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 （独）農畜産業振興機構 
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コントラクター組織の設立と細断型ロールベーラーの導入 

主役は 

コントラクター 
 （社）岩手県農業公社が、コントラクター組織育成と農地保有合

理化事業を生かし畜産農家とコントラクター組織の間をつなぐ粗飼

料生産を支援するシステムを構築した事例について、岩手県農業公

社の斉藤企画監から報告をいただきました。 

〈取り組みの経緯〉 

  岩手県は、乳用牛飼養頭数 58 千頭、肉用

牛飼養頭数 109 千頭と大家畜生産が盛んな

地域であるが、高齢化や労働力不足等によ

り、飼養頭数が減少している。こうした状

況の中で、家畜の飼養管理と飼料生産の分

業化の推進による経営の効率化や栄養価の

高い飼料作物の増産が求められている。そ

こで、（社）岩手県農業公社は、平成１６年

度「県内粗飼料生産・流通体制支援事業」

により、コントラクター組織の育成と同時

に、農地保有合理化事業を生かし、畜産農

家とコントラクター組織の間をつなぎ、粗

飼料生産を支援するシステムを構築した。 

〈取り組みの内容〉 

  本事業は、（社）岩手県農業公社が、畜産

農家から粗飼料生産（デントコーン）に係

る作業を受託し、コントラクターに作業を

委託し、ラップされた状態で畜産農家に宅

配するほか、公社保有機械により草地を畑

地へ転換する工事を行う事業である。コン

トラクターの作業委託については、デント

コーン収穫に最適な細断型ロールベーラー

と宅配に必要な運搬車を公社が導入してコ

ントラクター組織にリースする。 

  本事業のねらいの一つは飼料自給率の向

上を図ることである。国内の飼料自給率は

24％（平成 14 年度）に過ぎず、畜産農家は

輸入飼料に依存している。デントコーンは

牧草より、繊維成分とともにでんぷん質が

大量に供給できるため、飼料自給率の向

上・改善に実質的に貢献しうる。また、粗

飼料生産を委託することで、畜産農家は時

間的ゆとりができ、増頭につながり、良質

の粗飼料を確保できる。さらには、地域に

おけるコントラクター組織の育成が図られ

ることになる。 

 

 

〈事業のフロー〉 
                     転換工事（直営施工）     草地 → 畑地転換 
                                 （深耕・土壌改良・砕土 
           作業委託         補助率 1/2      ・整地） 
                     作業委託   
                    

                     堆肥散布機（リース） 

                     細断型ロールベーラー（リース） 
貸付機械導入：補助率 1/2,1/3 

                     飼料運搬車（リース） 

 
 
 
 

畜 産 業 振 興 事 業 

（
社
）
岩
手
県
農
業
公
社 

畜産農家Ａ 

コ ン ト ラ ク タ ー

堆肥散布 → 播種 
 
収  穫・調  整 
 
運       搬 

畜産農家Ｂ 

畜産農家Ｃ 

粗 飼 料 の 供 給



 

〈コントラクター組織〉 

 2

  本事業を実施するにあたり、岩手県農業公

社が２つのコントラクター組織の立ち上げ

を支援した。立ち上げにあたって、法人設立

に必要な定款の作成を初めとする設立事務

を公社が一手に引き受けた。 

（１）有限会社メグミファーム 

  同社は、畜舎及び堆肥舎等の建設工事を通

じて滝沢村花平地区の酪農家とのつながり

が深かった建設会社の株式会社恵工業（盛岡

市）が、地域との連携の強化を図りながら農

業振興にも貢献したいという意欲に加えて、

建設業における作業員配置等の調整にもメ

リットもあることから、新たに有限会社メグ

ミファームを設立し、飼料収穫作業を中心と

したコントラクターとして活動することと

したもの。平成 16 年度は、農地保有合理化

事業により遊休地を整備した滝沢村のほ場

（約５ｈａ）の作業を請け負った。 

 

 

 

