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耕種農家の組合が稲発酵粗飼料を生産、販売

耕種農家の組合と畜産農家の部会が、稲発酵粗飼料利用促進協議会を結

成し、当協議会の調整のもと、耕種農家側が稲ＷＣＳの収穫、販売までを

。行う事例を秋田県平鹿地域振興局の牧国博さんからご紹介いただきました

飼料増産
ホットニュース

耕畜連携を

進めよう

〈〈〈〈はじめにはじめにはじめにはじめに〉〉〉〉

秋田県南部にある横手市は横手盆地の中央に位

置しており、屈指の農業地帯となっております。

この地域を代表する耕種側の３集団が、転作田の

有効活用と効率的なブロックローテーションを図

るために稲発酵粗飼料（以下、稲ＷＣＳとする）

の生産、販売の取り組みを平成１５年から始めて

おります。

横手北部ＷＣＳ組合は、耕種側の３集団（かま

くらファーム・十二牲担い手組合・サンファーム

金沢）を構成員とする組織で、稲ＷＣＳの機械の

保守管理と集団間の調整を行うことを目的として

います。さらに耕種側と畜産側農家を仲介する組

織として 「横手平鹿稲発酵粗飼料利用促進協議、

会」を設立して、価格の決定・耕畜の利害調整を

行っております。

直播・湛水後のほ場

◎◎◎◎推進体制推進体制推進体制推進体制

秋田県 横手平鹿稲発酵粗飼料利用促進協議会

横手市 耕種側 畜産側

ＪＡ 指導 横手北部ＷＣＳ組合 ＪＡ秋田ふるさと畜産部会

助言 （かまくらファーム） （酪農、繁殖、肥育）

（十二牲担い手組合）

（サンファーム金沢）

・耕種側と畜産側の仲介機関

・料金決定、運搬計画の策定、技術研修の実施等

栽培～収穫調製 牛へ給与

販 売

〈〈〈〈耕畜連携耕畜連携耕畜連携耕畜連携までのまでのまでのまでの取組取組取組取組〉〉〉〉

横手市では、転作田に大豆を栽培しており、連

作障害が課題となっておりました。これを回避す

る作目として、近隣の酪農家から飼料稲が有力で



あるとの情報を得たことが、稲ＷＣＳへの取り組

みの発端です。一方、畜産農家では、草地基盤が

少なく購入飼料への依存が年々高まっていること

が問題となっており、地域内での安定的な飼料供

給体制を求めておりました。そこで、耕畜両者の

結びつきに有望な作物として飼料稲が注目され

て、稲ＷＣＳへの取り組みをはじめました。

飼料稲生産までの準備：耕種側で稲ＷＣＳを受

託する３つの集団は、県内で開催された収穫調製

実演会等の視察などから、耕種側で栽培から収穫

調製までを行い、畜産農家へ販売する取り組みが

可能との結論に達しました。

一方、畜産農家側では、ＪＡの酪農部会が中心

となり、数回にわたって研修会を行い、栄養面か

らも有効な飼料であり、地域内の資源を活用でき

ることが認識されました。当初は、耕畜で別々に

取り組んでいたが、行政担当者・ＪＡの営農指導

員・農業改良普及員が仲介役を担い、両者に働き

かけました。この結果、耕畜両者合同の先進地視

察を実施して、耕畜連携の取り組みがスタートし

ました。

協議会風景

◎◎◎◎稲稲稲稲ＷＣＳＷＣＳＷＣＳＷＣＳのののの耕畜連携耕畜連携耕畜連携耕畜連携までのまでのまでのまでの歩歩歩歩みみみみ

段 階 耕種側農家 畜産側農家

第１段階 農家ごとの問題意識の把握 転作田の有効活用 安心・安全で安価な飼料の

地域内確保

第２段階 耕畜各段階での研修・視察 収穫・サイレージ調製時 飼料給与方法についての啓

の実施 の現地視察 蒙普及

第３段階 耕畜合同の行事の実施 先進地視察の実施 先進地視察の実施

（耕種側対応組織決定） （畜産側対応組織決定）

第４段階 耕畜連携の意志決定 耕畜連携の協議会設立

（地域での稲ＷＣＳ生産利用のスタート）

〈〈〈〈平成平成平成平成16161616年度年度年度年度のののの取組取組取組取組〉〉〉〉

耕畜連携による稲ＷＣＳ生産は、耕種側と畜産

側農家での認識の違いがあることから、先に触れ

た協議会で十分な意見交換が図られるようにし、

技術の改善点を検討する「実績検討会」を開催し

ています。

今年度は昨年度の課題となった次の事項に留意

した取り組みを行っています。

①サイレージ調製技術の徹底、②収穫時期のほ

場をかためるために中干しの徹底と溝切りの励

、 （ ）、行 ③収穫調製時期の適正水分含量 65％以下

④倒伏を防ぐための施肥体系等の課題の改善。さ

らに運搬保管方法についてもラップ破損を防ぐ対

策を検討しました。

〈〈〈〈 商品商品商品商品」」」」としてのとしてのとしてのとしての飼料稲生産飼料稲生産飼料稲生産飼料稲生産をををを目指目指目指目指してしてしてして〉〉〉〉「「「「

