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酪農経堂におけるふん探知理技舗の導入事例

…北海道畑作地替を対象に-

1.はじめに

2.ふん尿処理方式の推移

3. ふん尿処理の実態

1)畜産部門の粗生産額が 50%米識で，

かつ共同堆肥化処理施設がないの地

に立地する酪農経営

2)畜産部門の粗生産額が 50%未満でかつ

共同堆肥化処理施設がある

藤田直総*

に立地する酪農経営

3)畜産部門の粗生産額が 50%~ 75 %の

に立地する爵農経営託の利点と罷

題点

4)畜産部門の粗生産額が 75%以上の地域

に立地する離農経営

4. 大型ふん尿処理施設利用農家の実態

5. むすび

1.はじめに

家高ふん尿に起臨する環境問題

における共同ふん尿処理施設の有無等によっ

酪農主 て，生じる問題や処理方法は異なる。処理方

産地として位置づけられている北講道におい

ても顕在化している。 1999年 f家畜排せっ物

の管理の適正也および利用の促進に関する法

律」が施行され，麟農経営は適正なふん尿処

理を求められている。しかし， r平成 13年度

全国酪農基礎調査報告審j によれば，家議排

せっ物法へ対応済みの経営が北海道で 12.3% 

(全国で 15.6%)と，対応が進んでいない。

家畜ふん尿問題は経営の立地する地域や規

模などの経営条件によって異なり，処理方法

も多様である。経営が立地する地域が畑作地

帯，酪農地帯か都市近郊であるか，経営が利

用している牛舎形式，牧草地やデントコーン

などの耕地の条件(平地か額斜地か)，吟地域内

*動向解析研究室

法も堆肥処理やスラリー処理，利用方法も全

量経営耕地還元か，一部近隣の畑作農家へ譲

渡，販売など様々な方法がある。

家憲ふん尿問題における立地条件に関して，

矢坂〔幻は，酪農適地・中山間地域，都市近

郊・混住化地域に分類し，ふん尿処理賠閣の

地域性について明らかにした(注1)。ここで

は，北海道を「酪農適地j として一括Lてい

るが，北権道の離農地域には根釘iIや天北のよ

うな酪農専業地域や十勝や斜網のような畑作

酪農地域などが存在するのはj湾知の通りであ

る。特に，畑作酪農地域の中でも，畑作主体

の地域や酪農主体の地域が存在し，地域によ

ってふん尿処理方式や賄題点が異なる。した
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がって，熔作離農地域における立地条件の区

