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放 牧 
+ 

グラスサイレージ 
+ 

とうもろこしサイレージ 

 放牧、グラスサイレージ、とうもろこしサイレージを
組合せ、高いＴＤＮ自給率を達成するとともに、自給飼
料の生産コストを 27～29 円/ＴＤＮ１kg と低コストに努
めている北海道紋別市の岩田さんの事例、別海町の清水
さんの事例についてご紹介します。 

 
北海道紋別市 岩田正徳さんの事例  

 

 

<劣悪な土壌条件を克服> 

草地の大部分が強力な粘土質で地力も低く収量も

上がらなかった。さらに、海岸からの濃霧により収穫

が思うように進まなかった。 

しかし、放牧を取り入れ１頭あたり0.71㌶を維持、

個体乳量は8,500kgで411㌧を搾っている。飼料面積45

㌶（内とうもろこし６㌶）と地域の平均的規模である。 

 

 

<草づくりの特長> 

長く小さく区切って、毎日植生を

み

をしながら実践してい

る

量堆肥の投入 

で地力も低いが、更新時に堆肥を

十

自給率を高め、低コストに努める岩田夫妻 
・細かな放牧管理 

放牧地は６㌶を細 TDN収量
(kg/ha)

採草 28.0 5,980
放牧 11.0 7,480

6.0 7,666
45.0 6,205

乳量
(kg/経産牛)

48.5 8,500
30
63.5

成牛換算１頭当り面積
0.71 ha

経営耕地(ha)

牧草

とうもろこし
合計、平均

乳牛頭数

経産牛
育成牛

成牛換算

ながら牧区を変えている。 

暑熱時は夜間放牧など、工夫

。 

 

・大

土壌は強い粘土質

分に投入して収量4,400kgを得ている。播種はグラ

スシーダで播種量を2.5kg/10aとし、裸地を少なくし

ている。 
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1日で調製を完結 

く、家族労働でも１日で調製

を

と早期密封を実施、添加剤な

し

防ぐた

め

・高自給率で低コスト 

て高く、自給飼料生産コ

ス

か

が

とめ>                

の経営であるため

自

て

執筆：田中義春 

立中央農業試験場） 

 

 

 

・

天候に左右されにく

完結できるシステムを確立、サイレージはスタッ

クを導入している。 

調製は徹底した踏圧

で良質なサイレージを生産している。 

サイレージの水分は乳牛へのトラブルを

予乾をする収獲体系をとっている。 

 

ＴＤＮ自給率 63％と極め

ト 27円で低コストに努めている。粗飼料を活用し

た経営としては全道のトップクラスである。 

今後、投資をしないで現状の経営を維持できる

ポイントで、規模拡大をすることで自給率が低下

する可能性もある。 

 

<ま

放牧を中心とした粗飼料主体

給率も高く、低コスト生産に努めている。同時に、

環境へ配慮して無駄な投資をやめ、草地のもつ力

を最大限引き出している。これは先代からの引き

継ぎで紋別地域の土づくりと草づくりをリードし

いる。農協青年部の部長を努めるなど周囲からの

信頼も厚い。今後、経営を多頭化・大規模化という

選択もあるが、放牧を含めた良質粗飼料を中心とし

た営農は続ける考えである。 

 

 

 （執筆時：北海道

 協力：紋別地区農業改良普及センター 

 

 

 

 

＜重厚な粗飼料体系で高泌乳を達成＞ 

者夫婦

草づくりの特徴＞ 

チモシーを基幹とした多草

種

 

 50 歳代の経営者夫妻と就農５年目の後継

による家族経営。放牧と牧草サイレージ、とうもろ

こしサイレージを組み合わせ、根釧地域の典型的な

土地利用型酪農を展開している。  

 

＜

・優良品種の活用  

採草地、放牧地ともに

混播草地。特にメドウフェスクを上手に混播して、

二番草や秋の放牧草量を確保している。サイレージ

用とうもろこしはＲＭ75～80 の優良品種と新品種

を栽植密度 9,000 本/10a で露地栽培している。 

岩田牧場の放牧風景 

北海道別海町 清水武男さんの事例 

 
清水さん三代 

  



 

 3

家畜糞尿の有効利用 

堆肥は更新予定地とサイレージ用とうもろこし畑

に春と秋２回散布する。

１

早春、７月下旬、９月中旬の年３回施肥。更新予

0 月上旬に除草剤処

理

は全てサイレージ調製 

１、２番草の全量をロールサイレージに調製する。

 

 

DN自給率と自給飼料の生産コスト＞  

料である放牧、牧草サイレージ、

と

自給飼料ＴＤＮ１kg 当たり生産コスト 

や長

期

  

突然の来訪者があっても驚かないほ

世代

執筆：湯藤 健治  

立根釧農業試験場） 

   

 

