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草地畜産への期待

社団法人　日本草地畜産種子協会
顧　問

近年、わが国の酪農は2つの面で大きな進歩があった。

一つは1戸当たりの飼養規模の拡大である。私が昭和38年に畜産局長を拝命

したときは乳牛の飼養頭数が115万頭、飼養戸数42万戸、平均飼養頭数はわず

か3頭であった。現在は平均50頭を超える規模でヨーロッパをはるかに超えた。

これだけの進歩は世界に類を見ない。

もう一つの進歩は1頭当たり年間泌乳量である。当時は1頭当たり年間泌乳量は4千kgであったものが現在

では平均7千kgを超え、1万㎏を超すのも珍しくない。世界最高水準である。

一方、進歩が遅いのが粗飼料生産部門である。その当時の牧草の単収は2.5t／10a、現在でも3.6t／10aであ

る。飼料自給率は減少する一方である。進歩が遅く残念なことである。

その当時からの持論として、牛は人間の食べられないものを利用し、乳や肉に変える。牛は神から授かっ

た貴重な財産である。

しかしながら、現在の畜産は濃厚飼料に偏った経営が一般的となっており、ここからの脱却が必要である。

今後、穀物の需給を考えるときに、中国の畜産の動向を把握することは非常に重要である。

現在、中国の酪農の拡大は著しく、トウモロコシの自給は不可能となり、輸入国となった。12億の人口が

酪農製品を先進国並みに利用するようになったら大変である。

また、インドもIT産業の進歩が著しく、生活水準の向上がある。現在、インドの生乳生産量は世界で2番目

と多いが、そのほとんどは水牛で流通量は少ない。しかし、今後牛乳の消費が増えれば穀物の輸入国となる。

参考までに、2030年頃になると世界穀物需給は逼迫し危機的になる。このことは、米国のレスターブラウ

ン（ワールドウォッチング研究所所長）も「中国を誰が養うのか」という著書の中で言っている。

穀物の需給がこのように厳しくなると全ての資源は有効に使わなければならない。牛の穀物利用は非常に

不効率である。本来穀物は人間の食べ物。まず、人間が利用し、鶏、豚の順で、牛は最後というのが理論的。

ちなみに、肉1kg生産するために必要な穀物の量は、牛が8㎏、豚が3kg、鶏が2kg程度である。先々穀物利

用の畜産は大きな問題となる。2030年ごろには必ずそうなる。牛の飼料自給率向上を真剣に考える時期に来

ている。

私はかつて山地酪農協会の会長をしていた。放牧酪農に共鳴していた。しかし、山地酪農協会は調査研究

のための団体で、山地酪農そのものを推進する団体ではなかった。山地酪農は蹄耕法で草地を作りその草地

に牛を放牧するという理念でやってきたが、今後は理念を変えて草地畜産ということで推進すべきであると

考えるようになった。そこで、当時の日本草地協会に吸収してもらいその中で山地酪農の推進を図るという

ことで進めた。

今回の協会の挨拶なり説明で「草地畜産を進める」という説明を聞き心強く思っている。

むかし、米の単収向上を図るためマスコミを含む大きな運動として進められ大きな効果があった。

飼料増産運動や草地畜産の推進もそのような国民的運動として取組むことが必要だと思う。

当協会が草地整備の推進、飼料作物品種の開発、草地畜産の普及啓発等各種の飼料増産に係る事業に積極

的に取組んでいることは、私がこれまで考えていたことを実現するものと喜んでいる。

皆様方のご協力を切にお願いしたい。

（平成16年度臨時総会における挨拶から抜粋）



飼料増産虎の巻　5つの柱

地域の概要　

北海道の東部・十勝平野のほぼ中央に位置する

帯広市は、人口約17万人、面積約618km2で、十勝

の農林業の集散流通都市として発展してきました。

私どもの「JA帯広かわにし」は、帯広市の南部に

位置し、農業粗生産額は約160億円（平成15年度）

で、畑作部門が約117億円、酪農畜産部門が約43億

円です。耕地面積は、約12,000ヘクタールで、農

家戸数が652戸です。そのうち酪農家の戸数は、約

1割の63戸で地域全体に点在しています。そして、

この地に（有）デーリィサポートが運営されてい

ます。

農作業受委託作業体制の出発

昭和60年代当初、酪農経営の体質強化を図るた

め「農業機械の効率利用による所得向上」をテー

マに、十勝農業試験場、十勝中部地区農業改良普

及センターの協力によりプロジェクトチームを編

成し、ほぼ1年間かけて「川西地域における農業機

械の効率利用指標～酪農経営編～」をまとめまし

た。この指標では、共同利用による機械費用の軽

減が示されたが、①経営規模格差拡大指向　②機

械は個人所有傾向　③労働力不足による出役体制

の困難性拡大　④規模拡大による家族の労働過重

⑤細切グラスサイレージ化への移行が見られまし

た。これらのことから、更に、酪農機械利用体制

の再検討必要が生まれ、生産組織・川西酪農振興

会が独自に「粗飼料収穫調製機械利用体制検討プ

ロジェクト」を設置した。このプロジェクトの集

約として「今後の方向としては、受委託作業制度

の確立による機械利用体制整備が望ましい」との

提案がされました。農協ではこの提案に基づき試

験場、普及センターの指導協力により「農作業受

委託制度確立検討委員会」を平成3年8月に設置し、

当地域における受委託作業制度の確立をめざした

研究・検討が進みました。委員会では、「受委託制

度組織化並びに推進方策について」をまとめ、具

体的には、①受委託組織は地元の民間会社とする

（委託者との信頼関係があること、地域の農業関係

の事業を経営し業績があることなどの理由）②受

委託事業を推進及び支援する組織「コントラクタ

ー利用推進委員会」を設置することなどを決定し

ました。

受委託事業の開始はされたが・・・

平成4年度、地域の受委託事業がスタートしまし

た。民間会社が受委託組織として事業を受け、生産

者により構成された「コントラクター利用推進委員

会」が、利用推進支援と受託請負会社との連携調整

を図り、①委託作業の利用推進　②利用料金などの

設定並びに調整　③委託作業にかかる要望苦情処理

④実施計画策定などを行うことで具体的に動き出し

ました。（JAは事務局を対応）この体制で収穫作業

を主体に3年間が経過、受委託事業としての実績も

出てきましたが、民間会社から種々の課題が出され

てきました。そのいくつかを上げると、委託事業量及

び委託事業の種類が少ないため稼動期間が短い、導

入した機械が高額の上修理代もかかる、このままだ

と会社本体の経営にもマイナスの影響が出るし、受

委託事業の将来性に不安があるなどが上げられまし

た。その結果、3年目の後半に民間会社が受委託事

業から撤退したいという話しになり、委員会でも充

分検討しましたが認めざるをえないと判断、当面の

対応を含めて利用者全体による会議、新しい組織設

立にむけての準備委員会を進めることになりまし

た。（この頃、農機具メーカーが多角化経営の一環

として受委託事業に取組んでいたが採算があわず撤

退し始めた。）

特 集 
� 主役はコントラクター 
     目指す地域定着！酪農家によるコントラクター組織「（有）デーリィサポート」 

帯広市川西農業協同組合 

　　畜産部長  谷 本　憲 治 
 

飼料増産虎の巻 5つの柱 飼料増産運動に思う

―あこがれの「車窓放牧」―

農林水産省　生産局　畜産部　畜産振興課
草地整備推進室長　

北海道に出張したときのことである。中標津空港行きの機内は、ほとんどが観光客。背広を着た人間は

我々一行くらいだが、隣のアベックが、着陸間近の機内から窓を見て会話している。「ねえ、あの黒い点々、

牛じゃないかしら」「牛にしては大きいな。それに真っ黒じゃん。」思わず、「それはロールベールと言って

乾草を黒いビニールで丸めたものですよ」と言いたくなったが、折角の夢を壊すことはない。大体、普通の

観光客は北海道の牧草地の上には牛がいるべきであり、大きなビニールのかたまりが乗っていることを期待

している訳ではないのだ、と思い直した。

問題は、彼らがこれからの数日間、観光バスで回る根室の大地で、ほとんど牛の姿を見ることができない、

という点なのだ。また、牛の放牧風景以上に期待している北海道での食事が「カニやイクラやホタテ三昧」

への期待であって、「農家の手作りチーズ」巡り、といったイメージがほとんど無いということだ。

「酪農王国」北海道というイメージと、実際に見る風景、味わう料理との間にあるこの大きなギャップは、

畜産振興と飼料自給が結びついていない現象と表裏一体の問題と言えるのではないだろうか。同様のことは

ブランドものの黒毛和牛産地でも言える。「○○牛」とサシの入ったみごとな肉の写真をみることはあるが、

それらの産地で黒毛和牛の姿を見ることは希であろう。BSE問題の時も、ほとんどの消費者が「日本の牛」

の姿を見たことが無く、その生産行程も知らないところに、「よろけるイギリスのBSE牛」の姿ばかりTVで

見せつけられたことが、大きな誤解を招いた要因の一つであったのではないだろうか。

今年度の「飼料増産推進運動」を進めるに当たり、私は、具体的に分かりやすい目標を掲げて、目に見え

る成果を上げたいと考え、「5つの行動」を定めたが、実はその中で最も実現したいのは「牛を放そう」なの

である。5つの行動の中で具体的な飼料生産方法を上げているのは「稲WCS」と「放牧」であるが、その中

でも放牧なのだ。なぜなら、稲WCSは、従来、飼料生産の上で「継子扱い」していた嫌いがある水田を、飼

料生産の場として正当に評価し、孤立しがちな畜産農家を地域の中で位置付けるという点で大変重要ではあ

