
（有）リゲルファームにおける自給飼料生産の取組み
有限会社 リゲルファーム（遠軽町）

Ｈ２５

【経営概要】
・代表取締役 鹿野 憲嗣

・経営形態 酪農・和牛繁殖複合経営

・労働力 12人（役員・従業員・パート）

・飼養頭数 経産牛240頭、

育成・哺育牛152頭

黒毛和牛（繁殖・育成等）41頭

・飼料作付面積 216ha

【取組の経緯】
平成16年に2戸協業の乳・肉複合法人として設立。飼養頭数を増やすとともに飼料作付面

積を拡大し、マメ科牧草「ガレガ」の導入や定期的な草地更新など自給飼料生産に関する取

り組みを実施。生産力アップや高品質化に取り組む。

【取組の内容】

▼ マメ科牧草ガレガの導入

・アルファルファを栽培していたが、冬枯

れが発生し収量低下。新たなマメ科牧

草としてガレガを導入。収量の確保及び

収穫期の分散を図る。

・ガレガは発芽が難しいので十分な覆土

（自作の覆土専用機を利用）が重要。

・刈取り危険帯に収穫しないこと。

▼ 計画的な草地更新、追播

・10年に1度を基本に、収量低下や植生

悪化がみられたら草地更新を実施。裸

地には追播で対応。

・自分の目でほ場の中から草地を診て、

草地更新か追播かを判断。

【取組の成果】

▼ 良好な草地植生

・全植生のうち、牧草の占める割合が

64%、うちマメ科牧草が18%（ガレガ6%）と

高くなっている。

・雑草の割合が地区平均と比較して

約10%低く、植生良好。

▼ 高収量・高栄養価の牧草生産

・牧草収量が3,927kg/10aと、町平均

（3,575kg/10a）に比べて高い。

・ガレガ導入効果で、 JA平均より牧草内

の粗タンパク含有割合が高く、NDFの割

合が低い。栄養価の高い牧草を生産。

▼ 飼料自給率の向上

・TDN自給率がH23：53.6%→H24：54.2%

と向上。

ガレガの導入 自作の覆土専用機

ガレガは発芽させる

のが難しく、播種後に

十分覆土することが

重要！



安心・安全な餌 たくさん食べて元気な牛を！
有限会社 みどりの開明（浜頓別町）

Ｈ２５

【取組の経緯】
地区の酪農家が将来の地域酪農の方向性を考える中で、ほ場作業や飼料生産の効率化

を検討。TMRセンター設立が協議され、H19から稼働。地域の環境的要因で除草剤が使用で

きず、土壌条件も厳しいため制約がかかるが、草種を工夫して植生改善を進める。

【経営概要】
・構成員数 5戸＋1法人

・飼養頭数 1,400頭

（経産牛780頭、育成牛620頭）

・飼料作物面積 670ｈａ

・施設・設備 バンカーサイロ 14本

飼料調整庫、ミキサー等

【取組の内容】
▼ペレニアルライグラス（PR）＋オー

チャードグラス(OG)による植生改善

（草種の選択）

TY…嗜好性はいいが、リードカナリーグ

ラス（RCC）に負けてしまう。

OG…雑草との競合に強いが、収穫適期

が短く刈遅れで嗜好性が落ちる。

PR…土壌凍結しない地域なので生産可

能。雑草との競合に強く、嗜好性が

いいが、全てPRだと糖分が高すぎ

て収穫機への負荷が高い。

↓

・ OGとPRを混播して除草剤なしで雑草

防除。嗜好性と植生の向上を図る。

・ 播種量は、OGとPRで半々。

（＋シロクローバー）

【取組の成果】

▼ 雑草抑制効果

PR+OGほ場全体の牧草占有率は約６

割となっており、全草地と比較して特に

イネ科雑草を抑制している。

▼ 栄養価の向上

サイレージの栄養成分が地域平均を

上回っており、NFC（非繊維性炭水化

物）が特に高い。発酵品質も同程度から

やや上回っている。

▼ 乳量の増加

TMRセンターが稼働してから、構成員

の出荷乳量が２倍以上に増加。

（ H18：3493t → H24：7279t ）

更新直後
RCC多

丸くパッチ状
に残っている
場合も

年数が経過すると
PRが減少し、
OGが優占

しばらくすると
OGやPRが
RCGを抑制

PR維持のための対応が必要



表層攪拌更新によるアルファルファ栽培と新たな取組み
北矢ケレスの会 石田牧場（別海町）

Ｈ２５

【取組の経緯】
道東地域は土壌凍結でアルファルファが育ちにくいとされているが、越冬性のあるアルファ

ルファ「ケレス」を試作したところうまくいき、H18に地元の仲間４名とともに栽培方法の勉強や
草地のことを語り合う会として「北矢ケレス友の会」を結成。アルファルファの普及や定着に向
けた取組みを実施。

