事例調査報告書 

 

                       一般社団法人日本草地畜産種子協会 

草地畜産部主幹 伊藤 雅敏 

 

１ 公共牧場名  秋山牧場  

２ 所有主体名  山形県最上郡真室川町  

３ 管理主体名  もがみ中央農業協同組合  

４ 取り組みの内容 

（１）秋山牧場の概要 

   山形県真室川町は、山形県最北部、秋田県に隣接しており、総面積３７４．２２k ㎡、

山林率８７％、人口７，９１４人（平成３０年４月現在）、農地１，８７２ha（水田１，

７６９ha、畑９８ha、果樹園５ha）、県内有数の豪雪地帯でその全部が中山間地帯とい

う地理的条件にあります。 

   家畜の飼養戸数・頭数（Ｈ２９年４月現在）は、和牛繁殖４０戸（７００頭）、和牛

肥育２戸（１００頭）、酪農３戸（１５０頭（経産牛）の計４５戸（９５０頭）、農業

総生産額２８．４億円の２１％（残りは米と野菜）を占め、主業農家世帯数１３８戸

のうち４５戸（全体の３割）は畜産農家で畜産は町の主要産業の１つとなっています。 

   真室川町には昭和４２年に建設された「町営塩野牧場」がありましたが、施設が老

朽化し、放牧頭数も４０頭が限度であったことから、平成３年度から団体営草地開発

整備事業による秋山牧場の整備に着手、国有林であった当該地を払い下げにより取得

し、草地造成及び各種施設の整備を行い、５年間の事業実施期間を経て平成７年度に

完成し、放牧を開始しました。 

                           秋山牧場の全景 

ア 立地条件 

真室川駅より 2.5ｋｍに位置 

標高 130ｍ～180ｍ 

赤色土 

年平均気温 10℃前後 

年間降水量 2,600 ㎜前後 



  イ 施設整備内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 運営状況  

   ○業務委託  もがみ中央農業協同組合（旧真室川町農業協同組合） 

   ○放牧期間    ５月上旬～１１月上旬 牧区数 18 牧区 

   ○受入れ可能頭数 ７０頭 （肉用牛４０頭 乳用育成牛３０頭）  

 

放牧料金（※平成 26 年 4 月改正後）  

畜種 区分 
1 日 1 頭当たりの使用料 

町内 町外 

肉用牛 
6 ヶ月以上 18 ヶ月未満  240 円 260 円 

18 ヶ月以上 270 円 290 円 

乳用牛 
6 ヶ月以上 18 ヶ月未満  270 円 290 円 

18 ヶ月以上 300 円 320 円 

親子放牧の子牛  2 ヶ月以上 170 円 190 円 

 

（２）周年預託事業の実施 

平成２４年２月から、秋山牧場は、繁殖農家の高齢化による労働力不足の解消（畜

産農家の減少に歯止め）という目標を掲げて周年預託事業を開始しました。 

 

周年預託事業の概要（平成２９年１１月現在） 

① 周年預託農家 ２０戸（全繁殖農家 ４１戸） 

  ② 周年預託事業収入（計画ﾍﾞｰｽ） ３，０３６万円（総収入の約９０％） 

    ③ 預託料金 ５２０円/頭 

    ④ 預託頭数 １７０頭（利用率８５％） 

施 設 規 模 草地管理機械  能 力 

草地・放牧用林地  1 箇所(41ha) トラクター  1 台(45ps) 

看視舎兼格納庫  1 棟(116 ㎡) ディスクモア  1 台 

避難舎 1 棟(53 ㎡） テッダー 1 台 

衛生管理施設  一式 レーキ 1 台 

子牛別飼施設（親子

分離柵） 

5 基 ブロードキャスター  1 台 

移動式飼槽  1 台 総事業費 628,205 千円  

人工授精施設（追い

込み柵） 

5 基 工期 平成 3～7 年度  



       周年預託施設全景（現在）       周年預託施設の内部 

  

 

 

 

 

 

 

      （平成 29 年 11 月撮影） 

 

（３）発酵ＴＭＲ供給事業の実施 

    平成２５年１１月から、秋山牧場は、「労働生産性の向上により更なる増頭支援

（担い手のステップアップにも有効）」という目標を掲げて、発酵ＴＭＲ供給事業を

開始しました。 

発酵ＴＭＲ供給事業の概要（平成２９年１１月現在） 

① 発酵ＴＭＲ利用農家 １６戸（全繁殖農家 ４１戸） 

  ② 発酵 TMR 事業収入（計画ﾍﾞｰｽ） ４８０万円（総収入の約１２％） 

  ③ 販売単価 37 円/kg（税込み）内訳：製造経費 9 円/kg、原料費 26/kg 

  ④ 年間製造販売量 約１５０㌧ 

  

フレコンバックの発酵ＴＭＲ           発酵ＴＭＲ 

 （平成 30 年 10 月）              （給与） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 取り組みの経緯 

平成１３年のＢＳＥ問題が発生した当時、繁殖農家に対して、「子牛価格の下落をチ

ャンスと捉え優良雌牛を自家保留しましょう。」と繁殖牛の規模拡大を奨励したとこ

ろ、増頭意欲が拡大し、秋山牧場の受入れ可能頭数を超える水準に達し、預託頭数を

制限せざるを得ない状況となりました。 

①原料をミキサーに投入
して混合 ②TMRをミキサーから放出 ③TMRをホッパーへ投入

④成形

④ラッピング⑤完成・運搬⑥給与

発酵ＴＭＲの製造・供給フロー

牧場の一般管理作業もあるため一日1バッチの製造（3,200ｋｇ前後）

（1）発酵ＴＭＲ製造　混合メニュー表 混合数量 （2）給与の目安

飼料名 混合割合 乾物率 設計ｋｇ 混合飼料名／混合（給与）量ｋｇ
給与目安
（200kg）

給与目安
（250kg）

給与目安
（275kg）

給与目安
（300kg）

籾米サイレージ 58.0% 69.5% 1,883.70 籾米サイレージ 4.600 5.520 5.980 6.440

リードカナリー1番草Ｓ 23.3% 74.8% 790.00 リードカナリー1番草Ｓ 1.850 2.220 2.405 2.590

粉砕大豆 6.3% 88.7% 204.80 粉砕大豆 0.500 0.600 0.650 0.700

ナタネ粕 10.1% 87.7% 327.60 ナタネ粕 0.800 0.960 1.040 1.120

並塩 0.2% 98.9% 5.40 カルシウム単味飼料 0.090 0.108 0.117 0.126

カルシウム単味飼料 1.1% 95.0% 36.90 給与現物重（ｋｇ） 7.840 9.408 10.19 10.98

ゼオライト 1.0% 98.9% 31.50
合　　計 100.00% 74.4% 3,279.90 設計成分 現物中 乾物中

Ｃ　Ｐ 11% 15%

製造ロール予測平均重量 450ｋｇ 製造予定個数 7.29 ｋｇ ＴＤＮ 56% 74%

製造ロール実績平均重量 439.1ｋｇ 製造実績個数 7.00 ｋｇ 供給単価/ｋｇ：　37円（税込）

設計水分 25.58 ％

現物サンプル測定水分 24.10 ％

発酵ＴＭＲ混合と給与設計



一方、平成 17 年度に、真室川町、新庄市、金山町との１市２町で「畜産担い手育成

総合整備事業」（地区名「エコ最上地区」）を実施したところ、町内から参加した繁殖

農家 2 戸の飼養頭数は 7～8 頭から 25～30 頭へ飛躍的に拡大し、町内における繁殖牛

の増頭気運が高まりました。  

しかしながら、その後、真室川町内の畜産農家（主に繁殖経営）は、冬期間の労働

力不足や自給飼料生産部門の労働加重等が原因となって廃業に歯止めがかからない状

況に陥っておりました。 

このような状況を踏まえて、真室川町は、平成１９～２０年度にかけて、増頭思考

の担い手や後継者の生産基盤の整備及び秋山牧場の機能強化、新規参入者による業界

の活性化を図るため、これらの一体的整備を図ることとし、真室川町単独で、農林水

産省補助事業の草地開発整備事業（畜産担い手育成総合整備事業）『秋山梅の里地区』

の計画策定を行いました。  

その際、真室川町は、「後継者の育成や規模拡大への支援」、「小規模経営への自給飼

料の効率的な生産供給」等の視点から、当該計画に周年預託事業及び発酵ＴＭＲ事業

を開始するために必要な周年預託施設（繁殖雌牛２００頭（個飼い１４０頭、群飼い

６０頭）規模）及びＴＭＲミキサー等の建設・整備を盛り込みました。 

なお、真室川町及び真室川町農協は、計画策定に向けて、平成１６年度において、

周年預託事業及び発酵ＴＭＲ事業の先行事例を調査すべく、それぞれ岩手県胆沢町、

金ヶ崎町に赴き、各事業の創設の経緯や補助事業導入の有無、周年施設等関連施設・

機械の整備状況及び経営状況等の調査を行っています。 

 