分として，畑作と酪農の混住度合いに関する

指標が必要と思われる。また，館前で大型ふ

ん原処理施設を導入している経営についても

合わせて検討した。

本稿では，酪農経営でこれまで行われたふ

ん尿処理方式の推移を整理した上で，現在行

われているふん尿処理技術の導入および利用

実態安北海道畑作地帯を対象に地域別および

共同型ふん尿処理施設の有無別に明らかにす

る(注 2)。次に，大型ふん尿処理施設を導入

している酪農経営の事例を整理し，個加農家

が北海道でこれらの施設を導入可能かを考察

する。調査対象は，北海道畑作酪農地帯に立

地する酪農経営 9戸および大型ふん尿処理施

設を導入している酪農経営 2戸である。前者

については，農業粗生産額における畜産部門

が占める割合が 50%未満の地域に立地する経

営4戸，同じく 50~ 75 %の地域に立地する

経営 3戸，同じく 75%以上の地域に立地する

経営 2戸を抽出した。調査年度は， 1999 ~ 2000 

年度である。

2.ふん原処理方式の推移

本節では，酪農経営が行ってきた従来のふ

ん尿処理作業について述べる。

1960年以前は手作業中心で、あった。捨ふん

作業は，マニュアフォークやスコップなどで

ふん尿を集めて一輪恵などで牛舎タトに搬出し，

堆肥場や臨場へ野積みしている農家がほとん

どであった。散布適期である春先や秋には，

栴杓やスコップ，一輪車などを用いて圃場に

散布し，余剰物は山林や河川|などに蕗棄して

いた。当時は飼養頭数が 10頭未満で、あったた

め，この方法でも十分対応できた。

餌養頭数が増加するにつれ，ふん尿処理作

業は手作業では対応しきれなくなる。 1965年

頃から，除ふん作業では，パーンクリーナー

や自然流下式ふん尿溝を利用するようになっ

た。牛舎外へ搬出後は堆肥盤や尿摺，ラグー

ン，スラリーストアへ貯留し，これらが満杯

になれば圃場へ移動させて野積みしていた。

散布適期である春先や秋には，ふんや土佐肥は

マニュアスプレッダー，尿やスラリーはバキ

ュームカーを利用して掴場に散布した。また，

一部は近隣の畑作農家に麦稗との交換という

形で譲渡するようになった。除ふん作業は，

暖地の酪農経営では自然流下式ふん尿溝(注

3) ，寒冷地の酪農経営ではパーンクリーナー

がそれぞれ多く用いられた。

1990年代に入りさらに規模拡大が進むと，

フリーストーノレ・ミルキング、パーラ一方式を

導入する農家が増加する。この方式では，除

ふん作業にフロントローダやスクレーパを科

用する。スクレーパは適正な牛舎設計がなさ

れない場合，ふん尿が残り牛体を汚すなどの

欠点を持つため，現在でもこの方式を利用し

ている経営の多くは，フロントローダを利用

している。貯留には従来のつなぎ牛舎同様，

堆肥盤，堆肥舎，ラグーン，スラリーストア

を用いている。一部，圃場に移動させて野積

みしている農家も存在する。牛舎から搬出す

る時，ふん尿は臨液分離は難しく混合状態で

搬出される。堆肥化する場合は，多量の敷料

口
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や水分調製材の投入や切り返し作業が必要と

なる。回数は農家によって異なるが，ほとん

どの農家はフロントローダやパックホーを用

いている。スラリー処理する場合においても，

爆気処理を行っている農家も存在する。こう

したやり方は現在に至っても変わらない。

以上のように，酪農経営は，鈎養頭数規模

拡大や牛舎構造の変化に呼応して，さまざま

なふん尿処理技術を導入して作業の省力化を

函り実現してきた(注 3)。堆肥クレーンなど

の大型堆肥処理技術も開発されているが，ま

だ広く普及されていない。

近年では大規模化が進行したためふん尿が

多量化している。乳価の抵迷，子牛や廃用牛

などの副産物価格の低下もその傾向に拍車を

かけている。それゆえ，散布可能な耕地話積

の不足，処理するための労働力の不足盛期

内の散布不可能等のふん尿の内部処理圏難性

が大きくなり，余剰ふん尿が生じやすくなっ

ている。ふん尿は堆肥盤等では貯留しきれず，

摺場等へ野積みせざるを得ない事例も少なく

ない。現在においても，ふん尿の中でもふん

の処理は野積みが圧倒j的に多い。家畜排せっ

物法では，この従来方式は認めておらず，離

農を含めた畜産経営に堆肥舎の建設などの対

応が求められているが，投資額の高さなどか

らなかなか対応が進んでいない。

3.地域別にみたふん尿処理の実態

本節では，立地条件に若目して事例を整理

する。具体的には，農業組生産額における音

産部門が点める割合が 50%未満の地域(畑作

主体)， 50 ~ 80 %の地域(酪農主体)， 80 % 

以上の地域(畑作ほとんどなし)である。 50

%未満の地域の中で，堆肥センターおよび液

肥センターなどの支援システムが整備されて

いる地域に立地する酪農経営の事例について

も検討する。

1 )畜産部門の粗生産額が50%未満で，か

つ共同堆ß~化処理施設がない地域に立

地する欝農経堂

ここでは，農業粗生産額における耕種部門

が約 80%である OB市に立地しているA-l

経営，および農業級生産額において畜産部門

と耕種部門が半々である UR町に立地してい

るA-2経営を取り上げる。いずれも，地域

に共同堆肥化処理施設はない(表1)。

(1)経堂概況と労働力

A 1経営は，経産牛 37頭，乳量 10，000kg

/頭，耕地面積 18.2ha(牧草 12.7ha，デント

コーン 5.5ha) の酪農専業経営である。牛舎は

つなぎ飼い牛舎を手IJ用している。従事者は経

営主と妻，雇用の 3名であるが，妻は搾乳の

みに従事し，雇用は非常勤 1名で搾乳a 飼料

給与，牛舎清掃を担当し， 1 13 3時間で 100

日間従事している。労働力は実質1.3人であ

り 1人当たり労働時期は 3，500時間である。

A-2経営は，経産牛 70頭，乳量 9，000kg

/頭，耕地面積 56ha(牧草 45ha，デントコー

ン llha)の酪農専業経営である。 1998年より

フリーストーノレ牛舎を利用している。従事者

は経営主と妻，長男(後継者)である。 1人

Q
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当たり労働時間は 1，800時間である。

(2)ふん原処理方式と利用方法

A-l経営では，ふん成は堆肥処理してお

り，牛舎からはパーンクリーナーおよびロー

ダを用いて搬出し，堆肥盤および尿溜に貯留

している。数料は麦稗を年間 36t利用してい

る。麦稗は近隣の畑作経営より購入している。

堆肥処理工程については，切り返し1.5回/

年，堆肥利用期間は春，秋，牧草の更新時で

あり，涼については春，牧草の更新時に利用

している。曝気は行わない。堆肥利用につい

ては， 50 %は自家闘場散布など経営内で利用

し， 50 %は畑作農家などに販売している。価

格は 500円/tである。堆肥散布に用いるマ

ニュアスプレッダは 8戸共同で 2台 (200万

円/台)所有している。

A-2経営でも，ふん尿は堆肥処理を行っ

ている。牛舎からローダを用いて搬出し，堆

肥舎に貯留している。敷料は麦稗を年に 12t 

利用している。麦稗は近隣の熔作経営から堆

肥との交換という形で入手している。堆肥処

理工韓については，切り返し作業を春と秋の

2臨/年行っている。尿は堆肥と混合してい

る。国液分離は行っていない。堆肥利用方法

は，秋期に自家臨場数布と，近隣の熔作経営

への譲渡である。臨場数布では，パックホー

およびスカベンジャーを用いている。

(3)ふん環処理施設と投資

A-l経営では，ふん尿処理施設は堆肥盤

および尿溜を利用している。窓量は，堆肥盤

400m
2，尿摺 42.5ばであり，築年はそれぞれ 20

年， 25年である。施設の容量に関しては不足

であるとしている。事業費はそれぞれ 100万

円， 50万丹である。家畜排せっ物法には米対

応で，対応した堆肥舎建設に関しては計画中

である。

A-2経営では，ふん尿処理施設は堆肥舎

を利用している。容量は 600ばであり，築年

は1年である。施設の容量に関しては不足と

している。筋設導入における事業費はし200

万円であり，自己負担率は 25%である。家畜

排せっ物法には対応している。当施設を導入

するに当たり，牛舎も従来のつなぎ方式から

フリーストール・ミノレキングパーラ方式へ転

換している。

(4)ふん尿処理における問題点

A… 1経営は，牛舎内のふん尿溝の修理，

堆肥舎建設，販売価格，酪農と畑作の連携に

ついて挙げている。特に，酪農と畑作の連携

の重要性を意識しており，それをスムーズに

させるために販売基準価格の設定は器係機関

などが行い，ふん尿陪題は双方が協力し合う

等，地域全体で取り組むべきとしている。

A-2経営は，堆偲舎の建設における投資

額の高さを挙げている。また，堆肥舎を導入

しでも生堆肥に屋根をかけるだけでは，必ず

しもふん尿処理を行ったことにはならないこ

とや，もしふん尿処理を徹底させるのであれ

ば，投資額が障害となることを指摘している。
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表 1 謂変対象農家のふん尿処理概況(畑作主体・共同堆肥処理路設なし地域)

経営 A-1 A-2 

地域 OB市(十勝) UR町(十勝)

経産牛飼養頭数 37頭 70頭

耕地面穣 18.2ha 56ha 

家族従事者 2人 3人

雇用 有(1名=非常勤) 鐙E

鈎養管理労働待問/人 3，500待問他日 1，800待問

牛舎形態 iつなぎ jフリーストール

ふ|処環方式 i堆肥 i堆肥

ん j施設 |堆肥盤，尿溜 i堆肥会

尿 i事業費 i堆sE盤=100万円 11，200万円

処 尿溜寸0万円 | 

理|自己負担率(投資額 1100% (150万円 125% (300万円)

施|築年 |堆肥縫=20年 11年

設 尿溜=25年

容量 堆E巴盤=400m'

尿 溜 出425m3

600m
2 

容量に対する意識 |不足 i不足

法律への対応 i米 i済

数料 i変稗(購入 麦稗(交換)

ふん尿・堆肥の

利用方法

経営内で利用(自家臨場散布) 経営内で利用(自家劉場散布)

近隣の焔作と麦稗交換

散布時期 z 秋

叛売

問題点

散布時期

ロ堆肥:泰，秋，更新時

尿:春，更新時

ふん尿講の修理

建設費，販売

建設費がj!fJJ高

資料)開き取り調査による

注 1) A 1経営は実質労働力が1.3人のため，飼主義管理労働時間の合計を実質労働力1.3人で除した値

を示した

2)更新時は牧草吏新時を指す

3) 空欄は然回答

4)調査は 1999~ 2000年度に行われたものである

2) 護産部門の粗生産額が50%未満で，か

つ共同堆肥化処理施設がある地域に立

地する酪農経営

ここでは，農業総生産額において畑作と酪

農がほぽ半々であり，かっ地域に共間堆肥処

理施設を持つHM村に立地している B-1， 

B-2経営を取り上げる。当村では 1993年よ

り農協が中心となりふん尿問題の対策に着手

し， 1997年に共澗堆肥イヒ処理施設である ]A

堆肥センター・液肥センターを設立した。現

1
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在も稼働中で，多くの畜産，畑作経営が利用 円(運賃込み)である。麦稗 1ロールは 250

