
草地の植生改善に向けた
TACSしべちゃの取組みについて

農業生産法人 株式会社 TACSしべちゃ

取締役 場長 龍前直紀



北海道標茶町の概要
 人 口：7,728人（平成29年10月末）

 面 積：1,099.41K㎡（東京都の約半分）

 名前の由来：アイヌ語で「大きな川のほとり」

 主産業：酪農畜産；飼養頭数56,630頭（平成29年9月末）

 気 候

夏→日照時間が短い 最高気温が30度を超えることも。

秋→比較的晴天 晩秋の早朝は冷え込み、

全国の最低気温とニュースに流れる。

冬→積雪は少ないが、マイナス20度を超える。

※夏暑く冬寒いというやや内陸的な気候

釧路湿原の約65％は標茶町
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① 事業名形態：農業生産法人 株式会社 ＴＡＣＳしべちゃ（農業生産法人）

② 事業所：川上郡標茶町字オソツベツ

③ 資本金：95,000千円

④ 名前の由来：Town（標茶町）

Agricultural  Cooperative（標茶町農業協同組合）

Snow Brand Seed（雪印種苗）

⑤ 設立の経緯と目的：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の実現とその実践内容を積極的に地域へ普及
していくとともに、農業生産高の維持向上と担い手の育成を進める。

⑥ 役職員 取締役3名（常時農業従事者2名）
従業員（トレーナー）2名、パート3名
長期研修生 家族3組6名（うち1組はG.TACS勤務）、単身者3名 合計9名
短期研修生および体験希望者 14名（平成29年4月～11月間）

⑦ 事業開始：平成25年11月25日会社登記：平成27年4月3日より搾乳開始

※放牧形態型農場Grazing TACS：平成29年4月1日より搾乳開始

ＴＡＣＳしべちゃ会社概要



出荷乳量（平成28年度）2,574トン

飼養頭数（平成29年10月末）経産牛 232頭、育成牛 192頭 合計424頭

乳検データ（平成29年10月）

1頭当乳量29.4kg/日、経産牛1頭当り10,054kg

空胎日数128日、分娩間隔 399日、妊娠率31％、発情発見率86％

乳質・乳成分（バルク乳：平成29年10月下旬）

Fat3.91% 、P3.33%、無脂固形分8.79％、SCC4.7万/ml、生菌数0.1万/ml

牧草地面積（平成29年度）約320ha（うちデントコーン作付面積約50ha）

牧草収量（10a当り）:1番草1.96t、2番草1.08t、3番草1.21t

デントコーン（10a当り）: ビビット（RM80）6.7t、ソリード（RM78）5.6t

ＴＡＣＳしべちゃ生産概要



バンガーサイロ
6基 7,155.9㎥

300頭フリーストール 3947.4㎡
搾乳牛、乾乳前後期、分娩房
搾乳棟652.05㎡
18Ｗ パラレルパーラー

スラリーストア
5,278㎥

既存
バンガーサイロ
5基 2,716.4㎥

既存
スラリーストア

2,686㎥

既存フリーストール 1,626.82㎡
生後3カ月齢～分娩2ヶ月前

哺育舎 194.4㎡

標茶町農業研修センター
“しべちゃ農楽校”



横臥率が高い。
跛行割合は全体の３％に抑制

痩せている牛と太っている牛の割合は、いずれも１％未満



１８頭ダブルのパラレルパーラー
搾乳作業は４～５名、搾乳時間は2時間程度



 平成25年：圃場調査実施（植生・収量調査・土壌サンプリング）

 平成26年：牧草地への追播30haおよびデントコーン10haの試作

 平成27年：牧草地の植生改善へ向けた具体的な取組み開始

牧草地への追播30ha(8/12～14）

草地更新20ha（表層攪拌更新）⇒雪腐防止対策（殺菌剤散布11/19）

草地更新デモ：更新方法の比較（8/20）⇒フィールド研修会（10/20）

フロストシーディング3.5ha（11/23)

 平成28年：収穫時の刈遅れ対策およびMFT圃場対策

1番草刈遅れ対策

草地更新12ha（表層攪拌更新）

メドウフォックステイル圃場対策⇒ライ麦播種

フロストシーディング8ha

 平成29年：傾斜地の更新方法検討およびMFT圃場対策継続

雪腐大粒菌核発生圃場対策（4/21播き直し）

草地更新39ha（表層攪拌更新）⇒雪腐防止対策（殺菌剤散布11/17）

草地更新デモ：傾斜地の更新方法検討（8/18）⇒フィールド研修会（10/20）

メドウフォックステイル圃場対策継続⇒牧草播種

フロストシーディング14ha

自給飼料生産の取組み経過







植生割合の比較と経過
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※全道・根釧地区：強害雑草マニュアル2016（北海道版）平成24～26年調査（全道12,003筆、根釧2,372筆）
※標茶町：JAしべちゃ 平成28年調査（179筆）
※TACS：（30筆）



