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はじめに 

 

公共牧場は、酪農、畜産農家の円滑な規模拡大、経営安定を図るため、不採算部門で

ある育成部門を中心に行政、農協等の公的機関が担う牧場として、国営あるいは道県

営等の草地開発事業等によって全国に創設されてきました。 

 しかしながら、近年、飼養農家戸数、頭数の減少や近年の市町村合併により同一地

域に複数の牧場が存在する所では牧場の統廃合など見直しもあって、公共牧場の数は

減少傾向にあります。 

一方、自給飼料生産を一層拡大し、酪農・肉用牛生産基盤の強化を図るためには、

公共牧場等草地基盤と大規模な畜産経営との結びつきを強化し、草資源や施設の有効

活用を促進し、公共牧場を地域の畜産振興の基盤として活用していくことが喫緊の課

題の１つとなっています 

少子化高齢化が進む我が国においては、多くの産業で人材不足が課題とあげられて

おり、畜産分野においても「高齢化・担い手不足」は常在化してきておりますが、人材

確保が困難又は育成すべき人材がいない公共牧場にあっては、公共牧場の一部又は全

部を農業・会社法人への貸付・売却等を進めることにより、公共牧場の草資源を効率的

に利用する方策も視野に含めた検討が必要と考えています。 

このたび、当協会は、農林水産省の補助（平成３１年度畜産生産力・生産体制強化対

策事業のうち、酪農・肉用牛生産基盤強化対策（公共牧場活用型））を受けて、大規模

な畜産経営体（会社法人や生産者団体、公社等）が公共牧場を活用している事例を調査

し、「大規模な畜産経営体による公共牧場の活用事例集」として刊行することとしまし

た。 

事例の中には草地の活用という点を今後の課題としている牧場もありますが、小誌

が公共牧場の所有主体及び管理主体における公共牧場の新たな活用方策の検討の一助

としていただけると幸いです。 

 

令和２年３月 一般社団法人日本草地畜産種子協会 
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公共牧場名：浜中町農協大規模草地乳牛育成牧場 

住所：北海道厚岸郡浜中町茶内西１８番地（図 1） 

         

所 有 者：① 株式会社 酪農王国 

② 株式会社 若牛の里 

 

旧 管 理 者：浜中町農業協同組合 

 

新 利 用 者：① 株式会社 酪農王国 

② 株式会社 若牛の里 

 

◆  ◆  ◆ 

 

大規模酪農・育成経営を行う会社法人による公共牧場の活用事例 

 

１．取り組みの経緯 

（１）取組理由など 

   浜中町には育成牧場は当初より町内の左右に分かれる形で釧路寄りの茶内団地と根

室寄りの姉別団地の２カ所で運営されていました。この育成牛牧場は昭和４７年の国

営草地開発事業として着工され昭和５４年に完成しました。茶内団地では昭和５０年

から夏季放牧が開始されました。姉別団地は、肉用牛振興団地育成事業と近代化促進事

業として乳用オス子牛の肉用牛牧場も設置されました。 

事業主体で経営管理は浜中町農業協同組合です。両団地の当初の牧草地造成面積は

762.7ha（茶内団地 342ha、姉別団地 421ha）という広大でした。飼養牛頭数は夏季

2,260 頭、冬季は茶内団地のみで 300 頭でした。その後茶内団地には農協独自の新規就

農者研修牧場が設置されています。さらに肉用牛生産の諸情勢から平成１２年に姉別

団地の肉用牛生産は中止されるに至ります。また、北海道全域にみられるように離農の

促進や個別経営の自給飼料基盤の拡充などから預託牛の減少も進行しました。 

   こうした情勢から育成牧場の草地資源や預託育成牛（一部買取）の新たな活用を図る

ことから農協は組合員の意向調査なども行い、また農協運営の中長期計進行計画を策

定する中で地域酪農を発展させる新たな試みとして搾乳部門の新設を決めたものです。

当農協では、すでに各支援部門（ヘルパー組織、新規就農者研修牧場）の会社運営化に

転換していました。 

このような企業的運営への定着から新牧場も株式会社として運営することが決めら

 
図１ 大規模草地乳牛育成牧場の位置 
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れ、各関係企業への出資を働き掛けて賛同を得て平成２１年に「株式会社 酪農王国」

代表取締役社長：高岡透（現浜町農業協同組合長）、他取締役３名、監査役１名（浜中

町農協他９企業および２個人（出資者））が設立されました。さらに続いて育成牛部門

として平成２３年に「株式会社若牛の里」代表取締役：高岡透（浜中町農協、岩淵畜産

（千葉県）（出資者））が設立されるに至っています。なお、茶内地域の方は、農協直営

の育成牧場としての機能を維持して組合員の預託を継続しています。 

   

（２）取組みのきっかけ 

浜中町農協では、かねてから農協独自で各種の先駆的な家支援の取り組みを行い、支

援組織を設置しています。その主なものとして新規就農者研修牧場の設置運営、各種の

分析を行う酪農技術センターの設置、ＪＡはまなかデイサロンの開設さらには平成２

３年の中山間地域等直接支払制度利用によるソーラーシステムを 105 戸の農家に導入

するなどがあります。この斬新な取り組みには組合員への意向調査などや外部の検討

委員からの意見に基づく農協振興計画の策定の段階で構想され、農協理事会に提案さ

れ総会で最終決定されてきました。 

こうした取り組みは、酪農情勢を分析しながら常に１０年、２０年先を予測した取り

組みであり、他の農協の先進事例として模範にもなっています。育成牧場の新たな活用

もこうした情勢分析に基づく地域農業の維持発展という観点から取り組まれたもので

す。 

取り組んだ直接のきっかけは、農家からの預託牛の減少であり、また道外の委託では

古くから千葉県の酪農家からのものが多く、また乳牛購買の中心でありました。地域資

源としての牧草地の活用への模索からその活用方途として、さらには預託方式の新た

な方向として千葉県の畜産購買会社との連携から「若牛の里」牧場が設立されたもので

す。 

 

（３）取り組み体制 

株式会社酪農王国は、異業種からの参入と出資によって設立され運営されるという

従来にない運営を行っています。これは平成２１年の農地法の改正によって企業によ

る農業への参入が可能となったことで、地元企業１０社に浜中農協が呼び掛けて実現

したものです。地域の農業と地域社会の維持発展に地元企業も力を合わせて協力して

いくという広範な認識と理念が共有された結果でもあります。 

こうした観点から単に牛乳生産を行うということのみではなく、離農跡地の活用と

再編の役割も担い、さらには新規就農者の一層の促進をはかることで地域社会と経済

の維持ということも目的としているものです。 

こうした目的から設立当初には、各企業から農場職員の派遣も行われました。現在の

従業員は農協出向者２名と牧場直接雇用者８名、事務員１名の体制で運営されていま
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す。執行体制は、代表取締役社長１名（農協組合長 高岡 透氏）、取締役 3 名（参加

企業）、監査役１名です。 

   一方の株式会社「若牛の里」は別会社として浜中農協と古くから乳牛購買取引のあっ

た千葉県の㈱岩淵畜産との共同運営です。預託育成牛用の牛舎施設が酪農王国に隣接

して建設されています。こちらの運営は牧草地を所有せず酪農王国が管理委託を全面

的に請け負っています。したがって、夏季放牧から舎飼飼養まで酪農王国の職員によっ

て管理されています。その方法は千葉県の酪農家より岩淵畜産を経由して育成牛を買

い取り、育成し初任牛として千葉県の農家に販売するというものです。 

 