畜産担い手育成総合整備事業―水田地帯担い手育成型―  

（H23 から農山漁地域整備交付金へ移行） 

ア 地区名 秋山梅の里地区（町 1、肉用牛 12 戸） 

イ 整備内容 草地造成改良 19.3ha、草地整備改良 3.9ha、家畜保護施設整備５棟  

         家畜排せつ物処理施設５棟、繁殖牛 100 頭 等 

ウ 総事業費 532,000 千円 

エ 補助率 国庫 55％ 

オ 事業実施主体 公益財団法人やまがた農業支援センター  

 



（参考）秋山牧場の整備内容  

 

 

周年預託施設（当時）             拡張した草地（当時） 

更に、山形単独事業の現場提案型補助事業において、畜産担い手育成総合整備事業

の受益者以外の牧場利用者に導入雌牛をリースできる事業を創設し、繁殖雌牛 140 頭

を導入しています。 

一方、秋山牧場の運営体制を安定・強化するため、山形県最上総合支庁農業振興課

及び農業技術普及課、山形県最上家畜保健衛生所、ＮＯＳＡＩ山形最上家畜診療所と

の相互連携（情報・意見交換、技術指導、衛生指導等に関する助言・指導の享受）を

図るための推進体制を構築しています。 

施 設 規 模 牧場用機械整備  能 力 

草地造成改良  １箇所(9.0ha) 草地管理用トラクター  1 台(100PS） 

施設用地造成  １箇所(8,600 ㎡) 汎用細断型ロールベー

ラー 

1 台(100PS） 

飼料調整貯蔵庫  1 棟(498.96 ㎡) ラッピングマシン  1 台 

家畜保護施設  1 棟(2,026.64 ㎡) 簡易草地更新機  1 台 

同付帯施設整備  TMRミキサー（15㎥） 飼料庫内飼料運搬機  1 台 

家畜排泄物処理

施設 

1 棟(681.80 ㎡) 総事業費 262,403 千円  

同附帯施設整備  ホイールローダー等  工期 平成 21～23 年  

外構工事 舗装(1,360 ㎡)   



６ 取り組みのネック及び解消策  

  ① 管理運営側の労働力確保 

 真室川町農協は、周年放牧施設の管理者（３．５人/日）を確保するため、リタイ

ヤし余力のある畜産農家に呼びかけて５人を雇用していますが、うち２人が高齢者

であるため、フル活動は困難なことから、パート従業員を雇用し、ローテーション

に組み入れて管理体制の維持を図っています。 

② 畜産農家の合意形成  

平成１９年度の畜産担い手育成総合整備事業の実施は畜産農家の合意形成が必要

との認識から、真室川町は、計画策定に当たって、「秋山牧場機能強化計画に係るア

ンケート調査」を行い、畜産農家の意向（増頭意向、増頭上の課題（施設・機械へ

の投資、牧草や稲わら等飼料の確保、飼養管理時間等）を確認するための調査を行

っています。 

７ 取り組みの効果 

  秋山牧場において、周年預託事業及び発酵ＴＭＲ事業の導入によって、以下のような

効果が認められています。 

（１）繁殖農家の減少に歯止め  

飼料生産が困難になっても家畜の飼育が可能となり、預託農家が所有する牛舎では

周年預託で空いたスペースを利用して増頭が図られています。 

畜産農家は、自己所有の牛舎レイアウトを見直し、周年預託で空いたスペースを活

用して、繁殖牛の増頭を行っています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋山牧場利用前 繁殖雌牛 ５頭

秋山牧場利用後 繁殖雌牛 ８頭 （１．６倍の増）

秋山牧場利用前 繁殖雌牛 ５０頭

秋山牧場利用後 繁殖雌牛 ７２頭 （１．４倍の増）

飼育規模の大、小にかかわらず自己の所有する牛舎規模の１．５倍前後まで規模拡大をはから
れるようになった。分娩房を含めて牛舎スペースの４分の３が子牛飼育スペースになるため、各々
牛舎レイアウトを変更して飼育スタイルを造っている。（右の写真は、バーンクリーナーに蓋をして
繋ぎストールを群飼育に変更している。）

繁殖農家の増頭状況



（２）子牛の発育成績の向上と市場評価の高まり  

畜産農家における労働生産性の向上が図られ、既存の労働力と施設で飼養頭数が

拡大することにより、畜産農家からの飼料供給需要が確実に拡大しています。 

  ① 発酵ＴＭＲ給与事例（繁殖経営） 

肉用牛の場合、発酵ＴＭＲは生後５ヶ月齢から給与を開始しています。１日当た

り給与量は、５ヶ月齢から７ヶ月齢では配合飼料４kg に対して３kg、８ヶ月齢から

出荷までは配合飼料３kg に対して、去勢牛は１０kg、めすは５kg を給与します。 

発酵ＴＭＲを給与した子牛の成績は、出荷体重、ＤＧ（kg）及び取引価格におい

て、管内平均値を超える水準を確保しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ② 発酵ＴＭＲ給与事例（酪農経営） 

    乳用育成牛の場合、発酵ＴＭＲは生後４ヶ月齢（６kg/日・頭）から給与を開始し

ています。１日当たり給与量は５ヶ月齢以降において１又は２kg 増やし、１０ヶ月

齢以降は１２ヶ月齢までは１２kg を給与しています。 

    発酵ＴＭＲを給与した乳用育成牛の発育成績は、体高及び体重のいずれも発育標

準値の上限を著しく超える水準を確保しています。 

 

 

 

出生～離乳まで
親牛からの授乳

親牛に給与している自家産牧草、配合飼料を自由採食（1.5ｋｇ程まで）

めす：配合飼料3ｋｇ、発酵ＴＭＲ5ｋｇ、乾草少量

去勢：配合飼料3ｋｇ、発酵ＴＭＲ10ｋｇ、乾草少量
８カ月齢～出荷まで

３～４カ月齢 配合飼料2ｋｇ、乾草1ｋｇ

５カ月齢～７カ月齢 配合飼料4ｋｇ、発酵ＴＭＲ3ｋｇ

去勢 めす 去勢 めす
平均日齢（日） 271 281 272 264
出荷時体重（ｋｇ） 305 297 299 265

ＤＧ（ｋｇ） 1.13 1.06 1.10 1.00
平均価格（円） 807,348 707,611 780,992 666,729
出荷頭数（頭） 23 18 236 203

参考：　管内平均数値発酵ＴＭＲ給与農場における子牛出荷成績

（1）発酵ＴＭＲ利用体系（事例）

（２）発酵ＴＭＲ給与子牛の年間出荷成績（平成28年度集計）

発酵ＴＭＲ給与事例（繁殖雌牛５０頭規模）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）繁殖農家の労働負担が軽減し、その余力を活用した繁殖牛の増頭に加え、最近にお

ける子牛販売価格の向上で収益性が向上 

秋山牧場が周年預託事業を開始した平成２４年度から平成２９年度までの繁殖農家

戸数はほぼ横ばいで推移していますが、繁殖牛頭数は１．２倍（平成２４年度５４８

頭から平成２９年度６９５頭）、子牛販売頭数は１．３倍（平成２４年度３１１頭から

平成２９年度４０５頭）、子牛価格の好調も反映し、子牛販売金額は２倍（平成２４年

度１．３億円から平成２９年度２．７億円）になっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発酵ＴＭＲ給与事例②（秋山牧場預託ホルスタイン育成）

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

135.0

体高推移平均値

体高平均値（㎝） 標準発育値（上限）

130.0

180.0

230.0

280.0

330.0

380.0

430.0

体重推移平均値

体重平均値（ｋｇ） 標準発育値（上限）

４ヶ月齢 ５ヶ月齢 ６ヶ月齢 ７ヶ月齢 ８ヶ月齢 ９ヶ月齢 １０ヶ月齢 １１ヶ月齢
体高平均値（㎝） 100.1 106.9 111.8 114.7 119.4 123.6 128.3 130.0
標準発育値（上限） 100.0 104.0 108.0 112.0 115.0 118.0 121.0 124.0

４ヶ月齢 ５ヶ月齢 ６ヶ月齢 ７ヶ月齢 ８ヶ月齢 ９ヶ月齢 １０ヶ月齢 １１ヶ月齢
体重平均値（ｋｇ） 139.6 183.2 223.2 253.0 293.6 328.4 378.0 415.0
標準発育値（上限） 141.0 169.0 194.0 222.0 251.0 277.0 304.0 331.0

