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 （独）農畜産業振興機構 
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土からの恵みで牛乳を搾る 
土づくり 

草づくり 
 北海道江別市で土づくり、草づくりにこだわり、粗飼料自給率

86％、平均乳量 11 千 kg を維持している河野牧場の事例について

酪農学園大学短期大学部名久井さんからの報告です。 

 

１ 河野牧場の概況 

北海道江別市篠津の石狩川近くで 30 年以上に

わたって、土づくり、草づくりにこだわって酪農

を続けている人がいます。河野崇治さんがその人

で、学生時代に学んだ、酪農の基本は土－草－牛

の循環であるという信念を持ち続けています。そ

してよい土から作った牧草は牛が喜んで食べ、お

いしい牛乳を生み出してくれることを実感してい

るといいます。 

  注目すべきは、夏の間に労を惜しまずあちこち

かけ回り、ふんだんに確保した麦わらを敷き料に

して完熟堆肥を作っていることです。毎朝晩スキ

ットローダで牛の通路から排泄物を搬出した後、

消毒と滑り止め資材として石灰をまき、麦わらを

敷く。その上に牛を歩かせ水分を吸収させ、通路

や牛床がいつでも乾いているように気を配ってい

ます。このことが乳房の損傷を防ぎ、乳質を向上

させ、足の故障を軽減している要因の一つと考え

ています。 

労働力は経営主の崇治さん、最愛の伴侶である

良子さん、大学卒業したばかりの娘さんの愛さん

の家族３人とアルバイトの計４名です。 

経営面積はチモシー29.4ha、アルファルファ

12.1ha、トウモロコシ 9.7ha で合計 51.2ha、この

ほかに河川敷の共同草地 26ha を４人で利用して

います。 

乳牛飼養頭数は経産牛が 110 頭、育成牛が 110

頭で、これらの牛はホルスタイン登録協会の審査

成績が全牛平均（2004 年）で 83.3 点と全道でも

トップクラスの優良牛です。飼養形態はフリース

トール－ミルキングパーラ方式で、飼料はバンカ 

 

ーサイロに貯蔵したサイレージを主体にしたＴＭ

Ｒ方式をとっています。 

牛乳生産を見ると、2004 年度は 1,206 トンを出

荷し、一頭あたり 11,072kg と高泌乳量を維持し、

乳成分も脂肪率 4.01％、タンパク質率 3.3％と高

いことです。特筆すべきはここ 10 年ほど体細胞数

が 7-10 万個ときわめて少なく、徹底した衛生管理

により乳質を管内トップクラスのレベルで維持し

続けていることです。また、繁殖管理も分娩間隔

が 380 日と 400 日以下を保持しています。これら

の実績は土づくりによる良質粗飼料生産がもたら

した成果であると考えています。 

 

２ 土づくりと草づくりの特徴 

麦わらと石灰が混じった排泄物は堆肥場で月一

回、定期的に切り返しを行い、１年以上腐熟させ

完熟堆肥を作っています。この堆肥を 30 年以上続

けて散布したことにより、草地土壌の塩基飽和度 

 

 

 

畜 産 業 振 興 事 業 

密度の高いチモシー草地 



 

のバランスが非常によくなっています。また、草

地の土壌表面がフカフカしており、牧草の根の張

り方がしっかりしていることが観察されます。  

草地の構成はチモシー主体でアルファルファ、

シロクローバ混播草地が全面積のおよそ 2/3、ア

ルファルファ主体・チモシーの混播草地が 1/3 で

す。草作りの実際を見ると造成時に完熟堆肥を

5-6 トン/10ａ、石灰 300kg/10ａ、リン酸 40kg/10

ａ施用し、播種量は表１のとおりです。利用二年

目以降は刈り取り後に草地用化成肥料を春

40kg/10ａ、秋 20kg/10ａを、また２年に一回程度

刈り取り後秋に完熟堆肥を２トン/10ａ散布して

います。これにより密度が高い草地を７年以上維

持できるといいます。ちなみに牧草の生収量は７ 

トン/10a を越え、地域の平均よりおよそ 20％多く

収穫しています。 
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表１ 混播草地の播種量 

 

    ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ主体草地   ﾁﾓｼｰ主体草地 

ｱﾙﾌｧﾙﾌｱ  1.7kg/10a   0.3kg/10a 

ﾁﾓｼｰ    0.7kg      1.7kg  

ｼﾛｸﾛｰﾊﾞ   0.1kg      0.1kg 

 

３ サイレージ作りのポイント 

刈り取りはアルファルファ主体草地で年３回、

チモシー主体草地は２回です。刈り取り時に留意

することは雨の翌日は畑に入らない、土砂混入、

土壌の硬化を避けるため、畑に刈り倒したままで

予乾し収穫する。アルファルファは一年に一回花

を咲かせてから刈り取る。チモシーの２番草刈り

取りは遅くしていることなどです。サイレージは 

 

 

バンカーサイロで調製しているが、ここでのポイ

ントは水分を 70％に調整する、ブルドーザで踏圧

を徹底する、短期間に密封することなどです。そ

の結果、表２に示すような発酵品質がきわめて良

好なサイレージを調製しています。トウモロコシ

は子実が黄熟になるまでじっと待ってから収穫す

るように心がけており、その結果、水分が 65-70％

程度の軽いアルコール臭がする嗜好性の高いサイ

レージができています。 

 

表２ 2004 年産 一番刈り牧草サイレージ 

   の発酵品質 

 

  水分   pH   乳酸   酢酸 

  70.50%     4.01    1.35%     0.58% 

 プロピオン酸 酪酸  VBN/TN  V スコア 

       0     0.01%   6.22%       92 点 

 

４ おわりに 

河野さんは一頭あたり 11,072kg の高水準乳量

を搾っているにもかかわらず、粗飼料自給率が

86％、ＴＤＮ自給率も高いことを評価され、平成

13 年に全国草地畜産コンクールで表彰されまし

た。河野さんは常日頃「完熟堆肥で土作りした草

地の草は買いエサよりも牛の食いつきがよい」と

語っています。買いエサに依存した風潮が高まる

北海道酪農の中で、土地からの恵みで牛乳を搾る

という事に、かたくななまでこだわる姿勢を今後

とも続けてほしいと願っています。 

酪農学園大学短期大学部酪農学科 

 教授 名久井 忠 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
良質なサイレージを競って採食 見学者に説明する河野さん
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 社団法人日本草地畜産種子協会主催による第９回草地畜産コンクールが平成１７年６月２

３日に開催され、農林水産大臣賞に北海道士幌町の古田常雄氏が選ばれるとともに、生産局

長賞、（社）日本草地畜産種子協会会長賞など計８人の受賞が決まりました。ここに受賞者及

び受賞理由を紹介します。なお、詳しくは当協会ホームページ（協会行事－草地畜産コンク

ール）をご覧ください。 

 