【経営概要】
・代表者 石田 敦

・経営形態 酪農経営

・飼養体系 繋ぎ＋放牧（春～秋）

・飼養頭数 経産牛90頭 育成牛45頭

・出荷乳量 600t

・飼料作付面積 70ha

【取組の内容】
▼ アルファルファの導入

・飼料の価格が高騰し、自給飼料主体の

生産体系を検討。サイレージ用とうもろ

こしの栽培は気象条件的に厳しいた

め、草で搾ることを考え、栄養価の高い

アルファルファを導入。

・更新の際は、除草剤散布で雑草を枯殺

し、ライムケーキ散布・サブソイラーによ

る心土破砕で土壌改良。肥沃な表層

を生かすためプラウ耕はせず、ロータ

リー耕で表層攪拌し、播種・鎮圧。

▼ 多草種混播

・ペレニアルライグラスやフェストロリウ

ムを混ぜて、雑草抑制や糖分の多い草

でサイレージの嗜好性向上及び発酵品

質改善を期待。

【取組の成果】

▼ 高栄養価のサイレージ

・アルファルファやペレニアルライグラス

の混播により、管内のサイレージ栄養

価の平均値と比べ、粗タンパクやTDN、

NFC、カルシウムの含有率が高い。

・購入飼料の粗タンパクレベルを抑えて

も、JA平均並みの乳成分を確保。

▼ 購入飼料費の抑制

・配合飼料は年間を通じCP14～16の

もので十分充足。乳飼比は25～30%で

推移し（H24：27.1%）、管内平均より10%

以上低くできている。

アルファルファを最大限活用して高栄養価なサイレージを生産！



牛が喜んで食べる草づくり～モゥうれしい～
橋本牧場（別海町）

Ｈ２６

【経営概要】
・代表者 橋本 明雄

・経営形態 酪農経営

・労働力 5人 (経営主・妻・後継者2名・従業員)