２．取り組みの内容 

当該公共牧場の新しい経営への取り組みは主として２点が上げられます。第一点は育

成牧場を活用して民間資本による会社組織を立ち上げ大規模な生乳生産を行っているこ

と、第二点は、従来の育成牛預託業務を民間資本導入による会社方式で継続していること

です。 

育成牧場としての広大な牧草基盤を再編利用するために、農協が主体となって地域の

民間の建設会社や運搬会社や乳業メーカ、家畜運搬販売会社さらには個人から出資を募

り会社経営として再スタートを切ったものです。 

このことで従来にない大規模生乳生産を基本にしながら育成牛の預託と販売業務（買

い取りと販売）を展開しています。また、併せて牧場従業員として勤務しながら研修し新

規就農への道も開いているのが特徴です。現在の地域酪農が抱えている諸問題（離農対策、

生乳生産量の確保、後継牛の確保と提供、新規就農支援等）を広範に解決する方途として

牧場の機能を発揮させることも目指しているものです。 

当該事例は、公共牧場再編の従来の発想とは大きく異なる新たな地域酪農の多様な展

開を目指した取り組みとして大きく評価されます。 

 

３．取り組みのネック及び解消策 

（１）生産方式への模索 

 新規の酪農経営は、育成牧場の遊休地となりかねない広大な牧草地を如何に活用す

るかという草地酪農の基本に根差した生産方式が構想されました。当農協ではすでに

2008 年に放牧推進宣言を行っています。それまでにも多くの草地専業酪農としての取

り組みを種々行ってきていました。 

過去１０以上にわたる後継者や女性部の放牧先進地のニュージーランド酪農の研修、

土壌分析や飼料分析データにもとづく各種の改善への支援や提案さらに新規就農者研

修牧場における放牧の導入と実証展示などです。こうした経緯から新規酪農王国も放

牧利用をその基本にしたものです。 

しかし、300 頭以上の牛群の放牧利用という経営は北海道においてもほとんどなくそ
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の生産方式の確立には未解決の部分がありました。また、異業種参入や投資に伴う資本

回収のための経営の収益確保も大きな課題です。こうした経営の課題に向けた当面の

対策として従来の TMR 方式による生産を進めてきました。 

しかしその一方では、放牧技術の習得への対策も進め、職員のニュージーランド研修

等も行ってきました。放牧生産の確立に向けた草地整備や牧道の整備も同時進行で行

ってきました。これらの結果、本格的な放牧生産への転換が昨年から行われており、そ

の体制が確立されつつあります。 

 

（２）従業員の確保 

   現在農協職員の出向と牧場専従職員によって牧場運営が行われています。しかし、昨

今では農業生産部門の人手不足が深刻化しており、安定した農場職員の確保が大きな

課題になっています。従来から比較的に新規就農への希望者が多く集まっている浜中

町においても人材不足の影響を大きく受けているといえます。 

   現状の職員の年齢構成は 60 代１名、50 代３名、40 代２名、30 代２名、20 代１名、

10 代１名であり、高齢化しています。現在も常時ハローワークに募集をかけている状

況にあります。 

 

（３）業務体制 

   株式会社「酪農王国」の業務体制は以下のとおりです。 

   

   場長（農協出向者）   搾乳グループ主任  従事者５名 

               哺育グループ主任  従事者２名 

               預託グループ主任  従事者３名 

                

   日常的には各３グループが各自でミーテングを行いながら業務を行っています。し

かし、各グループ間は協力体制で行われており、場長が全体をコントロールしています。

なお、圃場作業は地域のコントラクターに委託しています。 

     

４．取り組みの効果 

株式会社「酪農王国」の飼養規模は目標の成牛 360 頭に達し、平成 28 年度の生乳出荷

量は 2,350ｔになり、概ねの目標に到達しています。牧草地利用では 28 年より昼夜放牧

を開始しました。このことで産乳量はやや低下しましたが濃厚飼料給与量が低減され乳

飼比も 30％台に低下しました。また放牧によってふん尿も低減されとことでスラリー処

理量も減少しています。 

株式会社「若牛の里」は 28 年度の飼養頭数 232 頭、販売頭数 169 頭の実績です。 

 牧草地はスラリーの散布により地力の維持向上が促進され、草地の生産性の向上がみ
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られています。現在成牛 1 頭当たりの牧草地面積は 0.8ha になり、頭数とのバランスは

適正です。また、参加企業である地元の木材工場よりおが粉が安価提供され不足している

敷料確保が可能になっています。 

土地は今のところ農協有であり、当初は酪農経営として安定するまでは無償貸付とし

ていましたが、経営規模も目標に到達し生産量も向上したことから、2019 年より相応の

借地料を農協に支払っています。さらには隣接地域での離農地 120ha 程度も管理委託で

きる体制にもなっており、離農地の活用という波及効果もでています。 

 

５．取り組みの課題と対応策 

酪農王国では、牧草中心で放牧重視の飼養方式の確立が課題になっています。そのため

には、草地の整備による植生改善が重視されます。このために現在放牧地へのペレニアル

ライグラスの追播を常時行っています。また大規模牛群の放牧管理に向けた放牧地のレ

イアウトの再検討と整備も必要になっています。これに向けては現在電牧メーカと検討

中です。さらには、飼養改善と併せて自家育成牛の確保により放牧によりマッチした牛群

改良も重要視されるところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－6－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

執筆者 
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「公共牧場の新たな活用方法に関する優良事例調査報告書」 

H31年 3月 一般社団法人日本草地畜産種子協会 
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公共牧場名 美幌峠牧場 

住所：北海道網走郡美幌町古梅 607-2（図 1） 

 

所 有 者 美幌町 

 

管理主体名 美幌町 

 

新 利 用 者 有限会社 ワタミファーム 

 

◆  ◆  ◆  

 

大規模酪農経営を行う会社法人による公共牧場の活用事例 

 

１．取り組みの経緯 

 美幌峠牧場の公共牧場としての機能の中止は平成 21年です。美幌峠牧場は昭和 50年に国

営草地開発事業により造成開始し、昭和 63年より預託を開始しています。美幌町内には農協

営の公共牧場もあり主に肉用牛の預託を行い、町営の美幌峠牧場は乳用牛預託として棲み分

けを行っていました。当町は水田や畑作経営が多く和牛経営との複合経営も多くありました。

専業化の進展により畜産農家の減少が進み飼養頭数の減少が大きく預託牛の減少が止まらな

いという状況が続いていました。 

美幌峠牧場は乳用牛主体の預託のため、当初から道外牛の受け入れを行っていましたが、

特に要望の強い舎飼期の受け入れは人件費が多くなりコスト高になっていました。また舎飼

い牛舎施設の老朽化が進み飼養環境の悪化も進行していました。同時に預託利用も低下傾向

が続き平成 21年に預託の中止に至ったものです。 

預託牛の受け入れ中止から牧場の活用について種々検討し北海道庁にも相談していました。

町としては現状の草地を維持するという立場からの再利用を検討しており、当初から「あぐ

ら牧場」など民間の牧場にも話しかけていました。平成 25年に当時弟子屈町において主とし

て肉用牛を生産していた有限会社ワタミファームより話があり、ワタミファームとしては肉

用牛から酪農経営への転換を行っており、３年前からすでに当牧場への育成牛の夏季預託を

開始していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 美幌峠牧場の位置 

図１ 美幌峠牧場の位置 
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写真１ 牧場全景 

そうした実績からワタミファームから牧場の賃貸についての検討を双方において行い平成

29年に至って両者の賃貸契約の締結が行われたものです。 

賃貸契約の基本合意としては双方で運営していくことを確認し基本としています。そのた

め、賃貸後の推進体制は美幌町（所有主体）と有限会社ワタミファーム（管理主体）となっ

て双方が一体的に推進するという体制になっています。 

現状では公共牧場面積のうち 231.3haを有限会社ワタミファームに賃貸しており、そのう

ちの 127haは町とワタミファームの間で預託牛管理業務委託を締結して公共牧場としての預

託機能を維持確保しています。 

 

２．取り組みの内容 

美幌町有の公共牧場を有限会社ワタミファ

ームに賃貸し、ワタミファームは牧場内に搾

乳牛舎等一連の施設を整備して酪農生産を行

うこととし、平成 29年より畜産クラスター事

業により畜舎等の整備を行っています。同時

に集約放牧利用に向けた牧道や電気牧柵など

の再整備も行い放牧利用による酪農生産を開

始しています。 

併せて従来の公共牧場としての機能も保持するため、美幌町とワタミファームの間で預託牛

管理業務委託を締結しています。 

 