るが、そこに作られている作物が稲である限り、その地域で牛が飼われていることが認識されないというギ

ャップが克服できないと思うからだ。つまり、酪農・肉牛生産振興という目的と、目で見、舌で味わう五感

からの情報とが食い違うという、現在我々が抱えている問題が解決されないからなのだ。（困ったことに臭

いだけは一致するのだが）。

私が見るささやかな夢は、例えば、新幹線の窓から見る牛の放牧風景である。新幹線の走る地域は結構水

田が多いので、何とか、新幹線沿線で水田放牧が出来ないものか。そうすれば、「oh！bento」で輸入牛肉を

食べているビジネスマンたちも、「やっぱ国産でしょ！」という具合に「黒毛和牛弁当」に切り替えてくれ

るかも知れないではないか。



飼料増産虎の巻　5つの柱

民間会社の撤退はあったが、バネにして

受委託事業を展開する中では、委託サイド及び

受託サイド各々に課題があり、それを解決するこ

とが、地域に適応した組織につながるのではない

だろうか。受託組織・民間会社と打合せ、利用者

との意見交換、JA役員との協議などを重ね、コン

トラクター利用推進委員会では、「利用者による組

織」化で方向付けされ「新受委託制度設立準備委

員会」が主体になり任意組合「デーリィサポート」

が誕生しました。民間会社がスタートした時点で

利用者の中には、共同の機械とか個人所有の機械

を売却した人が何人もいて、今更あとずさりでき

ないことも事実でした。よって、課題があったこ

とは事実ですが、そのことよりも、この3年間のい

くつもの成果が優って利用者による組織化につな

がりました。その一つには過重労働解消とか出役

労働の軽減、複合経営における計画的な労働配分

などの労働的支援、二つには適期収穫調製作業に

よる栄養収量確保、購入粗飼料の減少などの良質

粗飼料生産確保支援、三つには機械の大型再投資

軽減対策支援、四つには生産性及び乳成分向上支

援などが顕著に見られたことが次の組織化に大き

く貢献したと思われます。

平成6年12月に設立総会、新年度に向けて準備が

開始されました。その準備には、機械導入資金借

り入れ、オペレーター確保、新組織の出資金、負

担金、委託申込取り纏め、事業計画（事業収支予

算含む）作成などかなりの時間と労力が投入され

ましたが、無事平成7年度事業は4月より開始され

ました。

組織の基盤づくり・・・

デーリィサポートは、生産者からの要望もあり

牧草、デントコーンの収穫調製作業を主体に耕起、

堆肥散布、堆肥運搬、牧草播種などの委託作業に

も取組み始め、徐々に受託面積が増加してきた。

その要因のひとつは、補助事業の利用でした。従

来からの機械では、会員から委託される飼料面積

をカバーできないこともあり、機械及び施設が必

要であるということで、平成10年度及び平成12年

度に補助事業により収穫調製用機械などを導入、

事業基盤の整備・強化を進めました。次に、効率

的な受託システム確立を図るため飼料生産受託組

織育成対策事業に3年間取組み、組織体の育成強化

を進めました。組織の会員数も当初25名から平成

12年度には、40名に増加しました。またこの間に、

員外の方々にも利用して貰いながら、組織の基盤

づくりが徐々に進められました。

また、受委託事業では特に情報の流通というこ

とが、非常に重要なことです。事業運営のこと、

作業技術のこと、新しい機械のことなど様々な情

報が、組織とかその構成員が外部に向かって動く

ことにより情報を掴むことができました。組織が

動いていくために、研修会、視察などには積極的

に参加し、情報を貪欲に仕入れてくることが必要

です。具体的には、「十勝管内農協農作業受委託事

業研究会」の研修会、視察などに、役員及び従業

員が参加しました。

自主独立の組織として・・・

任意組合でスタートしたなかで事業量が増えて

きたのは、会員の増加、員外のリピーター増加、

口コミによるPRなどがありますが、一番のポイン

トはデーリィサポートがJAの生産活動の主体であ

る生産組織・酪農振興会とJAが、「三位一体」方式

により連携して取組んできたことです。しかし、

事業量が増加してきた一方では、組合員の利用に

差があり不公平感が発生し始めたこと、有能なオ

ペレーター確保のため身分保障できる組織でなけ

ればならないことが背景となり、法人化の検討が

平成11年度後半から具体的に役員会で検討され始

めました。

法人化に向けて何回も準備委員会、発起人会を

開催し、また、北海道農業会議から講師を招き勉

強会も開催しました。会員には、会議で協議され

たこととか法人に関する情報を「デーリィサポー

トニュース」で伝え、ガラス張りの中で進めまし

た。役員・事務局は、有限会社の作り方を書いた

専門書を片手に、公認会計士に相談しながら事業

の引継ぎを協議、行政書士に指導を受け会社設立

の手続きに取組み、農業会議の指導により事業内

容及び事業収支計画を樹立するなど設立に向けて

取組みました。

1年余りの協議の末、平成13年3月、いよいよ任

意組合「デーリィサポート」が法人格の「有限会

社デーリィサポート」となりました。会社は、任

意組合の組合員40人がそのまま有限会社の社員と

なり、無事登記されました。平成16年、会社は、4

年目を迎えましたが、この間の事業実績は表－1の

とおりで収穫調製がほぼ横ばいですが、このこと

は、構成員の中に牧草をロールパックサイレージ

主体で収穫調製する農家がまだいること、また、

デントコーンは既に100％利用しているという背景

があったためです。但し、堆肥散布とか耕起、整
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図-2 三位一体の関係
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１番牧草収穫調製 165 254 193
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飼料用トウモロコシ収穫調製　　 126 133 171
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実現させ、地域にあった不耕起栽培体系を確立し

ました。圃場への適正本数の播種確保は単位当た

りの収量増加につながり、また、労働及び経費の

節減を図ることが出来て今後の地域酪農家に大き

な役割を果たすことは間違いありませんし、コン

トラクター組織があることにより地域全体に普及

する体制が確立されました。

畑作農家が全体の9割を占めるこの地域で、その

特性を生かした会社経営をいかに事業展開してい

くかが、酪農家だけでなく畑作農家に対してもコ

地などの事業は、ほぼ順調に増加していきました。

作業終了後の伝票整理は事業量増加に伴い時間を

要すること、また、整理された数字は後々業務の

分析に必要になることなどを考え、パソコンを活

用できる分野は可能な限り取組むことにしました。

そのために、会社役員とJAが協力して業務処理ソ

フト「コントラくん」を開発、日常の経理事務は

勿論のこと、受託作業関係の分析などを進める上

でも大変に活用してきています。

次に、自分たちが請け負った仕事の結果を検証

すること、併せて、営業推進に取組んでいくこと

が必要になってきています。粗飼料収穫調製後、

開封され給与開始されたときは、オペレーター自

身が自分の作業結果を検証するのに最高の場面で

す。自分の作業結果を見ること、出来たら事前に

基礎的な飼料に関する勉強をしておくこと、委託

者と話し合いをすることが重要です。基礎的なこ

とを知識として覚え、現場で生かせることが良質

粗飼料製造には必要になる時代です。実際、ここ2

年間は十勝農協連の酪農技術指導者を招いて勉強

会を開催しています。

更に、会社役員は、現状を把握し将来を見る経

営者能力を磨くことが重要です。公認会計士を講

師に招いて経営を数字で理解するなどの役員研修

会を開催しています。また、役員は会社経営を継

続・発展させるという責任がありますので、月1回

定期的に取締役会を開催して会計事務所で整理さ

れた毎月の財務状況と業務状況を把握し、今後の

経営を協議しています。

みんなに頼られる組織・・・

コントラクターを利用することによる経営に対

する効果は何かと問われることが多い。当然に

「労働力過重の軽減（特に女性は一番ではないか）」

「良質粗飼料の製造」などが上げられますが、更に

は、「ゆとりがうまれる」ことです。ゆとりには、

「こころのゆとり」「労働（力）のゆとり」「（先を）

考えるゆとり」があります。現在の個々の経営に

対して若い世代から求められるものは、このコン

トラクターを有効利用することにより得られるの

です。但し、利用することは、委託料金を支払う

ことになります。経営の中でその費用分を営農計

画に組み込んでいくことが大切なことです。家族

会議をもって、費用の使い方ばかりでなく、ゆと

りの使い方も話し合っていくようにしてはどうで

しょうか。（なお、当地域もそこまで到達していま

せんが、積極的に推進しているところです。）

次に、3年ほど前から関係機関が取組んでいた飼

料用トウモロコシの株立本数の適正化対策及び不

耕起栽培技術の導入対策に係って機械の導入が必

要になり、実証試験にも参加した（有）デーリィ

サポートが、行政の支援も受けながら機械導入を
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図-3　不耕起（簡易更新）栽培の 
　　　　　　　　　作業工程（一例） 