している(表 2)0 ~ 300kgである。堆肥処理工程について，切

り返しは 1年に 3回行っている。尿は曝気を

(1)経営概況と労働力 行わない。堆肥および尿の利用方法は，草地

B-l経営は，経産牛 75頭 1頭当たり乳 更新 (6~ 10ha: 7月下匂)間場への散布で

量 10，000kg，耕地面積 34.5ha(すべて牧草地) ある。 e それ以外はすべて村内の堆肥センター

の離農専業経営である。牛舎はフリーストー へ搬出している。運搬時期は S月 8月， 12 

/レ牛舎と従来のつなぎ餌い牛舎の 2棟が設置‘ 月である。一部，近隣の畑作農家へ譲渡する

されているが，従来のつなぎ餌い牛舎は搾乳

時にのみ利用し，それ以外のときはフリース

トーノレ牛舎で‘銅養している。このつなぎ飼い

牛舎はフリーストール牛舎導入前に利用して

いたものである。従事者は，経営主と妻，母

の 3人である。 1人当たり年間労働時聞は

3，200時間(母を除く)，母は 425時間である。

B-2経営は，経藤牛 42頭， 1頭当たり乳

量 8，600kg，耕地面積 35.8ha(牧草地:25.3ha， 

デントコーン・ 7.0ha，その他:3.5ha) の酪農

専業経営である。牛舎はつなぎ飼い牛舎を利

用している。従事者は，経営主，妻の 2人で

ある。 2000年1Of:lまで実習生を庭用し，牛

舎清掃に従事させていた。 1人当たり年間労

働時間は 3，200時間である。

こともある。関場散布作業はコントラクタへ

委託している。マニュアスプレッダは所有し

ていたがすでに売却している。成はすべて村

内の液肥センターへ搬出している。

B 2経営でも，ふん尿は堆肥処理を行っ

ている。牛舎からパーンクリーナーを利用し

て堆肥盤へ搬出し，堆肥舎や翻場へ運搬する。

敷料は成牛用として麦稗，子牛舟としてオガ

クズを手IJP脅している。年間利用量は変稗 25t， 

オガクズ 20ばである。これらの入手方法は，

近鉾の畑作農家との交換(堆肥と麦稗)，業者

からの購入である。麦稗の価格は 5，000円 /

ロール (=250kg) である。堆肥処理工程につ

いては，自家利用のものを 1年に 2田切り返

しを行う。尿の曝気は行わない。堆眠利用方

法は，自家嵐場散布 30%，村内の畑作との麦

(2)ふん康処理方式と利用方法 稗交換 40%，堆肥センターへ搬出 30%であ

B-l経営では，ふん尿は堆肥処理を行つ る。散布作業は春期に，農協のコントラクタ

ている。牛舎からの搬出作業については，フ ーが行う。涼は自家利用が 5%で， 95 %は村

リーストーノレ牛舎はローダ，つなぎ自動、牛舎 内の液肥センターへ搬出している。

はパーンクリーナーを利用している。敷料は

麦稗を利用し，年聞の利用量は 75tである。 (3)ふん尿処理施設と投資

麦梓は近隣の煩作農家から購入している。運 B-l経営では，ふん尿処理施設はフリー

搬，収納は委託している。価格は 1ローノレ 6，000 ストール用として堆肥盤を利用している。 1998

ワムワ山



表 2 調査対象農家のふん尿処理概況(畑作主体・共同堆肥処理施設あり地域)

経営 B 1 B-2 

地域 HM村(斜網) HM村(斜網)

経産牛飼差是頭数 75頭 42ii頁

耕地面積 34.5ha 35.8ha 

家族従事者 3人 2人

雇用 無 盤E

餌養管理労働時間/人 3，200時間 3，200時間

牛舎形態 フリーストール つなぎ

ふ 処理方式 堆肥 堆肥四回世直ー・ E 古田甲明』ー出世田ー--冊目田昌 世出ー四----ーー四時再開申四回岨世田--甲骨骨--申品世曲目 四回ー--冊目司柏田田園田ーーーー園田園田甲田明』四曲四出世直ー・

ん 施設 堆肥盤，尿溜 堆肥会，尿溜
四四----ー四冊柚刷四四国ーーーーー田輔曲桝 押田ーーーーーーー園田骨骨榊榊#ーーーーー園田柚骨軸植山由ーーー ーーーーー--四帽岬------------柑柑岬岬刷園田---・

尿 事業費 !日堆肥盤，尿溜=468万円 堆肥会=1，040万円

処 堆目巴盤=760万円 E長潟=240万円
回世田ーーー園田田市匂圃曲目四四ーーーー四四甲骨 時噂幽世世田園ーーー軒目園田制岡田園--ー圃明間帯司同抽出田昌也ー ー---ーー四ー司明暗悼#世世田曲目ー--ー朝田晴帽#再骨出世田晶

理 自己負技家(投資額) 堆nE盤=50% (380万円) 堆肥舎=5% (52万円)

施 尿j窓口50% (120万円)園田冊目明世世世園田園田四時間--同出世曲目ー ーー四骨骨甲田骨身世田昌目白ー E 畳間間間隔 a世田由ーーーー四ー四四 甲骨柄骨骨巴園田園田ーーーーーーー田町田甲骨園出園田園ーーーーー・
設 築年 !日堆肥盤， .17長潟=20年 堆nE盤=21年

堆B巴綾=3年 土佐肥舎=2年

尿溜=2年
柚桝肉曲四四ーーーー園甲骨相回世田・ーー四ー町田 抽曲崎曲四四世曲目-------叫酬#時世--ーー目ー田園#榊嶋崎世 四ーーーーーーーーーーー国岡市曲神耐朝四世田園ーーーーーーーー四.
容量 堆』巴盤=670m' 堆1巴磁 150m'

!日堆肥皇室=330m' 堆月巴舎君278m'

尿溜=100t 尿溜=60t

ラグーン=100t
--ー四四四時宇品園出回目ー・ E 幅四目--世世 田園ーーーー園田四幅四四目悼曲山田園田ーーー四時間四神曲且曲四ー ーー圃ー回目回目骨晴阿世皿岬世岨出品且園田ーーー--目岳幅四四回晦

容盤に対する意識 十分 不足
園田開幅制再園出世田ーー四--甲骨--世曲目ー ーー四冊明時晴晴甲骨世田世田出世ーーー四幅四間帯品叫曲目ーー日ー 国E 四四明専問問噂同相--園田昌園田-----ー四冊岡田冊目叩冊目帽 a

法律への対応 米 済

数料 表稗(購入) 表稗(購入，交換)

オガクズ(購入)