３．取組のネック及び解消策 

公共牧場を民間に賃貸するための最大のネックは、国営事業によって実施した草地造成であ

り、施設であったということでした。このため耐用年数が残っている場合には他には賃貸でき

ないという基本原則があります。こうした観点から補助金の返還の対象にならないための交渉

や調整に多くの時間を要したものです。公共牧場としての機能を維持しつつ第三者に牧場管理

を委託するという内容で解決できました。現在、補助残分の借入金はないということです。 

なお、対象法人は農地保有適格法人であり、町の農業委員会からの賃貸借の許可は得られ

問題はありませんでした。借地契約は平成 29年から 31年までの契約ですが、自動更新による

延長が可能な内容になっています。 

もう一つの課題は貸付料金の設定でした。施設（牛舎施設、牧柵）は老朽化しているため
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無償貸与としましたが、草地については、公共牧場としての草地の賃貸の事例がないことで

した。公共牧場の場合、採草は年間２回収穫が最大であり、一般の採草地賃貸の場合とは条

件が異なり、単純に地域の平均水準を適用できないという問題がありました。 

（有）ワタミファームの全国的な事業展開あるいはグループ企業としてのメリットを生かし

た当町内の地域活性化に対する貢献への期待なども考慮して時価と比較して安価な料金設定

としています。 

 畜舎や牧柵等の老朽化対策としては、基本合意書に基づいてワタミファームが実施してい

ますが営農活動の範囲内とし、同時に町の予算の適用範囲内で双方が行うような対応として

います。これは草地の整備など植生改善についても同様な扱いとしています。 

 

４．取り組みの効果 

取り組みの効果としては、第一には美幌町の公共牧場への財政負担の減少が上げられます。

第二には公共牧場利用による大規模酪農経営の確立による牛乳生産量の増大が見込まれ、減少

している畜産経営の振興による地域農業への貢献などが大きく期待されます。 

さらにワタミファームの系列企業、農業系大学（東京農大網走キャンパス）、町村等による産

学官連携のスキームも確立され、今後は地域農産物の加工や販路拡大などによる地域経済の底

上げも期待されます。 

酪農経営の確立に向けた労働力は(有)ワタミファームの若手社員６名が従業員として町内に

居住しており、地域の活性化の一助となる期待もあります。 

この度の取り組みは国庫補助として造成  

した草地や施設の遊休化を防止できたことも大

きな成果として評価されます。また立地条件から

町内一体を展望できる丘陵地があり、放牧風景も

含めた観光牧場としての役割も期待できます。

(有)ワタミファームとしては放牧主体のグラス

フェッド牛乳生産を目指しており、酪農経営にお

ける放牧利用推進と普及への貢献も期待される

ところです。 

 

５．取り組みの課題と対応策 

施設機械が老朽化しており、整備や新設が必要になり、（有）ワタミファームが畜産クラスタ

写真２ 放牧風景 
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ー事業に参加して牛舎等一連の施設整備を行なっています。さらに自己資金によって牧道や電

牧施設も整備更新を実施中です。 

また、未利用地も含め 300ha 近い広大な草地の整備更新も必要であり、これも現在検討   

中ですが自己資金による投資になり多大な負担が伴うことになります。現状では傾斜地は未利

用であり、この利用についても今後の課題になっています。 

(有)ワタミファームとしては、今後の飼養計画は搾乳牛 200頭、育成牛 160頭を目標として

います。搾乳牛牛舎は新設し、育成牛や乾乳牛舎は既設の牛舎を改築して活用することとして

おり。すでにフリーバーン育成牛牛舎に改築されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、ふん尿処理は堆肥舎での貯蔵になっており、水分の除去などの管理にやや問題を抱

えています。バイオガスプラントの構想もありますが採算面と同時に消化液の利用面での課

題もあり、これも今後の重要な課題になっています。 

 さらには現在の従業員は搾乳牛の放牧飼養の経験がなく、今後飼養頭数の増大と併せた放

牧技術の習得なども重要な課題になっています。 

 

 

 

 

 

写真３ 搾乳施設 

執筆者 

所 属 一般社団法人日本草地畜産種子協会 

氏 名 須藤 純一 

 

「公共牧場の新たな活用方法に関する優良事例調査報告書」 

   H31 年 3 月 一般社団法人日本草地畜産種子協会 

 

写真４ フリーストール乳牛舎 
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公共牧場名：崎無異育成牧場 

住所：北海道標津郡標津町字薫別 276-1 

 

所 有 者：北海道標津郡標津町 

 

旧管理運営者：標津町農業協同組合 

 

新 利 用 者：株式会社グリーンランド標津 

 

◆  ◆  ◆ 

 

通年哺育・育成事業を行う会社法人による公共牧場の活用事例 

 

１．取り組みの経緯 

崎無異育成牧場は、公共牧場として平成 22 年から 30 年度までは指定管理団体である標津町

農業協同組合が酪農経営組合員の乳用育成牛の夏季預託牧場として運営していました。平成 23

年に農協経営５カ年計画策定の際に「組合員家族意向調査」を行ったところ、女性から家族の

過重労働によるゆとりがない状況についての訴えが多くありました。 

この対策として哺育育成事業への支援策が出され、育成牛預託要望調査の結果、30戸が利用

を希望しました。これを受け、農協役職員が道内の哺育・育成牧場視察を行い、同時に営農推

進会議においても優良事例の視察を行いました。その後も地区懇談会などを経て哺育育成牧場

建設への合意形成を行い、平成 27年に農協の総会による承認を得て通年哺育・育成牧場の実現

に至りました。 しかし、農協直営では農地の確保が難しいことから子会社として㈱グリーンラ

ンド標津を設立して運営することになったものです。 

施設の建設は補助事業の「平成 28年度 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業（畜産ク

ラスター事業）」を活用して㈱グリーンランド標津が取組主体となり建設しました。 

補助残については標津町が支援しました。平成 27年度に農協の出資法人として㈱グリーンラ

ンド標津が設立されました。従来行っていた夏季預託の公共牧場の再編整備を行うと同時に組

合員の要望を取り入れて通年預託方式に移行するための施設建設事業を行い、さらに運営は株

式会社で行うこととしたものです。 

 

図１ 崎無異育成牧場の位置 
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２．取り組み内容 

哺育・育成施設の総工費は 13億円です。育成牛の預託は生後３日目の早期哺育から受胎する

までの一貫預託としており、毎月 80頭程度を受け入れており、常時飼養頭数は 1,100頭ほどの

規模となっています。哺育・育成施設は町内の２カ所に分かれおり、トド山地区のセンターで

は生後３日からの哺育を担い、10カ月齢まで飼養されます。 

その後崎無異地区にある育成センターへと移動して夏季は放牧飼養を行い、冬季には舎飼飼

養されるという分業体制です。さらに施設利用にあたっては利用者協議会を組織しており、JA

標津の組合員 42戸と預託契約を結んでいます。なお、現在一貫哺育・育成の預託利用農家は 32

戸になっています。 

 

（１）トド山地区の施設概要 

トド山地区の牛舎と収容頭数は下表のとおりです。 

施設名 収容月齢 収容頭数 

哺育舎１ ３日齢～１４日齢 45頭 

哺育舎２ １５日齢～２カ月齢 120頭 

育成舎１ ３カ月齢～５カ月齢 240頭 

育成舎２ ６カ月齢～８カ月齢 160頭 

育成舎３（増築中） ９カ月齢～10カ月齢 160頭 

 

なお、哺育舎 2 には哺乳ロボットが設置され省力化されています。そのほかに病畜舎と

堆肥舎（戻し堆肥方式、発酵撹拌機装備）が装備されています。 

写真１ トド山哺育育成施設（町指定管理外） 
 

写真２ 同左 内部 
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（２）崎無異地区の施設概要 

 崎無異地区は育成部門の施設であり、その内容は下表のとおりです。 

 