作　業　名 機　械　名 

耕盤層破砕と簡易耕起 

パワーハロー 

整　　　地 

デスクチゼル 

播　　　種 播　種　機 

移動・走行 
走行時90度回転 
して縦長になる 

ントラクター組織の必要性を理解して貰うことに

つながると考えています。地域の畑作農家は輪作

体系の中で有機質肥料・堆肥投入をここ4～5年前

から積極的に取組んでいます。コントラクター組

織は、地元の運輸会社と連携してここ1～2年は堆

肥の運搬、圃場での堆肥積み込み、堆肥散布を

各々の会社が所有している機械を上手に組み合わ

せることにより効率的に短期間に圃場にためず作

業を終わらせて、委託農家に喜んでもらっていま

す。このように、コントラクター組織が建設業、

運輸業と補完、連携をとりながら地域の農業をサ

ポートしていくことが、これからのコントラクタ

ーのひとつの形になるのかもしれません。

主役になるための心構えとは・・・

最後になりましたが、（有）デーリィサポートが

地域から信頼される農作業受委託組織・会社とし

て生きていくためには、受託作業のプロとして顧

客である委託農家の満足度をいかに100％に、いや

それ以上に持っていくかにかかっています。つま

りそのことは、今後の会社盛衰につながることと

して、役員は常に意識していなければならないこ

とです。

任意組合からスタート、その後将来を見据えた

中で法人となり平成16年度で10年を迎えました。

「試される北海道」を標語に、（有）デーリィサポ

ートは、これからも地域の農業振興、農家経営の

発展のためにプロのコントラクター組織として、

地域に根ざした必要とされる会社を目指していま

す。

なお、（有）デーリィサポートのホームページア

ドレスは、次のとおりです。お待ちしております。

アドレスは、http://www.netbeet.ne.jp/̃dairy_sp/

です。

表-1 （有）デーリィサポートの農作業受委託事業実績一覧表
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1 放牧推進の核となった放牧酪農研究会

足寄の町に放牧酪農研究会が発足して8年が経過

しました。

放牧酪農研究会の活動によって、「新規就農者」

が集まってくることなど当初は誰も予想しなかっ

たことですが、足寄町内に5戸の新規就農が実現し、

しかも、就農者は全て「放牧酪農」での経営を目

指しているという状況が生まれています。何故新

規就農の若者にとって「放牧酪農」が人気がある

のか。新規就農者にとって酪農のイメージは、草

原で草を食べている乳牛の「放牧風景」の姿であ

り、実はそれが酪農の「原型」だからなのではな

いのでしょうか。

放牧酪農研究会の活動は新規就農の実現ばかり

ではなく、町の活性化、町の関係機関等にも大き

な影響を与えています。

当初は、放牧で少しでも経営収支を改善しよう

というもので、冷笑されながらのスタートでした

が、昨年行われた「放牧酪農ネットワーク交流会

in足寄」には200名以上が集う熱気に満ちた集まり

となり、放牧に対する仲間同士の関心の深さが表

れ、足寄町が放牧酪農を推進する町を宣言するま

でに至ったのです。

佐藤智好会長（46歳）のスタート時点の考えが、

規模拡大ではなく、放牧による経営費の削減に着

目したことが「良い方向」に導く分岐点であった

と思います。

2 放牧酪農研究会発足の経緯

当時は、十勝平野での大型施設型酪農形態が主

流で、機械のレベルアップも図られたのですが、

生産量、粗収入が高くなる一方経費も上がり、合

理化されたはずが、かえって仕事が忙しくなり、

行き詰まりを感じた時期でもあり、そんな中で、

足寄町放牧酪農研究会が7戸により結成されたので

す。（現在は、新規就農者3戸が加わり、10戸とな

っている。）

高泌乳志向に疑問を感じた人、借金を返したい

特 集 
� 牛を放そう   
　　1）放牧酪農への道 ― 新規就農者が集まる放牧酪農 ― 

足寄町開拓農業協同組合　営農部 

　　放牧酪農研究会　事務局  坂 本　秀 文 
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人、ゆとりが欲しい人、など目的はそれぞれでし

たが、平成9年に「集約放牧酪農技術実践モデル事

業」により電気牧柵、給水施設、牧道設置による

実証展示とソフト事業での学習会、視察等を重ね

る中で、高泌乳生産はお金が多くかかりすぎて、

逆に牛を弱くし、乳房炎に振り回されている自分

の経営に気がつき、今まで人間が牛をかばいすぎ

て、弱い牛にしてしまったのです。放牧されてい

る牛の毛並みは、今までと違い密度が濃くなり、

毛も短くなって見事なものとなっています。

これまでの牛にたいする自分達の考えが基本的

に間違っているのではないかと感じ、関係機関か

らの貴重な助言指導もあって「放牧技術のノウハ

ウ」を引き出し経営成果は確実に向上したのです。

3 放牧酪農研究会の放牧技術と波及効果

放牧酪農研究会の着眼点は、家族経営で、自然

の生態系農業を土台とした放牧は草づくり、健康

な牛づくり、ゆとりの持てる省力的なやり方とい

うものでした。

その生産技術の変化は、次のような点が上げら

れます。

１．牛舎周辺の草地を、放牧地へ転換したこと。

２．採草地と区別して、専用放牧地をつくること。

３．放牧地の利用を18cm以下の短草として集約

放牧や定置放牧をしたこと。

４．放牧の依存度を高めたこと、方法として「昼

夜放牧」の実施、「兼用地」の拡大。

５．秋の放牧草の確保のため2番草を放牧として

利用。

６．専用放牧地での草づくり。

チモシーと白クロバーの生産性の高い草地

ペレニアルライグラス　メドーフェスク

への草種の転換（挑戦）

７．放牧草に合った配合飼料の給与　

春と夏　成分CPで14～16％

飼料増産虎の巻　5つの柱

佐藤智好牧場



１．はじめに

米政策改革大綱決定を受けて，水田を畜産的に

利活用する場面も今後増えていくと考えられる。

このような中で転作田を放牧地として草地化し，

主に肉用繁殖牛を放牧するいわゆる「水田放牧」

にも注目が集まっている（写真１）。従来点在する

小規模な土地を放牧地として利用することは困難

とされてきた。しかしながら電気牧柵で小区画の

水田を囲い，家畜を移動する「小規模移動放牧」

技術により各地でその普及が見られている。この

具体的な技術については，畜産草地研究所から出

された技術リポート「小規模移動放牧マニュアル」

や山口県畜産試験場「山口型移動放牧マニュアル

放牧技術編」を参照されたい。従来の離れた放牧

地に比べて，畜舎や家屋の比較的近くに存在する

ことが多い転作田等では家畜管理等の作業も容易

と考えられる。ここでは転作田における水田放牧

について，実施事例とともに水田草地の造成・管

理法を紹介する。

２．水田放牧の事例

栃木県北部では，平成15年12月に畜産農家を会

員とする那須地域放牧利用研究会（事務局：那須

農業振興事務所）が設立され，放牧技術の向上を

図るために講習会や現地検討会，関係機関との情

報交換等，幅広い活動を展開している。現在の会

員数は32名，このうち酪農家７戸，和牛繁殖農家

13戸の合計20戸が既に放牧を実施している。和牛

繁殖農家の放牧形態は水田放牧７戸，水田裏放牧

１戸，草地放牧７戸である。

黒磯市のＴ牧場では，平成16年より自宅や畜舎

に隣接する水田1.1haを草地化し和牛繁殖牛の放牧

を始めた。1.1haのうち前年まで水稲作付けされて

いた水田には，水稲収穫後の10月にオーチャード

グラス主体の寒地型牧草を播種した（写真２）。ま

たダイズが作付けされていた転作田ではダイズ収

穫が11月と遅いために牧草播種は見送り，翌年５

月に栽培ヒエ（ミレット）を播種し放牧草地とし

た。早春に草地周囲を高張力線３段の電気牧柵で

囲い，６月から妊娠確定牛６～８頭を電気牧柵に

馴致後に草地に放した。草地は３牧区に区切り３

～４週で一巡する輪換放牧としており，補助飼料

は給与していない。自宅や畜舎に隣接しているた

めに，電牧電源は自宅から引くことができ，牛の

出し入れ，飲み水補給や見まわりといった家畜管

理作業も容易である。分娩前には畜舎へ戻すが，

特 集 
� 牛を放そう 
　　2）肉用牛の水田放牧実例と水田草地の造成・管理法　 

農業・生物系特定産業技術研究機構　畜産草地研究所 

　　    放牧管理部　草地管理研究室  山 本　嘉 人 
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秋と冬　成分CPで18～20％