・飼養体系 FS

・飼養頭数 経産牛120頭 育成牛107頭

和牛6頭

・飼料作付面積 77.5ha

【取組の経緯】
昭和43年に就農。乳牛が本来持っている仕組みを人がどう手助けをしていくかを考える中

で、「牛が喜んで食べるえさをつくること」と「牛が食べやすい環境をつくること」を重視し、自給

飼料生産に関する取組みを行う。

【取組の内容】

▼ 輪作体系による草地更新・地力向上

・牧草と飼料用とうもろこしとの輪作体系

を活用して、草地更新を推進。草地は

5年、とうもろこしは3年で更新。

・とうもろこしほ場へ晩秋と早春にスラ

リー散布。草地へは裸地化防止と雑草

対策のため散布せず。

▼ 飼料用とうもろこしの活用

・収量アップのために全面マルチ栽培。

▼ 雑草防除の徹底による植生維持

・適宜、除草剤を散布して、雑草を徹底

的に防除。

・表層攪拌法により草地更新（試行中）。

▼ サイレージ発酵品質の向上

・アルファルファなどの高栄養草種を

導入して牧草栄養価向上を図る。

【取組の成果】

▼ 良好な草地植生

草地の牧草割合が平均で89%と、地域

平均（39%）に比べて非常に高く、草地更

新や雑草防除の徹底により植生を維持

している。

▼ 高収量・高栄養価な飼料作物

牧草・とうもろこしとも収量及び栄養価

が高く、飼料自給率はTDN換算で63%と

なっている。

▼ 高水準な生産成績

個体乳量は1万kgを超え、体細胞数は

10万以下、繁殖成績も良好。自給飼料

主体で高い生産性を生み出している。

生産性の高い経営を実現！

・基本的なことは徹底して行う
・労力は惜しまない
・牛と対話する
・利益が出たら「人・牛・土」で分け合う



植生改善で乳量アップ！
～ペレニアルライグラス追播による植生改善～

村田牧場（大樹町）

Ｈ２６

【取組の経緯】
従来から草づくりに力をいれており、毎年積極的に草地更新を実施していたが、さらなる自

給飼料生産拡大を目指し、H21から雪印メグミルクグループ（酪農総合研究所、雪印種苗）の

「経営実証農家」となり、植生改善を実施。

【経営概要】
・代表者 村田 一浩

・経営形態 酪農経営

・労働力 3人

・飼養体系 繋ぎ

・飼養頭数 経産牛64頭 育成牛49頭

・飼料作付面積 56ha

【取組の内容】

▼ペレニアルライグラス（PR）の追播

・PRは初期生育が優れ、チモシーより再

生が早く、追播に適している。牧草地の

維持管理及び草地更新期間の延長の

ため、毎年約10ha追播を実施。

・嗜好性も優れているため、サイレージ

採食量の増加も期待。

▼ 計画的な草地更新

・追播に加えて、定期的に簡易更新（作

溝法）を実施。除草剤を２回散布し、雑

草を抑えた上で更新。

・H22～H25の4年間で、草地更新＋追播

により54haで植生改善を実施。

【取組の成果】

▼ 牧草平均反収の増加

・PRの追播や草地更新により収量が増

加、H25実績で約4,800kg/10a。

▼サイレージ品質の向上

・PRサイレージはTDN含量が高く、Vスコ

アも約95%と高水準。品質向上に合わせ

て牛1頭当たりの乾物摂取量が増加。

・乾物摂取量に占める自給飼料の割合

が上昇し、購入飼料費が減少。

▼経営成果

・PRサイレージ給与期間中は管理乳量

の上昇が著しく、年間総販売乳量も増

加。乳成分も向上。

・乳飼比が低下して経営収支が改善。

ペレニアルライグラスの追播 計画的な草地更新
経営収支改善！

・牧草単収増加
・サイレージ品質向上



土壌分析を活用して永年草地を作る
牛にとって良い草づくり～追播で収量・嗜好性アップ

有限会社 十勝しんむら牧場（上士幌町）

Ｈ２６

【取組の経緯】
放牧体系に転換した当初、牛が放牧地の草を食べず、牛が喜んで食べる草をつくるために

は「土づくり」が重要ではないかと考える。生態系の豊かな土をつくることで栄養価の高い牧
草が生育し、その草を食べた牛はおいしい牛乳を生み出す。放牧酪農を実践する中で土づく
りを最重視し、いい土、いい草づくりに取り組む。