平成29年：植生調査結果
～ 平成29年5月19日調査 ～
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：更新済み圃場
：平成29年更新



追播草種および播種量
オーチャードグラス （バッカス）：10㎏/ha
ペレニアルライグラス（フレンド）：10㎏/ha

平成26年：植生改善の取組み
追播の実施

平成26年9月1～3日：およそ30ha



追播草種および播種量
オーチャードグラス （バッカス）：10㎏/ha
ペレニアルライグラス（フレンド）：10㎏/ha

平成26年：植生改善の取組み
追播の実施

平成26年9月18日（播種後2週間目）



平成26年：植生改善の取組み
追播の実施

追播後、翌年の状況 平成27年8月



平成27年：地域への技術発信
～更新方法の比較検討デモ：平成27年8月20日～



平成27年7月17日：除草剤散布
1番草収穫後一ヵ月目、草丈およそ40㎝で
ラウンドアップ散布。（500ml/50ℓ/10a）

平成27年8月3日：2回目除草剤散布
1回目散布からおよそ2週間目。散布ムラ等により
2回目のラウンドアップ散布。（250ml/50ℓ/10a）

平成27年8月9日：枯草の除去

長い枯草が残っていると播種作業に影響するため圃場外へ搬出する。バタフライで刈取り、
自走式ハーベスターで粉砕した。ロールにして搬出する事例が一般的である。

平成27年：更新方法の比較検討
～ 除草剤処理 ～



①除草剤処理

②堆肥（ｽﾗﾘｰ）の散布
平成27年8月13日散布
堆肥散布量：およそ7t/10a

③プラウ耕起
平成27年8月13日耕起

④土壌改良材散布
平成27年8月16日散布
防散苦土炭カル400kg/10a

⑤整地
平成27年8月17日整地

⑥播種
平成27年8月25日播種
オーチャードグラス（バッカス） 16kg/ha

ペレニアルライグラス（フレンド）4kg/ha

アルファルファ（ケレス） 5kg/ha

⑦施肥
平成27年8月26日施肥
BBS122：40kg/10a、ダブリン：50kg/10a

⑧鎮圧
平成27年8月26日鎮圧

ブリリオン グラスシーダーによる播種

マニュアスプレッターによる堆肥散布

リバーシブルプラウによる耕起

パワーハローによる整地

平成27年：更新方法の比較検討
～ 完全更新 ～



①除草剤処理

②土壌改良材散布
平成27年8月16日散布
防散苦土炭カル400kg/10a

③堆肥（ｽﾗﾘｰ）の散布
平成27年8月17日散布
スラリー散布量：およそ9t/10a

④心土破砕
平成27年8月17日実施
サブソイラーによる心土破砕深さ５0㎝に設定

⑤表層攪拌+播種
平成27年8月25日実施
表層攪拌：ニプロ アッパーロータリーSUM-300

播種機：アマゾーネ グリーンドリル200

播種量
オーチャードグラス（バッカス） 16kg/ha

ペレニアルライグラス（フレンド） 4kg/ha

アルファルファ（ケレス） 5kg/ha

⑥施肥
平成27年8月26日施肥
BBS122：40kg/10a、ダブリン：50kg/10a

⑦鎮圧
平成27年8月26日鎮圧

スラリー散布

サブソイラーによる心土破砕

深さ50cmに設定

アッパーロータリー + グリーンドリル

ブロカスにて土壌改良材
および基肥散布

平成27年：更新方法の比較検討
～ 表層攪拌更新 ～



播種後1ヵ月目（平成27年9月25日現在）

播種ムラの原因は？
今後の対策は？

播種後1週間目（平成27年9月8日現在）
シードマスターによる播種

①除草剤処理

②土壌改良材散布
平成27年8月16日散布
防散苦土炭カル400kg/10a

③播種
平成27年8月25日播種
播種機：シードマスター
播種量
オーチャードグラス（バッカス） 16kg/ha
ペレニアルライグラス（フレンド） 4kg/ha
アルファルファ（ケレス） 5kg/ha