秋山牧場預託 ホルスタイン育成牛に給与

（平成29年4月～5月生まれの5頭に給与したさいの発育成績）

体高の推移

体重の推移

４ヶ月齢 ５ヶ月齢 ６ヶ月齢 ７ヶ月齢 ８ヶ月齢 ９ヶ月齢 １０ヶ月齢 １１ヶ月齢

朝 ３ｋｇ ４ｋｇ ４ｋｇ ５ｋｇ ５kg ５ｋｇ ６ｋｇ ６ｋｇ

夕 ３ｋｇ ３ｋｇ ４ｋｇ ５ｋｇ ５kg ５ｋｇ ６ｋｇ ６ｋｇ

合計 ６ｋｇ ７ｋｇ ８ｋｇ １０ｋｇ １０ｋｇ １０ｋｇ １２ｋｇ １２ｋｇ

発酵ＴＭＲ一日あたりの給与量

年度 平成20年度 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 平成２８年度 平成２９年度

内訳

飼養戸数

繁殖
(一貫含む） 50 41 42 42 41 39

肥育 1 1 1 1 1 1

計 51 42 43 43 42 40

繁殖牛頭数 327 584 616 598 645 695

繁殖牛一戸当り平均頭数 6.54 14.24 14.66 14.23 15.73 17.82

子牛登記頭数 280 386 463 478 455 550

生産率 90% 75% 79% 78% 76% 92%

子牛販売頭数 189 311 375 428 438 405

管内子牛販売金額 75,943,096 130,162,000 179,827,000 216,513,000 319,660,000 273,049,000

管内１頭当り平均金額（税別） 398,376 435,899 479,539 548,956 757,052 674,195 

（めす） 381,159 421,464 455,359 524,481 717,753 632,891 

（去勢） 415,098 452,563 502,832 568,225 783,501 708,243 

繁殖雌牛の増頭事業に著しい成果をもたらした。
子牛価格の高騰が助長し、平成28年度実績は3億円を突破。

真室川町における繁殖牛増頭数及び販売額等の推移（金額単位：円）



（４）発酵ＴＭＲ用の大豆農家との堆肥交換がきっかけとして、町内にＳＧＳ用米、稲わ

ら収集や牧草収穫作業を請け負うコントラクターが創出されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 今後の課題 

（１）人材（管理人）の確保 

  周年預託事業及び発酵ＴＭＲ事業の安定的に運営を継続していくためには、周年放

牧施設の管理や発酵ＴＭＲの製造に携わる人材の確保が肝要と考えています。 

このため、真室川町及びもがみ中央農協は、引き続き、リタイヤし余力のある畜産

農家への呼びかけによる管理者の雇用、不足部分はパート従業員で補填するなどの手

法により、周年放牧施設の管理者（３．５人/日）を確保することとしています  

   

（２）肉用牛ヘルパー事業の創設 

  真室川町は、繁殖牛の生産部門の労働加重等が原因による廃業に歯止めをかけるた

め、肉用牛ヘルパー事業を創設したいと考えています。 

このため、真室川町及びもがみ中央農協は、畜産農家、山形県最上総合支庁農業振

興課及び農業技術普及課、最上家畜保健衛生所、ＮＯＳＡＩ山形最上家畜診療所等と

連携を図りながら、その推進方策などの検討を行うこととしています。  

平成２８年度経営概要
○大豆 ８５ｈａ
○主食用米 ２０ｈａ
○飼料用米ＳＧＳ用 ２０ｈａ
○牧草 ２２ｈａ
○園芸ブロッコリー５ｈａ

平成２８年度コントラクター作業等実績
○収集機2台
○収集面積 70ｈａ 2,600ロール収集
○１ロール3,500円で販売

 収集機械 タカキタＳＲ1010
 ロールを圃場からホイルローダーで搬出
 運搬車で畜産農家庭先まで輸送
 搬送先畜産農家にてラッピング

☆牧草22haも自走式ロールベーラーで収穫

コントラクターの創出事例（稲わら収集 農事組合法人の事例）



公共牧場を有効活用している優良事例調査報告書  

 

委員名 青沼 健治 

 

１．公共牧場名 戸隠牧場 

２．所有主体名 長野市 

３．管理主体名（指定管理） 

 一般社団法人 長野市開発公社 

   顧  問 加藤 久雄（長野市長） 

理 事 長 立岩 久忠（学識経験者） 

[牧場管理]  

   支配人 南澤 則明     

   主任  田村 理香 他３名 

※その他、スキー場、キャンプ場、ゲストハウス等も管理 

４．取組内容 

 当該牧場の柱となる取組は次の２点となります。  

第１点は、畜産振興の核（基地）としての取り組みです。  

当該牧場では、管内畜産農家の経営形態の変化への対応や収益性の向上に資するため、

人工授精（以下、ＡＩ）や受精卵移植（以下、ＥＴ）の実施、牛白血病(以下、BL)感染牛

の受入れと牧区分け管理、定期的な草地更新など、より高いサービスの提供を積極的に行

っています。  

このことが、市内外畜産農家からの預託の確保にもつながり、牧場の安定経営を実現し

ています。 

第２点は、地域観光の振興と畜産業への理解醸成のための取り組みです。  

隣接のキャンプ場などと一体となった広告媒体の活用などパッケージ化することで、地

域への誘客に貢献するとともに、ふれあい牧場で地域の子どもが動物に接することが、住

民の畜産業を営むことへの理解醸成につながっています。  

これらの取り組みについては、牧場運営を指定管理事業とすることで更に効率的・効果

的に実施されています。 

 

[秋晴れの戸隠牧場と戸隠連峰] 



５．取り組みの経緯  

 当該牧場は、明治 42 年に旧戸隠村が国有林 150ha を借り受け、馬の放牧場として開設

した牧場で、戦中は食糧増産のため畑に転用していました。戦後一旦返却しましたが、乳

用牛、肉用牛の増加に伴い昭和 27 年に同国有林の 107ha を改めて借り受け村営戸隠牧場

として営業を再開しました。  

その後、同国有林を買い上げた上で新たに 28ha を借り受け、現在は合計 135ha の面積

を有しています。  

また、運営は平成 17 年の市町村合併により旧戸隠村から長野市へと引き継がれました。  

 なお、当該牧場は標高 1200m ほどの高原牧場で主な草種はオーチャード、チモシー、ペ

レニアルライグラスとなっています。  

放牧期間は５月下旬から 10 月下旬までに限られ、周年放牧は行っていません。  

牧場の利用は市内農家（牛の放牧頭数比率で 64%）と市周辺畜産農家が中心であり、乳

用育成牛、肉用繁殖牛、馬の放牧が行われています。牛の受託頭数は、平成 21 年の 232 頭

をピークに年々減少し、平成 27 年には 103 頭まで減少しましたが、平成 29 年には 140 頭

まで回復しています。  

 牧場の周辺には戸隠神社などの観光資源が点在し、隣接地は戸隠キャンプ場であること

から、これらの来訪者が牧場を訪れ、自然の中で動物とのふれあいや乗馬を楽しんでいま

す。 

 

（１）取り組みの開始年 

  ① 生産関係 

   ＡＩの実施 平成 15 年頃 

ＥＴの実施 平成 17 年 

   ＢＬ牧区開設 平成 26 年 

   アブ捕獲トラップの設置 平成 26 年 

 

  ② ふれあい牧場関係  

   ふれあい動物園設置 昭和 60 年 

   遊具（すべり台等）設置 平成 2 年 

   乗馬施設整備（あずま屋等） 平成 4 年 [ふれあい牧場] 



   休憩所整備 平成 10 年 

   指定管理事業による周辺観光事業との連携 平成 21 年 

 

  ③ 草地整備関係  

   草地整備 昭和 33 年から随時小規模で実施 計画更新は平成 27 年～ 

   乾燥牧草の本格的販売 平成 30 年～ 

 

（２）取り組みのきっかけ、理由等  

① 基幹牧場としての機能強化への取り組み  

当該牧場では種雄牛 1 頭による自然交配を行っていましたが、輸入自由化等への対

応として預託農家から高価格で販売できる子牛の生産等が求められるようになりまし

た。このため、平成 15 年ごろから、農家の希望に合わせＡＩ、ＥＴについても実施し

ています。 

一方で、平成 25 年ごろから県内の牧場では放牧時のＢＬ感染が課題となっており、

陽性牛については受入れを拒否する牧場も散見されました。地域の畜産基幹施設であ

ることから、当牧場では、平成 26 年から牧区を分けることによりＢＬ感染牛も受入

れを始めています。  

平成 27 年に唯一の種雄牛が疾病淘汰され、自然交配からＡＩ・ＥＴへ完全に移行

しました。 

草地については、昭和 33 年に国庫事業を活用し約 10ha の造成を行って以来、積極

的に事業導入を行い牧草地 92ha、野草地 5ha、その他 28ha と牧養力に富んだ牧場を

形成しています。近年は、定期的な更新を行っていないため、雑草の繁茂や草地の痛

みが見られるようになり、平成 27 年から 10 年計画で更新が行われています。  

 

② 観光牧場としての取り組み  

    当該牧場は、戸隠連峰や高妻山の登山口であり、戸隠神社と繋がる遊歩道が、自

然を体験できる場として以前から人気があります。全国的に体験型の観光客が増加

し、昭和後期から平成初期にかけて、ふれあい動物園、遊具、乗馬施設等の整備を

図りました。隣接の戸隠キャンプ場には夏場に 1 日 2000 人以上の来場者があり、

放牧されている牛、馬の写真撮影、ふれあい動物園で、ウサギ、山羊との触れ合い



が人気を集めています。 

 

