
渡島管内における
草地植生の
状況と課題への
対応・取組方向
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ヒエの占有150817：北斗市▲



JA新はこだての概要
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JA新はこだての概要
3

・平成14年 広域合併

>H28年度 正組合員数 2,091戸

平均年齢 62.6歳

・酪農家戸数 減少

>H14年 338戸

>H29年 188戸

（H14対比56％）



JA新はこだての概要
4

・農畜産物販売高（平成29年）

>307億円、うち畜産部門 106億（35％）



渡島管内の草地の状況
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渡島管内草地の植生（H25）
6

・牧草割合：54％

>全道と同じ傾向（牧草割合：約53％）
※「北海道自給飼料改善協議会」（植生調査結果，n=12,003ほ場）



更新後の雑草割合（H25）
7

・数年で雑草占有するケースも



草地に目立つ雑草
8

・ギシギシ、シバムギ、リードカナリーグラスはどこにでも

・ススメノカタビラ、イタドリ、ヘラオオバコ、ブタナが散見

・近年、特に目立っている雑草（下表）

地 区 ヒエ類
イタリア
ンライグ
ラス

メドウ
フォックス
テール

ハルガヤ ヨモギ
ヒメオドリ
コソウ

ホタルイ
類

木古内町 ■ ■ ■ ■

函館市 ■ ■ ■

七飯町 ■ ■

北斗市 ■ ■ ■ ■ ■

森 町 ■ ■ ■
※渡島農業改良普及センターに対策の問い合わせが多い雑草



ヒエ類

・裸地から密生

>生長が早く、牧草圧倒

>また、種子を落とす

・追播失敗

9

２ヵ月後150806▲

裸地への追播150603：北斗市▼

出穂150826 ▲



ヒエ類

・原因 ロール搬出の遅れ

10

ロール跡からギシギシと一緒にヒエ発生160818：函館市▲

ギシギシ

ヒ エ



イタリアンライグラス

・侵入経路不明（未播種）

>出穂が早い

>再生が早い

11

チモシー草地で拡大中150622：函館市▲再生草160622：函館市▲



ヨモギ
12

TY主体草地／2番草160913：森町▲TY主体草地／2番草160824：北斗市▲

・侵入経路は不明

>周辺の牧草が消える



ヨモギ

・若いうちは軟らかい

・越冬して株化

>裸地増加、茎が硬くなる

>ラップフィルムに穴

13

更新2年目の草地150522：北斗市▲

越冬前151106 ：函館市▼

収穫後に裸地化160801 ：森町▲



ホタルイ類

・転作田に多い、針のような葉

>収量性の低下

>嗜好性の低下

14

群落をつくる160706：北斗市▲ ヒエと共にはびこる171018：函館市▲



渡島管内の草地整備事業の取組
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草地整備事業の取組

・飼料自給率、草地の植生改善への期待

①国 『強害雑草対策実証調査事業』

～実用規模、異なる工法導入

②ホクレン 『高生産性草地更新モデル事業』

～ペレニアルライグラス等の導入

③ＪＡ 『自給飼料生産性向上対策支援事業』

～予算500万円／年
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『強害雑草対策実証調査事業』（国）
17

・事業内容

>H25年度（道内６ヵ所）

>実施農家

・函館市 酪農家３戸

＞条件

・１ha以上

・同一区域では異なる

施工パターンを設置

・３年間の追跡調査



植生を維持している事例
18

・更新前：裸地、株化したオーチャードグラスが増加

>「除草剤の前植生処理による完全更新」



更新４年目
19

・チモシー密度を維持 70％キープ

３番草171013 ：函館市（KU農場草地）▲



地域に刺激を与える 20

・若手経営者が先輩を引っ張る！

>積極的な草地整備

>乳生産、牛群コンディションが良くなってきた

イタリアンライグラス・ギシギシの手取り160805：函館市▲

＝草地を長持ちさせる＝
【実践ポイント】

①1番草収穫後に雑草防除
②更新後も土改材を投入（毎年）
③周辺のイタリアンライグラスを侵入させない
（人海戦術で手取り、ギシギシも一緒に）

④早刈りを意識した収穫作業



４年後植生が不良
21

・H25更新前：裸地が多く、イタリアンライグラスが拡がる

>「前植生処理とスプリングハロー使用の物理的防除による完全更新」

ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ

プラウ耕起後にスプリングハロー



更新４年目
22

・意図しない植生に

３番草171013 ：函館市（KA農場草地）▲



『高生産性草地更新モデル事業』（ホクレン）
23

・事業内容

>H25～H27年度（全道）

>実施農家 延べ80戸（渡島管内分）

>ha当たり助成額

・当年播種 ３万円

・秋耕起の翌年播種 ６万円

・とうもろこしから転換 ２万円

>条件

・オーチャード or ペレニアル主体、雑草対策等

>事後アンケート（H25実施農家：11戸回収）



『ホクレン事業』アンケート結果抜粋①
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『ホクレン事業』アンケート結果抜粋②
25