利用方法 経営内で利用(自家闘場散布) 堆肥は経営内で利用(自家翻場散

数 布 時 期 更 新 時 布 z 春)または地域内の畑作と麦

村内の堆肥センターへ搬出 手早交換，地域内の堆肥センターへ

尿l土地域内の液肥センターへ搬出 搬出

尿は経営内で利用(自家協場散布

=春)または，地域内の液肥セン

ターへ搬出

問題点 飛び地問場への験送

備考 地域内の機肥・液肥センタ一利用 地域内の堆肥・液肥センター利用

コントラクタ利用 コントラクタ利用

実習生あり

資料)聞き取り務査による

注1)空欄は無回答

2)搬出されたふん尿の大部分は，地域の土佐肥・液肥センターが回収

3)調査は 1999~ 2000年度に行われたものである

η
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年築で容量は 1，000ばである。施設導入にお

ける事業費は 760万円，自己負担率は 50%で

ある。また，つなぎ銅い牛舎用としても堆杷

盤(1980年築，容量 330m2
)，尿溜(1980年

築，容量 100t) を利用している。これらの

事業費は合計で 468万円である。尿摺につい

ては， 1996年にラグーン(容量=100t)を 20万

円で増設している o 容量については十分とし

ているが，家審排せっ物法には米対応である。

B-2経営では，ふん尿処理施設は堆肥盤，

堆肥舎，Jl長j習を利用している。築年を見ると，

堆肥盤 1980年，堆肥舎と尿溜は 1999年であ

る。容量は，堆肥盤 150m2，堆肥舎 278m2，

尿溜 60tである。施設導入における事業費は，

堆肥会 1，040万円(屋根:240万円，コンクリ

ート:800万円，自己負担率 5%)，涼溜 240

万円(白日負担率 50%)である。土佐肥盤の事

業費は 70万円であるが，これはすべて自己負

担である。家畜排せっ物法には対応している

が，容量については不十分としている。

(4)共間堆肥処理施設の科点と利用部に抱

えていた問題点

B 1経営では，堆肥・液肥センタ一利用

前は自分で堆肥処理を行っていたが，その作

業にあてる時間の余裕がない，畑作農家が必

要な特に運搬できない，畑作農家が運搬する

にしても 1年に 1回しかできない，堆肥の販

売先を探すのが難しいなどの問題点を抱えて

いた。時間に余裕がないため散布できずふん

尿余剰が生じ，堆肥盤や尿摺などがその容量

を超過する事態も生じていた。堆肥・液肥セ

-24 

ンターの利点として，ふん尿を)1額調に処理で

きる，電話一本で搬出できるため安心して経

営ができるなどを指摘し，製品堆肥を酪農家

自身も利用を希望している。

B 2経営では，堆肥・液肥センター利用

前では，切り返しは自分で行い，散布は酪農

家集団 4戸の共同作業で、行っていた。畑作経

営は，自ら堆肥そ運搬し切り返して閏場に散

布していた。堆肥・液肥センターの利点とし

て，設備投資や処理などを鶴湾Ijに行うには限

界があるが，センターの利用によってそれが

解消される。地域内の農家に利用され，全村

内の地力増進が進む。個別処理しきれないも

のを搬出できるため，環境開題への解決につ

ながるとしている。

(5)ふん諜処理における開題点

B-l経営では，家畜排せっ物法に対応す

るためには施設に対する投資額が高額である

ことを挙げると同時に，畜産と畑作の共同施

設設費など両部門の連携の重要性を指摘して

いる。

B 2経営では，飛び地，自宅から遠い畑

が多く輸送費用がかさむことをあげている。

また，ふん尿の余剰処理が解決への道である

ことや，畑作だけなく酪農経営も堆肥の有効

性を再確認し，有効利用に取り組むことが必

要であると指摘している。

3) 畜産部門の粗生産額が50%-75%の地

v 域に立地する酪農経営

ここでは，農業粗生産額において畜産が占



める割合が約 67%である SZ町に立地してい

るC-l，C-2， C-3経営を取り上げる

(表 3)。畜産粗生産額の 64%は乳用牛によ

るものである。当町は，共同堆肥処理施設は

設立されていないが，作業請負組織であるコ

ントラクタが存在し，ふん尿処理作業の受託

を行っている。この組織は， 1997年に SZ 11fT 

サポートセンターとして設立した。業務内容

は，牧草の収穫調製，コーンの収穫，堆肥散

布，畑作物の播穏・収穫，耕起等の農作業請

負および作業の斡旋，オベレータ派遣などで

ある。中でもふん尿処理・堆把散布作業にお

ける利用戸数は，堆肥散布が 45戸(1999年度)

であり，これは SZIIfTの全農家戸数の 10%を

占める。さらに，前年度に比べて見ると約 2

倍に増加しており，総利用者の 20%を占めて

いる。この利用戸数の中でも，酪農家戸数は 24

戸であり，当町の酪農家総戸数の 10%を占め

る。堆肥の移動，積み込み，運搬，切り遮し

作業についても 86戸が利用し，これは酪農家

総戸数の 35%，利用者全体の約 40%を占め

ており，今後も増加するものと考えられる。

(1)経営概況と労働力

C-l経営は，経産牛 107頭 1頭当たり

乳量 9，100kg，耕地面積 65ha(うち牧草地46ha，

デントコーン 19ha)の諮農専業経営である。

牛舎はフリーストール・ミルキング、パーラ方

式を利用している。従事者は経営主，妻，後

継者，後継者の委の4名である。 1人当たり

労働時間は 2，700時間である。

C-2経営は，経産牛 67頭 1頭当たり乳

最 10，000kg，経営耕地面積は 48.9ha(うち牧

草地 34.9ha，デントコーン 4.9ha，小麦 8.9ha)

の諮農畑作経営であるが良入のほとんどが

酪農によるものである。牛舎はフリーストー

ノレ・ミノレキング、パーラ方式とつなぎ餌い牛舎

( I日牛舎)を利用している。つなぎ鋳い牛舎

は，故障した牛やフリーストーノレ・ミノレキン

グパーラになじまない牛の餌脊に利用してい

る。従事者は経営主，委，後継者(長女)の

3名である。 1人当たり労働時間は 2，300時

間である。

C-3経営は，経産牛 80頭 1頭当たり乳

量 8，800kg，経営耕地面積 76ha(うち牧草地

60ha，デントコーン 8ha，その他 8ha)の酪農

専業経営である。牛舎はフリーストール・ミ

ルキング、パーラ方式を利用している。従事者

は経営主，妻であり，その他に非常勤を 1名，

のベ 30日間援用している。その持給は 1，300

~ 1，500円である。 1人当たり労働時間は

3，800時間(非常勤雇用を除く)である。

(2)ふん尿処理方式と利用方法

C-l経営では，ふん尿は堆肥処環念行っ

ている。畜舎外への搬出作業はローダを用い

て行っている。数料は砂と麦稗を利用してい

る。砂は購入しており，年間 700ば利用して

いる。価格は 2，000丹/ぱ(税抜き)である。

麦稗は無償で入手し，年開 24t利用している。

堆肥処理について，切り返しは行っていない。

その利用については，すべて経営内の髄場に

散布しており，販売など他の農家への持ち出

しはない。散布時期は5月上旬， 8月上旬， 10

「ひっ中



月下旬である。運搬・散布作業は町内のコン

トラクタへ委託している。

C 2経営でも，ふん尿は堆肥処理念行っ

ている。牛舎外への搬出作業にはロ}ダを利

用している。敷料は麦稗を利用している。入

手方法は自給 (2/3)および他の農家から

購入(1/3)であり，年間 52t 使用してい

る。購入価格は 4，000円/ロールで、ある。堆

肥処理については，切り返しを年 1@]夏期に

行う。尿については曝気は行わない。利用方

法について，堆肥，尿ともにすべて経営内の

闇場に散布しており，経営外の持ち出しはな

い。堆肥は，秋期に小麦，デントコーンの収

穫後の関場および更新した草地に散布する。

既存の草地には，雑菌などのためにサイレー

ジの品質が落ちるという理由で散布しない。

尿は，秋期に既存の草地に散布する。運搬・

散布作業については町内のコントラクタへ委

託している。

C-3経営では，ふん尿はフリーストーノレ

牛舎のものはスラリー処理，パドックのもの

は堆肥処理を行っている。牛舎タトへの搬出作

業は，フロントローダやタイヤショベノレを用

いる。フリーストール牛舎で、は，ローダや手

作業で集ふんし自然流下式ふん尿溝でスラリ

ーストアへ搬出する。パドックではタイヤシ

ョベノレで、堆肥場へ搬出する。敷料は使わない。

堆肥は切り返しを 1年にz回行い，春期，夏

期，秋期，牧草更新時に利用している。スラ

リーは春期，夏期，秋期に散布している。曝

気は行っている。散布作業は，堆肥，スラリ

ーともに町内のコントラクタへ委託している。

堆肥販売は以前は行い，遠距離に立地する畑

作農家も購入していたが，現在は行っていな

し、。

(3)ふん尿処理施設と投資

C-l経営では，ふん尿処理施設は堆肥盤

を利用している。 1998年築で容量は 950ばで

ある。事業費は 420万円，自己負担率は 95% 

である。容量については 3ヶ月で満杯にな

るため不十分としている。家藩排せっ物法に

は米対応で，対応した堆肥舎等の建設を計画

している。

C-2経営では，ふん尿処理施設は堆肥盤，

探溜を利用している。容量は堆肥盤 400m2
，

尿溜 150ぱ，事業費は尿摺 200万円である。

堆肥盤については牛舎建設の事業費(6，500万

円:45 %補助)に含まれているため不明であ

る。尿溜はコンクリート製で，労働力として

自家労働と学生アルバイトを投入して建設し

た。いずれも容量に関しては不十分としてお

り，家畜排せっ物法にも未対応である。調査

時点 (2000年)で，家畜排せっ物法に対応し

た堆肥舎を建設中である。

C-3経営では，ふん尿処理施設はスラリ

ーストア 2基，堆肥盤を利用している。容量

はスラリーストアは 2基合わせて 1，200m3，堆

肥盤 600ばである。堆肥盤は，事業費 40万円

(自己負担率 5%)であり， 1998年築である。

スラリーストアの事業費は， 1970年築のもの

は牛舎事業費 (2，000万円)の中に含まれてい

るが， 1977年築のものは 5，000万円(道営畑

総事業:自己負担率は不明)であった。容量

ハh
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表 3 謂査対象農家のふん尿処理概況(酪農主体地域)