８．十勝農協連生乳検査センターの10日ごとの

MUNデータ活用。

９．泌乳能力よりも、受胎率の向上をめざす（春

先の分娩）。

10．牛をコントロールするのではなくて、草をコ

ントロールする技術が放牧である。

11．放牧地の施肥は草丈を見ながらの施肥。

これらの技術が、牛の健康に良く、人間にも時

間的ゆとりを与え、経費を抑え、バランスよく活

かされることとなったと考えられます。

また、経営成果以外の波及効果として次のよう

なことが見られました。

イ、この放牧酪農研究会の活動が、足寄町の魅力

を引き出し、新規就農者5戸を実現させている。

（すべて放牧酪農研究会員に係わりをもち、受

け皿となっている。）

ロ、新規就農者、酪農実習生等の受け入れによっ

て、既存農家に刺激を与え地域の活性化が徐々

に浸透されていることである。

これが、自分達が住んでいる地域の魅力を引

き出し後継者に良い影響をあたえている。

ハ、新しい発見として、夫婦での参加により、共

通の話題も増え酪農を職業として選択してよか

ったと実感できたこと。

4 新規就農者を魅了する放牧酪農

足寄町は、十勝地方の北東部に位置する山麓地

帯の開拓地で、農業機械の効率が悪く、大型機械

へのレベルアップ等によって機械貧乏へと、更に

牧場のシンボルであったタワーサイロも結実しな

いデントコーンを栽培して経費高の経営で負債過

多といった姿がありました。

そのような中で、阿寒と大雪山系の美観を持つ

「足寄アルプス」での放牧酪農を再発見したのです。

放牧の面白さとは、この放牧地、青草からいく

ら乳が搾れるかという「楽しみ」です。乳牛の能

力比較ではなく草地からいくら乳を搾れるかであ

って、悪い草だと生産性はすぐ低下してしまいま

す。如何に牛が好んで食べる草地を作るというこ

とが面白いのです。

牛と草を利用して、ふん尿を土にかえす循環農

業が、購入飼料費、肥料、機械、化石燃料等の資

金が少なくてすむ、そこに魅力を感じて「新規就

農者」が集まるのではないでしょうか。

放牧は、農家の収入を減少させるにもかかわら

ず、農業収支のバランスを確実に良くします。良

い堆肥をつくり、良い土をつくるゆとり、良い土

から取れた草を腹いっぱい食べさせるゆとり、そ

して個々の牛からの語りかけを受けるゆとりこそ

が、放牧酪農研究会が活動で学んだ共通の知的財

産です。

放牧酪農牛乳に乾杯

写真1 水田放牧（栃木県N牧場）

写真2 寒地型牧草により草地化された水田
（栃木県T牧場）



舎飼に比べふん尿処理等の家畜管理作業が半減し

省力化につながっている。放牧前は専業であった

が，放牧後はご主人は勤めに出られるようになっ

た。ミレット草地については今年度の放牧終了後

の10月に永年性の寒地型牧草を播種しており，来

年度からはほぼ全面が寒地型放牧草地となる。

また，同市Ｓ牧場では，平成15年より放牧に取

り組んでおり放牧草地2.2haのうち転作田1.2ha，水

田裏作0.5haである。転作田には寒地型牧草を播種

し，水田裏作として稲収穫前の立毛中（９月）に

イタリアンライグラスを播種し（写真３），年内あ

るいは翌早春から田植え前まで放牧を実施してい

る。電気牧柵は設置や撤去が容易なポリワイヤ線

２段としている。放牧を開始してから農村景観が

よくなったと近隣の住民から放牧の継続を望む声

があり，隣接する耕作放棄水田にも放牧依頼があ

る。放牧前は高齢化とともに飼養規模の縮小も考

えていたが，放牧開始後その省力性から今後は放

牧草地面積の拡大を図る予定である。

３．転作田等の草地化

転作田等の草地化にあたって，地下水位が低く

排水良好な状態であれば，通常の草地造成法を適

用する。寒地型牧草であれば，水稲収穫後の秋に

オーチャードグラス等数種の牧草を混播して放牧

草地を造成し，冬期間に牧柵等の放牧施設を整備

し，翌春から放牧利用を始める。また，冬作後や

秋に牧草播種ができない場合には，春季に栽培ヒ

エ（ミレット）等の夏季１年生牧草を播種あるい

は雑草をそのまま初夏から放秋まで放牧利用後，

秋季に永年牧草地を造成し直す。寒地型牧草の春

季播種は雑草に負けやすく，一年生の栽培ヒエの

方が発芽定着に優れ生産量も高く播種後早期に放

牧を開始することが可能である。

地下水位が高いかあるいは周辺の水稲作付けに

よる水管理等により湿田に近い状況では，通常の

牧草種の定着が困難である。このような場合には

耐湿性を考慮した草種（栽培ヒエ，イタリアンラ

イグラス，フェストロリウム等）を選定する。と

くに栽培ヒエは，１年生草種ではあるが耐湿性が

極めて強い（写真４）。栃木県北部のＮ牧場におい

て水田雑草が多く見られる水田草地に栽培ヒエを

追播した結果，３月末に播種された既存の牧草が

６月には多くみられたが，その後減少し全現存量

に占める既存牧草の比率は低下し，栽培ヒエの比

率が高まったことから，湿潤状態な水田草地での

栽培ヒエの優位性が確認された（図１）。栽培ヒエ

は５月上旬に播種して草地造成をはかり，およそ

１ヶ月後から放牧利用が可能である。数年間この

ような放牧利用を継続すると，乾田化する傾向が

見られる。その後は通常の永年牧草地を造成する。

造成された草地を利用するときは，いくつかの小

区画の水田を組み合わせるか草地内を１本の電牧線

等で小牧区に分け，これらの小牧区の輪換放牧とす

る。施肥は通常の放牧草地と同様かやや少なめとす

る。周囲に水田や家屋が存在することが多いので，

とくに過剰にならないよう注意する。放牧頭数は草

地の生産量により異なるが１haあたり肉用繁殖牛３

～５頭を目安とする。とくに湿田では過放牧により草

地が泥濘化し易いので注意する。

４．１年生牧草種を組み合わせた周年放牧草地

比較的土地条件が整った転作田等においては，

集約放牧技術を取り入れた高牧養力放牧草地とし

て積極的に活用できる。冬季を中心とした水田裏

作の放牧ではイタリアンライグラスが高栄養草種

として利用されているが，夏季もイタリアンライ

グラス同様１年生高栄養牧草種と組み合わせるこ

とにより，同一草地で牧養力の高い放牧草を周年

で供給することができる。

組み合わせる夏季の１年生牧草種は栽培ヒエや

ギニアグラス（温暖地のみ）の晩生品種を，冬季

のイタリアンライグラスは極早生品種とする。ま

た草地の変換時には蹄耕法やリノベータ等の簡易

更新機を用いると禁牧期間を短くすることができ

る（写真５）。いずれも草地内を小牧区に分けて輪

換放牧とし，放牧頭数は，草地の生産量にあわせ

て季節変動させ，春季から夏季は１haあたり肉用

繁殖牛４～６頭，それ以外の期間は２～４頭を目

安とする。また，放牧頭数の増減が煩雑の場合は

補助飼料を給与する。

５．おわりに

水田放牧を始めるにあたっては，周辺住民の合

意を得ることが重要である。電気牧柵等の放牧施

設や放牧の周知が図られるよう配慮する（写真６）。

逆に地域住民が家畜の放牧に身近にふれることが

できることから，畜産に対する理解を得る機会と

もなる。

経験がないことを始める時は不安がつきまとう。

放牧馴致は家畜だけでなく人にもいえる。最初か

ら完璧ではありえないし，経験者のケアは心強い。

少しでも放牧の有利性が感じられれば先に進むこ

とができると考える。
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写真3 稲立毛中の9月に播種されたイタリアンライグ
ラス（11月、栃木県S牧場）

写真4 栽培ヒエ放牧草地
放牧牛は栽培ヒエをよく採食する（上）
湛水しても栽培ヒエは生育する（下）
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図１．水田放牧草地の現存量の推移 
　　　　　（栃木県Ｎ牧場，山本ら2004） 

写真5 リノベータにより導入したイタリアンライグラ
スの草地（3月、前植生は栽培ヒエ）

写真6 電気牧柵（栃木県T牧場）
一般道に接しているため、牧柵外にトラロープを張っている。
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　 水田等を活用した放牧の取り組みについて 
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1、地域の概況