施設名 収容月齢 収容頭数 

育成舎４ ９カ月齢～12カ月齢 136頭 

育成舎５ 12カ月齢～15カ月齢 136頭 

育成舎６ 15カ月齢～18カ月齢 112頭 

育成舎７ 18カ月齢～22カ月齢 112頭 

育成舎８（増築中） ９カ月齢～15カ月齢 136頭 

育成舎９（増築中） 18カ月齢～22カ月齢 112頭 

  

このほかに管理棟と病畜舎があり、さらにバンカーサイロ３基とスラリー用ラグーンが設

置されています。 

 崎無異地区には当初からすでに広大な放牧地があり、標津町所有ですが農協委託による直

営の夏季預託の育成牧場として平成 22年から運営されていました。 

写真３ 哺育施設 写真４ 同左（ほ乳ロボット設備と哺育牛）

群 

写真５ 崎無異育成牧場の舎飼施設（町指定管理外） 写真６ 育成舎内部 
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平坦地で総面積は 264.4haになって 13牧区に編成されています。受入れ可能頭数は 1,000

頭になっていますが、実質的には牧草地の植生状態から 600 頭が適正とされています。当牧

場には町内 42戸の酪農経営から夏季の育成預託を受け入れています。 

放牧地には機械格納庫兼監視舎、人工授精施設、追い込み柵なども設置されています。 

 

（３）哺育・育成牛預託事業の利用条件 

① ㈱グリーンランド標津の施設利用の条件として下記のように設定されています。 

  ア．㈱グリーンランド標津の預託管理規定を承諾の上、預託契約の締結。 

    イ．預託日齢は原則として生後３日齢、受胎までの一貫預託とし、授精後 90日以上の妊

娠確認までは途中退舎はできない。 

  ウ．北海道ひがし農業共済組合の子牛共済制度への加入。 

    エ．母牛の呼吸器系ワクチンの接種。そのほか推奨として牛下痢５種不活化ワクチンの

接種。 

  オ．初生牛への初乳給与。 

  カ．へその消毒実施。 

② 入舎準備として 

   ア．受託牛調査表を前日までに FAX送信。 

   イ．耳標の装着 

   ウ．生後３日後に引き取り伺い。 

   エ．治療中や体調不良牛の引き取り不可。 

   オ．サルモネラ病等の疑いがある場合には入舎不可。 

 

（４）㈱グリーンランド標津の哺育・育成事業の方針 

写真７ 崎無異育成牧場預託牛集出荷施設 写真８ 国後、択捉の島影も望める広大な放牧地 
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①公共牧場の機能を生かした長命で粗飼料により搾乳できる後継牛の確保。 

②ルーメンの充実を図り、乳腺への脂肪蓄積を抑えた給餌。 

  ③13カ月齢前後での繁殖開始を目標とする。 

 

（５）預託料金の内容 

   預託料金の内訳は以下のとおりです。 

区分 乳牛・黒毛和種 １日１頭当たり 

夏季預託 若牛 240円 

〃 授精対象牛 280円 

〃 妊娠牛 280円 

通年預託 乳用牛のみ 580円 

   この他に入牧料として１頭当たり 500円が加算されます。 

 

（６）執行体制 

 ㈱グリーンランド標津の執行体制は４人であり代表取締役は農協組合長、専務取締役が場

長、常務取締役（副場長）、監査役１名です。 

 

（７）職員体制 

 現在 14名体制（専務、常務含む）であり、内訳はトド山地区７名、崎無異地区７名という

内容です。職員の安定的な確保が難しい状況になっており、これが当面の課題。  

道の農業大学校の卒業生も従業員として勤務しており、こうした職員には新規就農希望も

おり、地域農業の担い手への道も期待されるということです。 

 

３．取り組みのネック及び解消策 

公共牧場の再編利用が当初の発端ではなく、大規模経営などから育成牛の周年預託の要請が

大きく取り上げられ、このための利用組合員や農協理事などを取り込んだ地域の共通認識への

理解の醸成が必要でした。このため、周年預託牧場の視察や地区懇談会によって合意形成を行

いながら農協の総会にて最終の承認を得たものです。 

さらには舎飼施設の建設は趣旨に沿う畜産クラスター事業を活用できたことであり、町の支

援を受けて建設できたことです。また、こうした育成預託事業は農協の直営では難しいことか

ら株式会社を立ち上げることで運営上の課題を解消したのです。 
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４．取り組みの成果 

 現在 42 戸の畜産経営と預託契約を結んでいますが、現在の一貫哺育育成の預託利用は 32

戸です。今後はさらに預託希望が増える見込みもあって、舎飼育成施設も当初の計画から３

棟の育成牛舎を建設中です。 

 

５．取り組みの課題と対応策 

   崎無異地区の放牧地は開設後８年以上が経過しているため、牧草地の植生悪化が進行して

おり、指定管理者の㈱グリーンランド標津が補助事業等を活用して草地整備を計画的に実施

中です。放牧利用しながらの整備のため、年間 20ha程度を目途に行っていますが、これでは

全草地の整備には 13年を要するため、安定した草地植生の維持が課題になっています。 

   このため、全面耕起ではなく追播方式による整備方式の導入や放牧適正の強い草種の導入

なども検討課題です。さらには採草地が不足しており、地域の酪農経営などから不足するサ

イレージなどを購入しており、この解消策も課題です。 

 

 

執筆者 

所 属 一般社団法人日本草地畜産種子協会 

氏 名 須藤 純一 

 



－17－ 

 

公共牧場名：鹿児島県いずみ農協繁殖実験センター 

住所：鹿児島県出水郡長島町川床 4476-1（図 1、写真 1） 

 

所 有 者：長島町 

 

旧管理運営者：長島町 

 

新 利 用 者：鹿児島いずみ農業協同組合 

 

 

◆  ◆  ◆ 

 

高効率化な繁殖経営を行う生産者団体による公共牧場の活用事例 

 

１．取り組みの経緯 

（１）地域の畜産情勢 

阿久根市、出水市、長島町からなる出

水地区における肉用牛の飼養戸数は平

成 21 年の 375 戸から平成 28 年の 259

戸に漸次減少しています。肉専繁殖の頭

数は平成 21 年以降、増加し続けていま

すが、肉専肥育の頭数は一貫し

て減少傾向にあります（図 2、公

益財団法人  日本食肉消費総合

センター事業報告書、平成 31 年

3 月より）。 

図 3 に出水中央家畜市場 

における取引頭数と取引価格の

推移を示しました。平成 29 年度

 

図１ 鹿児島県いずみ農協繁殖実験セン 

ターの位置  

写真１ いずみ農協繁殖実験センター 

図 2 出水地区の肉用牛飼養の動向  
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の黒毛和種子牛の取引頭数は、前年

度比 0.7％減の 2,085 頭でした。全国

的に取引頭数が減少する家畜市場が

多い中、平成 26 年度以降、取引頭数

は、2,000 頭を上回る水準を維持して

います。同市場では、セリの開始前に

子牛品評会（注１）を開催し、優良な雌

子牛を後継牛候補として選定し、地

域に残す取り組みが行われており、

繁殖基盤の維持に努めています。 

同市場のある出水市やその近隣地域は、もともと肥育経営が盛んであり、一貫経営

への取り組みが鹿児島県内でも早かった地域でもあります。この地域では、現在のよ

うに子牛価格が高水準になってから一貫経営に取り組んだ生産者より、繁殖育成技術

が磨かれており、安定した経営を行っています。また、出水市の隣の長島町も繁殖経

営が盛んな地域ですが、若い後継者を中心に牛舎の増築など規模拡大に意欲をみせて

います。繁殖雌牛が維持・増頭できたのは、増頭奨励金（注２）や牛舎建築への助成金（注

３）によるところが大きく、これらの取り組みの成果が出ていると考えられる。また購

買者は、地元の肥育生産者が多くなっています（畜産の情報、2018年9月より）。 

 
 

注１：子牛品評会で選定された雌子牛を地元生産者が購入した場合、購入した生産者に奨励金が交付さ

れる。  

２：農畜産振興機構が実施する肉用牛経営安定対策補完事業（中核的担い手育成増頭推進）。繁殖雌

牛を増頭した場合、一頭につき 8 万円あるいは 10 万円の奨励金を交付する。  

３：鹿児島県経済農業協同組合連合会が実施する助成事業。  

 