経営 C 1 C-2 C-3 

地域 sz町(十勝) sz町(十勝) sz田T(十勝)

経産牛飼養頭数 107頭 67頭 80頭

耕地面穣 65ha 48.9ha 76ha 

家族従事者 4)、 3人 2人

濯用 査正 無 有(1名ココ非常勤)

飼養管理労働時間/人 2，700時間 2，300時間 3，800時間

牛舎形態 フリーストーノレ フリーストール フリーストール

ふ 処理方式 堆妃 堆肥 スラリー
科目園田園ーーー冊目回目#直島田回目ーーーーー自信官同件直事相時巴晶画ー--ー圃骨骨同世間 四ーーー四時間同世田四ーーーーー四国岡田申 四ーーーーーーーー，明神田園田ーー圃園軒冊目軒・

ん 施設 堆紀盤 堆肥盤，尿溜 スラリーストア，

尿 堆肥盤
ーーーー間間帯梓由-.由幽ーーー園田骨 F静岡司圃#由陸直曲時四ーーーーーーー国四回目甲骨品四ーー 目軒甲骨曲四世且ーーー幅四甲骨相且』且巴出 ー園田四時間甲骨嗣世量出ーーー田明骨骨骨骨曲目由

処 毒事業費 420万円 堆肥盤=不明 J..7トストア=5，000万円

王製 尿溜=200万円 堆E巴盤ロ40万円骨骨骨由園田ーーー居申甲骨時】園出回ーー，ー明岡田岡骨骨#喝圃『曲圃曲四抽出ーー園田間帯『 世哩ーー田甲骨骨-幽曲目ーーーー四回目四四 品岨世田ー世田ーー.田園甲骨回世世由----田，

施 自己負担率 95 % (400万円) J..7~ースト了=不明

設 (投資額) 堆月巴盤=5% (2万円)ー.ー四四四時片岡由自由世.圃園田再開早--由自由岨且・圃園田時四回間帯早田柏田直曲四園田 E 官官司直也園田ーー畳間帯官官同咋且世出世田ー ーーー園田甲田抽相曲自由幽ー園田四回田町田明暗骨組曲幽

築年 2年 堆E巴猿=10年 J..7トストド25年

尿溜=25年 堆肥盤=2年
ーーーー時同州幽幽四四ーーーーーー骨骨岬岨四四ーーーーーー園田ー柑判例$刷砂押由由ーーーー 蜘吻酬輸仲皿ーーーーーーー時楠悼押噌幽且皿ーーー ----由柏田軸榊世田園ーーーーー--由柑柚世ー
容量 950m

2 
堆肥綾=400m

2
スラリースト7=1，200m'

尿潟=150m' 堆肥盤=600m
2 

再#相園出圃ーーーー園田四回申時世曲四ーーー四冊幅四骨間同申巴悼幽血血圃ーー園田四幅』 世世田ーーー園田桐単科四世山由ーー園田ーー 甲田明専悼崎直也世田園田ーー園田明甲甲南押悼岨巴四・

容最に対する意識 不足 不足 十分世田園ーー四四四百軒町岬世世田ー.圃園甲骨四回相#品世田直也出世ー・田園田自古田--曲四 ー.ー田甲田明専相直曲園田ーーー園田明幅四時帯 田園出品目曲四ー--園田田明同『同世田由圃ーー・

法律への対応 米 来 未

数料 砂(購入) 表稗(生渓，購入)

麦手早(譲渡)

利用方法 経営内で利用 経営内で利用 経営内で利用

(自家函場散布) (自家闘場散布) (自家画場散布)

散布時期=春，一番牽 散布時期工ヱ夏~秋，尿 散布時期=泰，笈，秋，

後，二番箪後 散布は秋 更新時

問題点 労働力不足 労働力不足 労働力不足

投資額，遼転費用が高 数布時期が限られる

し、 建設費が高い

備考 コントラクタ利用 コントラクタ利用 コントラクタ利用

時期によって実習生あ 以前は，堆肥販売を行つ

り ており，遠くからも購入

に来ていた。

非常勤濯用者の従事日数

はのべ 30問。

資料)開き取り調査による

注 1)空機は無回答

2) C-2経営・堆肥盤事業費l土牛会事業費込み

3) C-3経営:スラリーストアは 1970年に建築し，グ 1975年に改造している。

表の数字は改造時

4)更新日寺は牧草更新時を指す。

5)謁査は 1999~ 2000年度に行われたものである

n
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L
 



については十分としている。

(4) ふん尿処理におけるコントラクタ委託の

利点と問題点

いずれの経営も，作業能率の向上，作業時

間の短縮，労働力不足の緩和を挙げている。

さらに， C-l経営では，マニュアスプレッ

ダやショベルなどへの投資の抑制をあげてい

る。 C-2経営では，委託前は共同作業で行

っていたが，作業能率は 3ha/日であるため

散布作業に 1ヶ月以上かかっていたが，コン

トラクタへ委託している現在では 2ha/時間

で作業が可能となる。また，共同作業におけ

る出役(強制)からの解放を利点としてあげ

ている。問題点として， C-l経営は必ずし

も定期的に散布することはできず， 11国番待ち

などコントラクタの都合によって散布不能が

生じることをあげ， C-2経営は費用がかか

ることを指摘している。

(5)ふん尿処理における問題点

いずれの経営も，労働力不足，ふん尿処理

技術導入における投資額や運転費用などの資

金の問題をあげている。さらに， C … 1経営

は，この技術導入に伴う牛舎の建て替えや他

の施設などの導入などにより，資金の問題が

さらに深刻化することを指摘し， C-3経営

は，補助事業で導入した場合，施設や機械な

どの技術選定に当たって農家よりも行政側が

優先されるため，導入した技術が地域の実情

にあわないものとなることが多いことを指摘

している。

4) 畜産部丹の粗生産額が75%以上の地域

に立地する欝農経堂

ここでは，農業粗生産額における議産部門

が約 80%である CR村およびTK町に立地し

ている D-l，D-2経営を取り上げる。畜

産粒生産額のうち乳牛が占める割合は， CR  

村が約 90%， T KIIlTが約 84%である。いず

れも，地域に共同堆肥化処理施設はない(表

4)。

(1)経営概況と労働力

D-l経営は，経産牛 200頭 1頭当たり

乳量 7，800kg，耕地面積 90ha(全て牧箪地)

の酪農専業経営である。牛舎はフリーストー

ルミルキング、パーラ方式を利用している。家

族従事者は経営主，妻，長男(後継者)の 3

人，雇用は 2人でいずれも常勤である。うち

4人が成牛の餌養管理全般 1人が育成牛飼

養管理を担当している。 1人あたり労働時間

は2，800時間である

D-2経営は，経産牛 59頭 1頭当たり乳

量 8，500kg，耕地面積 50ha(全て牧草地)の

酪農専業経営である。家族従事者は 2人で，

雇用は牧草収穫特に年間 7 13 間のベ 7~8 人，

いずれもパートである。 1人当たりの労働時

間は 2，100時間である。牛舎はつなぎ牛舎を

利用している。

(2)ふん尿処理方式友利用方法

D-l経営では，ふん尿はスラリー処理を

行っている。牛舎からの搬出作業はフリース
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トーノレ牛舎はタイヤショベル，病牛舎はパー