③ 指定管理事業への取り組み  

    旧戸隠村が運営していたことから市町村合併以降も長野市が直営牧場として運営

していましたが、より効率的・効果的な運営とするため、平成 21 年に指定管理事業

としました。現在の指定管理者は、公共施設の管理、市民の健康増進やスポーツ等

の振興を行っている（一社）長野市開発公社が行っています。  

 

（３）取り組みの推進体制  

長野市では、市の条例に基づき、畜産業や観光事

業振興方針で指定管理事業者に対し運営方針を示

すとともに、牧場施設の改修等について予算を確

保しています。  

人工授精、受精卵移植、妊娠鑑定は、近隣ＪＡが

共同で設置するＪＡ北信畜産酪農営農センターに

委託しています。  

また、治療、去勢、除角は北信農業共済組合が行

っています。  

なお、放牧衛生検査については、県家畜保健衛生所、農業改良普及センター、長野

市など関係機関総出で対応しています。  

 

６．取り組みのネック及び解消策  

 ＡＩへの転換は、発情確認や授精適期の見極め

が難しいことから、見逃しリスクの低減や発情未

確認牛への対応として平成 18 年からホルモン処

理による発情同期化プログラムを導入していま

す。 

ＢＬ感染牛を預かることについては、陰性牛へ

の伝染を懸念する声もありましたが、地域の畜産

振興上必要との判断により、陰性牧区と陽性牧区
[定期的な草地更新・播種作業] 

[放牧衛生検査は関係機関総出で実施 ] 



をつくり、間に約 100m の空牧区を設けることと、入牧時に抗体検査を実施することなど

の感染防止対策に取り組むことで可能となりました。  

併せて、平成 26 年からは媒介昆虫であるアブ対策として、県家畜保健衛生所と連携し

場内にアブ捕獲用ボックストラップ（10 か所）、シートトラップ（5 か所）を設置し、駆除

や発生量及び種類の調査を行っています。  

牧養力の維持のための草地更新については、従来は雑草（ﾔﾏｶﾞﾗｼ等）駆除と石・礫など

が多い場所での更新方法が課題でしたが、農業改良普及センターと家畜改良センター、雪

印種苗株式会社などが連携し実証試験を行った結果、作溝（不耕起播種）法と除草剤ラウ

ンドアップ散布の組み合わせが効果的であることが確認されました。  

 県内の牧場の多くは放牧期間が初夏から秋までに限られ、このため従業員の通年雇用が

難しい状況にあります。当該牧場については、指定管理者がスキー場の指定管理を行って

いることから、冬期間の雇用も可能となって、人材の確保が容易となっています。  

 

７．取り組みの効果 

平成 29 年受胎率はＡＩやＥＴの実施によりほ

ぼ 100％（63 頭）となりました。  

ＢＬ感染牛の受入れと牧区分け管理などへの取

り組みについては、下牧時の抗体検査で分離放牧

やアブの駆除実施以前には 50%であったＢＬＶ陽

転率は、5%～8%に減少するなどの成果が見られ

ました。 

アブの駆除は、当該牧場のような観光牧場にと

っては、来訪客が快適に牧場内で過ごしていただ

くためにも重要となっています。  

草地については、平成 27 年以降の計画更新により４ha が整備されました。牛を放牧し

ながら牧草種子の播種も行うことにより、草地更新速度が早まった上、牧養力が格段に高

まりました。また、牧草の販売についても平成 30 年度には年間４ｔ販売することができ

一定の効果がみられました。  

これらにより、市外からの預託要望は増加傾向にあり、市内畜産農家の経費負担の削減

につながっています。  

[効果を発揮するアブトラップ] 



牧場入場者数は、指定管理者によるＨＰや広告媒体などのＰＲにより、増加傾向にあり

ます。 

 

８．今後の課題  

畜産農家は減少傾向にありますが、地域の基幹牧場として市内、市周辺畜産農家の家畜

を継続的に受け入れるためには牧場経営の安定と牧場機能の強化が必要です。  

そのため、預託頭数の確保については、引き続き優良系統のＡＩとＥＴ、また計画的な

草地更新など牧場機能の強化を行いつつ、県外からの預託についても取り組む必要があり

ます。 

更には、近隣畜産農家の大規模化に伴い周年預託を希望する農家もいることから、積雪

や凍結で冬期の飼養が難しい当該牧場とは別に、低標高な里部に冬期間の預託施設を確保

するなどの検討も必要と思われます。  

草地管理については定期更新を行っていますが、近年イノシシ被害が拡大していること

から、専門家にアドバイスをいただきながら物理的・生態的な防護を実施する必要があり

ます。 

これからの牧場運営を支える人材の育成については、より高い草地改良などの技術や効

率的な牧場運営手法を習得するための環境づくりが必要です。  

戸隠牧場全体が魅力のある観光リゾート地となっていますが、更に、食や牧場作業の体

験分野を充実して、観光と連携して、新たな可能性を模索することも必要と思われます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



公共牧場を有効活用している優良事例調査報告書 

                

                             委員名 中村 哲雄 

 

１．公共牧場名 くずまき高原牧場 

２．所有主体名 一般社団法人葛巻町畜産開発公社 

３．管理主体名 一般社団法人葛巻町畜産開発公社 

         理事長 (葛巻町町長)       鈴木重男 

         専務理事(公社設立時の職員) 高宮晴彦 

                  監事、理事会、運営委員会 

         職員、臨時職員、パート、研修生で約 100 名  

４．葛巻町の概要 

  葛巻町は、夏は、冷涼、冬は寒さが厳しく農用地 10%で電車、高速道路、ゴルフ場、温

泉、スキー場もない条件不利地域です。 

  葛巻町酪農の規模拡大と生き残りを目指し、１９７０年代に国営広域農業開発事業を

導入し、１４６億５，０００万円を投下して、１，０００メートルの高海抜地帯に酪農

団地造成や酪農団地とくずまき高原牧場を結ぶための道路を建設しました。 

  酪農団地は、現在では、東北一の日量９０トンの牛乳を生産するまでに成功し、発展

しています。また、事業で整備した道路は、牧場管理道路として、また、生活道として、

葛巻町の林業や畜産業、農業等産業を支える道路として有効に活用されています。 

  さらに、この道路を使って３つの酪農団地に風力発電施設（１５基(現在２２基建設

中)）が建設されています。 

 酪農と林業を基幹産業として再生可能エネルギーに積極的に取り組み、牧場経営、ワ

イン工場の経営、ホテルを経営する第三セクターが町の活性化を実現し年間５５万人が

訪れる町です。 

 

５．くずまき高原牧場の概要 

  くずまき高原牧場の管理運営は一般社団法人葛巻町畜産開発公社が行っています。 

一般社団法人葛巻町畜産開発公社は、酪農の規模拡大と機能分担(酪農家は、搾乳に専

念し、子牛は公的牧場で育成)により、効率の良い酪農経営を確立するために１９７６年



に葛巻町と葛巻町農協の出資で第三セクターとして設立されました。 

 設立当初は、夏期放牧事業（５００頭）と粗飼料生産事業でスタートしましたが、そ

の後開始したホルスタイン雌子牛の周年育成事業（４８０頭）、乳雄肥育事業（５００頭）、

展示搾乳事業（５０頭）の５事業を実施して、売上高２５，０００万円で２５人程度雇

用する計画でしたが、１９８２年には葛巻町の特産品開発に着手し、毎年１品商品を開

発する事業化を図って雇用の拡大に取り組みました。 

１９９０年代には、国の支援を得て、夏期放牧場の一角にレストハウス、くずまき高

原牧場に体験交流宿泊施設、牛乳処理施設（ミルクハウス、チーズハウス、ふれあい広

場と焼き肉ハウス）などを建設して異業種に参入し、更に雇用を拡大しました。 

現在飼養している牛の頭数は、夏期放牧３００頭、周年育成２，２００頭（県外から

預託１，８００頭、肉牛肥育１００頭、搾乳牛１００頭で夏期最大頭数２，７００頭で

す（この他に繁殖羊４０頭、肉用肥育羊４０頭を飼養）。売上高は約１１億円で、累積黒

字を１億６，０００万円程度計上しています。 

 

〈一般社団法人葛巻町畜産開発公社の組織及び業務〉 

〇 総務部―総務課 

酪農研修センター管理運営（葛巻町から委託管理費６４０万円） 

  〇 畜産管理部 

哺育育成課(周年育成事業と夏期放牧事業、特別会計で預託育成牛互助事業)、

肥育課(肉牛の肥育と羊の繁殖、肥育)、粗飼料生産課、展示搾乳牧場の経営、特用

林産課(椎茸生産、森林公園の管理、牧場内の緑化美化)  

  〇 交流製造部―乳製品製造課（ミルクハウス、チーズハウス、パンハウスの経営） 

    ふれあい交流課（体験交流宿泊施設プラトー、レストハウス袖山高原） 

    営業販売課（宅配事業、配送センター、催事等出張営業） 

  