【経営概要】
・代表取締役 新村 浩隆

・経営形態 酪農経営（放牧）

（ほか、乳製品・菓子製造、飲食店経営）

・従業員数 15人

・飼養頭数 経産牛95頭 総頭数150頭

・経営面積 95ha（うち放牧地 35ha）

【今後について】
今年度実施した追播や簡易更新の効果を次年度以降検証し、今後もいい土、いい草づくり

を重視して取組みを進める。

【取組の内容】
▼ 土壌分析と肥培管理
・全ほ場の土壌サンプルをアメリカの専門機関に
送り、土壌分析を実施。

・分析結果をもとに施肥設計を行い、土中の
カルシウム、マグネシウム、窒素、微量要素等の
バランスを肥培管理により調整。

・約5年かけて火山灰土の上に30～40cmの
良い土をつくることができ、団粒構造も
見られるようになる。

▼草地の簡易更新・追播
・土づくりができてきたので、次のステップとして
草づくりに着手。牧草の収量確保や高栄養価を
図る。

・放牧地にはオーチャードグラスやペレニアル
ライグラスを追播。

・採草地には植生調査を行い、簡易更新や
追播を実施。

（ギシギシ優先ほ場には除草剤による防除後に
追播、リードカナリーグラスやギシギシ優先ほ場には
オーチャードグラスやペレニアルライグラスを追播）



牛が喜んで食べる飼料づくり
有限会社 中道農場（安平町）

Ｈ２７

【経営概要】
・場長 坂井 秀人

・経営形態 肉用牛繁殖＋畑作経営

・労働力 8人（経営主・妻・従業員6名）

・飼養頭数 繁殖牛139頭 育成牛100頭

肥育牛6頭（預託）

・飼料作付面積 66.8ha（総面積 170.9ha）

（畑作物は、麦、大豆、なたねを栽培）

【取組の経緯】
平成13年に農業生産法人に移行し、その後規模拡大を実施。購入飼料費の高騰や飼養頭

数拡大に伴う粗飼料不足に対応するため、自給飼料の生産性向上や高品質化に向けた取

組みを行う。

【取組の内容】

▼ 牧草を含めた輪作体系の導入

良質粗飼料確保、畑作物の労力分散、

生産性向上の観点から、平成24年より

牧草と畑作の輪作体系を導入。輪作体

系を実施して草地更新を推進。

▼ 除草剤散布による雑草防除

草地更新時や牧草収穫後に除草剤を

散布し、雑草を徹底的に防除。

▼ 適切な施肥の実施

土壌分析の結果をもとに、堆肥や化学

肥料の施肥量を調整。完熟堆肥を生産

し土壌に還元させ、地力向上を図る。

【取組の成果】

▼ 良好な草地植生

全草地の牧草の割合が84%と、全道平

均（52%）に比べて非常に高く、雑草の割

合が16%程度と低くなっている。

▼ 高収量の牧草

牧草収量が4,290kg/10aと、地区平均

（3,812kg/10a）に比べて高くなっている。

▼ 高水準な素牛販売価格

高品質な自給飼料の給与により質の

良い素牛を生産。販売先の市場での評

価も高く、素牛販売価格は市場平均価

格より高く推移している。

春まき小麦
（１年）

なたね
（１年）

秋まき

小麦(１年)

牧草
（５年）

飼料用とうも
ろこし（１年）

大豆
（１年）

牧草を含めた輪作体系

植生改善や地力向上の取組により良質な自給飼料を確保！



喜土愛酪－牧草で搾る
有限会社 イワタファーム（興部町）

Ｈ２７

【取組の経緯】
H21に研修でニュージーランドへ。研修中、地域に合った草地管理の重要性を感じ、地域条

件に適応した草地酪農のスタイルを確立したいという思いが深まる。その思いを実践するた
め、雪印メグミルクグループ（酪農総合研究所、雪印種苗）の「実証圃場」「経営実証農家」と
なり、関係機関・団体と連携して植生改善に取り組む。