区 分 受 賞 者 経営概況 受 賞 理 由 

農林水産大

臣賞 

古田 常雄氏 

北海道士幌町 

酪農  

飼養頭数 55 頭 

飼料作３６ha 

 飼料生産技術及び経営の完成度高く、畑地型酪農とし

て普及性があること。地域資源の活用にも積極的で、地

域リーダー的役割。記帳等の管理等からみて、客観的評

価に十分対応。 

生産局長賞 及川 栄樹氏 

北海道富良野市 

酪農 

飼養頭数 84 頭 

飼料作 49ha 

 地域組織を活用した生産システムは、転作田、離農跡

地の利用、堆肥等の地域資源循環の実現など耕畜連携と

して高い評価。混播牧草の栽培は共同作業による良質サ

イレージ生産を実践。北海道における耕畜連携の先進的

事例。 

同 森下 団蔵氏 

福岡県若宮町 

酪農 

飼養頭数 35 頭 

飼料作 67ha 

 ﾄｳﾓﾛｺｼ二期作の実践、飼料生産組合を組織し、耕畜連

携の推進など地域営農の推進役として高い評価。 

同 跡ヶ瀬牧野組合 

代表 坂口静義氏 

熊本県阿蘇市 

肉用牛 

放牧頭数 227 頭 

放牧面積 168ha 

 工夫を重ねた放牧体系、肥培管理の励行による良質牧

乾草の販売等により収益性良好。広域預託、地域の水田

飼料作物や稲わらの収穫を行う等地域の連携も優れて

いる。 

日本草地畜産

種子協会会長

賞 

村居 修一氏 

青森県東北町 

酪農 

飼養頭数 60 頭 

飼料作 38ha 

 やませ地帯の冷涼な気象条件下でﾁﾓｼｰ･ｱﾙﾌｧﾙﾌｧの混

播草地の定着を図り、緻密な品種選定、肥培管理及び収

穫調製によって良質乾草を生産。定期的な草地更新、番

草ごとの刈取ステージ微調整、保管時の防カビ対策など

の対応を評価。 

同 安齋 利勝氏 

福島県飯野町 

酪農 

飼養頭数 47 頭 

飼料作 15ha 

 良質粗飼料確保のため 20km 離れた離農跡地を 2 戸共

同で草地造成。牧草は全て良質ﾗｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞに調製。不利

な条件の下で良質自給飼料の確保に取組む。 

同 竹下  弘氏 

島根県大田市 

肉用牛 

放牧頭数 38 頭 

放牧面積 16ha 

 地域環境と調和のとれた農林地管理技術は高く評価。

地域内での放牧技術普及に積極的に取組む。景観を生か

した地域住民の理解醸成の活動など。 

同 

（特別賞） 

岩本 忠可氏 

岡山県赤磐市 

酪農 

放牧頭数 50 頭 

放牧面積 24ha 

 自力で草地造成。ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄｸﾞﾗｽの優占する密度の高い

放牧草地を維持。通年昼夜放牧による省力化。所得率

43％の経営を実現。山地の放牧酪農活用の好例。 



 

社団法人日本草地畜産種子協会では、放牧を推進するため、次の事業により助成を行っています。

詳しくは下記宛お尋ね下さい。 

 

【問合せ先】 

社団法人 日本草地畜産種子協会（担当：主幹 嶺岸 勝志） 

〒１０４－００３１ 東京都中央区京橋１－１９－８ 大野ビル 

電話 ０３－３５６２－７０３２  FAX ０３－３５６２－１６５１ 

 

○草地畜産生産性向上対策事業（畜産業振興事業） 

１ 放牧集団が公共牧場等において入下牧時の家

畜運搬、家畜衛生対策、自給飼料生産その他の共

同活動を実施するのに要する経費について、１集

団当たり年間１５０万円を限度に助成(補助率：

1/2 以内)します。なお、家畜運搬費は１頭１回当

たり２，５００円が限度です。 

  具体的には、次のような経費が助成対象となり

ます。 

１）公共牧場で共同放牧するのに必要な入下牧時 

の家畜運搬費 

２）公共牧場で共同放牧するのに必要な家畜衛生

費（ワクチン接種、家畜への薬剤散布・薬浴、

駆虫剤投与、血液検査） 

３）公共牧場等において自給飼料を共同生産す

るのに必要な経費（草地の更新等のための優

良品種導入費（種子代）、肥料・土壌改良資材

費、農薬費、機械賃借料、飼料調製用資材費

（ラップフィルム、トワイン等）） 

 

２ 農協等又は放牧集団が持続型草地畜産（放牧

主体により、生産資材や労働力の低減を図る持

続的な生産方式）を行うのに必要な生産施設等

の整備に必要な経費について、助成(補助率 1/2

以内)します。 

具体的には、放牧にかかる牧柵、電気牧柵、

水飲施設、飼料給与施設等（連動スタンチョン

等）が助成対象となります。 

 

３ その他、強害雑草等の混入等により生産力の

落ちた草地の完全更新や簡易更新等に要する

経費について、助成（補助単価：５万円/ha な

いしは３万円/ha）します。 

 

 

 
事務局より： 
◎第8号の記事のうち、「十勝しんむら牧場」の執筆者を北海道十勝北部地区農業改良普及センタ

ーの鈴木善和さんと紹介しましたが、現北海道立根釧農業試験場主任専門技術員鈴木善和さん
の間違いでした。お詫びして訂正します。 

◎当協会附属の飼料作物研究所の放牧アドバイザーによる放牧技術の講習、現地指導を実施して
います。最寄駅又は空港までの旅費、アドバイザーの人件費、当協会提供の教材費は当協会が
負担します。放牧アドバイザーの派遣を希望される団体等の方は飼料作物研究所
(TEL0287-37-6755)までお問合せ下さい。 

 
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 
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