６．取組内容 

１９８０年４月、葛巻町は、くずまき高原牧場の一角に、農業、畜産、酪農後継者

養成を目的とする「酪農研修センター」を建設して、この管理を葛巻町畜産開発公社

に委託しました。これが契機となって人材育成事業が開始されました。 

 



（１）長期宿泊研修 

 この研修の当初計画では、受け入れる研修生は毎年８人、研修期間は 1 年間とし

ました。 初年度と２年目は、岩手県内において広域農業開発事業に参加して牧場

を建設した市町村から派遣された牧場管理予定者４名とくずまき高原牧場の牧場管

理予定者４名の計８名の研修生でスタートしました。 

 この研修生のうち市町村から派遣されたメンバーは、３年～４年間の研修を終え

てそれぞれの市町村の牧場管理に従事したため、研修生は、葛巻町内の酪農家や畜

産農家が主体となりました。 

 ５年目以降は、長期宿泊研修や短期宿泊研修、日帰り体験学習の受け入れなどが

テレビ、雑誌、新聞に取りあげられるようになって、全国から多様な研修生が毎年

８人程度来場するようになったことから、長期研修の希望に応じて、１年コース、

２年コース、３年コースを設定し、最大３年間で自分の進む道を見つけて修了する

仕組みにしました。 

長期宿泊研修の修了生の出身地は、北海道から九州までの各地域から参加してお

り、これまでの修了生は実数で約３００人となっています。 

 なお現在長期宿泊研修生には、一律１５１，０００円の研修手当を支給（食費と

諸経費などで３０，０００円－３５，０００円は差し引いて支給）しています。 

 

（２）短期宿泊研修 

 牧場での研修を希望する若者が増えて、長期宿泊研修制度のみでは対応できなく

なったことから、１９８４年に研修希望者(団体)の日程に合わせて、１泊２日以上

の短期宿泊研修を開始しました。 

主な研修実績は以下のとおりですが、現在も全国の大学、高校などから年平均１

０人程（期間：１０日間程度）の研修を受入れています。 

①  １９８４年８月に岩手大学獣医学科、９月畜産学科（現動物科学科）の単位  

取得の対象となる牧場実習（１泊２日）を実施し動物科学科は、現在も継続し

ています。 

② １９８５年７月に甲南大学女子ワンダーフォーゲル部の合宿を実施、これが

「グリーン・ツーリズム」への取り組み第１号となっています。 

③ １９８６年夏農林水産省上級職新規採用技官（１１人、２週間）の研修を実



施しました。 

④ １９８６年１０月埼玉県飯能市の自由の森学園の修学旅行（１４人、２泊３

日）を受入れました。これが子供たちに「食品と命の尊さ」を伝える「酪農教

育ファーム」の取り組み第１号となっています。 

       

２０００年には、文部科学省から（５０万円）と農林水産省から（５０万円）の

支援（２年間限定）を受けて、厳冬の１月に１３泊１４日で「酪農教育ファーム（ス

ノーワンダーランド）」を実施しました。（参加料金：７０，０００円） 

この取り組みは、全国から３０人限定で実施しましたが、多くの共感と感動を呼

び、第９回目にはアメリカからの参加もあり、これまで１人の脱落者（途中で帰宅）

もなく実施してきました。 

第３回目以降については、各種団体からの支援を受けてその資金を運営費に充て

てきましたが、支援が得られない時には「見たこと、聞いたことは忘れやすい、体

験したことは一生忘れないだろう」という想いから、牧場が負担（１００万円程度）

し継続的に実施しています。 

その他に「サマーワンダーランド」（参加料金４０，０００円）「スターワンダー

ランド」（参加料金２５，０００円）などを６泊７日程度で実施しています 

短期宿泊研修の実施に当たって、中学生、高校生、大学生の研修に関しては、牧

場作業に対してアルバイト料を支給せず、研修経費（食費、宿泊費）は頂かないよ

うにしています。 

 なお、農業団体、企業、組織に所属している職員の場合は、参加料金（１泊３食、

５，０００円）を頂くようにしています。 

 

（３）日帰り体験学習（２時間以上滞在して牧場体験をするメニュー） 

     １９９５年、牧場内に体験交流宿泊施設を建設し、修学旅行など「日帰り体験

学習」を受け入れることとしました。 

この体験学習は、これまで１日当たり最大３６０人受入れた実績があり、６班

に分かれて６種類の牧場体験などを実施しました。なお、日帰り体験学習の参加

料金は、１人１種目３２４円いただいております。 

「牧場体験学習」はしなくても、「緑、広い空間、ゆったりと流れる空気」「美味



しい牧場の特産品」などを求めて、年間３０万人が牧場を訪れており（入場無料）、

その中から、年間約３５，０００人が牧場の多面的機能を活かした「牧場体験学習」

に参加しています。 

 

（４）牧場を広く開放していった理由 

   １９８０年代、製造業や農業、畜産を差別的に蔑視、軽視した汚い、くさい、き

つい、など３Ｋと言われ、そのことに憤りを感じていましたが、牧場側から畜産業

に対する理解も求める必要があるとの認識から、牛乳を生産する酪農、牛肉を生産

する畜産の農場体験を通じて、酪農・畜産に対する国民の理解の輪を広げる人材育

成事業に取り組むこととしました。 

 

（５）人材育成の推進体制 

  ア 研修係長の配置 

１９８０年に酪農研修センター設置当初から管理運営は、葛巻町畜産開発公社

総務部が担当し長期宿泊研修、短期宿泊研修、日帰り体験学習などの来場者の対

応の主担当として、葛巻町役場派遣職員を研修係長（葛巻町畜産開発公社事業部

長兼務）に配置しました。 

イ 特用林産課の設置 

１９８６年から葛巻町畜産開発公社では、牧場が持っている多面的機能を活か

す観点から、牧場内の林地空間を活用した椎茸、山菜、山ぶどうの苗木栽培など

に取り組むこととし「特用林産課」を設置しました。当時特産品開発に積極的に

挑戦し、精肉販売事業、焼き肉食堂の開設、一年一品の商品開発などに取り組み

牧場の酪農、肉畜以外の全ての事業を特用林産課が実践することとし、当時人材

育成は、特用林産課の業務として取り組んでいました。 

  ウ 体験・交流宿泊部門の創設 

葛巻町畜産開発公社の、総務部門が「酪農研修センター」の管理運営を担当と

し長期宿泊研修生、短期宿泊研修生の対応を行ってきました。 

１９９５年に牧場内に体験交流宿泊施設、１９９６年に牛乳処理加工施設が建

設されました。これを機に酪農、肉畜を担当する部門と粗飼料生産部門、特用林

産部門、牛乳乳製品の製造、販売部門に加えて、体験、交流宿泊部門を創設し、



特用林産部門が担当してきた「日帰り研修」や「体験学習」「短期宿泊研修」は全

て「体験交流宿泊施設」を使って、新設の「体験、交流宿泊部門」で行うことと

し現在は、専門職員を雇用して「くずまき高原まきばの学校」を開設（校長先生

も任命）して、日帰り体験学習や短期宿泊研修を通年で実施しています。 

 

７．取り組みのネック及び解消策 

（１）長期宿泊研修と短期宿泊研修 

   長期宿泊研修及び短期宿泊研修の受け入れ人数は、毎年人数は変動していますが、

現在も一定の参加希望があることから、研修施設の運営に対する葛巻町からの支援

（委託管理費：年６４０万円）を受けて、現場実習を中心に各種研修を継続的に実

施しています。 

（２）短期宿泊研修と「日帰り体験学習」 

   体験交流宿泊施設における短期宿泊研修や日帰り体験学習を運営する主担当を

継承する人材の育成確保が課題となっていますが、現在のところは、牧場の職員全

体でその業務をカバーしています。 

 

８、取り組みの効果 

   長期宿泊研修・短期宿泊研修による人材育成に取り組んでから、くずまき高原牧

場による酪農教育ファーム（酪農グリーン・ツーリズム）の取り組みが全国の先駆

けとして、新聞、雑誌、テレビなどで取り上げられる機会が多くなりました。 

このことにより、「くずまき高原牧場」の情報が全国に広がり、来場者が増大し、

くずまき高原牧場の事業拡大、売り上げ増加、雇用拡大につながって、葛巻町民に

自信と誇りをもたらしています。 

このように、くずまき高原牧場の人材育成事業は、葛巻町の地域活性化に大きく

貢献しています。 

 

９、今後の課題 

   くずまき高原牧場の建設から４０年以上経過しており、酪農、肉畜関連施設の老

朽化が進んでおり、それら施設の新築が最大の課題となっていますが、現在、新築

整備の計画段階にあります。  













 

牧場全景（航空写真） 

公共牧場を有効活用している優良事例調査報告書 

 

                             委員名 山田育夫 

 

１．公共牧場名  つがる市屏風山牧場 

２．所有主体名  つがる市 

３．管理主体名  つがる市屏風山畜産組合 

 

 

 

 

 

 

 