『ホクレン事業』アンケート結果抜粋③
26



『自給飼料生産性向上対策支援事業』（JA）
27

・事業内容

>１期：H26～H28年度

２期：H29～H31年度（継続）

>実施農家 延べ234戸、950ha

※JA管内全域：渡島＋檜山

>ha当たり助成額 2.5万円（１戸上限10万円）

>条件

・畜産経営農家に限る

・草種は問わないが、「優良品種」とする

・追播施工可、国やホクレン事業との併用可

年度
実施戸数
（延べ）

実施面積
（ha）

H26 63 263
H27 70 337
H28 61 217
H29 40 133
計 234 950



JA事業より～除草剤未使用で更新
28

170913：北斗市▼ 171012▼

170927▲ 171012▲

ギシギシ
シバムギ

・さまざまな雑草が混在

>翌年以降、シバムギが心配



渡島管内草地の植生（H28）
29

・３年前と変わってない？悪化？
※調査ほ場は、前回の調査と必ずしも一致していない



考えられる主な理由
30

・施工期間が長引く → 雑草繁茂、播種時期遅れ

>牧草収穫期間が長い

・個別完結型の営農主体、コントラ組織が無い

・ロールパック体系、複合経営（換金作物優先）

>草地の周辺に作物等

・賃貸契約ほ場の雑草繁茂

・技術情報の入り方（不足）

>除草剤の使い方

>草種組み合わせ、刈り取り方法

>養分不足（施肥量）



防除しづらい 31

・除草剤の散布タイミングが難しい（時期・風向き）

>周辺に水稲、野菜、果樹、樹木苗、住宅あり

ヨモギ群生170913：北斗市▲ 周辺に住宅地160706：北斗市▲

隣が水田

住宅地がせまる



元気なシロクローバ･･･
32

・養分不足と推察（年間の窒素施肥量）

島になっているシロクローバ171012：北斗市▲



一面、赤茶色（播種後１年経過）
33

・病害で葉先枯れ

>養分不足？（更新時に堆肥未施用？）

チモシー草地171018：函館市▲



草地整備を活かすための
今後の取組方向

34



取り組みと方向性
35

１ 成功事例の共通点を洗い出し

>職員間で共有 → 施工法を含め農家へ伝達

２ 植生実態を再認識、雑草別対策の理解

>関係機関との連携 → 課題認識から始める

>職員間、農家、関係者で共有 → 隅々まで情報浸透

３ 農家が行う事例の発掘 → 実践している背景を知る

４ 地域に成功モデルをつくる

>基本技術を標準にする

>新たな取り組みの支援
技術の一例として
地域農家に周知

→



1-1 成功事例の共通点（ポイント）
36

・更新後も牧草割合を維持するほ場（聞き取り）

①除草剤で前植生を処理する

>散布後の日数を確保、枯死確認後に耕起

※前植生、播種床の２回実施がベター

②早めにギシギシを駆除する（裸地防止）

>更新翌年までに除草剤で処理

③播種床を十分に鎮圧する

>播種前、播種後に各１回

④播種時期が遅れない

>計画的な収穫、除草剤銘柄の十分な検討



2-1 雑草別対策の理解
37

・畜産農家向けリーフレット（職員間で共有）

>普及センターと連携、書類に同封して紙配付

渡島農業改良普及センター（本所）作成の「畜産Mini Letter」▲



2-2 若手農家の育成
38

・JA青年部員等を対象

>イネ科草の見分け方、植生調査の方法伝達

渡島農業改良普及センター講師による現地研修会170721：木古内町▲

北海道新幹線の高架



3-1 農家が行う事例の発掘①
39

・飼料用とうもろこし ９月収穫

>チモシー播種

チモシー出芽171013：函館市▲

トラピスチヌ修道院の外壁



3-2 農家が行う事例の発掘②
40

・オーチャードグラス、５月下旬収穫

>飼料用とうもろこし播種（105日クラス）

オーチャード収穫160530：森町▲ 105日クラス160708：森町▲



3-3 農家が行う事例の発掘③
41

・ライムギ ６月収穫

>飼料用とうもろこし播種（100日クラス）

ライムギ活用170613：森町▲ 100日クラス170801：森町▲