世知原町は、長崎県の北部で、南に佐世保市、

北に松浦市と接し、本県では珍しい海に面してい

ない町である。周囲を標高400～500mの山に囲ま

れた盆地状になっている。町の東部に県北部最高

峰の国見山（標高777m）があり、そこを源流とし

た佐々川（県下最長21.4km）が町の中心を東西に

流れている。この川の周辺部に耕地が開け、山間

部に向かって棚田が続く典型的な中山間地域であ

る。耕地面積は水田375ha、畑179haで、農家一戸

当たりの耕地面積は約1.5haとなっている。主要な

農産物は茶、米、肉用牛で、特に茶は県下2番目の

栽培面積を誇り良質な世知原茶を生産している。

肉用牛は町内で86戸が681頭を飼養しているが、そ

のほとんどは繁殖経営である。

2、肉用牛生産の課題

他の地域と同様、当地域も肉用牛農家の高齢化

が進み、飼養管理作業が困難となった結果、飼養

戸数・頭数が年々減少していた。また、兼業経営

が多くを占めていたり、牛舎のスペース不足・老

朽化などで、なかなか増頭が進まないという実情

であった。

一方、中山間地の傾斜地、耕地一つ一つが狭い

といった土地条件の悪さから、耕作放棄地が近年

増加していた。

3、放牧に取り組んだ経緯

このような状況の下、地域の特性を生かして、

主幹作目である肉用牛生産に活力を与える方法は

放牧しかないと考えた。ただ、当地域では放牧の

経験がほとんどなく、簡単には農家が取り組んで

くれない。そこで、県内・九州内の放牧事例を勉

強することとなった。また、平成11年度より地域

の中核的な肉用牛農家に放牧のモデルケースとし

て実証展示を行ってもらう一方、町内の農家への

普及を図るため、パンフレットを作成し、以下の

ようなメリットがあることを各集落の座談会で説

明を行った。

（1）子牛1頭当たりの生産費に占める労働費の割合は

47％、と約半分を占めており、これを放牧により削

減することで生産費が大幅に減少するということ。

（2）繁殖経営における労働時間の割合は、飼料調製

給与、飼料生産で67％と約3分の2を占めている。

また、敷き料搬入やボロだしは高齢者や女性にと

っては負担が大きい。この分を放牧によって削減

が可能であること。

（3）県内で調査した事例だが、放牧前と後では約

40％の労働時間の短縮が可能になったという報告

がある。

（4）牛舎から解放し自然な状態で飼養されるため、

牛へのストレスが軽減されること。

（5）牛は傾斜地でも行動が可能なので、耕作放棄地と

なった農地や山林の有効活用が期待されること。

（6）放牧により、牛舎や飼料生産機械の投資が最小限

ですむようになる。また、畜舎内での排泄量が減り、

家畜排せつ物処理施設への投資も抑制できること。

4、世知原町での放牧形態

町内で実施されている放牧の形態は、

①　バヒアグラスを利用した夏場の放牧

②　イタリアンライグラスを利用した冬から初夏に

かけての放牧

③ ①と②を組み合わせた周年放牧が主であるが、

一部野草地を利用した放牧も行われている。

放牧技術については、草地の管理から牛の衛生

対策まで多岐にわたるが、ここでは、放牧のおお

まかな概要について紹介する。

（1）バヒアグラスを利用した放牧

町内の標高400m前後の山間部を中心に5月～11

月（春～秋期）に放牧を行う。品種はナンオウ、

ナンゴク、ペンサコラを使う。

バヒアグラス草地の造成に当たっては、すべて

耕起を行って播種を行う。播種後の鎮圧が発芽の

良否を決めていたようで、丁寧に鎮圧を行ったと

ころほど発芽が良好であった。

バヒアグラスの定着を早めるため、雑草対策が

重要。春から夏にかけて4回ほど掃除刈りを徹底し

て行うこと。このような管理で播種初年目の秋に

は放牧が可能なほ場もあり、一部放牧を行ったが、
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世知原町内の放牧風景

耕起作業

図1－子牛1頭当たり生産費用

飼料調製給与 

図2－繁殖経営における労働時間の割合

図3－放牧前と後の労働時間

（写真）バヒアグラスの草地造成過程

播種後2ヶ月後の状況



草地の傷みが見られた。十分に根を張らせるため

翌年からの放牧がよいようである。

定着後、草丈が20～25cmになったら放牧可能。

年間に6回程度の入牧ができる。

（2）イタリアンライグラスを利用した水田放牧

i  ）水田裏を利用した放牧

町内全域で行われており、放牧期間は12月～翌年5

月頃まで。品種は早生で残根量が少ない品種を使う。

播種の方法は、水稲の立毛まきと稲刈り後耕起

して播く方法があるが、イタリアンの年内の生育

期間を確保するためには立毛まきが有効である。

ただし、耕起して播く場合より多めの播種量（5

～6kg／10a）がよいようである。

播種は水稲刈取り前の落水後に行い、元肥は稲

刈り後1週間～10日に施用する。 放牧開始は、

草丈が30cm以上になり、手で引き抜いても抜けな

くなる時期からとなる。

放牧地全面に牛を放すのではなく、成雌牛1頭当

たり15a～20a程度の放牧面積を確保するよう牧区

を区切った方がよい。

ただし、最初の放牧する場合は、牧区を区切ら

ず牛を入れて、牛が落ち着いてから区切る方が脱

柵の防止になる。

2回目の放牧からはイタリアンの草丈が20cm程

度から放牧可能である。

牧柵は、電気牧柵を使っているが、支柱を畦の

中央に立てると、畦畔上の草も食べてくれるし、

畦畔を蹄で壊すこともない。石垣は牛が角で壊す

ことが多いので、石垣の前に電牧を張るか、除角

をして放牧する。

ii ）転作田を利用した放牧

町内全域で行われており、放牧期間は12月～翌年

7月頃まで。品種は、早生と晩生を混播することに

より長期間の放牧に用いられている。草地造成から

放牧の方法については水田裏放牧と同様である。

（3）バヒアグラス＋イタリアンライグラスを利

用した周年放牧

畑地・原野などにバヒアグラス草地を造成し、

水田裏または転作水田にイタリアン草地を造成す

れば、周年放牧が可能となる。町内の一部の農家

ではすでに実践されている。

5、放牧の実績

平成11年以前は、ほとんど実施されていなかっ

た放牧が、以後着実に町内に広まり　現在、バヒ

アグラス草地19戸で約13ha、水田裏のイタリアン

草地25戸で約12ha、野草地放牧1戸約2ha、計27ha

の放牧が実施されるようになった。さらに、肉用

牛の飼養頭数も平成10年度約330頭だったのが、15

年度約380頭と増加傾向に転じた。
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6、放牧を実施した農家の反応

（1）労力が大幅に軽減された

放牧実施前は、「水田に牛を入れると田が荒れ

る」、「外に出しっぱなしでは牛がかわいそう」と

の意見があったが、実際に放牧してみると、牛舎

のボロだし、飼料作物の刈り取り等の労力が大幅

に軽減され、非常に楽になったという意見が多い。

その話がを聞いた人が、「それではやってみようか」

ということで町内に拡大していった。

（2）牛が健康になった

舎飼いされていた頃は、繁殖成績が今ひとつと

いう牛も、放牧するようになってから、発情がよ

くわかり1年1産するようになった。また、母牛と

一緒に放牧している子牛が下痢をしないという話

も聞く。

（3）消費者や子供達に対して畜産のイメージア

ップになった

町内外から訪れる人が、放牧された牛がのどか

に草を食べている光景を見て、心が和む。また、

町内の小学生がスケッチ大会などで放牧地を訪れ、

牛への関心を持ってくれる。このようなイメージ

アップの効果もあった。

（4）牛の増頭意欲が出てきた

放牧で労力が削減された結果、もう少し牛を増

やしてみようという農家が増えてきた。ここ5年間

で50頭程度の増頭が見られた。

7、放牧に当たっての注意点

放牧についてのメリットを述べてきたが、実施

に当たっての注意点をよく把握して行わなければ、

普及拡大につながらない。

（1）放牧は省略化ではない

放牧は放し飼いとは違う。日々の観察を省略し

てしまっては、逆に経営に悪影響を与え、省力化

どころではなくなってしまう。

（2）周囲の合意の上放牧を

放牧を行おうとする土地の近隣の人たちの理解

を十分に得た上で実施しないと、苦情の対象とな

ってしまう場合がある。

（3）頭数に見合った面積（草量）の確保

草の量に応じた牛を放牧すること。過放牧にな

ると草地が傷み、十分な草量が確保できない上、

十分採食ができないため、牛にストレスを与える

ことになる。

稲刈り後の状況 飲水施設初放牧の風景
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（4）水飲み場の確保

水が確保できなければ放牧はできない。水がな

かったら放牧地まで引いてくること。

8、町外への波及

放牧が一定の成果を収め、町外から本町の事例

を視察に来ていただいている。周辺市町村の間で

も少しずつであるが放牧への関心が高まってきて

おり、地域肉用牛振興の一助となれば幸いである。

（問い合わせ先）

長崎県世知原町産業振興課又は、長崎県県北農

業改良普及センターまで

　放牧期間中、牛の排せつ物が投入されており土壌には次期作付けに有効な成分（N、K、C）が含まれています。したがって、放牧頭数や期 
間にもよりますが、通常の稲作の肥培管理では窒素過多による倒状や品質低下が懸念されることから、基肥の施用については注意が必要です。
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草地の改善に係わる背景