④施肥
平成27年8月26日施肥
BBS122：40kg/10a、ダブリン：50kg/10a

平成27年：更新方法の比較検討
～除草剤を利用した作溝型播種機による簡易更新 ～



2番草の刈取り

①2番草刈取り
平成27年8月12日刈取り
※刈取り後10日以内に追播実施

②播種
平成27年8月12日播種
播種機：シードマチック
播種量：オーチャードグラス（バッカス） 10kg/ha

ペレニアルライグラス（フレンド）10kg/ha

播種後27日目（平成27年9月8日現在）

シードマチックによる追播

平成27年：更新方法の比較検討
～作溝型播種機による追播 ～



平成27年：更新方法の比較検討
～表層攪拌更新と完全更新の生育比較～

表層攪拌による更新

播種後1ヵ月目（平成27年9月25日現在）

完全更新



平成27年：地域への技術発信
～フィールド研修会 平成27年10月20日～



平成27年：植生改善の取組み
～更新圃場へ雪腐防止対策として殺菌剤散布～

平成27年11月19日実施
トップジンM水和剤：1500倍



（kg/10a）

調査日/処理区 Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区 Ⅰ区 Ⅱ区 Ⅲ区 Ⅳ区

　　1番草（6/13） 2,652.8 3,396.5 2,729.4 2,109.0 381.1 455.2 405.4 315.9

　　2番草（8/5） 2,578.2 1,771.4 1,740.0 922.2 413.8 303.4 294.1 173.0

　　3番草（10/7） 1,196.3 945.2 1,470.6 960.4 285.2 247.3 316.2 203.7

合  計 6,427.3 6,113.1 5,940.0 3,991.6 1,080.1 1,005.9 1,015.7 692.6

Ⅰ区：完全更新、Ⅱ区：表層攪拌、Ⅲ区：簡易更新、Ⅳ区：追播

生   草 乾   物

※表層攪拌データは、3K-1と3K-2、N-7の6反復の平均値を利用

平成28年：1番草の刈遅れ対策



刈取り高さ：10㎝ ⇒ 15㎝へ変更

切 断 長：14㎜ ⇒ 9㎜へ変更

平成28年：1番草の刈遅れ対策



乳酸菌添加剤：サイマスターの添加 ブドウ糖0.4％添加

平成28年：1番草の刈遅れ対策



平成28年9月12日播種
表層攪拌：ニプロ アッパーロータリーSUM-300

播種機：アマゾーネ グリーンドリル200
播種量：オーチャードグラス（バッカス） 16kg/ha

ペレニアルライグラス（フレンド） 4kg/ha
アルファルファ（ケレス） 5kg/ha

平成28年：更新圃場
～播種後およそ5週目の状況～

（平成28年10月19日現在）



平成28年：更新圃場
～播種翌年の越冬状況～

（平成29年4月13日現在）

前年は、積雪が早く殺菌剤による
防除が未処理だったためか、雪腐大粒
菌核病の発生が確認された。

平成28年：更新圃場
～播き直し16日目の状況～

（平成29年5月7日現在）

平成29年4月21日：全面播き直し
播種量：OG 16㎏ + PR 4㎏ + AF 5㎏
⇒ 4月25日鎮圧

平成29年4月21日：全面播き直し
播種量：OG 16㎏ + PR 4㎏ + AF 5㎏
⇒ 4月25日鎮圧

平成28年：更新圃場
～播き直し16日目の状況～

（平成29年5月7日現在）



平成28年：更新圃場
～1番草収穫後の再生状況～

（平成29年6月26日現在）

1番草収穫：平成29年6月18日



平成29年：地域への技術発信
～標茶地域特有の傾斜地における草地更新方法の検討～



平成29年：地域への技術発信
～標茶地域特有の傾斜地における草地更新方法の検討～



平成29年：地域への技術発信
～標茶地域特有の傾斜地における草地更新方法の検討～



平成29年：地域への技術発信
～傾斜地での草地更新デモ 平成29年8月18日～

穿孔型播種機：グレイトプレインズ
ノーティルシーダー NTS2509

表層攪拌：ニプロ アッパーロータリー SUM-300
播種機：アマゾーネ グリーンドリル 200



平成29年：地域への技術発信
～サブソイラーによる心土破砕 平成29年8月16日～



平成29年：地域への技術発信
～サブソイラーによる心土破砕 平成29年8月16日～



平成29年：地域への技術発信
～台風18号後の状況 平成29年9月18日～

平成29年：地域への技術発信
～生育状況 平成29年10月14日～



平成29年：地域への技術発信
～フィールド研修会 平成29年10月20日～



平成28年：メドウフォックステイル圃場への対策
～ 1番草収穫後の除草剤処理から播種まで ～

①除草剤散布：平成28年8月 24日

グリホサート系（500ml/50ℓ/10a）

②心土破砕：平成28年9月11日

③播種日：平成28年9月27日

④播種量：ライ麦 R-007；8㎏/10a

⑤基 肥：BB535（15-13-15-3）；40㎏/10a



平成29年：メドウフォックステイル圃場への対策
～ 越冬後の生育、および収穫状況 ～

越冬後の状況：平成29年4月16日

収量調査：平成29年6月12日
生収量：2.6t/10a、乾物収量：357㎏/10a

刈取り⇒収穫
平成29年6月26日⇒7月1日

水分
(%)