4-1 播種床クリーニングのモデルづくり
42

・前植生処理 → 播種前の雑草茎葉散布の体系

>施工スケジュールがタイト

>普及していない（＝工法が十分知られていない）



4-1 JA事業より～播種床クリーニング
43

・８月25日播種

>オーチャードグラス＋ペレニアルライグラス

>シロクローバ（裸地防止）

播種後17日目170911：木古内町▲ 播種後27日目170921：木古内町▲



4-2 JA事業より～展着剤の試行
44

メーカーパンフレットから引用▲▼

・グリホサート系除草剤

>単価比較で、ジェネリック製品が普及

>効果発現の遅れ → 施工期間が伸びる

>結局、上限の使用量

・「展着剤」の存在を紹介

■播種前雑草茎葉散布での対比例■

○ラウンドアップマックスロード(水量50㍑)

上限量：300ml/10a 約560円

○ジェネリック製品Ａ剤（水量50㍑）

中間量：375ml/10a 約400円

○転着剤（５㍑規格）

500倍：100ml/10a 約130円

約530円



4-3 JA事業より～増収・嗜好性アップ
45

播種後16日目161013：森町▲ 播種後41日目161107：森町▲

・ JA事業で更新、９月28日播種

・初めての草種組み合わせ

>オーチャードグラス＋ペレニアルライグラス

>シロクローバ（裸地防止）＋アルファルファ（おまけ）



4-3 JA事業より～増収・嗜好性アップ
46

アルファルファ開花170727：森町▲ ３番草171018：森町▲

・７月上旬、アワヨトウ食害で傷む

>２回目刈り取りを遅めに

シロクローバ

アルファルファ
ペレニアル

オーチャード



4-3 JA事業より～嗜好性アップ（成果）
47

嗜好性は良好171219：森町▲

・ロールパックに調製

>予乾２日間

>水分含量50％程度



4-4 イタリアンライグラスの栄養特性
48

草 種 番 草（ステージ） 水分 CP NDF TDN

イタリアン
ライグラス

１番草

出穂前 83.7 18.4 46.6 72.4

出穂期 84.7 13.7 57.5 69.9

開花期 78.3 8.3 62.2 59.4

再生草
出穂前 86.0 21.4 49.3 69.3

出穂期 83.9 14.3 56.5 66.5

チモシー １番草 出穂期 79.9 10.0 61.2 67.7

オーチャードグラス １番草 出穂期 80.5 11.8 53.4 68.8

※「日本標準飼料成分表」（2001年度版）より，各数値は生草の組成で乾物中（％）

・出穂期は、水分高いが栄養価も高い



4-4 イタリアン占有草地の懸念
49

・チモシーに合わせて収穫

>刈り遅れ、嗜好性が悪い

・種子の落下（越冬）

・チモシー衰退、水稲につく害虫の温床になる恐れ

チモシーとの競合160615：函館市▲ 裸地に種子160805：函館市▲

イタリアンの株

イタリアンの種子



4-4 イタリアン占有草地の収穫（試案）
50

２
番
草
収
穫

１
番
草
収
穫

6/上

３
番
草
収
穫

8/中
以降

収穫新プラン 7/上

30日程度

55日程度
１
番
草
収
穫

6/18

２
番
草
収
穫

8/15これまでの収穫

※渡島農業改良普及センター「農作物生育状況調査」より，牧草収穫期の平年地（函館地区）

・萌芽期に追肥、最初に１番草収穫

・一巡後、作業機を片付けず、２番草収穫へ

40日程度

※チモシー確保を諦め、次の草地更新時期の早期化を検討する



まとめ～草地管理が難しいからこそ･･･
51

○現場を見て、実態を知る

○基本技術の再確認

>草種（品種）の特性理解

>刈り取り管理

>肥料、農薬等の資材の使い方再考

○草地整備事業を活かすために
>関係機関と協力し、多様な技術を浸透

>身近にところの地域事例をつくる

>そのモデル事例の情報共有



ご静聴 ありがとうございました
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