４．取り組みの内容 

旧車力村屏風山地域は、日本海

に面し、強い偏西風と砂丘から飛

来する砂塵から水田を守るため、

江戸時代より 200 年以上にわたっ

て植林事業が行われてきた地域

であり、防風林に囲まれたわずか

な草刈り場に水田耕作の役用と

して牛馬を放牧してきた土地柄

です。 

旧車力村内にあった二つの牧場(①共同放牧場;牛馬の共同放牧地として昭和 34 年よ

り利用開始。②村営牧場;肉牛の夏季預託牧場として、昭和 41 年より利用開始)を平成５

年から平成９年にかけて実施された旧農用地整備公団の津軽西部区域畜産基地建設事業

（以下「畜産基地建設事業」という。）により、防風保安林を（国有林の一部を解除）活

用した草地造成事業を核として公共牧場機能を充実させ、共同放牧場の業務を村営牧場

に集約化し、預託業務の効率化を図った上で、その管理を車力村畜産振興組合に委託しま



 

放牧風景 

した。 

その後、平成 17 年の町村合併(木造町、森田村、稲垣村、柏村、車力村)に伴い「つが

る市」の誕生を契機として、車力村畜産振興組合は「つがる市屏風山畜産組合」に名称を

変更、夏季放牧管理業務に人工授精・改良増殖等の業務を加えた肉用牛の生産出荷業務全

般を開始し、現在では、当該地域における肉牛生産の拠点として地域の産業振興の一翼を

担っています。 

 

５．取り組みの経緯 

（１）取り組みの開始日 

つがる屏風山畜産組合としての取り組み

は、町村合併後の平成 17 年 4 月 1 日から開始

しておりますが、車力地域内での本格的な肉

用牛生産振興業務は、畜産基地建設事業が完

了した平成 10 年 4 月から開始しています。 

 

 

（２）取り組みのきっかけ 

強い偏西風と砂質土壌地帯である屏風山地域は、大きく畑作地帯と水田地帯にわか

れておりますが、その中でも保肥力のない砂質土壌地帯にあっては、有機質としての

堆肥の確保が重要な経営因子として認識されてきたことから、津軽地域の 1 市 7 町
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村で実施した畜産基地建設事業を活用して、当該地域に畜産基地を建設（畜産基盤の

集約化と効率化を図るため牧場を整備）し、そこから生産される堆肥を有効活用した

畑作振興と放牧を中心とした畜産振興を図るための事業を開始、その管理を地域の

実情に周知した車力牟田畜産振興組合に委託しています。 

 

（３）取り組みの推進体制 

つがる市の農業粗生産額は、その大部分を米と野菜が占め、畜産が占める割合は約

8％です。 

前述のとおり、屏風山地域一帯の土質は

砂質土壌であり、有機質不足が常態化して

いたことから、畜産基地建設事業で建設さ

れた公共牧場周辺部にある牛舎から排泄

された糞尿は、同事業で建設された堆肥セ

ンターで堆肥化処理され、その堆肥は、つ

がる市内の野菜農家で構成する「屏風山野

菜振興会」が中心となって有効活用されています。 

また、つがる市から管理を受託している「つがる市屏風山畜産組合」が黒毛和種繁

殖牛の夏季放牧場として利用しています。 

また、かつてはマキ牛による自然交配が主体であったものを、平成 11 年頃に人工授

精に切り替え、平成 13 年 4 月には、全国和牛登録協会から青森県内では 7 番目とな

る「和牛登録協会」の認定を受けています。 

さらに、若手を中心に先進地研修の実施や県外(宮崎県等)からの優良雌牛の導入を

図るなど産地間競争に打ち勝てる生産地を目指し、関係機関一体となった黒毛和牛主

産地化を目指しているところです。 

また、つがる市とつがる市屏風山畜産組合の業務管理委託契約は毎年度締結を行っ

ています。 

 

６．取り組みのネック及び解消策 

（１）ネック 

つがる市とつがる市屏風山畜産組合の管理業務の委託契約について、つがる市は、



 

財政事情も年々逼迫し、市議会から業務委託費の見直しが求められていることもあり、

将来的にはつがる市屏風山畜産組合が新たに肉用牛の周年預託業務を実施して、新た

な財源の確保に努め、管理委託料の低減化を推進していく必要があります。 

一方で、畜産基地建設事業の実施から 20 年以上が経過し、つがる市屏風山牧場の施

設が老朽化しており、適宜修繕は実施しているものの抜本的な対策が急務となってい

るのが実情です。 

また、砂質土壌地である草地の草生を回復させるためには、有機物の収奪と乾燥化

に対する措置が不可欠ですが、つがる市屏風山牧場の草地に施用されるのは放牧期間

に行う牛糞尿のみであり、隣接する堆肥センターの堆肥は、畜産基地建設事業実施の

際の議会承認条件に従い。、全ての堆肥が畑作農家の所有地に還元されています。 

 

（２）解消策 

① 施設整備 

つがる市は平成 29 年度で畜産基地建設事業の償還金も終わることや車力地域の

農業生産の中心拠点であるつがる市屏風山牧場の重要性から平成 29 年度から平成

33 年度の５か年間において、市議会の承認を得て畜産公共事業(事業名:草地畜産整

備事業、総事業費７億円)を活用して、草地整備、周年預託施設、新堆肥センターの

整備を実施しています。 

なお、当該畜産公共事業の完了後は、新堆肥センターの堆肥を有機質肥料として

草地に還元することが可能となります。 

② その他 

つがる市は、旧車力村屏風山地域内での畜産公共事業の参加者の意見を集約し、

畜産振興に対する地域住民の理解を得られるよう、畜産振興による地域内経済の活

性化効果に関する情報を広くつがる市民に周知することとしています。。 

 

７．取り組みの効果 

（１）共同放牧場業務の村営牧場への集約化の効果 

畜産基地建設事業による村営牧場の整備を契機として、自宅に隣接する牛舎を村営

牧場の近隣に集団移転することによって、放牧業務、繁殖管理業務及び衛生業務の

一体的な実施が可能となった。 



 

（２）マキ牛から人工授精への切り替え等の効果 

① 受胎率の向上による分娩期間の短縮  

繁殖管理の重要性が組合員(現在 14 名)に浸透し、組合員自らが人工授精師資格を

取得(現在 12 名)し受胎率の向上に努めた結果、分娩間隔が短縮し、子牛の出荷頭数

（毎年、繁殖雌牛の約６割が子牛出荷）が安定化している。  

② 改良増殖の進展等による子牛の格差解消（別紙（７）．（８）参照） 

人工授精による改良増殖の進展に加えて、最近における子牛価格の上昇や農家意

識の向上もあり、優良雌牛の保留及び県外からの繁殖雌牛の導入が活発化し、車力

村産と県平均の子牛の価格差は年々解消し、平成 11、12 年に約 16 万円あった価格

差は、平成 28、29 年には約 2 万円までに縮小している。 

 

８．今後の課題 

車力地域内でも高齢化は進行しており、農業の担い手が不足してきているのが実情で

す。つがる市屏風山牧場は車力地域の肉用牛農家が中心となって利用していますが、今

後は、他の地域の肉用牛農家による牧場利用を促す PR 活動を強化する必要があります。     

また、現在実施している畜産公共事業が終了し、周年放牧施設等の整備完了時までに、

つがる市屏風山牧場の運営改善を図るための技術者の養成も急務となっています。 

肉用牛の低コスト生産を図るため、周年預託施設や堆肥施設、草地の維持管理や家畜

の管理に係る技術者の適正配置が重要であり、つがる市及びつがる市屏風山畜産組合は、

他地域からの技術者の参入・確保も視野に入れ、広報活動を推進しているところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

　①小規模草地開発事業〔富萢地区(現屏風山団地)S39～40 ：草地造成 40ha〕

　②県有役肉用雌牛貸付け事業〔S50：10頭〕

　③特別導入事業〔S55～58：57頭、H６：16頭、H８：41頭、H９：1頭〕

　　　　　　　　〔Ｈ14：15頭、H17：6頭〕

　　つがる市導入事業〔H17：8頭、H20：8頭、H21.:3、H26：3頭〕

　　他にＪＡ事業により導入あり

　④畜産基地建設事業〔屏風山団地 H５～９：草地造成 88.2ha〕

　⑤草地更新整備事業〔 H14～16：更新整備 ６９.９ha〕

屏風山牧野建設の概要
（１）事業名：津軽西部区域畜産基地建設事業

（２）事業実施主体名：農用地整備公団（現：緑資源機構）

（３）管理運営主体名：つがる市［牧野管理：つがる市屏風山畜産組合へ委託、

　　　　　　　　　　　　　　　　堆肥センター：（一社）屏風山野菜振興会へ委託］　

（４）事業実施期間：平成5～9年度　（5ヶ年）　

（５）土地の所有区分及び権利調整(H9)