CP

(%)

DIP

(%)

UIP

(%)

SIP

(%)

OCW

(%)

Oa

(%)

Ob

(%)

NDF

(%)

ADF

(%)

NFC

(%)

63.12 14.64 11.23 3.41 7.79 67.06 12.53 54.54 65.90 41.64 12.90

TDN

(%)

粗脂肪
(%)

Ca

(%)

P

(%)

Mg

(%)

K

(%)

58.67 1.56 0.24 0.28 0.14 2.05

乳酸
(%)

ﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ
酸(%)

酢酸
(%)

酪酸
(%)

ﾊﾞﾚﾘｱﾝ
酸(%)

ｶﾌﾟﾛﾝ酸
(%)

VBN/TN

(%)
pH

V-SCORE

(点)

0.40 - 0.03 - - - 6.49 6.04 97.01

ライ麦ロールパック飼料成分および酸組成



平成29年：メドウフォックステイル圃場への対策
～ 除草剤処理後の状況 ～

（平成29年8月16日）

除草剤散布
1回目：平成29年7月 21日：グリホサート系（500ml/50ℓ/10a）
2回目：平成29年8月 28日：散布ムラの一部



平成29年：メドウフォックステイル圃場への対策
～播種後35日目の生育状況 ～

（平成29年10月14日）

①土壌改良材散布：平成29年8月23日
防散苦土炭カル400kg/10a

②播種日：平成29年9月10日（表層攪拌更新）
チモシー（ヘリオス） 20kg/ha

③施肥：平成29年9月11日
BBS122：40kg/10a、重焼燐40kg/10a

④鎮圧：平成29年9月11日



平成29年8月23日
防散苦土炭カル700kg/10a散布

平成29年9月9日播種
チモシー（シリウス） 19kg/ha
シロクローバ（リベンデル）1kg/ha

平成29年：更新圃場
～チモシー主体草地～

（2N-1：12ha）



除草剤散布：グリホサート系:500ml/10a
1回目：平成29年7月21日
2回目：平成29年8月08日

土壌改良材散布：平成29年8月30日
防散苦土炭カル400kg/10a

心土破砕：平成29年9月4日（ サブソイラー50㎝）
播種日：平成29年9月7日（表層攪拌）
播種量：オーチャードグラス（バッカス） 16kg/ha

ペレニアルライグラス（フレンド）4kg/ha
アルファルファ（ケレス） 5kg/ha

基肥散布：平成29年9月11日
BB122-2：40kg/10a、重傷燐：40kg/10a

鎮圧：平成29年9月11日

平成29年：更新圃場
～オーチャードグラス主体草地～

（3N-4・5：20ha）



平成29年11月17日
雪腐防除：殺菌剤散布

トップジンM 1500倍

平成29年：更新圃場
～ 更新圃場へ雪腐防止対策として殺菌剤散布 ～



平成29年：維持管理圃場
～更新3年目の圃場へリノベータ施工～

平成29年11月12日
グラスリノベーターによる心土破砕

pH
リン酸

吸収係数
有効態
リン酸

塩基
置換容量

(H2O) P2O5 Bray2 CEC CaO MgO K2O

㎎/100ｇ ㎎/100ｇ me/100g ㎎/100ｇ ㎎/100ｇ ㎎/100ｇ %

H25.06.21 5.73  1,589 10.3 27.0 290.1 24.3 9.6 43.6

H27.06.22 5.27  1,828 44.2 30.6 368.0 31.5 6.6 48.5

H29.10.15 6.25  1,898 42.2 31.3 558.0 50.0 9.0 72.3

N-7
表層攪拌

H27.8.25

圃場番号
草地更新
播種日

更新方法

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ
年 月 日

置換性塩基 塩基
飽和度



CO収穫後デスクハロー掛け：平成29年10月20日
心土破砕：平成29年11月12日（ サブソイラー50㎝）

土壌改良材散布：平成29年11月14日

防散苦土炭カル200kg/10a

播種日：平成29年11月20日（表層攪拌）

播種量：チモシー（ホライズン） 23kg/ha

鎮 圧：平成29年11月22日

播種日：平成29年11月20日（表層攪拌）

播種量：チモシー（ホライズン） 23kg/ha

鎮 圧：平成29年11月22日

平成29年：更新圃場
～フロストシーディング～

（DCT-1 トウモロコシ跡：14ha）



平成29年：更新圃場
～ フロストシーディング後の鎮圧タイミング ～

放射冷却を利用したタイミング

ローラーに土の付着は無し！



ありがとうございました。