【経営概要】
・取締役 岩田 秀一

・経営形態 酪農経営

・労働力 3人

・飼養体系 繋ぎ（飼料給与はTMR）

・飼養頭数 経産牛69頭 育成牛49頭

・飼料作付面積 86ha

【取組の内容】
▼牧草地の更新・維持管理

・表層攪拌法（アッパーロータリー使用）

により草地更新

・雑草防除で除草剤を適期散布

・翌年１番草の収量アップのため、秋の

たい肥・スラリー散布を実施

▼ 利用体系に合わせた草種選択

・グラスサイレージ用はオーチャードグラ

ス主体とし、収穫時期をずらしてコント

ラクターにより適期収穫

・乾草用はチモシー主体とし、スケジュー

ル調整して自分で作業

▼ 土壌物理性改善

リノベーターやアースクエーカーを利用

して融雪や水はけの向上を図る

【取組の成果】

▼ 植生の改善

1番草の冠部被度が、H24は牧草と雑

草・裸地で半々だったものが、H27は牧

草が約6割、雑草・裸地が約4割となり、

植生が改善

▼ 牧草収量の増加

1～3番草のTDN収量が増加。H24は約

300tだったが、H27は約400tまで増加。

▼乳量の増加、生乳原価の減少

・個体乳量が年々増加。H23は9,119kg

だったのが、H25には1万kgを超え、

H26は11,199kgまで増加

・生乳1kg当たり生産原価もH23に比べ

て約10円減少

牧草の力を最大限利用して生乳生産！！



高品質自給飼料への取組み
合同会社 フィードセンタービーナス（釧路市）

Ｈ２７

【経営概要】
・構成員数 7戸

・出荷乳量 約6,000ｔ（H26）

・飼料作物面積 357ｈａ（H27）

・施設・設備 バンカーサイロー16本

飼料調整庫、ミキサー等

・作業はコントラクター委託。（飼料収穫・

調整作業は一部共同で実施）

【取組の経緯】
地域の課題として、分散した草地の維持管理や作業ロスの問題、規模拡大による労働力・

施設不足・生産性の低下が挙げられ、農地集約利用や労働外部化を目指すために当ＴＭＲ

センターを設立。自給飼料の品質・収量の改善に向けた取組を実施。

【取組の内容】

▼ 良質サイレージづくり

・サイレージの発酵品質を高めるため、

バンカーサイロにおける収穫牧草の

鎮圧や密閉作業を入念に実施

▼ サイレージ栄養収量改善

・地域の環境に適した基幹草種を選定

（オーチャードグラスやチモシー）

・作溝法により追播を実施

・多草及び多品種混播で、土壌・気象条

件変化に対応

・サイレージ用とうもろこし倒伏対策と

して栽植密度を低減（約7,000本/10a）

させて播種

【取組の成果】
▼ サイレージ品質の改善

・サイレージの発酵品質評価（Ｖスコア）

が通年で安定

▼ 収穫量の増加

・牧草、サイレージ用とうもろこしとも

収穫量が増加。特にとうもろこしサイ

レージは確保量が約２倍に増加。

倒伏被害も最低限に抑制。

・サイレージ１ｋｇ原価が低下

▼ 乳質の改善、乳量の増加

・TMRを給与し始めてから生乳中の体細

胞数が減少し、構成員全戸平均20万

個/mlで安定して推移。

・生乳生産量が増加

品質の良い自給飼料で生乳生産力向上！



地域に合った収穫で自給飼料を最大限に生かす
マッケンジーファーム（士別市）

Ｈ２８

【経営概要】
・代表者 川又 卓磨

・経営形態 酪農経営

・労働力 4人（経営主・従業員3名）

・飼養体系 ＦＳ＋TMR＋放牧

・飼養頭数 経産牛65頭 育成牛48頭

・飼料作付面積 92.5ha（うち放牧地8ha）

【取組の経緯】
平成17年に就農し、平成25年に経営を継承。自給飼料の増産・高栄養化及び低コスト経営

を実現させるために、新たな取組みを実施。

【取組の内容】
▼ サイレージ用とうもろこしの作付け

平成18年に試験栽培を開始し、平成25

年で18ha、平成28年現在で30haまで作

付を拡大。

▼ 草地更新の実施

ほ場マップやほ場台帳を整備し、毎年5

～10ha程度、草地更新を実施。

▼ 草種の転換