ンクリーナーをFおいている。敷料はフリース

トーノレ牛舎で、は火山灰・砂を年賄 200 t利用

している。これらは業者から 1，200 ~ 1，400円/

tで購入している。病牛および育成牛舎では

麦稗を年間 9t利用。これらは隣接する SR

村やOB市TS地区の嫡作農家より無償で入

手している。スラリーの処理工程について，

曝気は年間 4回撹持して行っている。利用方

法は経営内の圏場散布のみで，時期は牧草が

伸びていない時期(一番草，二番箪収穫後，

春期)である。また，ラグーンの満杯時にも

散布を行っている。他の農家への持ち出しは

ない。夏期はポンプおよびバキュームカー，

冬期はパックホーおよびスカベンジャーを利

用している。

D-2経営では，ふん尿は堆肥処理を行っ

ている。牛舎からの搬出作業はパーンクリー

ナーを用いて闘液分離を行っている。敷料は，

麦稗を年間 30tを利用している。他には火山

政，牧草を利用している。麦稗は，調査時年

度より OB市TS地区援のものを業者より

3，000円/ローノレC300kg) で購入している。以

前は，畑作経営 6戸 30ha分の麦稗を収集，運

搬していたが，作業体系および天候により難

しくなったため，購入するようになった。堆

肥の処理工程について，切り返しは年間 2回

行う。手IJ照方法は経営内間場散布と業者との

交換である。置場へは，秋期と牧草更新時に

散布している。作業は一部コントラクタ (0

B市近郊のMK町の業者)へ委託している。

料金は 8，000円/時である。散布機としてマ

ニュアスプレッダ(容量は 7 ぜ)を，穣み込

みに自走式パックホーをMK町 (OB市近郊)

の業者よりレンタルしている。料金はマニュ

アスプレッダ 35，000丹/日，パックホー 6，000

円/時，機械の運賃は往復 18，000円である。

交換は，冬期簡に堆肥 10t 家4台と火山灰 10

t 車 1台の棺場で行っている。尿について，

曝気は行わない。散布時期は特に決まってお

らず，尿溜が満杯になったときに散布してい

る。バキュームカーは 7戸共同で所有。 500

円/時間で利用している。

(3)ふん尿処理施設と投資

D-l経営でふん尿処理に用いられている

施設は，フリーストーノレ牛舎にはラグーン，

病牛および育成牛舎には，堆肥盤である。ラ

グーンは 1997年築で，事業費は 600万丹であ

る。容量は 800ばであるが，現在のままでは

不十分としている。堆肥盤はコンクリート製

で容量は 1，300ばである。建設してから 10年

以上経過している。いずれも家蛮排せっ物法

には米対応である。

D 2経営でふん尿処理に用いられている

施設は堆肥盤と涼溜である。堆肥盤は 1974年

築である。容量は 53m
2
であるが，現症のま

までは不十分としている。家畜排せっ物法に

は米対応である。尿躍は 1979年築で，容量は

21.4m3
である。

(4)ふん原処理における問題点

D 1経営は，量の多さ，凍結や積雷など

により散布不能となる冬場の対応，労働力不

ハげ
り
中



表 4 誤査対象農家のふん尿処理概況(畑作ほとんどなし地域)

経営

地域

経産牛飼主義頭数

耕地扇積

家族従事者

雇用

飼養管理労働待問/人

牛舎形態

訂盃方式

CR村(十勝)

200頭

90ha 

3ノ、

D-l 

有(常勤=2人，非常勤=1.5人)

2，800時総

フジーストール

スラリー

TK町(十勝)

59頭

50ha 

2人

D-2 

有(非常勤のベ 7~8 人)

2，100時間

つなぎ

堆肥

ん|開一一一一一一一---~-~~ご三一一------------------~想空一明一一一一一
尿 i事業焚 1600万円

処 i自己負担率(投資額)

設|築年

容量に対する意識

法律への対応

敷料

利用方法

問題点

綴考

資料)開き取り調査による

注 1)空欄は無回答

800m' 

2生存

不足

米

火山灰・砂(購入)

麦稗(無償)

経営内で利用(自家臨場散布)

散布時期之江春， 笈，秋，冬，

J!新時

冬季の作業，労働力不足

2) 更新時は牧草吏新特を指す。

3)調霊童は 1999~ 2000年度に行われたものである

堆肥盤=53m'

尿溜=21.4m'

堆肥盤=エ25年

尿溜=20年

不足

米

麦得(鱗入)

火山灰(交換)

経営内で利用(自家圃場散布)

散布待期=秋，更新時

冬期間，業者が持っていく

(火山灰との交換)

資金の問題，敷地の問題

非常勤雇用の従事日数=713 /年

足，収入に結びつかないを挙げている。また， 金銭的に圏難であり，地域でのコントラクタ

労働力に関しでも，スラリーの散布労働力が の設立，およびそれへの作業委託を希望して

不足している。数布のためだけの雇用導入は いる。ふん尿を省力的にかつ低コストで処理
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する方法が必婆であることを指摘している。

D-2経営は，家畜排せっ物法に対f，忘した

堆肥舎を建設するに当たって，資金や敷地の

不足をあげている。資金について，仮に補助

事業で建設しでも，修繕や鮒用年数を越えた

場合の吏新については自己負担となり，これ

らが不可能となる問題を詣撤している。また，

時期や労働力の制約があり堆肥散布をしきれ

ないため，堆肥センターなどの中間組織が必

婆であるとしている。

4.大型ふん探処理施設利用農家の実態

ここでは大型ふん尿処理施設を利用してい

る経営， E-l，E 2経営を取り上げる(表

5)。この両経営は，栃木燥0社の天井クレ}

ン型堆肥切り返し機を導入している。この施

設は，数層に分かれた堆肥舎と天井クレーン

により構成されており，搬入したふん尿を堆

肥クレーンを用いて切り返し，運搬を繰り返

して堆肥を製造するものである。作業はコン

ピュータ制御によって，無人で、稼働可能であ

る(注5)0 E-l， E-2経営は，石狩支庁

南部KH市， c s市に立地している。 KH市

は， 1998年度で農家戸数 277戸であり， うち

酪農 23戸，酪農と耕種の混陪 9戸，稲作 91

戸，畑作 122戸である。専兼業活IJに見ると，

専業 109戸，第 1種兼業 63戸，第 2穏兼業 105

戸と兼業農家が多い。農業粗生産額は 43億

7，100万円であり，その内訳は耕穣 19億 3，600

万円 (44.3%)，高産 24億 3，500万円 (55.7

%)である。畜産粗生産額の構成は，乳牛 23.5

%，肉用牛 0.6%，豚 20.9%，鶏 54.8%であ

る。 cs市は， 1998年度で農家戸数 381戸で

あり， うち酪農 68戸，酪農と耕種の混同 22

戸，稲作 44戸，畑作 175戸，その他 72戸で

ある。専兼業別に見ると，専業 193戸，第 1

種兼業 110戸，第 2穣兼業 78戸である。農業

粗生産額は 108億 1，100万円であり，その内

訳は耕種 37億 900万円(34.3%)，畜産 71億

20O万円 (65.7%)である。畜産粗生産額の

構成は，乳牛 29.7%，肉用4 1.6 %，豚 9.4

%，鶏 44.9%である。いずれも札幌市近郊に

立地しているため，乳価は 82円 /kgと他の

北海道の酪農地帯に比べ高い。

(1)経営擁況と労働力

E-l経営は，経産牛 240頭 1頭当たり

乳量 9，500kg，耕地面積 90ha(うち牧草地 65ha，

デントコーン 25ha) の酪農専業経営である。

耕地は最も遠いところで 7~8 km離れてい

る。育成牛はすべて預託に出す。牛舎はフリ

ーストーノレ・ミノレキングパーラ方式を利用し

ている。ミノレキングパーラはロータリーパー

ラである。家族従事者は 3人で，雇用は常勤

2人，非常勤1.5人である。 1人当たり労働

時間は 1，400時間である。飼料給与作業時開

は，無人で稼働可能な樹木県0社のサイロク

レーンシステムの S3 (全自動式)を導入し

ているため(注6)ほとんどない。

E … 2経営は，経産牛 260頭 1頭当たり

乳量 10，000kg/頭，耕地面積 45ha(すべて牧

草地)の酪農専業経営である。牛舎はフリ}

ストーノレ・ミノレキングパーラ方式を利用して

いる。ミルキングパーラはロータリーパーラ
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である。農業従事者は，家族 6人，雇用は常 トに入れ，堆肥クレーンで取り出して堆肥処