（２）長島町の畜産  

長島町において畜産を営農されているのは、繁殖農家60戸、繁殖牛2,000頭（1～100頭規模

が主体（担い手は平均70歳）、最大1,000頭規模）、繁殖肥育一貫経営３戸、肥育農家10戸で

す。肉用子牛の出荷日齢は去勢270日、雌牛260日を目標とし、その実績は各々267日、278日

で体重は各々270kg、250kgとなっています。 
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（３）いずみ農協繁殖実験センターの経緯  

鹿児島県いずみ農協繁殖実験センターの所有主体は長島町、平成10年度までは、長島町が直営（繁

殖雌牛は町所有）で繁殖経営を行っていましたが、子牛価格が低いこともあって赤字経営（10万円/頭

（生産費50万円、販売額40万円））を余儀な

くされていました。そこで長島町は出水地区

の子牛供給の維持拡大を推進し繁殖農家

が規模拡大を図るための実証展示を目的

として、表1に示すように各種事業による整

備を行いました（平成 11 年度のウルグア

イ・ラウンド農業合意関連対策）。即ち、

畜舎４棟（母牛舎（200 頭規模）、早期離

乳舎、分娩舎、子牛育成舎）と粗飼料庫を 写真 2 センターが受けた事業の一つ 

表１ JAいずみ繁殖実験センターにおける事業の活用 

事業名 平成 10 年度畜産再編総合対策（中核的

施設整備事業）ウルグアイ・ラウンド農

業合意関連施設 

平成 17 年度肉用牛生産効率化事業（強い

農業づくり交付金） 

事業費 1億2,600万円（国6,300万円、町6,300

万円） 

1 億 2,458 万 400 円（国 5,886 万 5,000

円、JA6,571万5,000円） 

牛舎等 分娩舎 1棟 329.94㎡ 

早期離乳舎 1棟 218.7㎡ 

子牛育成舎 1棟 728.64㎡ 

粗飼料倉庫 1棟 96.0㎡ 

母牛舎 1棟 2,142.0㎡ 200頭施設 

分娩舎 1棟 458.2㎡ 20頭施設 

哺育牛舎 1棟 474.2㎡ 76頭施設 

子牛育成舎1棟 1,108.1㎡ 130頭施設 

倉庫・鋸屑庫1棟199.5㎡ 

機械装置  堆肥運搬車 1台 

自動給餌機 1式 

ホイールローダー 1式 

哺育ロボット 1式 

発情発見装置 1式 

資料：鹿児島いずみ農業協同組合畜産事業部『繁殖実験センター概要』 
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整備し（写真 2、3、4）、その上で鹿児島県いずみ農業協同組合に有償（土地代のみ 20

万円/月、他無償）で貸与しました。それ以降、いずみ農協は、この牧場を「鹿児島いず

み農協繁殖実験センター」として運営（長島町の指定管理（無料））しています。さらに

平成17年度には強い農業つくり交付金（肉用牛生産効率化事業）で畜舎２棟（母牛舎、分娩舎、哺育

牛舎、子牛育成舎、倉庫・鋸屑庫）を整備し、母牛400頭規模へと子牛生産体制の拡大を図っていま

す。なお、母牛400頭のうち、50～60頭の母牛は自家保留用に供用（供用年齢は10歳）しています。 

牧場の職員は６名で、毎日交代で場内に宿直し、母牛400頭の分娩看視、介助などをしていますが、

働き改革の推進もあり牧場職員だけでは人手不足なため JA 畜産営農指導員も１回/週のペースで手伝

っています。 

 

２．取り組みの内容 

（１）肉用牛繁殖事業  

上述のように黒毛和牛の肥育素牛の 

供給基地となっています。繁殖牛、育成

牛ともに基本的にセンター内にある牛

舎において飼養しています。育成子牛は

生後４、５日で早期離乳しその後、人の

手で哺乳瓶で飲ませ人工乳首に馴らし

た上で最近導入した哺乳ロボット２機

（各 30 頭哺乳可能、写真 4）で飼養して

います。出荷月齢、目標体重は去勢は生後 写真 5 飼料庫  

写真 3 育成牛舎  写真 4 哺乳ロボット 
日本食肉消費総合センター事業報告書、H31.3 より  
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260日、280kg、雌牛は270日、250kgとして

います。繁殖牛には１日１頭当たり乾草

6kg（バーミューダグラスとオーツ・スト

ロー、写真 5）に配合 4kg、冬季には焼酎

粕も給与しています。また国産飼料とし

てイネ WCS の購入、オガクズを地域の

林業関係者から購入していますが、自ら

は自給飼料の生産はしていません。子牛

には輸入チモシー乾草を与えています。放牧は 20ha の草地（年に１回火入、無肥料）に経産

牛で２産以上の妊娠牛（妊娠鑑定後から分娩前 1 か月の期間）40～50 頭を牛舎周辺の草地に限って

補助飼料を与えながら実施されています（写真6）。 

 

（２）新技術の試験、実証展示 

牧場の名称に「実験」センターとあるように、早期離乳、ロボットによる哺乳方式

による分娩間隔の短縮、発情発見器（牛歩等）などの新技術の試験、実証展示を実施

しています。また、高齢化で廃業が進む地域の生産基盤の維持を支援するため、JA い

ずみの職員に繁殖・育成の管理技術を習得させ、地域に配置する役割を担っています。 

 

３．取り組みのネック及び解消策  

繁殖管理の優劣が牧場の運営に大きく影響します。 

家畜の管理技術の劣る作業員に換わった時に繁殖成績

が大きく低下したとのことです。このように技術力のあ

る人材の確保及び育成がネックでもあり、不断の後継者

の育成が対策になると考えられます。  

 

４．取り組みの効果  

（１）高い繁殖成績  

いずみ農協が運営する繁殖雌牛の飼養規模400頭の繁 

殖実験センターが上述のように地域の畜産（繁殖、肥

育）の振興を裏支えしています（図4）。現在は職員

図 4 いずみ農協繁殖実験センタ

ーの全景 

写真 6 放牧中の繁殖牛  
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に発情観察に優れた作業員、また腕のよい人工授精師もいるため繁殖管理は充実して

おり、分娩間隔 360 日を達成しています。またいずみ農協の直営事業に位置付けら

れ、放牧や早期離乳の実施、早期離乳を行うための哺乳ロボットの導入などの技術的

特長を有しています。生産された子牛は出水中央家畜市場に出荷され、上場頭数を維持する

役割を担っています。 

また、経営開始当初の繁殖牛 200 頭から現在の約 400 頭までの増頭に成功してい

ます（うち育成牛30～40頭、14-15ヵ月齢で初回種付け、子牛250頭です）。なお今後の構想と

して繁殖牛600頭が予定されています。 

 

（２）好調な販売実績 

いずみ農協繁殖実験センター由来の肉用子牛は、いずみ中央家畜市場（偶数月に開催、上場頭数300

頭/回）において、「実験」育ちの子牛と定評があり、高値での取引が続いています。長島町の肉用牛

繁殖実験センターとして、200 万円/月の黒字経営となっています。また長島町の現在の農業生産

額は約 90 億円でその半分以上を畜産が占めており重要な産業となっています。  

以上のように本事例では、JA が直営事業により牧場経営をする場合に参考となる事例

と言えます。旧公共牧場の施設機械、設備を活用し、それに加えて家畜管理技術に優れ

た職員の存在が伴って、総合的に繁殖牛経営が円滑に行われ、国の推進している和牛増

頭計画に大きく貢献していることを示しています。いずみ農協繁殖実験センターが地域の畜

産（繁殖、肥育）の振興を支える効果を発揮しています。  

 