輸入飼料依存型の生産構造が原因とみられる口

蹄疫やBSEの発生により、畜産物の安全性に消費

者の関心が高まり、自給飼料に立脚した生産構造

への転換が早急に求められている。自給率の向上

のためには、牧草・飼料作物の単位収量の向上と

高品質化が叫ばれている。このような情勢の中、

北海道における牧草・飼料作物の収量は3.5t/10a程

度と停滞しており、生産現場では、草地の経年化

や作業機械の大型化、スラリーの不適切な散布等

により、播種牧草が衰退し、生産性および栄養価

の低い草の優占が進みつつある。

牧草地の生産性・品質を向上させる為には、肥

培管理等による改善のほか、草地更新による植生

改善が効果的と考えられるが、草地の更新率は4％

前後で推移している。公共事業費の削減等により、

この更新率の数字が今後、飛躍的に増えることは

想像し難いが、自力更新等の自助努力も動員して、

何とか植生を改善したいものである。そのために

は、低コストで省力的な簡易更新や追播で、失敗

が少なく、より改善効果が大きな施工法について

技術の確立が急がれる。

北海道では、「草地生産技術の確立・向上対策

（草プロ）事業」において、平成14～16年度にかけ

て、道立農・畜産試験場を中心に、低コスト草地

改良試験を行なっており、様々な条件下での牧草

の簡易更新・追播技術について検討し、マニュア

ルの策定を進めている。

草地の改善の必要性

生産現場では、播種牧草が衰退し、生産性およ

び栄養価の低い草の優占が進みつつある。

酪農を例に挙げると、このことは、単に収量の

低下にとどまらず、経営全体へのデメリットを引

き起こす。例えば、乳牛の乾物摂取量は、ルーメ

ンの膨満により限界があるため、飼料の消化率≒

TDN％に影響されることが分かっている。すなわ

ち、牧草の栄養価(TDN％)が低いと、必要な栄養

が満たされないうちに、おなかがいっぱいになり、

乾物摂取量が増えない。必要な乾物摂取量を確保

できない状態が長く続くと、単に乳生産が低下す

るだけではなく、家畜の健康を害する可能性が高

くなってくる。第四胃変位などは、分娩前後の乾

物摂取量不足が原因とされ、供給飼料の質との関

連が示唆されている（平成16年、道立畜試）。

しかし、裏を返すと、高品質の自給飼料の割合

が高くなるほど、経営全体へのメリットが出てく

る。例えば、自給飼料のTDN％が5％向上すると、

年間産乳量は10％向上するという報告があるし、

乳量水準の高い経営体ほど、飼料の自給率と経産

牛1頭当り所得との相関が高い。更に、消化率≒

TDN％の高い粗飼料は、家畜ふん尿量を低減し、

処理・利用のコスト低下を計れる。

以上のように、大切な家畜の健康と酪農経営全

体の健全化の為、草地の植生（質)の改善すること

は重要で、そのために低コスト・省力的な簡易更

新・追播技術を用いることは非常に効果的である。

施工法の種類と機械

混乱を防ぐため、草地管理指標(H5.12)に従い、

「完全更新」はプラウ等で全面耕起する方法で、

「簡易更新」と分る。「簡易更新」は表層攪拌法、

作溝法、穿孔法、部分耕耘法、不耕起（蹄耕法や

マクロシードペレット等、今回は扱わない）に分

けられ、既存植生を抑圧・または活かして播種す

ることとする。「追播」は簡易更新作業工程の一部

特 集 
� 草地のリフレッシュ 
    北海道における草地簡易更新機による草地植生の改善 

道立根釧農業試験場 

　　作物科長  佐 藤　尚 親 
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とし、簡易更新分類の一つではない、というよう

に区分する。

表層攪拌には、ロータリーハローやディスクハ

ローが用いられ、両者を用いて「追播」する場合

は、攪拌強度の加減が重要になる。

一方追播機については、平成15年8月に根釧農試

で開催された、北海道コントラクター組織連絡協

議会（事務局（社）北海道草地協会）現地研修会

のデモを参考にすると、狭間隔作溝機、作溝＋オ

ープナタイプ、穿孔型播

種機、溝状カルチ掛追播

機（部分耕耘）のように

分類することができ、そ

れぞれの機械の特徴は以

下のようなもので、表1に

まとめた。

狭間隔作溝機の例とし

て、ハーバーマットは

8cm間隔で作溝し、15mm

の深度に播種、鎮圧。施

工スピードが速く、凸凹

対応という特徴を有して

いる。また、今回、表に

は整理できなかったが、

ブレドオーバーシーダは5

～10cm間隔で作溝・播種

できる。

作溝+オープナタイプの

例として、シードマチッ

クはコールタと独自のオ

ープナーで15cm間隔で作

溝・播種。機種のバリエ

ーションが豊富。パスチ

ャードリルはコールタと

独自のオープナーで18cm

間隔で作溝・播種し、施

工スピードが速く凸凹対

応。グレートプレインは

コールタとオープナーで

18cm間隔で作溝・播種

し、ディスクで鎮圧、凸

凹対応するという特徴を有している。

穿孔型播種機の例として、グランドホックはド

ラム回転軸に手裏剣状に付いている鉈刃で、地表

面に穿孔を作り、シードボックスから出るワイヤ

が振動で種子を落下させる。

最後に溝状カルチ掛追播機（部分耕型播種機）

の例として、ニプロは27cm間隔で15mm幅のカル

チ掛けし、播種、ディスクで鎮圧。溝内の播種牧

草定着密度が非常に高いのが特徴である。

いずれの追播機も長短があり、施工場所の条件

により、向き不向きがある。詳しくはイネ科牧草

の追播の部分で紹介する。

マメ科牧草の追播

草地の経年化や不適切な管理によって、マメ科

牧草が衰退してイネ科優占草地となる場合がよく

ある。このような時、簡易な方法でマメ科牧草を

追播して、草地の収量向上・高蛋白化を図ること

は効果的である。道では「草地生産技術の確え

立・向上対策（草プロ）事業」の中で、平成14年2

月に「マメ科牧草追播マニュアル」を策定したの

で、その中から、一部抜粋して紹介する。

マメ科牧草の追播には以下のことに注意する必

要がある。

①発芽と出芽の確保のために降雨が期待できる時期

を選定する。

②ルートマットが集積している草地は「原則として」

追播の対象外とする。このような草地は追播牧草

への水分補給に難点があり、土壌の化学性も悪化

している場合が多い。

③既存のイネ科牧草との競合緩和策を十分講じる。

施工方法については以下の留意点が記載されて

いる

①全面表層攪拌処理方式は既往の作業機が利用で

きる点が特長。しかし、追播は既存のイネ科牧

草の再生をも期待するものなので、施行強度に

留意が必要である。すなわちロータリハローや

ディスクハローを用いる場合、攪拌強度が強過

ぎるとイネ科牧草が十分再生せず、マメ科優占

となってしまう場合があり、注意が必要。

②ロータリーハローを用いる場合は草地表層10cm

程度をできるだけ軽く攪拌処理。

③ディスクハローの場合、円板の角度を小さくし、

幅数cmの溝がしっかりつく程度で、1～3回掛す

る。通常の砕土作業なみに円板角度を大きくす

ると草地表層がマット状に剥離し、草地表面が

凸凹になって管理作業に支障をきたす場合もあ

る。

④追播機を用いた、マメ科牧草の追播はいずれの

機種を用いても効果的で、播種時期と追播後の

イネ科牧草との競合に留意が必要。全面処理方

式に比べて作業工程が少なく、作業速度が速い

ことが特長である。

⑤播種量は、アカクローバやアルファルファで

1.0kg/10a。シロクローバで0.2～1.0kg/10a程度

で成功事例が多い。

道東におけるマメ科牧草追播(チモシー優占草地

へのアカクローバ追播)のマニュアル例は以下のと

おりである。

（1）追播時期

①他の地域と同様に追播時期は、播種年の草量と発

芽時の水分が確保でき、なおかつ越冬までに十分

生育できるよう決定する。

②夏期における降水分布からみて、7月下旬から8月

上旬にかけては降雨を望める時期で、アカクロー

バの越冬態勢確立のための生育期間も確保でき、

播種の適期である。

③アカクローバの定着促進のため、既存のチモシー

は播種時には窒素施肥が抑えられるとともに数度

の掃除刈りを受ける。したがって播種後には、草

量が十分確保できないことになり、翌早春には十

分な施肥を行い1番草によって草量を確保する。

（2）刈取り管理、播種床造成等の留意点

①播種床造成として、ロータリハローまたはディス

クハローを用いた全面処理方式、部分耕方式およ

び作溝方式が適用できる。

②全面処理方式は耕起更新と同様に鎮圧が不可欠。

特にロータリハローによる処理では根塊が地表面

に多く露出するため播種前後の鎮圧が有効。また、
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ロータリハロー施行はチモシーに対するダメージ

が大きく、シバムキなどの地下茎型イネ科雑草が

侵入していれば、これらを活性化する可能性もあ

る。

③作溝型の専用機の場合、播種年の秋には1～2回の

掃除刈りが不可欠である。チモシーが伸び過ぎる

と搬出が必要になる。

④2年目早春施肥

アカクローバの定着を促すために、2年目早春の

窒素施肥量は0～2kg/10aとする。

イネ科牧草の追播

イネ科牧草は、播種牧草の初期成育や競合力が

緩慢なため、マメ科牧草の追播よりも既存植生と

の関係が重要になる。現在、道では「イネ科牧草

追播マニュアル」の策定作業中であるが、その参

考となる「イネ科牧草簡易更

新・追播事例集」を平成16年2

月に策定した。多くの成功・失

敗事例を整理すると、前植生の

状態（施工場所の条件）によっ

て対処策の選定が必要になるよ

うである。また、導入する草種

によっても施工場所の条件に適

合の可否があるようである。ま

た、いずれの事例も、播種量は

通常の更新時と同じ播種量で施

工されていたことを付け加え

る。

（1）地下茎型イネ科草の優占草地を改善したい場合

シバムギ、レッドトップ、ケンタッキーブルー

グラス、リードカナリーグラス等の地下茎型イネ

科草は栄養価が低く、優良牧草に植生を改善する

ことは非常に効果的である。しかし、これらの植

生に、追播機でいきなりチモシーのような初期成

育の緩慢な牧草を追播した場合は失敗する例も多

く、また、チモシーが定着しても、数年で元通り

の地下茎型イネ科草優占草地に戻ってしまうこと

が多い。これは地下茎型イネ科草優占草地ではル

ートマットを有することが多く、播種したチモシ

ーに必要な水が奪われてしまうため、と考えられ

ている。

地下茎型イネ科草優占草地では、グリホサート

を用いた前植生の駆除と表層攪拌による簡易更新

で改善効果が高い。グリホサートを用いた場合、

追播機械を用いた簡易更新でも成功例が報告され

ている。ルートマットやリターが厚い（多い）条

件では、作溝+オープナタイプや溝状カルチ掛追播

機（部分耕型播種機）の追播機械が効果的である。

また、れきが多い場所や傾斜のきつい場所では、

軽量な穿孔型播種機を複数回かけて表層を攪拌し

た簡易更新の成功例が岩手県等で報告されている。

グリホサートを用いずに、強度の表層攪拌のみを

用いて簡易更新をした場合は、チモシーの植生を確

立することはできるが、地下茎型イネ科草がかなり

の割合で再生・混入することは避けられない。
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追播する牧草が、ペレニアルライグラスやメド