勤4人，非常勤 5人である。早番，遅番を決 理施設へ搬入する。堆肥クレーンで切り返し

めて従事している。 1人当たり労働時間は て発酵を促進させる。この作業は自動化され

1，100時間である。餌料給与作業時間は E一 ている。冬期謂は 100ocの視風を送り，発酵

1経営同様，栃木県0社のサイロクレーンシ を促進している。数料は，戻し堆肥およびお

ステムの S3 (全自動式)を導入しているた がくずを利用している。戻し堆肥は自給して

めほとんどない。搾乳は 1日3回行っている。 いる。おがくずは業者から購入している。利

用量は 520m3
/ 月，購入価格は 30，000陀/

(2)ふん尿処理方式と利用方法

E 1経営では，ふん尿は堆肥処理を行っ

ている o 敷料はもみ殻，かんなくず，炭し堆

肥を利用している o もみ殻は 1日 25m3 利用

している。入手方法は譲渡で，運賃 10，000円

/台(トラック)を負強している。 トラック

の積載容量は 25ぼである。かんなくずは 1

日20~ 25ぱ利用している。入手方法は業者

から購入で，価格は 32，000円/台(トラック)

である。渓し堆肥は自給している。フリース

トーノレ牛舎の搬出作業はスクレーパで押し出

し，生ふんピットへ入れる。次に水分調整を

して堆肥処理施設へ運搬する。堆肥クレーン

で切り遮しを行って発酵を促進させる。この

作業は扇動化されている。乾乳牛舎ではロー

ダ等で堆肥穣へ押し出している。切り返し作

業は自動イとされているので毎日行っている。

数布時期は，春期，夏期，秋期，牧草更新時

である。利用方法は，敷料としての戻し堆肥，

水分調製材，髄場還元，他の農家への販売で

ある。販売は調査時からであり，価格は 700

円/nずである。それまでは譲渡していた。

E-2経営でも，ふん尿は堆肥処理を行っ

ている。搬出作業はスクレーパを用いてどッ

26ぼである。家産排せっ物法には対応してい

る。堆肥の切り返しは自動化されているため

毎日行われている。利用方法は，経営内の翻

場散布，他の農家へ販売である。販売価格は

15，000円/4tである。醸場散布時期は，泰

秋期，牧草更新時である。

(3)ふん原処理施設と投資

E-1経営では，ふん尿処理施設は，乾乳

牛舎周として堆肥盤，フリーストール牛舎用

として上記の大型ふん尿処理施設を利用して

いる。堆肥猿は，容量 160m2
で 1980年築であ

る。堆肥処理施設は，容量 1，0401がで 1997年

築，事業費は 4，990万円である。フリースト

ーノレ・ミノレキングパーラ方式への転換，サイ

ロクレーンシステムなどと問時に導入してい

る。総事業費は 2億円であるが，畜産環境整

備事業で 1/3補助を受けている。これらは

レンタルという形を取り， リース料として年

間 2，500万円を支払っている。家畜排せっ物

法には対応しており，容量については現在の

ままで十分としている。

E-2経営では，上記の大型ふん尿処理施

設を利用している。容量は 1，600m3
で 1998年

ワ山つd



表 5 諮査対象農家のふん涼処理機況(大袈ふん尿処理施設導入)

経営 E-l E-2 

地域 K H市(石狩) C S r行(石狩)

経産牛飼養頭数 240頭 260頭

耕地面積 90ha 45ha 

家族従事者 3人 6人

雇用 有(常勤=2人，非常勤=1.5人) 有(常勤=4人，非常勤=5人)

餓養管理労働時防/人 1，400時間 1，100 a寺照

牛舎形態 フヲーストール フリーストール

ふ 処理方式 土佐肥 堆肥
世田田神世田且世田四回世ー四ーー世田園ーー回世田 世ー回世岨時世崎曲目ー品田園田園置ーーーーーー--ーーーーーーー ーーーーーーーーーーー圃ーーーーーーーーーーーーーー田ーーーーー.

ん 施設 堆般会 堆肥会
岡 田 明 骨 岡 田 明 早 朝 ' 明 甲 骨冊目朝間再再開--問問帯四 岡田四時四幅間四四何時相早明間帯同甲骨朝早柏崎世田品局神世岨品四 田植園出回世且-- --出世田由牛#曲坤圃喧喧亭同骨骨骨悼柚神宮---押唱曲

尿 事業費 4，990万円 5，439万円
世田直曲坤 a自由--白血“世田由白幽由幽白山岨曲山田園出 世田園世田世世田園田由也出国品田園田園田四国ー圃ー出世田ー圃ー ー岨ー園田ー四ーー園田回目園田世田園出回世田山由世世四岨回世世田晶

処 自己負担率(投資額) 66.7% (3，300万円) 66.7% (3，600万円)
田園田品出世田園剖骨四 世冊 目 早 冊 目朝間帯甲南田冊目帽朝間 骨四喝事 F 甲骨回目間帯宇田再開冊朝間問時間帯四四時間骨冊目冊目冊目.

現 容議 1，040m' し600m
3

甲骨冊目回目 - -四回目 F 押 ---悼相-- --喝事情
明- -同冊目前向田幅台間四回骨相 4・ 4 ・ーキー ι 昌也白幽回世田出品世 畠値由曲園出品世田自由世曲四世田世田昌--・ー出品骨量時』叫---向平岡，

施 築年 2年 2年
山山由自由岨世直曲直也白血曲 白山由出世田園世田四四曲目 山由岨-出世田直曲世岨田昌且山由世田世田 園 由 圃 ー ー 四 ー 園 田 ， 田 圃 咽 田園田軒圃畳田園四畳間四四回ー四骨世田園四回世田園岨世世田園田由晶

設 容量に対する意識 十分 十分
園田園曲目世田回世出世田園--ーー四ーー圃世田園 四回四世園田園出世田回世田園世田ーー園田ーーー圃司ーー園田ー司 ー園田四国司冊目帽田園田冊目ーーーー圃園田園圃ー E 四世田回目四四‘

法律への対応 済 済

数料 もみ殻(譲渡)，戻し堆肥 戻し堆E巴

カンナクズ(購入) オガクズ(購入)

利用方法 経営内で利用(自家盟主易散布，渓 経営内で利用(El家関場数布，戻

し堆肥，水分調整) し堆肥，水分調整)