５．取り組みの課題と対応策  

上述のようにいずみ農協繁殖実験センターの   

優れた運営成績は、技術を持ったやる気のあ

る優秀な人材の存在が大きいため、３の

項で示しましたように、引き続き高い技

術を持った人材の確保及び育成が課題で

あり、対応策でもあります。また現在、

子牛価格の高い状況下にあり生産コスト

がある程度高くても利益を生んでいると

考えられます。ただし、飼料の多くを輸入飼料に依存されていますが、今後の価格高

写真 6 今は使われていない草地 
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騰や子牛市場価格の低下に対応するためにも飼料費の削減による生産コストの低減が

避けられないと思われます。それにはセンター内の草地の活用、地元の飼料資源の活

用などが不可欠と思われます（写真 6）。  
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殖実験センター、公益財団法人  日本食肉消費総合センター  和子牛増頭経営の普及

性に関する調査事業報告書、pp.75-77．  

 

執筆者 

所 属 一般社団法人日本草地畜産種子協会 

氏 名 梨木 守 



－25－ 

 

公共牧場名：カミチクファーム伊佐農場 

住所：鹿児島県伊佐市大口小川内 1668-1（図1、写真1））  

 

旧 所 有 者：鹿児島県（旧公共牧場：鹿児島県大口育成牧場） 

 

旧管理運営者：鹿児島県 

 

新 利 用 者：株式会社カミチクファーム 

 

◆  ◆  ◆ 

 

酪農、繁殖・肥育一貫経営を行う会社法人による公共牧場の活用事例 

 

１．取り組みの経緯 

（１）地域の酪農、畜産情勢 

伊佐市は鹿児島県の最北に位置し、東に宮崎県えびの市、北に熊本県水俣市に隣接し、周囲を国

見山地などの山々に囲まれており、平地の中央部を一級河川である川内川とその支流が流れ、これ

らの水系を中心として広大な水田が広がっています。夏は蒸し暑く冬は氷点下を下回ることも多い

盆地特有の条件のもと、これまで水稲を中心に肉用牛生産、酪農などが盛んに行われてきました。 

 

（２）カミチクファーム伊佐農場の経緯 

鹿児島県は昭和 49 年に県内酪農家の乳用雌  

牛の哺育・育成部門の一端を担い、高能力乳用雌

牛の資源確保や多頭専業化する農家の経営安定

に資することを目的とし、国有林約 200 ヘクタ

ールを借り受け、伊佐市西部に九州初の県営牧

場（名称：鹿児島県大口育成牧場）を開設しまし

た。開設以来、優良雌牛を３千頭以上育成・譲渡

するなど県の酪農の発展に貢献してきました。 

 

図 1 カミチクファーム伊佐農場の位置 

写真 1 伊佐農場の事務所 
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鹿児島県としてはこれまでに乳用牛の改良など一定の役割を果たしたことから、平成 24 年３月

に株式会社カミチクグループの農業生産法人錦江ファームに譲渡しました。錦江ファーム大口育成

牧場として事業が継承されその後、現在の（株）カミチクファーム伊佐農場となりました。このよ

うに（株）カミチクファームは鹿児島県の公共牧場を譲り受け、補助事業等の活用により生産基盤

の整備・改良を行い酪農、畜産を推進しています。 

特に牧場が標高 500m～550m に立地していることから冷涼で酪農に適しているとして搾乳牛舎

等の整備を行い、平成 26年 12月に南さつま市（旧日置郡金峰町）の農場から乳用牛を移動し、酪

農経営の拠点としています。 

 

（３）牧場の経営規模 

敷地面積はH30年度時点で 198ha、内訳として放牧地 55ha、採草地 27ha、飼料畑 8ha、牧野樹林

103ha、基地その他 5haとなっています（図 2）。飼養頭数規模は、平成 30年 7月 1日の時点で、

飼養頭数は乳用牛 190頭（うち 6ヶ月齢未満 25頭、6～24ヶ月未満 165頭、放牧せず）、肉用牛

400頭（うち 6ヶ月齢未満 130頭、そのうち 20頭は放牧、6～24ヶ月未満 55頭で放牧せず、成牛

24ヶ月以上 215頭のうち 130頭を放牧している）となっています。また外部からの預託は行って

いません。なお、放牧期間は年間を通して設定されています。 

 

６牧区 

採草地 

７牧区 

5牧区 

4牧区 

3牧区 

2牧区 

1牧区 

2牧区 

10牧区 11牧区 

13牧区 

採草地 

18牧区 

15牧区 

16牧区 

21牧区 

繁殖部事務所 

酪農部 

堆肥舎 

チーズ工房 

図 2 伊佐農場全体図 

敷地面積：198ha（H30年度：放牧地 55ha、採草地 27ha、飼料畑8ha、牧野樹林 103ha、基地その他 5ha） 



－27－ 

２．取り組みの内容 

（１）乳用牛育成事業 

乳用雌子牛を導入・育成して初妊牛を作   

り出し、鹿児島県酪農業協同組合を通じて酪

農家に譲渡しています。平成 24～26 年のデ

ータですがこれまでの県内酪農家への高能力

育成牛の供給状況は、図 3のとおりで、右肩

上がりに供給頭数が増加しています。 

 

（２）生乳生産事業 

伊佐農場は、これまでコンポストバーン牛舎８棟と分娩舎、病畜棟、搾乳施設などを整備してきて

おり、平成 26年２月に206頭であった飼養頭

数が平成 27年２月には652頭となり、大幅な

規模拡大を行っています（写真 2）。このことに

より、平成25年度 290tであった生乳生産量が

平成 26年度3,716tに増加しています。 平成

27 年度は、国庫補助事業である畜産クラスタ

ー関連事業の活用により搾乳牛舎４棟（600頭

規模）、搾乳施設（12頭Ｗ パラレルパーラー）、

堆肥舎、ふん尿処理施設の整備に着手してお

り、これらにより約 1,400頭が飼養可能となっています。また、後継牛確保のための性判別精液の活

用や黒毛和種の受精卵を活用しています。 

 

（３）肉用牛繁殖肥育事業 

肉用繁殖雌牛は放牧を行い（写真3、 4、

5）、生産された子牛をカミチクファームグル

ープの農場で地元の飼料用イネや飼料用米

も加えた発酵飼料も給与して育成・肥育して

おり、グループ全体での生産コストの削減を

120 
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80 

60 

40 

20 

0 

頭 

H24 H25 H26 

図 3 乳用育成牛の供給状況 

写真 2 乳牛舎群 

写真 3 放牧地の様子 
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図っています。生産された子牛は同グループ内の直営農場や預託農場で肥育され、「薩摩牛」、「元米

牛」などの独自ブランド黒毛和牛として、後述する直売所の伊佐牧場直販所（伊佐市大口山野 1145-

1）でも販売しています。 

（４）地域と連携した６次産業化の取組み 

伊佐農場は、平成 27 年９月にケイミルクから社名が変更されてこの牧場名となっています。これ

は、６次産業化を進めるうえで地域と連携した取組みを進めることや消費者に対し生産地を明確にす

ることを目的に当地の「伊佐」を社名に取り入れています。 

６次産業化の取組みとしてチーズ工房を整備し、フランスから専門職員を招き入れ、商品価値の

高いチーズの製造を平成 26年９月から開始しています。現在、生乳約 6t/月を利用し、高級チーズ

「カチョカバロ」や「ハーブ＆ガーリック等」を約 170〜200㎏/日換算を製造しています。 

平成 27年10月からは伊佐市山野地区にある物産館「夢さくら館」の指定管理を受け、上述のよ

うに「伊佐牧場直販所」（写真 6）としてリニューアルオープンし、自社で製造したチーズやソフト

クリーム、グループ系列の牛肉、肉加工品等の販売も開始しています。また、市内菓子店とのコラ

ボレーションによる地元産チーズケーキの開

発も始めるなど、地域に密着した取組みを展

開しています。 

 

（５）地域の飼料資源の活用 

図 4 に伊佐農場の飼料、堆肥の流れを示 

しました。グループ系列であるカミチクファ

ーム TMR センターから飼料供給を受けてい

ます。同TMRセンターは、飼料自給率の向上

写真 4．放牧地の様子 写真 5 肉用牛舎 

写真 6 伊佐牧場直販所 
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と生産コストの削減を目的として、平成 21 年度に強い農業づくり交付金事業を活用し、本県南さつ