チモシー主体草地から、オーチャード

グラス＋ペレニアルライグラス混播草地

主体に転換。収穫回数が２回→３回に増

加。収量の増加とサイレージの高栄養化

を図る。

▼ 麦類同伴播種・栽培への取組

平成26年から導入。草量確保や雑草

抑制効果を期待。

【取組の成果】

▼ 生乳生産量の増加

サイレージ用とうもろこしの給与及び

栄養化の高い草種の導入により、乳量

がアップし、冬期の落ち込みがなくなり

高位で安定するようになった。

▼ 草種構成の改善

全草地の牧草の割合が75%と、全道平

均（50%）に比べて高く、雑草の割合が

20%程度と低い。草地を最大限に活用。

▼ 牧草の収量増加、適期収穫の実現

多回刈り及び麦類同伴栽培により牧

草の収量が増加。また、多雨期から収

穫期をずらすことで適期収穫が可能とな

り、サイレージの品質が向上。

積極的な
草地更新と
多回刈り

低コストの
実現

収量増加



牧草多草種混播に挑戦！
村﨑牧場（大樹町）

Ｈ２８

【取組の経緯】
平成25年にFS牛舎建設による規模拡大に伴い、自給飼料増産の必要性が高まる。チモ

シー主体草地だったが、年３回以上刈り取りの出来るオーチャードグラスやペレニアルライグ

ラスに興味をもち、技術支援を受けながら牧草多草種混播に挑戦。

【経営概要】
・代表者 村﨑 隆一

・経営形態 酪農経営

・労働力 3.5人

・飼養体系 ＦＳ

・飼養頭数 経産牛130頭 育成牛80頭

・飼料作付面積 82.6ha

【取組の内容】
▼ 牧草地の造成

平成25年に牧草地を新たに造成。オー

チャードグラス主体で、ペレニアルライグ

ラスやアルファルファを混播。また、作付

していた小麦畑も全て牧草地に転換。

▼ イタリアンライグラスの混播

平成26年には一部ほ場で広葉雑草対

策としてイタリアンライグラスを混播。収

量アップを図る。

▼ 種子の追播

裸地や衰退草種には追播で対応。

▼ 高収量に見合った施肥

高収量になると肥料成分も多く必要に

なるため、腐熟たい肥の施用を心がけ、

刈取り後の追肥を実施。

【取組の成果】

▼ 牧草収量の増加

混播や多回刈りにより取組前に比べ

て収量が増加。現在は5～6t/10a、

TDN収量も増加。

▼ 雑草の減少

オーチャードグラスの導入により雑草

が減少し、牧草占有率が改善。

▼ 高栄養・高品質サイレージの生産

マメ科牧草（アルファルファ、白クロー

バー）を混播しているため、成分としてタ

ンパク質含量が高い。また、粗繊維の割

合が低く、高栄養・高品質なサイレージ

を生産。

植生改善で収量ＵＰ！品質ＵＰ！

追播

H26 H28
植生良好な牧草地



後継者が動いた！川西の植生改善
ＪＡ帯広かわにし（帯広市）

Ｈ２８

【取組の背景】
平成21年から「力ある草地・コーンづくり実践講

座」を開講し、後継者19名が塾生として参加。そ
の中で、自給飼料生産に対する悩みや問題点
が共有され、解決への機運が高まる。塾生と関
係機関が一体となり地域全体の自給飼料品質と
収量を高める活動を行うため、JA帯広かわにし
酪農プロアップHHB事業を立ち上げる。

【取組の内容】
▼ 草地更新・施肥改善

・草地管理計画を作成して草地更新を

実施。現地巡回指導を強化。

・施肥設計システムを活用して施肥

相談会を実施。

▼ 土地の有効利用

・収量確保に向け、ライ麦とサイレージ

用とうもろこしの二毛作を実証試験。

・土地不足への対応として、畑作農家

へサイレージ用とうもろこし栽培を

委託するシステムを検討。

▼ 技術発信

・現地研修会や報告会を開催。

・本事業で得られたデータを活用し、

技術資料「そうだ 草地に行こう！」を

作成。全戸に配布。

【活動体制】

植生改善プロジェクトチーム

帯広市、十勝農協連、道総研、
普及センター、指導農業士、
ホクレン、JA帯広かわにしなど
関係機関・団体

高品質自給飼料生産に
向けた植生改善

収量確保に向けた
土地の有効活用

活
動
期
間(

３
年)