散布時期泰，秋，更新時 散布時期春，秋，更新時

販売(以前は議波) 販売

問題点 メンテナンス，冬期間の発隣 余剰気味，発隣の問題

水分譲毒製材への負担大

備考 牛舎清掃は自動化 牛舎清掃l立自動化

飼料給与，機肥切り返しは O社 宮司料給与，堆sE切り返しは O社の

の全自動機械を利用 全自動機械を利用

資料)開き取り調査による

注1)空欄は無回答

2)十分の欄は，経営がOが十分， xが不十分と回答したものである。

3)更新時は牧草更新時を指す。

4)識査は 2000年度に行われたものである

築，事業費は 5，439万円である。フリースト 後に，サイロクレーンシステムなどと問時に

ーノレ・ミノレキング、パーラ方式への転換の 1年 導入している。総事業費は 3億円であり，蕗
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産環境機械整備事業で 1/3補助を受けてい 関場に野積み，散布適期に翻湯散布であった。

る。家斎排せっ物法には対応しており，容量 各作業が機械化されてきてもこの方法で行わ

については現在のままで十分としている。 れてきた。家畜排せっ物法の施行により，従

来方式，とりわけ圃場への野積みが不可能と

(4)ふん原処理における利点と問題点

E-1経営では，費用や労力がかかるが所

得につながらないをあげている。導入してい

る堆肥処理施設に関して，長所は 200頭分の

ふん践を堆肥処理し，戻し堆肥まで製造する

ことである。他のふん尿処理施設は投資額が

3，000万円以上であり，一次発欝のみでローダて

などの機械を導入しなければならないが，こ

の施設はすべてセットになっていることであ

る。問題点は，投資額が高いこと，水分調製

材を大量に必要とし費用かがかかることや，

冬期間とりわけ厳冬期の発酵をあげている。

特に，冬場開は，発酵が止まるためボイラー

などで加淑しなければならないことを指摘し

ている。

E-2経営では，量が余剰気味であること

と発酵が必ずしも満足いったものにはなって

いないことをあげている。厳冬期に発酵する

メカニズムが確立されていないことや，発酵

させて水分 65%にするためには多量の水分諦

製材を必要とすることを指檎している。また，

導入している施設の陪題点として年簡に数屈

はトラブルが生じることをあげている。

5 むすび

酪農経営におけるふん尿処理方式は，従来

から牛舎からの搬出，堆肥盤やラグーンなど

の貯留施設に貯留，貯寵施設が満杯の場合は

なり，対応を求められることとなった。本稿

では，立地条件に着目し事例の整理を試みた。

また，北海道における大型ふん尿処理施設導

入事例を整理し，導入可能性について考察を

行った。

地域別に見た相違点は「畑作経営の多い地

域はすべてが堆肥処理しているが，少ない地

域はスラリー処理をしている経営が存在す

るJ， r敷料は，畑作経営の多い地域はすべて

が麦稗がであったが，少なくなるにつれて砂

や火山灰を利用する経営が増加するjである。

他方，共通点は「家畜排せっ物法に未対応が

ほとんどであるJ， r簡題点として，堆肥舎建

設における投資額の高さを指摘している経営

が多し、J， r堆肥やスラリー散布等のふん尿処

理作業をコントラクタへ委託している経営が

多いj である。すなわち，ふん尿処理に関す

る投資と労働に関して大きな地域差は見られ

ず，いずれも問題点を抱えていることを示唆

している。

適切なふん尿処理を行うに当たり，多額の

投資を必婆とする場合が多い。無人で操作可

能な大型ふん尿処理技術の導入事例を見ると，

ふん尿処理における労力軽減や，戻し堆肥利

用による数料費の節約の経営費節約への貢献

等，利点を持っているものの，経営内容を見

るといずれも経産牛 200頭以上餌養をしてお

り，農業従事者は家族のみならず，雇用も常
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勤，非常勤ともに存在していた。もし，個別

に対応するならば，その資金回収のため，飼

養E員数場加，それによるふん尿量や労働時間

の増加へとつながるため，雇用の導入が必要

となる。近年は乳価が低迷し，子牛や庭用牛

などの副産物備格が下落傾向にあり，大型堆

nE化処理施設や雇用労働力を導入するために

は，相当数の乳牛を増加させなければならな

い。以上が，家畜排せっ物法に対応したふん

尿処理施設の整備が現在においてもなかなか

進まない理由のーっと考えられる。

共同堆肥処理施設やコントラクタなどの支

援システムは，投資と労働に関する問題点の

緩和に貢献しているといえる。 HM村の堆肥

センター・液肥センターは，利点として f労

働時間に余裕ができふん尿を順調に処理でき

るふ「設備投資や処理などを個別に行うには

限界があるが，センターの利用によってそれ

が解消される」が指摘されている。一方，コ

ントラクタは，利点として「作業能率の向上J，

f労働力不足の緩和」は当然であるが，ふん

尿処理に必要な機械を全て買いそろえる必要

がなくなるため f投資額の抑制Jを指摘する

経営も存在する。コントラクタのない地域の

酪農経営が，遠開地のコントラクタへふん尿

1)矢坂[3Jは酪農全国基礎調査・現地調査」

において調査対象となった麟農経営の立地条

件を，以下の4つに分類した。

①麟農適地:北海道，東北，関東，九州

笹溜市近郊.潟東，東海，近畿

注

-35 

処理作業を委託する事例も見られた。以上よ

り，このような支援システムがふん尿処理に

おける労働力不足の緩和や投資額の抑制に賞

献し，支援システムに対する酪農経営の需要

の存在が示唆される。

1999年に家畜排せっ物法が制定され， 5年

後である 2004年度に適用される。すなわち，

猶予として与えられた 5年間に畜産農家はふ

ん尿処理施設の整備など，適切な処理を行え

る状態にしなければならない。しかし，投資

と労働から見れば，酪農経営において現状で

はこの法律に対応することにより，ふん尿の

内部処理困難性が大きくなる。そのため，余

剰ふん尿が生じ，ふん尿の不適切な処理を防

止することを目的とした法律でありながら，

かえって不適切な処混となりやすくなる鎮向

に焔りやすい。この法律を遵守させ，ふん尿

の不適切な処理を防止し，環境問題に対処し

ていくのであるならば，堆sE舎の建設や畑作

と酪農の連携の強化だけでは不十分である。

投資と労働の制約条件の緩和に貢献する共同

堆肥処理施設や作業受委託組織を整備し，地

域全体でこれらの運営に取り組んでいくこと

も，あわせて検討していく必要があろう。

③王手地農業地域:北陸

@中山間地域東北，北陵，中間，盟国

さらに，ふん尿処理問題の地域性を整理する

に当たりよ記の4地域を， r酪農適地・中山間

地域J，r都市近郊・混f主化地域」にまとめて



いる。問題点として，前者ではにおいなどの

亙接的な苦情はないものの，河川の汚染など

の問題が顕著であり，後者はにおいや虫など

の直接的な苦情や徹底的な対策の要求，元酪

農家からの苦情などを指摘している。

2) 瀦農専業地域におけるふん尿処理技術の導入

および利用実態については，岡出・折登[2J

の研究成果があるため，本稿では取り上げな

かった。

3) この方式では，撹衿および曝気を行わなけれ

ば，ふん尿は嫌気性発欝してしまい，悪臭が

生じる欠点を持つが，労働力や動力不要さすな

わち省力的であり，数料も弓主要である手IJ点在

持つ。しかし，経営内のふん尿還元関場が限

界に達し，経営外への流通が必婆となったこ

とや，機械化が進み堆肥製造が省力的になっ

たことから，この地域でも堆肥が克直される

ようになった。

4) つなぎ飼い方式からフリーストーノレ方式へ移

行し，ふん尿の堆肥化処理を継続する場合は，

搬出されたふん尿の水分が多いため，切り返

し作業等が多労化している事例も見られる。

5) 農林水蔵省草地試験場(現・独立行政法人農

業技術研究機構 畜産草地研究所)で開発さ
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