ま市に整備されています。その原料には、熊本県、大分県の４地域から購入している稲WCSに加え、

食品残渣（焼酎粕、豆腐粕、パイナップル粕、醤油粕、ビール粕）を利用することで生産コストの削

減を図り、１日あたり約90ｔを生産しています。なお、TMRセンターから供給される飼料で給与量

の約 70％を賄っていますが、一部チモシーやルーサンなどの輸入粗飼料も利用しています。今後は、

稲WCSの生産を行う伊佐市のコントラクラー組織と連携し、地域内における飼料増産等の取組みを

進めることとしています。 

 

３．取り組みのネック及び解消策 

このような事業の展開を図るうえで、草地面積の不足や草地基盤の整備がネックとなっていました。

そこで平成 25 年度から国庫補助事業である畜産基盤再編総合整備事業を活用して草地造成、鳥獣害

防止柵、土砂等流出防止対策などの生産基盤の強化に取り組んできました（表 2-1）。 

 

 

耕作放棄地や畑地

を利用したトウモ

ロコシや牧草の生

産 

地域内の飲食品関

連業者からの残渣 

（焼酎粕など） 

鹿児島県酪農協な

どの関連機関 

大型スーパーマー

ケットなどからの

残渣 
（パイン粕など）） 

耕畜連携による水田

を活用した飼料用イ

ネの生産や稲わらの

活用 

カミチクファー

ム、伊佐農場の直

営農場や預託農場  

 

：飼料 

：食品残渣 

：堆肥 

図 4 TMRセンターにおける地域連携構想 

TMR飼料・堆肥供給基地 
 

（有）カミチクファームTMRセンター 

コントラクターチーム 

連携 
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４．取り組みの効果 

（１）地域の生乳生産や肉用牛の繁殖肥育の拡大 

上述したとおり、旧県営牧場の草地及び施設を引き継ぎ、それらを再整備し地域の飼料資源の

活用を図りながら、県内酪農家への高能力育成牛の供給、地域の生乳生産や肉用牛の繁殖肥育の

拡大といった成果・効果が得られています。 

 

（２）６次産業化 

チーズを中心とした６次産業化も行われており、産地を前面に押し出した取組みであるととも

に、地域の他の食品生産業者への波及効果も期待できます。このような優良事例は地域産業を振

興するうえで大きな活力となり、魅力ある農畜産業が展開されると思われます。 

 

５．取り組みの課題と対応策 

今後、大規模な増頭により粗飼料確保の取組みの強化が必須となっています。一層の地域内外の

耕種農家との連携を密にすることで粗飼料生産体制を確保することが重要となっています。このよ

うな耕畜連携による農地利用の推進は、耕種部門における生産基盤の有効活用に繋がり、耕種農家

の収益性向上及び経営の安定化の一助となることから、関係機関一丸となった取組みが必要と思わ

れます。 

 

６．参考文献 

岡 信吾 2016. 元公共育成牧場を活用した基盤整備等による酪農の推進（鹿児島県）．グラス＆シ

ード、第 37号、pp.54-59． 

表 1 牧場の畜産再編総合整備事業による整備 

事業項目 平成25～26年度 平成27年度計画 

草地造成整備 20.4ha 40.1ha 

鳥獣害防止柵及び 

隔障物整備 
8,704m 3,970m 

土砂等流出防止対策 7箇所 4箇所 

繁殖牛舎整備 11棟(1,230㎡) 2棟(70㎡) 

雑用水施設整備  一式 

牧場用機械整備 
ロータリー、ブームスプレイヤー、ト

ラクターン 

ディスクハロ、ツースハ

ロー 
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図 2 西之表市営種子島牧場 

 

公共牧場名：西之表市種子島牧場 

住所：鹿児島県西之表市西之表堂ノ瀬度 2007 番地の 1（図

1、2） 

 

所有者：西之表市 

 

旧管理運営者：西之表市 

 

新利用者：公益財団法人西之表市農業公社 

 

◆  ◆  ◆ 

 

繁殖農家向け牧草の生産・販売を行う公社による公共牧場の活用事例 

 

１．取り組みの経緯 

（１）西之表市の畜産の位置づけ（市の資料から） 

温暖な気候と基盤整備の進んだ広大な畑地等を利用したサトウキビ、サツマイモを基幹

作物として、米、茶、野菜、葉たばこ等の生産が行われ、多彩な生産活動が展開されていま

す。このような中で、畜産（酪農、肉用牛）は、平成 30 年度の農業産出額 62.5 億円のう

ち、25.7 億円（41.1%)を産出しており、重要品目となっています。酪農及び肉用牛生産は、

サトウキビやサツマイモ等との複合経営や耕畜連携による水田・畑作営農の振興、台風等の

自然条件に対応した防災営農作目として、農業・農村振興に不可欠な役割・機能を果たして

います。さらに、家畜排せつ物の適切な処理及

びその活用は、資源循環型農業を推進する上で

重要な役割となっています。また、サトウキビ

梢頭部、さつまいも茎葉等の農場副産物の有効

利用等に加え、耕種農家圃場への堆肥還元等の

耕畜連携の取り組みを通じ、土地利用型農業の

推進にも大きく寄与しています。 

 

図 1 西之表市の位置 
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なお、種子島の平成 31 年の戸数は、酪農 24 戸、畜産農家 190 戸で漸減傾向にあり、飼

養頭数は乳牛 1,262 頭と減少しており、肉用牛は平成 26 年以降は 2,400 頭前後でしたが、

平成 31 年には 2,589 頭と増加しています。頭家畜市場は年に 10 回開催（３月、９月は休

場）で、沖縄県、遠くは東北からの購買者もあるとのことです。肥育素牛はおおよそ 250

日、体重 270kg でセリに出されています。また酪農は搾乳ロボットの導入、年間乳量 1,000kg

を達成する農家もあります。 

 

（２）西之表市の酪農及び肉用牛生産をめぐる情勢 

① 高齢化による離農や後継者不足による担い手の減少 

酪農及び肉用牛繁殖経営については、高齢化による離農と後継者不足等により、担い

手の減少が深刻化しています。酪農経営では、飼料価格の高騰など生産コストの増大に

よる収益性の低下が後継者の確保を困難にする要因の一つとなっています。また、肉用

牛経営では、特に農家戸数の多くを占める小規模な繁殖農家での後継者不足が顕著であ

り、担い手減少の要因となっています。 

② 乳用牛・肉用牛飼養頭数の減少 

酪農経営においては、飼養戸数の減少による飼養頭数の減少を飼養規模の拡大で補い

きれず、乳用牛飼養頭数が減少しています。肉用牛繁殖農家については、平成 22 年のロ

蹄疫の影響により急激に農家数が減少したものの、市を挙げての増頭運動等により、平

成 26 年度からは、ほぼ横ばいで推移しています。しかしながら、小規模な繁殖経営を中

心に高齢化や後継者不足による離農が続いています。 

③ 自給粗飼料の確保と飼料価格の上昇 

大規模酪農経営においては、相当部分を輸入飼料に依存しており、世界的な穀物需給

の変化等により飼料価格は高い水準で推移し、経営を圧迫しています。肉用牛繁殖経営

において現在、F1 繁殖牛のうち妊娠牛については、分娩前まで島内の一部の草地で

放牧を行っているに留まり、輸入飼料に頼っている経営が多いことから、今後、自給力

向上が必要です。 

 

（３）自給飼料の増産 

畜産は飼養規模の拡大に伴い、安価で調達しやすい輸入濃厚飼料への依存度を強め、乳

用牛の泌乳量の増加、肉用牛の効率的な増体を図ってきました。しかし、穀物及び輸入粗飼
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料は高水準で推移し、生産費の約４割を飼料費が占める酪農及び肉用牛経営にとって、輸入