２年目となった今年度は、作付け面積が昨年度

より6.1ha増加して22.3haとなったことから、収

穫作業時期の拡大に向けた品種の検討を行うとと

もに、先に掲げた技術の改善点を遵守し、より高

品質な稲ＷＣＳ生産に取り組みました。

また、協議会において、６月下旬に飼料稲巡回

による状況確認と収穫調製の直前に研修会を実施

して、サイレージ調製作業と機械操作の確認を行

っております。さらに、畜産農家の協定書の締結

手続きについて協議し、商品としての稲ＷＣＳが

円滑に流通する仕組み作りを進めるなど 「一体、

」 。感 のある稲ＷＣＳ生産と利用を目指しています



耕畜農家が集まっての研修会

◎今年の面積 ◎今年の収量

， （ ）栽培面積 22.3ha 1 162個 10a 5.2個当たり

◎利用農家

酪農家 ７戸

繁殖農家 ６戸

肥育農家 １戸

合 計 １４戸

◎販売価格

3，000円／個＋乳酸菌添加剤250円／個

＊運搬料金は含まない。

〈〈〈〈今年今年今年今年のののの成果成果成果成果とととと問題点問題点問題点問題点〉〉〉〉

２年目の今年度は、耕畜の連携を一層進めるこ

。 、とが出来ました 特に稲ＷＣＳの品質については

格段に向上しているという畜産農家からの評価を

得てきております。これは、耕種側農家が飼料を

「商品」として認識し、高品質生産に心がけた成

果といえます。

しかしながら、なおも一部に破損したラップ等

低品質のものもあることから運搬から保管時期の

管理方法についての問題点については、今後の課

題となっております。

また、さらに耕畜の連携を推進していく立場か

ら飼料稲ほ場への堆肥の投入の必要性があり、堆

肥還元による土づくりを進めて、地力の増進に努

める循環システムを作り上げていくことが重要と

なります。

今後、地域内で高品質な飼料生産とその安定供

給を行う体制づくりを構築することが、足腰の強

い畜産経営の育成に必要であり、このためには地

域内での耕種側農家の飼料稲の品種の選定等によ

る作期幅及び面積の拡大につながっていくよう

に、生産者や関係機関と連携を進めていきたいと

考えております。

耕畜連携による飼料用稲の取組（滋賀県蒲生郡日野町）

耕種農家、作業受託者、畜産農家の３者が一体となった飼料用稲生産の
取り組み事例について滋賀県東近江地域振興局の松山高博さんからご紹介
いただきました。

耕畜連携を

進めよう

１１１１ はじめにはじめにはじめにはじめに

日野町内の水田は湿田が多く、生産調整実施面

積の約６割をレンゲまたは自己保全管理が占めて

います。また、畜産農家は多いのですが、ほ場は

湿田が多く、畑作に適さないことや労働力が少な

いことなどから飼料作物の栽培は少ないのが現状

です。

そのため、耕種農家からは湿田でも取り組みや

すい生産調整作物が、畜産農家からは安全な国内

産飼料の確保や堆肥散布ほ場の拡大が求められて

いました。

２２２２ 新新新新たなたなたなたな生産調整作物生産調整作物生産調整作物生産調整作物としてのとしてのとしてのとしての飼料用稲飼料用稲飼料用稲飼料用稲

これらのことから、耕種農家と畜産農家双方に

メリットがあるように、耕種農家が生産調整作物

として飼料用稲を栽培し、畜産農家が地域産粗飼

料として給与するという耕畜連携による飼料用稲

の生産・利用を推進しています。



水田を活用し、稲の栽培技術や機械等をそのまま利用できる
麦や大豆の生産に不向きな湿田でも作付けできる耕種農家のメリット
産地づくり交付金は最高単価が助成される

国内（町内）で生産された安全な飼料が確保できる
飼料の生産にかかる労力がいらない畜産農家のメリット
比較的安価で飼料が確保できる
堆肥の供給が図れる

３３３３ 産地産地産地産地づくりづくりづくりづくり対策対策対策対策でのでのでのでの位置位置位置位置づけとづけとづけとづけと専用機専用機専用機専用機のののの導入導入導入導入

町ではこの取り組みを推進するため、産地づく

、 （ ）り対策の中で 麦・大豆を上回る プラス１万円

助成単価を設定しています。また、収穫調製作業

機は15年度までは県所有の機械を借りていました

が、16年度からは日野町農作業受託者部会が事業

主体となり専用機を導入しました。

４４４４ 取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの体系体系体系体系

飼料用稲の全体の取り組みは日野町飼料用稲推

進協議会で行っています。協議会は耕種農家、受

託者部会、畜産農家の３者と関係機関により組織

しています。

日野町飼料用稲推進協議会
産地づくり

利用供給協定の締結交付金

耕種農家 受託者部会 畜産農家耕種農家 受託者部会 畜産農家耕種農家 受託者部会 畜産農家耕種農家 受託者部会 畜産農家
（（（（作業委託作業委託作業委託作業委託））））

栽培管理 収穫調製 保管・給与

収穫物の販売

５５５５ 今年度今年度今年度今年度のののの実績実績実績実績とととと今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

■実績（平成１６年度）

栽培耕種農家 集落 ５戸（４集落）（ ）

栽培面積 ９.７ha

耕畜連携 ３.３ha

自家栽培利用 ６.４ha

家畜排せつ物法の施行に伴い、以前にも増して

堆肥の散布場所が求められています。飼料用稲の

栽培前後に堆肥を投入しています。これまでの事

例では飼料用稲への堆肥散布をきっかけにして集

落内の飼料用稲以外のほ場へも堆肥散布が広がっ

た事例もありました。

耕種農家からは新たな生産調整作目として期待

されており、次年度は面積拡大（約15ha）が予定

されています。更に、利用している畜産農家から

の評価も高く、給与量の増量、給与期間の延長を

希望されています。

今後、協議会を中心に耕畜連携による取り組み

を拡大していく計画です。

事務局より

当協会のホームーページをリニューアルしました。ホットニュースも掲載されています。

なお、ホットニュースに提供いただいた情報のうち、紙面の都合などで掲載できなかったも

のについて今後ホームページに掲載していく予定です。

全国各地の飼料増産の取り組みをお寄せください。 E-mail tanno@souti-fsa.or.jp