ウフェスク等の初期成育の優れた牧草を導入する

場合は、グリホサートを用いずに追播機械を用い

た追播でもある程度導入することができる。この

場合、追播牧草が植生の中で効果を発するには、

株（個体）がある程度大きくなるのに、1年程度の

時間を有するので、少々我慢が必要となる。

（2）マメ科牧草が優占してしまった草地にイネ科

牧草を導入したい場合

チモシーとマメ科牧草の混播草地で、更新後間

もなく、マメ科牧草だらけになってしまった草地

を時々見かける。このような草地は、サイレージ

調整が難しく、裸地が多く、乾物収量が少ない場

合がある。この場合、軽い表層攪拌を用いたり、

追播機械を用いた簡易更新でチモシーを再度導入

することができる。追播機械のタイプはいずれの

種類でも適合可のようである。マメ科牧草との競

合に勝つため、播種時期に注意する必要がある。

すなわち、1番草または2番草刈り取り直後（ただ

し8月中）で、既存植生の再生がなるべく始まらな

いうちが効果的である。

尚、このようなケースの場合ギシギシの繁茂を

伴う場合が多い、使用基準を遵守して、アシュラ

ムを併用すると、改善効果は更に大きくなる。

（3）裸地が多くなってしまった草地の修復

播種したアカクローバの衰退や冬枯れ等で、裸

地の割合が増えた草地には、軽い表層攪拌を用い

たり、追播機械を用いた簡易更新で植生を改善す

ることができる。冬枯れの場合は、なるべく越冬

性の良好な草種・品種を早春に簡易子牛せざるを

得ないが、他の要因で裸地割合が増加した草地で

は、水分が確保できる時期を選んで施工するのが

望ましい。

追播機械を用いる場合は、いずれの種類でも適

合可と考えられるが、裸地をうめる事を考えると

狭間隔作溝機がより効果的と考えられる。

（4）牧草草種を換えたい場合

追播する牧草が、ペレニアルライグラスやメド

ウフェスク等の初期成育の優れた牧草を導入する

場合は、追播機械を用いた「追播」でもある程度

導入することができる。

追播牧草が植生の中で効果を発するには、1年程

度を有する。

以上、現段階での整理を記述したが、先ず、改

善する予定の施工場所について前植生の診断が必

要で、その植生と施工時期に合わせた施工法の選

択が失敗しないコツのようである。

簡易更新による草地へのイネ科牧草の導入法に

ついては、体系化した成績について、平成16年度

北海道農業試験会議(H17年1月）に提出し、牧草の

簡易更新・追播技術マニュアルとして普及される

予定になっている。
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はじめに

自分たちが日頃かかわっている牧場や牛のこと

をもっと知ってほしい。こどもたちにとって身近

で、最も親しまれている食品であるはずの牛乳や

お肉のことが、正しく理解されているのだろうか。

牛を飼う立場の人間として、こんな牛乳を飲んで

みたい。こんな製品を食べてほしい。これが新川

育成牧場のふれあい施設、うしのいえMOOガ－デ

ン建設のきっかけである。

今年も12月23日に開設5年目にあたる平成16年度

の営業を終え、来春3月まで、乳牛の預託事業を中

心とする本来の公共育成牧場の姿にもどるが、こ

れまでの新川育成牧場の歩みと、ふれあい事業を

通して行った消費者への取り組みについて報告し

テ－マへの提言としたい。

1） 牧場の概要と沿革

新川育成牧場は富山県の東部、滑川市、魚津市、

黒部市、宇奈月町の3市1町で運営する公共育成牧

場である。標高240m～424mの範囲に広がる総面積

85ヘクタ－ルの草地は、起伏が比較的少なくなだ

らかな傾斜をなし、牧場からは北アルプスを背に

富山平野と富山湾のかなたに伸びる能登半島が一

望できる。

昭和46年に開牧して以来、飼養頭数は、酪農家

戸数とともに推移し、延頭数は平成元年度の

102,578頭をピ－クに減少傾向が続き、平成10年度

には79,466頭までに落ち込んだ。平成8年度から11

年度にかけて畜産基盤再編総合整備事業による畜

舎、有機質活用センタ－、特産物流通施設などの

整備を行った。

育成事業においては、場産粗飼料を最大限活用

して、乾物摂取量が高くフレ－ムサイズが大きい

牛づくりをめざすとともに、愛知、三重、滋賀県

を中心とする県外預託を受け入れた結果、現在で

は県内県外預託を合わせ124,000頭を確保してい

る。また、有機質活用センタ－事業については地

域畜産農家の厩肥を受け入れ完熟堆肥化し、年間1．

300tを有機資源として、耕種農家へ供給している。

一方、ふれあい事業は、営業開始から3年目の平成

14年度に目標来場者数10万人を達成し、以後地域

の若者や家族連れを中心とするリピ－タ－客で同

水準を維持している。

牧場の沿革ついては以下のとおりである。

昭和42年～43年 建設のための調査計画

昭和44年7月 管理主体

3市1町による新川育成牧場組合設立

昭和44年～49年 団体営草地整備事業

草地造成と施設整備

昭和46年4月　 開牧　夏期放牧　

運営を新川酪農協に委託

昭和51年4月　　 運営主体

（社）新川畜産公社設立

昭和55年～58年 公共育成牧場整備事業　

哺育舎と機械庫整備

昭和61年 地域畜産集団牧場整備事業

9.1ha草地改良整備

平成3年4月 開牧20周年記念式典　

新川牧場ファームフェアー91開催

富山県農村文化賞受賞

平成5年4月 新川牧場バーベキューハウス開設

平成8年～11年 畜産基盤再編総合整備事業

畜舎、有機質活用センター

特産物流通施設、看視舎整備

平成10年3月　 黒部まちづくり協議会

さくら植樹開始

平成11年5月 県外預託牛受託開始

平成12年4月 うしのいえMOOガ－デン開設

特 集 
� 消費者へ情報を 
　  うしのいえMOOガーデンからの情報発信 

（社）新川畜産公社（新川育成牧場） 

　　     事務局長  稲 場　仁 一 
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平成13年3月　 酪農教育ファ－ム認証