（２）農事組合法人葛巻百笑組合 

  同組合は、葛巻町吉ケ沢地区の酪農・肉用

牛農家６戸が設立した法人である。家畜排泄

物法に基づく対応で、共同で堆肥舎を整備す

るのを契機に、粗飼料収穫・調整作業につい

ても新たに法人を設立してコントラクター

として活動することとした。「百笑」は「百

回笑い、笑われ、百歳まで笑って生きる」と

いう意味合いで、「百姓」をもじって名付け

られた。平成 16 年度は、葛巻町のほ場（約

５ｈａ）を中心に粗飼料収穫調製作業を請け

負った。 

 

 

 

【法人の概要】 

名     称：農事組合法人葛巻百笑組合 

設 立 年 月 日：平成１６年９月７日 

代表理事組合長：中家 重夫 

出  資  金：1,200 千円 

事     業：農作業の受託、農業生産に必

要な資材の製造ほか 

 

〈実演会の様子（葛巻町）〉 

 平成１６年１０月８日、葛巻町吉ケ沢地区に

おいて、コントラクター組織によるデントコー

ン収穫の実演会を開催した。実演は、導入した

タカキタ製細断型ロールベーラーＭＲ－８１０

を使用して（農）葛巻百笑組合の組合員が操作

して行った。初めて操作する作業機ということ

もあり、ロールのハンドリングなど若干不慣れ

な点はあったが、大きなトラブルもなく順調に

作業が進んだ。この機械を用いた体系により、

デントコーンの収穫・調整において、従来多大

な労力を要求されていた作業が軽減された。農

家は、従来のサイロ詰め作業に比べて、人手と

時間を大幅に軽減され、辛い作業から開放され

ることに満足で、開発や導入に携わった関係者

に感激と感謝の言葉を述べていた。 

【法人の概要】 

名   称：有限会社メグミファーム 

設立年月日：平成１６年１１月２６日 

代表取締役：大石 秀行 

資 本 金：3,000 千円 

目   的：農作業の受託・請負、有機肥料 

の製造・運搬・散布の受託・請負

ほか 

 

 

 
細断型ロールベーラー実演会の様子  
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〈細断型ロールサイレージの評価〉 

 収穫された細断型ロールサイレージは、既に

利用し始められており、早くも「またお願いし

たい」、噂を聞いた農家からは「我が家もお願い

したい」という声が組合に届いている。また、

サイレージの品質に対する評価も高く、「牛の食

い込みがいい」、「捨てるところがない」といっ

た声が聞かれ、来年度は、コントラクターとし

ての実績もさらに伸びると期待される。 

 

執筆者：（社）岩手県農業公社 斉藤哲郎企画監 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稲発酵粗飼料生産による耕畜連携の推進 

耕畜連携 無人ヘリによる水稲の防除作業を行っている組織が新たな事業展開とし

て稲ＷＣＳ生産の事業に取り組み成果を上げている鷹巣町アースフライヤ

ーズの事例について秋田県北秋田地域振興局の本田邦俊さんから報告をい

ただきました。 

 

〈水田転作の活用による飼料生産〉 

 減反面積が増加する中、稲に代わる省力・低

コストの作物の導入による水田有効利用が課題

となった。 

 飼料用稲は食用稲の栽培体系と大きく異なる

ことなく、無人ヘリによる作業軽減、所有機械

の有効活用が可能で、また、ＷＣＳ化すれば良

質で安価な粗飼料として利用でき、近隣の畜産

農家にとっても有益であることから、取り組み

を始めることとなった。 

〈概要と経緯〉 

  ◎アースフライヤーズ組織概要 

 

 

 平成５年にＪＡ鷹巣町が無人ヘリコプターを 

導入し、それと同時に町内の担い手農家がオペ

レーター組織を結成し、水稲防除作業の受託を 

開始した。平成１２年には大豆の作業受託を併

せて行うようになった。 

 

 平成１３年に、このオペレーター達が無人ヘ

リによる防除作業以外にも事業を展開すること

を目的に、農事組合法人アースフライヤーズを

設立した。 

 平成１４年にはＷＣＳ専用収穫機を導入し、

飼料稲の作付け・収穫作業の受託を開始するな

ど、事業の範囲は広がりつつある。 

 

 