 

・

に施用する。牛尿は採草地

回の施用量は堆肥４㌧、牛尿１㌧/10a である。 

 

・放牧地の管理と輪換利用 

定地はギシギシ類対策として 1

する。春播種後、７月上旬の牧草と雑草の競合時

に１回目の放牧に出し、植生をコントロールする。

輪換放牧は１牧区 1ha で時間放牧とし、３～４日程

度滞牧して輪換する。 

 

・牧草・とうもろこし

 

各番草ともチモシーの出穂始期～出穂期の収穫に留

意し、１日予乾体系を遵守している。サイレージ用

とうもろこしは細切、添加剤活用で品質を重視し、

濃厚飼料の節減に留意している。 

 

 

TDN収量
(kg/ha)

採草 28.0
兼用 3.0
放牧 10.0

5.0 7,540
46.0 (5,504)

乳量
(kg/経産牛)

47.3 9,186
46
65.7

成牛換算１頭当たり面積
0.70 ha

経営耕地(ha)

とうもろこし
合計（平均）

牧草 5,256

乳牛頭数

経産牛
育成牛

成牛換算

 

 

＜T

・TDN 自給率  

清水氏の自給飼

うもろこしサイレージから供給される年間経産牛

１頭当たり TDN 給与量は 2,946kg であり、濃厚飼料

から供給される年間経産牛１頭当たり TDN 給与量は

2,029kg となり、TDN 自給率は 59.2％と高かった。 

 

・

施設・機械が手づくりであったり、中古利用

利用を実行するなど、徹底した費用削減に取り組

んでいる。自給飼料の TDN１kg 当たりの費用は 29

円と低コストであった。    

 

＜まとめ＞

 他産業からの

どに周辺の環境整備が着実に進められている。最近

では、衛生的な乳質管理のため牛乳処理室の増築、

屋根付き堆肥舎と尿溜の新設、後継者の結婚に伴う

若夫婦住宅の新築など、立派に整備された。 

 草づくりの努力が酪農二代目で花開き、次の

に引き継がれようとしており、最近は経営に余裕が

感じられる。 

 

  

 （執筆時：前北海道

 協力：南根室地区農業改良普及センター  

 

 

粗飼料分析値

一番草牧草 二番草牧草 とうもろこし

サイレージ サイレージ サイレージ

出穂期 出穂期 黄熟期

水分 57.5 24.3 68.9

ＣＰ 11.9 12.6 10.6

ＴＤＮ 59.4 59.1 66.2

ｐＨ - - 4.8

夏期は多草種混播の放牧地で 



 

稲発酵粗飼料（ｗｃｓ）の

売買掲示板について 

 当協会では稲発酵粗飼料の生産、利用の円滑化に資する
ため、協会ホームページに稲発酵粗飼料の【売ります】、【買
います】情報を掲示していますのでご活用下さい。 

 

詳しくは協会ホームページをご覧ください。 

 （http://souchi.lin.go.jp） 

 

１ 本掲示板は、稲発酵粗飼料（ＷＣＳ）の生産・利用を促進するため、稲発酵粗飼料を「売りたい人」、「買

いたい人」がその情報を提供し、その後は、「売りたい人」「買いたい人」がお互いに連絡を取り合い、自

己責任で売買を行っていただくための掲示板です。 

２ 本掲示板を利用するに当たっては、情報提供者及び情報利用者間のトラブルを未然に防止するため、「注

意事項」に「同意」していただく必要があります。 

３ 「注意事項に同意して掲載を申し込む」をクリックすると、情報提供者の情報を記入する「個人情報記

入欄」と、取引の情報を記入する「取引情報記入欄」の画面が表示されます。 

４ 情報提供者は、すべての必要事項を記入して、内容をご確認の上、送信してください。 

５ 当協会は、申し込みのあった内容をご本人へメール又は電話にて確認の上、申込者が希望するブロック

の画面に掲載します。 

６ 本掲示板は画面上からは書き込みができません。 
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補助事業必携 

「草地開発整備事業関係通知集」の改訂版を出版いたしました。 

改訂版には事業申請に当たっての計画書や実績報告書等の全ての様式をＣＤロムに収めた

ものを付けております。ご活用をお願いします。 

 

１ 書 籍 名   「草地開発整備事業関係通知集」 

２ 体  裁   Ａ４版  約６３０ページ ＣＤロム（申請書等様式集）１枚付き 

３ 価  格   ６，８００円（消費税込み）、送料別途 但し、10 冊以上は送料無料 

  購入を希望される方は、以下のどちらかの方法でお申し込み下さい。 

         ＦＡＸ：０３-３５６２-１６５１ 

         E-mail：info@souchi.lin.go.jp 

 

 
事務局より： 

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

 

http://souchi.lin.go.jp/forage_rice/index/index.html