平成13年4月 開牧30周年記念式典　　　

平成14年12月 うしのいえMOOガ－デン

年間来場者数10万人達成

平成16年12月　 黒部まちづくり協議会　

牧場内さくら植樹累計2千本達成　

2）ふれあい事業に取り組む経緯

平成3年は牛肉とオレンジの関税が撤廃されて、

農産物の貿易自由化がスタ－トした年である。当

時は国内の畜産農家をはじめ、県内の酪農家や肉

牛農家に大きな影響が及ぶことが予想され、各方

面でその対策が検討された。新川牧場では開牧20

周年と重なったことから、その記念事業として地

域の畜産農家の存在をアピ－ルするため、新川牧

場ファ－ムフェア－91を開催することとなった。

ファ－ムフェア－では、地域の肉牛農家が生産し

た最高級和牛1頭を購入し、ステ－キと焼肉の炭火

網焼きバ－ベキュ-をメインに、県内産豚3頭を加

工した無添加ソ－セージや県産牛乳と生クリ－ム

を使用してつくった特製アイスクリ－ムの販売な

ど、地域と原料と製法にこだわった畜産品を準備

し、イベントを行った。このファ－ムフェア－は、

予想以上に好評でその後のバ－ベキュウハウスや、

うしのいえMOOガーデンの開設につながった。

新川牧場ファ－ムフェアについては、その後毎

年5月3日～5日までの3日間開催され、期間中1万人

を超える人々が集う地域の春の恒例行事として定

着し、現在まで継続している。

3） うしのいえMOOガ－デン

特産物流通施設うしのいえMOOガ－デンは、

加工ゾ－ン、販売ゾ－ン、手作り体験ゾ－ンに分

かれている。加工ゾ－ンでは、牧場で搾っている

ジャジ－種やブラウンスイス種ホルスタイン種の

牛乳を処理し、ノンホモ低温殺菌牛乳やジェラ－

ト、ソフトクリ－ムなどに加工している。お菓子

工房ではシュ--クリ－ムやプリン、チ－ズケ－キな

ど季節感をとりいれながら牛乳や生クリ－ムを使

った手作り品を提供している。ここでの製品づく

りで大切にしていることは、牛乳の素材としての

すばらしさを活かすため、極力添加物の使用を控

え、わかりやすい製造法で、自然の味わいを追求

することであり、作りだす製品すべてに、はじま

りは牛乳であるとのメッセ－ジが届くよう努力し

ている。販売ゾ－ンでは、加工ゾ－ンから生み出

される自家製品をはじめ、地域の農村婦人加工グ

ル－プがつくる特産品や、黒部名水ポ－クを原料

とした特製ハムとソ－セ－ジなどを直売している。

手作り体験ゾ－ンでは、バタ－やソ－セ－ジ、ア

イスクリ－ムなどの手作りができ、体験に際して

は、それぞれがつくられた歴史をたどりながら、

基本的な製法は現在も変わらない事、新鮮な素材

を用いて添加物等を使わず、おいしく食べるため

に守らなければならないポイントなどを中心話し

ながら、できるだけシンプルな材料で作るように

している。手作りした製品は毎回その

場で試食してもらうが、自分たちが日

頃食べてきたものと随分異なるという

感想が多く聞かれる。夏休み期間中は、

児童クラブや親子のグル－プが多く年

間1500名程度の利用がある。

4） ふれあい事業を通じて消費者に伝

えたいこと

「自分たちで実際に乳牛を飼い、牛

乳を搾り、それを加工してみると、牛

乳は自然食品なのだということがよく

わかる。同じ環境で飼われ生産された

牛乳でも、品種の違いによる差は勿論



のこと、餌や季節や体調や、天候など小さな気象

の変化ですらも製品に影響が現れる。牛乳以外全

く同じレシピと条件でソフトクリ－ムを作ったと

しても、分娩などの関係から乳牛の品種の構成が

変わると、全く異なるソフトクリ－ムになってし

まうし、イベント開催時に原乳が足りず、別の農

家の牛乳を使った場合などは顕著である。また、

新川牧場では、あえて、単一品種の乳牛だけを飼

い、搾ることをしていない。それは、それぞれの

品種が持っている牛乳の個性とともに、それをミ

ックスしてできるミルクの味の深さは、とても人

の手では創ることができないと考えるからである。

当然のことながら牛乳や乳製品は、厳密な意味で

言うと毎日同じ味であるとはいえないが、それが

牛という生き物から生産される牛乳の特性なのだ

し、製品のなかにその違いを見つけ、自然の変化

を感じとってほしい。」これは、わたし自身が、お

客さまに自分たちの牛乳や乳製品について説明す

る際に、できるだけ話そうとしていることである。

牛と人と環境によって生産される牛乳と、工場の

生産ラインで機械的に生み出されるジュ－スや缶

コ－ヒ－などの製品との根本的なちがいについて

知ってほしいからである。また、通常、生産施設

のなかへは防疫上の理由から立ち入り禁止となっ

ているが、イベントや、子供達の体験学習などの

場合には、実際に、うし達が食べている飼料や、

消化のしくみ、糞と土と草の微生物によるリサイ

クルの流れなど、現物を見てもらい

ながら、むしろ目に見えない生き物

たちとのかかわりを伝えたいと思っ

ている。

おわりに

牧場から見える富山湾を眺めなが

ら考えることがあります。

この湾のなかには恵まれた自然が

あり、深海魚から回遊魚まで多くの

魚たちが生息しています。

この地域には古くから漁業を生業

とし、湾内隅々にわたる季節ごと変

化や、魚の生態に精通した漁師がい

ます。

また、この地域には豊富な魚たちのおいしさを

知り尽くし、巧みな技でその味を引き出し提供し

てくれる板前やお母さん達がいます。

さらにこの地域には新鮮な魚のおいしさや、季

節とともに変化する魚の微妙な変化に価値を認め、

評価する人々がいます。

そして、それが地域の文化として定着し、人々

の生活のなかに息づいています。

これはあたりまえと思われるつながりです。し

かし、それぞれがバラバラに存在しているだけで

は地域の文化と呼べるものにはなり得ず、どのひ

とつ欠けても、地域への定着はなかったはずです。

この関係をつなぐ役割を果たすもの、それが情

報であり、長年にわたる情報の蓄積が文化と言え

ないだろうか。

これを、農地と牛、農家、加工処理業者やレス

トラン、消費者の関係に置き換えて考えた場合、

だれが、どのようなかたちで、それを担うのだろ

うか。地域の酪農家が年毎に減少を続けるなかで、

うしに限りない愛着を感じる者のひとりとして、

うしの物語を過去形にはしたくない。
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協会だより  協会だより  

１　第４回放牧サミットの開催

畜産草地研究所と当協会の主催による第4回放牧サミットは、9月29、30日の両日にわたり約270名の参加

を得て開催されました。第1日目は福島県白沢村において桑園跡地を利用した放牧、栃木県那須町の3戸の農

家の耕作放棄地（水田）を活用した放牧について現地での検討会を行いました。

30日は那須町のホテルエピナール那須において講演とシンポジウムが行われました。はじめに東京大学大

学院の生源寺眞一教授、肉牛放牧研究者の上田孝道氏、畜産草地研究所の小山信明室長の3人から基調講演

がなされ、つづいて島根県大田市肉牛農家の川村千里氏、福島県畜産試験場の佐藤茂次氏、栃木県那須農業

振興事務所の相馬光美氏、大分県畜産振興課の金丸英伸氏から事例発表が行われました。この後これらの

方々に農林水産省畜産部原田室長、ジャーナリスト増田淳子氏を加え畜草研の落合飼料資源研究官の司会に

より「水田・里山・耕作放棄地放牧普及のための課題」と題してパネルディスカッションが行われました。

開催に当たりご協力いただいた福島、栃木両県、講師等関係者の方々にお礼申し上げます。

2 飼料増産ホットニュースの発刊

平成12年度から「全国飼料増産戦略会議」が設けられ、飼料増産運動が展開されていますが、今年度から

飼料増産虎の巻として①主役はコントラクター、②牛を放そう、③耕畜連携を進めよう、④草地をリフレッ

シュ、⑤消費者へ情報をの5つのスローガンのもと強力な運動の展開を図ることとしています。すでに全国

各地において様々な取組みが行われていますが、協会ではこれらの取組み事例について全国から情報の提供

をいただき「飼料増産ホットニュース」として紹介していくことといたしました。第1号は11月10日放牧サ

ミットを取り上げ紹介いたしました。以降、月1回のペースで発行を予定しています。会員の皆さんからの

情報の提供をお願いします。

3 平成16年度農林水産祭で熊本県の清水英夫氏が天皇杯を受賞

16年全国草地コンクールで農林大臣賞を受賞した熊本県錦町の清水英夫氏が平成16年度農林水産祭で最高

の栄誉である天皇杯を受賞されました。「離農遊休地の購入等で頭数にあった飼料畑を確保しつつ、償却年

数を超えた作業機械の利用等で自給飼料の生産費を低く抑え、土地基盤に立脚した飼料自給率の高い資源循

環型酪農を実現。また家族経営協定を結び、ゆとりを持った近代的かつ先進的な経営を実現」したことが評

価となったものです。

4 シンポジウム「人と牛とのふれあい」―自然・生活体験への誘い―の開催について

当協会主催によるシンポジウム「人と牛とのふれあい」が平成17年2月1日13時から東京農業大学百周年記

念講堂において開催されます。

草地に立脚した大家畜畜産現場がもつ機能、「命を育む場」等の教育的側面に着目した自然体験学習の重

要性とそのあり方や健全な発展方向等について自由な意見交換を行うことを趣旨に行われます。

進め方としては、まず筑波大学名誉教授による特別基調講演「あなたの遺伝子が目覚めるとき」、事例報

告として岩手県葛巻町中村哲雄町長、なかとみ牧場中島邦造氏、日本ネイチャーゲーム協会指導者養成委員

三好直子氏からの報告があり、続いてNPO法人ホールアース研究所代表広瀬敏通氏をコーディネーターとし

てのパネルディスカッションが行われる予定です。皆さんのご参加を期待します。



戦後の入植となると三代目に入っていようか。雪は必ず来るものだが、土地にどっしりと根を張って、動
じることがない。勿論幾たびもの雪の辛酸を味わって得た境地である。来るものは来いと雪を待つ気持ちさ
えある。雪がそこに暮らす人を強く鍛えたといえるかも知れない。厳しい自然を当然のものとして受け入れ
逞しく生きる牛飼の姿に幾たび感動したことか。私の牛飼賛歌である。

G & S 俳壇 太田土男　選
入　選

菊膾自分史ノート残しあり 蕨市 赤　澤　方　子
例えばある肉親の遺品、菊膾がしみじみとした味わいをかもしている。
秋深し下牧を決める会議かな 横浜市 垂　石　征　一
晩秋の牧場、責任を果たした安堵感と一抹の寂しさを感じる時である。

阿蘇原の薄の穂ゆれ山が揺れ 西那須野町 及　川　棟　雄
「山が揺れ」と大きく捉えたところがよい。
枯蟷螂ひとつのことを貫きし 世田谷区 亀　山　久美子
深秋の枯れ色のかまきり。来し方を蟷螂の生き様に重ねて諾っている。
妻の行く方によきこと星月夜 府中市 智　田　喜久雄
そう信じて諾々と妻に従っている。美しく老いるとはこのこと。
星月夜こぶし振り上げ決心す 台東区 山　住　眞　子
星月夜だからきっといいことの決断に違いない。迫力がある。
爽やかや黄色のスカーフふんわりと 西那須野町 及　川　房　子
「ふんわりと」が爽やかさを際立たせている。心が弾んでいる。
秋晴や収穫すすむ黍大豆 北京市 山　下　憲　博
北京在住と思い合わせると大景が見えてくる。

佳　作

炉端栗背伸びして見る浅間山 習志野市　　 小　池　純　一
留守居するお前も一人か昼ちちろ 川崎市　　　 山　田　　　茂
老妻の夜長に遺影語りかく 我孫子市　　 嶺　岸　勝　志
色づいた烏瓜にて始めけり 江東区　　　 望　月　てる美
栗の飯一合足して米を研ぐ 蕨市　　　　 赤　澤　方　子
草雲雀故郷疎みし父老いぬ 府中市　　　 智　田　喜久雄
秋天の放牛の眼の細かりし 横浜市　　　 垂　石　征　一

社団法人　日本草地畜産種子協会
〒104－0031   東京都中央区京橋１丁目19番８号　大野ビル

電話 03－3562－7032   FAX 03－3562－1651 Ｅ-mail ：info@souchi.lin.go.jp  
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