飼料価格の上昇や変動が経営に大きな影響を及ぼしています。このため、安価でかつ安定的

に生産可能な国産粗飼料の生産・利用の拡大等を図り、輸入飼料への依存を軽減し、国産粗

飼料等の生産基盤に立脚した安定的な経営に転換していくことが必要です。具体的には、飼

料畑の造成・整備を進めるとともに、水田裏を活用した二毛作、水田を活用した稲発等の良

質な国産粗飼料の生産・利用の拡大等の推進を図るとともに、分業化のためにコントラクタ

ー等の飼料生産組織を活用した自給飼料生産の外部化を図るなど、良質な粗飼料を低コスト

で生産する取組を推進する必要があります。 

以上のように、西之表市において畜産は重要な産業であるとされ、その安定的な経営に

は国産粗飼料等の生産基盤に立脚することが必要と認識されています。このため島にある種

子島牧場の活用は極めて重要な位置づけになっています。 

大正４年に開設された元鹿児島高等農林学校種子島牧場が今の西之表市営種子島

牧場となり、昭和 45～47 年に団体営草地開発事業で牧場用地 150ha（草地造成 60ha）

図 3 農業競争力強化基盤整備事業実施位置図 
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を整備しています。昭和 53 年度までは、年平均 30 頭前後の預託牛を保有し管理して

きたが、昭和 54 年以降は諸事情により預託牛が激減したことから、放牧の中止を余

儀なくされました。このため所有者である西之表市は、牧場としての機能を低下させ

ないためにも牧草供給を主体とした事業に転換するために昭和 57～59 年には公共育

成牧場整備事業により飼料畑造成 21ha を整備しています（図 3）。平成８年度からは、

西之表市農業管理センター（現：西之

表市農業振興公社）が市営牧場の指定

管理者とし当該牧場の草地基盤等の

管理と推進体制の中心を担い、主に繁

殖経営を行う高齢者及び新規就農者

に供給する飼料生産を行うことにな

りました。 

 

２．取り組みの内容 

（１）飼料供給基地としての取り組み 

現在、飼料の中心は牧草のローズクラス

（一部バヒアグラス）、イタリアンライグラ

ス（写真 1、2、3）で生産、販売を行って

います。 

 

３．取り組みのネック及び解消策  

（１）牧草地の植生劣化 

近年、地力低下などにより牧草の生産量

が落ちています。そこで現在、草地畜産基

盤整備事業（平成 28～令和 2 年度）を活用

して、草地の造成及び改良に取り組み飼料

増産に努めています（図 3、表 1）。 

なお、草地の管理としてローズグラス草

地には複合肥料（15-10-10）を ha 当たり年

間 30～40 袋を施用（N で 90～120kg/ha）

写真 1 ローズグラス・バヒアグラス草地 

写真 2 ローズグラス草地 

写真 3 イタリアンライグラス播種直後の圃場 
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し、イタリアンライグラス草地は２回刈りしていますが１回刈取り後に尿素を ha 当たり 10

～20 袋を施用（N で 92～184kg/ha）し、播種前耕起時には近くの酪農家からのスラリーを

散布しています。 

 

（２）施設の老朽化 

既存の飼料貯蔵施設は建築から 30 年以上経過し、老朽化が激しい状況です。このため令

和 2 年度に同じく草地畜産基盤整備事業により、機械庫兼倉庫の整備、飼料生産用機械 7

台の導入を行い、効率的な飼料生産体制を構築しようとしています。 

表 1．圃場状況   地区名  種子屋久第１  

     市町村名  西之表市  

平成 31 年度自給飼料生産拡大事業  事業参加経営体名  西之表市種子島牧場  

畜産基盤再編総合整備事業  営農形態  公共牧場  

圃場区分         

NO 圃場名  作物名  
作付面積

(ha) 

単収  

(t/ha) 

総収量  

(t) 

TDN 含

有率 (%) 

TD 収 量

合計 (t) 

面積  

(ha) 
備考  

1 

緑 色 ほ 場

(靑枠）  

イ タ リ ア ン

ライグラス  2.00 25.00 50.00 10.70 5.35 2.00  

1 

緑 色 ほ 場

(靑枠）  ヒエ  2.00 25.00 50.00 12.90 6.45 2.00  

2 1 号  イ タ リ ア ン

ライグラス  0.70 55.0 38.5 10.70 4.12 

0.30 TPP 関連対策

鳥獣害防止柵  3 2 号  0.40 

2 1 号  

ローズ  0.70 50.0 35.0 12.10 4.24 

0.30 

TPP 関連対策  3 2 号  0.40 

4 3 号  

イ タ リ ア ン

ライグラス  3.12 55.00 171.60 10.70 18.36 

0.43 TPP 関連対策  

5 4 号  0.26 TPP 関連対策  

6 5 号  0.43 TPP 関連対策  

7 10 号  0.26 

 

8 11 号  0.66 

9 12 号  0.41 

10 18 号  0.20 

11 28 号  0.47 

4 3 号  

ローズ  3.12 50.00 156.00 12.10 18.88 

0.43 TPP 関連対策  

5 4 号  0.26 TPP 関連対策  

6 5 号  0.43 TPP 関連対策  

7 10 号  0.26 

 

8 11 号  0.66 

9 12 号  0.41 

10 18 号  0.20 

11 28 号  0.47 

18 6 号  

永年牧草 (草

地整備）  1.23 50.00 61.50 12.10 7.44 

0.37 追  加  

19 7 号  0.18 追  加  

12 8 号  0.37 TPP 関連対策  

13 9 号  0.36 TPP 関連対策  

14 17 号  0.50  

15 

24 号の 1 部

25 号  

永  年  牧草

(草地整備）  0.40 50.00 20.00 12.10 2.42 0.40 鳥獣害防止柵  

16 

24 号の 1 部

25 号  

永 年 牧  草

( 草地造成） 0.20 50.00 10.00 12.10 1.21 0.20 鳥獣害防止柵  

17 

綠 色 ほ 場

(番号なし）  

永 年 牧  草

( 草地既存） 12.75 25.00 318.75 12.10 38.57 12.75  

計    26.77  938.85  110.36 26.77  
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４．取り組みの効果 

（１）牧草の販売 

牧草販売は順調に行われています。表 2 に牧草の販売個数の推移を示しました。牧草の

収穫は、天候に左右されバラツキはありますが、乾草（タイトベール、10～15kg、550 円/

個）で年間 400～800 個、ロールベール（300kg、5,000 円/個）で年間 1,600～2,300 個を

延べ 200 戸に供給しています。牧草販売は予約制で繁殖農家向けに行われています。特に

利用者の多くが高齢者のため、配達（配達料は別途徴収）の希望が多くなっています。 

 

（２）土地の遊休化防止 

西之表市としては、ダム建設によって預託放牧ができなくなった土地や施設の遊休化が

懸念されましたが、飼料の生産・販売に取り組むことにより、種子島牧場の有効活用が図ら

れ、かつ、担い手の高齢化が進む肉用牛生産の振興に寄与し、また西之表市も農業振興公社

も経費的にも良好であることから、公共牧場活用の責務を果たしています。また場内にはド

クターヘリポートが設置されており、島の

住民の医療の一端を担っています（写真 4）。 

 

５．取り組みの課題と対応策  

西之表市は鳥獣害（シカ、カラス等）によ

る被害を上げており、シカによる牧草への食

害と収量減、カラスによる販売用牧草への品

質の維持・管理に支障を来しています。鳥獣

表 2．牧場の牧草販売個数 

2011 2012 2013 2014 

乾草 ロール 乾草 ロール 乾草 ロール 乾草 ロール 

879 1,795 600 1,622 706 1,887 609 2,256 

2015 2016 2017 2018 

乾草 ロール 乾草 ロール 乾草 ロール 乾草 ロール 

569 2,238 385 1,971 771 2,316 391 1,940 

乾草：10～15kg/タイトベール、 ロールベール（幅、直径 100cm×100cm）：300kg/ロール 

 

写真 4．牧場内のヘリポート 
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害防止柵設置を引き続き拡大していくことが有効な対策と考えられます。 

 

執筆者 

所 属 一般社団法人日本草地畜産種子協会 
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