組織構成 保 有 機 械 

理事 ４名 

監事 １名 

組合員 

常勤１１名 

非常勤４名 

 

無人ヘリ（J A 所 有） ２ 

〃      （自己保有） ４ 

クローラトラクター   ２ 

汎用コンバイン       １ 

大豆用コンバイン   ２ 

稲ＷＣＳ専用収穫機  １ 

〃  自走式ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼﾝ １ 

堆肥製造プラント     １ 

農家の庭先に積まれたロール 



〈飼料稲への取組〉 

 ①栽培体系 

品 種 栽培面積 播種前作業 無人ヘリ作業 刈り取り 集草梱包 配送 

でわひかり 

ふくひびき 

たつこもち等 

H14 

H15 

H16 

16.2ha

17.3ha

15.2ha

種子ｶﾙﾊﾟｰｺ

ｰﾃｨﾝｸﾞ、 

催芽 

直播 

除草剤散布

病害虫防除

５/中 

5/下～6/中

７/上～中 

専用収穫機 

9/中～10/下 

自走式 

ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞﾏｼﾝ

9/中～10/下

ﾄﾗｯｸ 

9/下～

 

②年度別収穫量                      
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 町内の農家からＷＣＳ用稲栽培として委託を受け、

約 16ha の水田を受託している。水管理を委託農家が

行い、その他作業をアースフライヤーズが行ってい

る。 

 

〈地域農家との関わり〉 

①耕種農家との関わり（Ｈ15 実績より） 

 その他の受託として、水稲防除が延べ 4,400ha、

大豆が120ha、ライスセンター作業が水稲で15ha分、

大豆で 30ha 分を受託している。 

 また、自作として水稲 15ha、大豆 20ha、やまのい

も 3ha、キャベツ 0.5ha、きゅうり 1ha の栽培と、肉

用牛（肥育）18 頭の飼養を行っている。 

②畜産農家との関わり                      

 畜産農家への WCS の販売は、飼料供給契約に基づ

いて行われており、販売価格 15 円/kg、10a 当たり

換算では 2.1 万円となっている。   

 給餌した農家からは、食い込みがよいのでまた利

用したいと評判も良く、販売は順調に行われている。 

 

〈今後の展開方向・課題〉 

 作業時期や機械能力の点で、現状以上の面積拡大

は困難であり、実際１６年度には若干飼料用稲の栽

培面積が下がっている。 

 しかし、委託農家や関係機関と連携してほ場の集

積をすすめ作業効率の向上を図るとともに、積み込

み機械の導入等一層の機械化による時間短縮により、

さらなる面積の拡大を検討している。 

 耕種的な課題解決に向けては、地域の特性に適合

する飼料用稲品種の選択、刈り取り期が他の作業と

競合しない栽培暦を検討している。 

 課題は幾つかあるが、ＷＣＳはアースフライヤー

ズの事業の柱の１つとして、今後も積極的に取り組

んでいこうとしている。 

 

執筆者：秋田県北秋田地域振興局 本田邦俊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ﾛｰﾙ換算重量 委託農家 

戸数 

供給農家 

戸数 

Ｈ１４ 1,410kg/10a   ２０戸   ８戸 

Ｈ１５ 1,390kg/10a   ２５戸 １０戸 

Ｈ１６ 1,225kg/10a   ２３戸 ８戸 

事務局より： 
◎飼料増産ホットニュースでもお伝えしておりますように、耕作放棄地等を活用した放牧の事例
が、全国的に見られるようになってきました。 

  しかし、新たに放牧を開始したいが、放牧の方法がわからないという声を多く聞きます。こ
のような声に対し、当協会は放牧の現地指導を行うことといたしました。指導に当たるのは、
当協会の飼料作物研究所の落合非常勤研究員（前：畜産草地研究所飼料資源研究官）です。 
放牧の現地指導を希望する団体等は、飼料作物研究所所長（TEL：0287-37-6755,FAX：

0287-37-6757）までお問い合わせ下さい。 
 

◎ホットニュースについて内容の一層の充実を図って参ります。 
全国各地の飼料増産の取り組み事例をお寄せください。 E-mail  tanno@souti-fsa.or.jp 