実証試験、情報提供、
研修会の開催、
各種事業の推進

酪農家
モデル農家（塾生）

低コスト栽培に向けた
施肥改善

一体となって活動！！

関係機関生産者

【取組の成果】
▼ 植生改善・施肥改善

・ほ場における牧草の割合が上昇、

雑草割合が減少。

・適切な施肥により、飼料用とうもろこし

１ha当たりの肥料代が減少。

▼ 自給飼料の増産

・牧草乾物収量やサイレージ用とうもろ

こしTDN収量が増加。塾生も収量増加

や品質向上を実感。

・新たな農地取得が難しい中、耕畜連

携や麦類の栽培により自給飼料確保

量を拡大

▼ 規模拡大

・牧草・とうもろこし収量が増加したこと

により増頭が可能に。乳量が増加。



牧草を活かしたＦＳ放牧スタイルの実践
守谷牧場（猿払村）

Ｈ２９

【経営概要】
・代表者 守谷 学

・経営形態 酪農経営

・労働力 3人（経営主・従業員・妻と母）

・飼養体系 ＦＳ（TMR）＋放牧（日中）

・飼養頭数 経産牛75頭 育成牛55頭

・飼料作付面積 85ha（うち放牧地12ha）

【取組の経緯】
平成10年に3代目として就農。繋ぎ牛舎＋放牧のスタイルで経営していたが、平成18年に

父が亡くなり、労働力不足に陥る。搾乳作業や放牧時の牛の出し入れ作業が大変になり、規

模縮小するも赤字経営となる。

【取組の内容】
▼ 飼養体系の変更

平成21年にＦＳ＋パーラー＋放牧の飼

養体系に切り替え、搾乳作業、牛の出し

入れ、給餌作業などの省力化を図る。

▼ 給餌

粗飼料主体とし、放牧草＋ＴＭＲで1日

の乾物摂取量に占める粗飼料割合を

60%前後に調整。

▼ 収穫作業

オーチャードグラスを導入し、近隣農家

4戸と共同で適期刈り取りを実施。3番草

まで収穫。

▼ 草地更新

3～4ha/年のペースで自力更新。草地

の維持は適正な施肥でコントロール。

【取組の成果】

▼ ＦＳ＋パーラーの効果

・作業量の軽減に繋がり、規模拡大を

実現。

・スラリーの活用で化成肥料が減少。

▼ 放牧の効果

・ストレス軽減、蹄病予防に繋がり、

牛の健康を維持。

・放牧草利用でコストを低減し、

乳飼比は20%前後で推移。

・牛舎の管理作業が半減。

・牛舎が乾燥しクリーンな環境を提供。

▼ 経営状況の改善

・乳量を高いレベルでキープでき、

繁殖成績も良好。経営が安定。

・作業の省力化
・飼料コスト低減

ゆとり＆儲かる経営
フリーストール 放牧



草地の植生改善に向けた取組み
農業生産法人 （株）TACSしべちゃ（標茶町）

Ｈ２９

【会社概要】
・従事者 役職員3名、従業員2名、

パート3名＋研修生

・飼養体系 FS＋パーラー

・飼養頭数 424頭（H29）

（経産牛232頭、育成牛192頭）

・生乳生産量 2,574ｔ（H28）

・飼料作物面積 約320ｈａ（H29）

【会社設立の経緯】
標茶町・JAしべちゃ・雪印種苗（株）の3者の出資により、平成25年に設立。草地資源を最大限

に有効活用する草地型酪農の基盤を確立し、自給飼料を中心とした低コスト経営モデルを構築す

ること、その実践内容を地域へ積極的に普及することなどを目的とする。

【取組の内容】
▼ 草地更新・追播
・植生改善に向けて、H27から毎年、計画的に

草地を更新。
・地域への普及として、完全更新・表層攪拌更新・

作溝更新で生育を比較検討。
傾斜地の更新方法を検討。

・フロストシーディングの実践。

▼多様な草種の選択
・オーチャードグラス主体草地をつくることにより、
雑草の防除を図るとともに、収穫時期をずらして
コントラクターの有効活用及び適期刈り取りを実施。

・ペレニアルライグラス導入により、サイレージの
嗜好性や栄養価を高める。

▼ １番草刈り遅れ対策
・サイレージの発酵品質を高めるため、
刈取高を10cm→15cmに、
切断長を14mm→9mmに変更。

・サイレージ調製の際に乳酸菌＋ブドウ糖を添加。
▼ メドフォックステイル圃場対策
・ライ麦作付と除草剤散布によりメドフォックステイルを
防除してから牧草を播種。

【今後について】
・条件が悪く雑草率の高い圃場もあるため、引き続き計画的に草地更新や追播を進めて
いくとともに、サイレージ調製を工夫して品質向上を図る。
・植生改善に関するデモンストレーションや研修会を実施し、地域への技術発信を進める。

草地更新

地域への普及

サイレージ調整



サイレージを良くする
ＪＡけねべつTMRセンター アクシス（中標津町）

Ｈ２９

【経営概要】
・構成員数 15戸

・出荷乳量 11,160ｔ（H28）

・飼料作物面積 928ｈａ（H29）

・施設・整備 バンカーサイロ 28本

圧縮梱包機、ミキサー等

・収穫作業、構内作業、ふん尿処理は

コントラクター委託。

【取組の経緯】
平成23年稼働開始。稼働当初、構成員から調整したサイレージに対し、品質が良くない、牛

の喰いが悪い、病気が増えたなどの声が挙がった。安定して良いサイレージが欲しいという

構成員共通の想いから、改善に向けて取り組みを実施。

【取組の内容】

▼ 草地更新

毎年8%の更新率を目標に実施。更新

時に除草剤を2回散布。OGとPRを混播し

て、雑草への競合力を高める。

▼ 雑草除去

草地→とうもろこし→草地の輪作により

雑草をクリーニング。

▼ 高刈りの実施

牧草収穫時に刈り取り高を10cmに設

定。土や糞の混入を防止し、サイレージ

の発酵品質を高める。

▼ 圃場へ行く機会の提供

肥料まきやゴミ拾いなどで圃場に行っ

てもらい、草地の状況を農家自身の目で

確認してもらう。

【取組の成果】

▼ サイレージ品質の改善

・雑草減少、原材料への異物混入減少

によりサイレージ品質改善。

・構成員自身もサイレージが良くなったこ

とを実感。

▼ 乳量・繁殖成績の向上

・サイレージの品質が良くなったことで、

個体乳量が増加。

・分娩間隔が短縮。

▼ 経営収支の向上

・良質サイレージにより濃厚飼料購入

量減少、乳飼比低下

・構成員が他の構成員の草地や飼養状

況を把握することにより、経営改善へ

のモチベーション向上。

良い草地、
良いサイレージ
づくりで
経営収支向上！