土地所有区分

国  有  林  野

財 産 区 有 地

計

 （６）事業内容

　　　　　注）畜産基地建設事業参加農家：12戸（うち牧場内移転農家6戸）

★車力地域における肉用牛関係事業の導入経過

全体面積 (ha) 草地造成 (ha) 権    利    調    整

68.29 27.8 Ｈ15 旧車力村購入

76.76 60.4 貸    付    契    約

145.05 88.2

工　　種 規 格 ・ 構 造 数　　量 事業費（工事費）

草　 地　 造 　成

不耕起法 T=5cm 27.8 ha 　　　　　　　　　　　円

耕起法  T=15cm 60.4 ha

小　　計 88.2 ha

道 　路　 整　 備

幹線　7.5m(5.5m) 4,236 m

支線  5.0m(4.0m) 597 m

小　　計  4,833 m

雑  用  水  施  設

取 　水　 施　 設 1カ所 

送  配  水  施  設 2,158.0 m

給 　水　 施 　設 ４基

隔　　 障 　　物

外柵有刺鉄線5段張 11,295.0 m 一部電牧化

内柵有刺鉄線４段張 3,953.0 m

小    計 15,248.0 m

電　気　導　入 １式

看　　視　　舎 木造  117.86㎡ １棟

種　雄　牛　舎 木造    98.08㎡ １棟

肥　育　牛　舎 木造  405.54㎡ １棟

敷　　料　　舎 木造  450.00㎡ ４棟

堆　　肥　　舎 木造  472.77㎡ ４棟

堆　　肥　　盤 ＲＣ1,749.60㎡ ２基

農　　具　　庫 鉄骨  336.00㎡ １棟

牛　　衡　　舎 木造      4.05㎡ １棟

乗　降　施　設 ４基

計 2,168,160,205

別紙 



 

（７）平成２９年度屏風山牧野の利用状況

H29.7.1現在

計

12 136

注）放牧料は成牛、育成牛とも180円/日、子（12ヶ月齢未満は50円/日(ただし年3,000円が限度)

（８）子牛市場成績（平成２８年度）

※上段太字は組合、下段（　）内は県全体数値）

（９）牧野管理運営体制図 （平成28年4月1日現在）

・組合員：1４名 ・職　　員　　　　　2名

・専属人工授精師　　1名

（10）今後の牧野管理運営等の取り組み

　①　優良雌牛の保留及び導入    

　②　雌牛の育種価判明率の向上　

　③　受胎率の向上　

　④　安定的な牧草収量の確保及び自給飼料増産の推進

　　　　　　稲ソフトグレーンサイレージの調整実演会

（12ヶ月齢未満）

1

農家戸
数

（戸）
備 考

取引頭数
平均価格 平均体重 kg単価

放　　牧　　頭　　数 （頭）

成牛

(24ヶ月齢以上）

122

育成牛

（12～24ヶ月齢）

13

子牛

性
（円） （kg） （円）

雌
59 743,241 297 2,505

(2,378) (740,934) (292) (2,537)

去勢
76 840,823 316 2,659

(3,388) (874,579) (324) (2,709)

計
135 798,176 308 2,594

(5,766) (819,462) (311) (2,638)

耕種農家へ供給

つがる市屏風山畜産組合 牧野管理
管理委託

つがる市

(一社)屏風山野菜振興会 堆肥生産



 

 



牧場全景 

公共牧場を有効活用している優良事例調査報告書 

 

委員名  須藤 純一 

 

１．公共牧場名 美幌峠牧場 

２．所有主体名 美幌町 

３．管理主体名 有限会社 ワタミファーム 

４．取組の内容 

美幌町有の公共牧場を有限会社ワタミ

ファームに賃貸し、ワタミファームは牧場

内に搾乳牛舎等一連の施設を整備して酪

農生産を行うこととし、平成 29 年より畜

産クラスター事業により畜舎等の整備を

行っています。同時に集約放牧利用に向け

た牧道や電気牧柵などの再整備も行い放

牧利用による酪農生産を開始しています。 

併せて従来の公共牧場としての機能も保持するため、美幌町とワタミファームの間で

預託牛管理業務委託を締結しています。 

 

 

５．取り組みの経緯 

 美幌峠牧場の公共牧場としての機能の中止は平成 21年です。美幌峠牧場は昭和 50年

に国営草地開発事業により造成開始し、昭和 63年より預託を開始しています。美幌町

内には農協営の公共牧場もあり主に肉用牛の預託を行い、町営の美幌峠牧場は乳用牛

預託として棲み分けを行っていました。当町は水田や畑作経営が多く和牛経営との複

合経営も多くありました。専業化の進展により畜産農家の減少が進み飼養頭数の減少

が大きく預託牛の減少が止まらないという状況が続いていました。 

１）取り組みの理由 

美幌峠牧場は乳用牛主体の預託のため、当初から道外牛の受け入れを行っていまし

たが、特に要望の強い舎飼期の受け入れは人件費が多くなりコスト高になっていまし



た。また舎飼い牛舎施設の老朽化が進み飼養環境の悪化も進行していました。同時に預

託利用も低下傾向が続き平成 21年に預託の中止に至ったものです。 

２）取り組みのきっかけ 

預託牛の受け入れ中止から牧場の活用について種々検討し北海道庁にも相談してい

ました。町としては現状の草地を維持するという立場からの再利用を検討しており、当

初から「あぐら牧場」など民間の牧場にも話しかけていました。平成 25年に当時弟子

屈町において主として肉用牛を生産していた有限会社ワタミファームより話があり、

ワタミファームとしては肉用牛から酪農経営への転換を行っており、３年前からすで

に当牧場への育成牛の夏季預託を開始していました。 

そうした実績からワタミファームから牧場の賃貸についての検討を双方において行

い平成 29年に至って両者の賃貸契約の締結が行われたものです。 

３）取り組みの推進体制 

賃貸契約の基本合意としては双方で運営していくことを確認し基本としています。

そのため、賃貸後の推進体制は美幌町（所有主体）と有限会社ワタミファーム（管理主

体）となって双方が一体的に推進するという体制になっています。 

現状では公共牧場面積のうち 231.3ha を有限会社ワタミファームに賃貸しており、

そのうちの 127ha は町とワタミファームの間で預託牛管理業務委託を締結して公共牧

場としての預託機能を維持確保しています。 

 

６．取組のネック及び解消策 

 公共牧場を民間に賃貸するための最大のネックは、国営事業によって実施した草地

造成であり、施設であったということでした。このため耐用年数が残っている場合には

他には賃貸できないという基本原則があります。こうした観点から補助金の返還の対

象にならないための交渉や調整に多くの時間を要したものです。公共牧場としての機

能を維持しつつ第三者に牧場管理を委託するという内容で解決できました。現在、補助

残分の借入金はないということです。 

なお、対象法人は農地保有適格法人であり、町の農業委員会からの賃貸借の許可は得

られ問題はありませんでした。借地契約は平成 29 年から 31 年までの契約ですが、自

動更新による延長が可能な内容になっています。 

 もう一つの課題は貸付料金の設定でした。施設（牛舎施設、牧柵）は老朽化している



放牧風景 

ため無償貸与としましたが、草地については、公共牧場としての草地の賃貸の事例がな

いことでした。公共牧場の場合、採草は年間２回収穫が最大であり、一般の採草地賃貸

の場合とは条件が異なり、単純に地域の平均水準を適用できないという問題がありま

した。 

（有）ワタミファームの全国的な事業展開あるいはグループ企業としてのメリットを

生かした当町内の地域活性化に対する貢献への期待なども考慮して時価と比較して安

価な料金設定としています。 

 畜舎や牧柵等の老朽化対策としては、基本合意書に基づいてワタミファームが実施

していますが営農活動の範囲内とし、同時に町の予算の適用範囲内で双方が行うよう

な対応としています。これは草地の整備など植生改善についても同様な扱いとしてい

ます。 

 

７．取組の効果 

 取り組みの効果としては、第一には美幌町の公共牧場への財政負担の減少が上げら

れます。第二には公共牧場利用による大規模酪農経営の確立による牛乳生産量の増大

が見込まれ、減少している畜産経営の振興による地域農業への貢献などが大きく期待

されます。 

さらにワタミファームの系列企業、農業系大学（東京農大網走キャンパス）、町村等

による産学官連携のスキームも確立され、今後は地域農産物の加工や販路拡大などに

よる地域経済の底上げも期待されます。 

酪農経営の確立に向けた労働力は(有)ワタミファームの若手社員６名が従業員とし

て町内に居住しており、地域の活性化の一助となる期待もあります。 

この度の取り組みは国庫補助として造

成した草地や施設の遊休化を防止できた

ことも大きな成果として評価されます。ま

た立地条件から町内一体を展望できる丘

陵地があり、放牧風景も含めた観光牧場と

しての役割も期待できます。(有)ワタミフ

ァームとしては放牧主体のグラスフェッ

ド牛乳生産を目指しており、酪農経営にお 



搾乳施設 フリーストール乳牛舎 

ける放牧利用推進と普及への貢献も期待されるところです。 

 

８．取り組みの課題と対応策 

 施設機械が老朽化しており、整備や新設が必要になり、（有）ワタミファームが畜産

クラスター事業に参加して牛舎等一連の施設整備を行なっています。さらに自己資金

によって牧道や電牧施設も整備更新を実施中です。 

 また、未利用地も含め 300ha近い広大な草地の整備更新も必要であり、これも現在検

討中ですが自己資金による投資になり多大な負担が伴ことになります。現状では傾斜

地は未利用であり、この利用についても今後の課題になっています。 

 (有)ワタミファームとしては、今後の飼養計画は搾乳牛 200 頭、育成牛 160 頭を目

標としています。搾乳牛牛舎は新設し、育成牛や乾乳牛舎は既設の牛舎を改築して活用

することとしており。すでにフリーバーン育成牛牛舎に改築されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 一方、ふん尿処理は堆肥舎での貯蔵になっており、水分の除去などの管理にやや問題

を抱えています。バイオガスプラントの構想もありますが採算面と同時に消化液の利

用面での課題もあり、これも今後の重要な課題になっています。 

 さらには現在の従業員は搾乳牛の放牧飼養の経験がなく、今後飼養頭数の増大と併

せた放牧技術の習得なども重要な課題になっています。 

 



 

公共牧場を有効活用している優良事例調査報告書 

 

委員名  梨木 守 

 

１．公共牧場名 

熊取平牧野及び川島牧野（図１、２） 

鹿角市牧野条例から、熊取平牧野の所在地は秋田県鹿角市

十和田大湯字大湯の国有林にあり、面積は牧草放牧地 92ha、

野草放牧地 39ha であり、川島牧野の所在地は秋田県鹿角市十

和田大湯字川島であり、鹿角市所有で牧草放牧地 177ha、野草

放牧地 118ha となっています。 

 

２．所有主体名 

鹿角市 

 

３．管理主体名 

牧野の管理は、鹿角市が指定管理者制度により指定した

秋田県畜産農業協同組合鹿角支所（鹿角市花輪字菩提野 1

番地 2）が請け負っています。なお秋田県畜産農業協同組

合は秋田市に本所を置き、組合の経緯は以下の通りです。

2008 年 4 月に県内の鹿角畜産農業協同組合と秋田中央畜

産農業協同組合及び平鹿畜産農業協同組合が合併し、秋田

県畜産農業協同組合に改称されました。同年 9 月に秋田県畜

産農業協同組合連合会の事業を包括承継し、秋田県一円を地区とする広域畜産専門農協と

なっています。 

熊取平牧野の土地は米代東部森林管理署（国有地）管轄で、鹿角市が借り入れ牧野とし

て利用（実際の放牧地は 20ha）し、また距離的に近い所有主体が鹿角市の川島牧野（実際

の放牧地は 80ha）と合わせて黒毛和種（地元農家及び後述する A ファームの牛 17 頭（2018

年 9 月末現在））が放牧され、それぞれの牧野に 40 頭、80 頭が放牧されています 

なお、鹿角支所は上述二つの牧野に加えて、日本短角種を放牧飼養する熊取平基幹牧野

図２．熊取平牧野の衛星写真  

図１．熊取平牧野の位置  

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B9%BF%E8%A7%92%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/9%E6%9C%881%E6%97%A5


 

放牧風景 

（鹿角市十和田大湯字大湯国有林、牧草放牧地面積 50ha、野草放牧地 48ha）と曙牧野（鹿

角市八幡平字田ノ沢、牧草放牧地面積 124ha、野草放牧地 50ha）を同じく管理しています。

またいずれの牧野においても夏期の 1 日当たりの預託料金は、日本短角種及び黒毛和種に

ついて繁殖成雌牛が 260 円、同育成牛が 165 円となっています。 

 

４．取り組み内容・経緯 

預託による牛肥育事業を全国展開する A ファームグループが鹿角市の草資源に富む牧野

利用による黒毛和種の繁殖経営に着目し、鹿角市の上述の４ヵ所の牧野の指定管理者であ

る秋田県畜産農業協同組合鹿角支所に黒毛和種成雌牛の周年預託を依頼するようになって

います。これにより鹿角市としてはこれま

で減少傾向にあった牧野の放牧頭数の確

保、それにより牧野の有効利用になること、

日本短角種に加え今後黒毛和種の飼養も拡

大したいという意向にも合致すること、ま

た A ファームグループとしては放牧により

生産された素牛で肥育が可能となり消費者

ニーズに応えられるとして、双方が歓迎し

ています。 

 

１）取り組みの背景 

秋田県内では黒毛和種の肥育が、40 年ほど前から大手食肉会社が契約依頼した農家によ

り行われていました。その後、食肉会社に代わって、全国規模で畜産経営を行う生産者（主

な事業内容は①預託による牛肥育事業（秋田県を含む全国 11 県に預託農家を有する）、②

直営による牛肥育事業））が肥育契約を受け継ぎ、九州から素牛を運び入れて肥育を行うよ

うになり秋田県内で 1,000 頭を超えるまでに至っていました。 

 

２）取り組みの理由 

上述のように秋田県内の肥育頭数が拡大する中、A ファームグループは近年の子牛（肥

育素牛）価格および輸送コストの高騰から、肥育素牛の確保も秋田県内で行うことを検討

するようになってきました。2014 年から、A ファームグループの一つの A ファームが低コ



 

スト生産および消費者ニーズに応える放牧で繁殖部門を強化すべく熊取平牧野と川島牧野

に預託しそれを期待することとなりました。 

また一方、預託農家の高齢化や飼養頭数の減少などで預託頭数減が懸念されていました。

そんな中、A ファームからタイミングよく繁殖牛預託の申し入れがありました。A ファーム

は、熊取平牧野及び川島牧野の預託受け入れ条件である①夏期は放牧し冬期は舎飼するこ

と、②種付けは自然交配（牧牛繁殖）するという二つの飼養条件および契約預託料金を受

け入れました。これにより大規模に畜産経営を行う生産者が熊取平牧野及び川島牧野で繁

殖部門に取り組むことになりました。 

 

３）取り組み状況 

2014 年、A ファームが指定管理者の秋田県畜産農業協同組合鹿角支所が管理する熊取平

牧野及び川島牧野を活用した繁殖牛の周年預託契約開始時には、繁殖用素牛は秋田県内の

肥育素牛（雌牛）の中から選抜して今後の繁殖牛に供されました。生産された子牛は A フ

ァームが引き取り、秋田県内の農家の手で肥育される体制になっています。現在（2018 年

９月）、受け入れ頭数は 17 頭（うち繁殖雌成牛：15 頭、繁殖雌育成牛：２頭）となってい

ます。 

 

５．取り組みの問題点 

預託頭数（周年預託頭数）が 17 頭とその数が少ないことが問題点といえます。 

１）ネック 

指定管理者の鹿角支所としては、A ファームから 100 頭ぐらい預託を受け入れたいとさ

れています。実際にもこの程度の放牧頭数でも夏期の放牧地の確保には問題がないとして

いますが、以下の点がネックとなっています。 

（１）冬期の飼養管理するための施設が不足していること。 

現状の施設（日本短角種主体の利用）では 20 頭が最大受け入れ頭数と考えられていま

す。 

（２）飼養管理に関わる従業員確保も容易でないこと 

現在、夏期における上述４牧野（全体では黒毛和種 120 頭ほど、日本短角種 330 頭ほど）

において看視人４名を配置し、冬期舎飼（本施設は日本短角種が中心で飼養管理され成雌

牛、育成牛合わせて 130 頭ほど収容）における管理作業に 1 日当たり３名体制で行われて



 

います。なお従業員は６名（20、40、50、70 才台各 1 名、30 才台 2 名、うち女性 3 名）が

確保されています。これまでハローワークによる募集で確保してきましたが容易ではない

とのことです。 

 

これらのネックが同時に解消されなければ、預託頭数拡大に繋がらないとしています。 

 

２）解消策 

上述（１）冬期の飼養管理施設の確保については、①補助事業などで整備すること、②

個別農家に再委託すること、（２）について、募集を多岐化することが考えられています。 

 

６．取り組みの効果 

預託頭数は構想に比べ 17 頭と少ないながら、A ファームとの間で周年預託契約がされて

おり牧場運営（預託料収入の確保ができること、放牧地の植生維持など有効利用）に貢献

しているとされています。 

 

８．今後の課題 

１）預託牛増頭のための冬期舎飼施設の確保 

夏期の放牧は問題がないが、冬期の越冬施設の拡充が不可欠としています。 

２）鹿角地域は従来より日本短角種の生産地帯ですが、今後は A ファームの預託申し入れ

もあり、黒毛和種の生産にも取り組みたいとしています。 
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4 中村 哲雄 酪農家

5 三宅 英彰 農業生産法人 株式会社希興 代表取締役

6 須藤 純一 一般社団法人日本草地畜産種子協会 放牧アドバイザー

7 山田 育夫 ゆうき青森農業協同組合 総括畜産コンサルタント

8 稲垣 純一 公益社団法人全国農地保有合理化協会 管理部 考査役

9 廣野 忠典 ＪＡ全農北日本くみあい飼料株式会社 常務取締役

10 山崎 正典 全国酪農業協同組合連合会
購買生産指導部 副部長
兼酪農生産指導室長
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