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堆きゅう臨利用の先進地域と北海道畑作酪農地域の比較
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2. 熊本県における堆きゅう肥流通の取り

組み

1)気候と農業の概略

2)堆きゅう肥利用条件

3)堆きゅう肥流通の取り組み

1 はじめに

これまで，耕種と畜産が混在する地域では，

酪農や肉用牛(繁殖)などの闘場を所有する

畜産経営は，ふん尿を堆きゅう肥として自家

濁場への散布，近隣の耕稜経営への譲渡とい

う形で処理していた(注1)。譲渡の方法は，

愛稗や稲わらなどとの交換や無欝譲渡，販売

などである。事産経営や耕穫経営の規模の小

さい時代は，このような方法で十分処理可能

で、あった。農業基本法が制定された 1960年か

ら近年にかけて，畜産経営，耕種経営ともに

規模拡大を行ってきた。その内実を見ると，

畜産経営は飼養頭数の急速な規模拡大に比べ

て，耕地面積のそれはテンポが運く，家畜飼

養頭数と耕地面積のバランスは崩れている。

耕種経営も借地などによる耕地面積拡大を行

つてはきたが，高産経営の飼養頭数規模拡大

藤田直総*

3.堆きゅう肥利用条件に関する熊本県と

北海道熔作酪農地域との比較

1)北海道畑作諮農地域における堆き

ゅう肥利用条件

2)熊本県と北権道畑作酪農地域の比

較

4. むすび

に比べてテンポは避い(波 2)。現在において

も，ふん尿処理および堆きゅう肥の利用・流

通方法は，従来の自家圏場散布や近隣の耕種

経営への譲渡が主流である。しかしながら，

還元する耕地面積の不足，数布適期における

労働力不足などにより，ふん尿や堆きゅう胞

の余剰が生じやすくなった。

余剰ふん尿が環境を悪化させることに関し

ては，多くの研究者によって指摘されている

(注 3)。さらに， 1999年に家禽排せっ物法

が施行され，議産経営は家斎ふん尿の適切な

処理を求められているが，投資額や労働力，

耕地面積などに問題点を抱え，法律への対応

が進んでいない。そこで，共間堆肥処浬施設

の設立やそれを中心として製品である堆きゅ

う把の流通を促進することが，これらの問題

点を緩和するものと思われる。従来から，府

県では，共同堆肥処理施設の設立や堆きゅう
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肥流逸への取り組みが多く行われてきた。特

に九州地域ではこれらの取り組みが盛んで、あ

る。一方，北梅道では堆肥処理施設設立や堆

きゅう肥の流通は個別対応，道産と耕種の相

対取引が主たるものであり，府県ほど取り組

まれた事例は少ない。堆肥処理施設の設置数

について，北海道は 56施設と全国で 13番g

の多さであるが，牛 1頭当たりに換算すると

0.01施設であり全国で最も少ない(注4)。

共同堆肥処理施設の設立や堆きゅう肥流通

への取り組みに関する府県と北海道の差に関

して，両日[2 ]は，環境問題に関する地域住

民等の臣力の差による経営者の意識によるも

のと指摘している。すなわち，府県では酪農

経営は地域の非農家と混住していることが多

いため，環境に関する圧力が大きいためその

対策について取り組まざるを得ないが，北海

道，とりわけ酪農経営は純農村に位置してい

るため，強い圧力にさらされることは少なく，

取り組みへの意識が薄くなることを指摘して

いる。しかし，堆きゅう肥の利用および流通

に関して，畜産経営や耕種経営を取り巻く条

件の援については論じられていない。堆きゅ

う把を利用するに当たり，作物の生育時期や

積零などの季節性，近隣の耕種経営の耕地面

積や作目等，様々な制約条件が存在する。こ

れらの条件は地域によって呉なり，堆きゅう

肥の利用および流通，それに対する意識へ影

響を及ぼすものと考えられる。

本稿では，堆きゅう肥利用および流通を取

り巻く条件に関して，先進地域と北海道畑作

酪農地域(注 5) の比較を行い，北海道で堆

肥の流通が展開するための条件について検討

する。ここで，取り巻く条件とは，作期や堆

きゅう肥利用適期などの気象に起因する条件

や耕種や畜産の経営条件を指す。先進地域と

して熊本県，北権道畑作酪農地域として十勝

支庁，縞立を支庁を取り上げる。

2‘熊本県の概要と堆きゅう肥流通の取り

組み

1)気候と農業の概略

熊本県の気候の特性として寒暖の差が大き

く降水量が多いことが挙げられる。熊本市の

気温の臼較差が 24
0

Cという記録があり，また，

黒潮暖流の上を通って天草灘から流れ込む高

温多湿の南西気流は，地形の影響で集中的に

大雨を降らせている。特に六月末から七月の

梅雨期後半は雨量が多く年開降水量の 4割が

降り，たびたび土砂災害や洪水の被害をもた

らす。

熊本県の農家戸数は 2001年で 78，400戸で

あり， 10年前の約 20%減となっている。う

ち，第 2穏兼業農家が 51%と約半分を占め，

専業農家28%，第 1穣兼業農家21%である。

農家所得は 2001年で 5，117千円であるが，そ

の約 65%が農外所得である。この割合は 1990

年以降，ほとんど変化がない。農業組生産額

は県全体で 3，269億円であり，最も大きな割

合を占めているものは野菜で 32%，それに次

ぐものは畜産で 25%を占める。他には米 17

%，泉実 10%，いぐさなどの工芸作物は 6%

q
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祖生産額のうち畜産部門が

撃警護60%以上を占める市町村

50~60慌を占める市町村

区~30~50%を占める市町村

H:jzzrv 30引を占める市町7村

口zz%以下を占める市町村

図1 市町村君IJの農業経生産穣の構成(熊本祭)

資料)2000年差是業センサス

を占める。生産量全閣 1位を占める農産物は， 千頭， 1芦当たりは，手し周牛 47.5頭，肉用牛 25

スイカ，デコポン， トマト，甘夏ミカン，い 頭，豚 700頭である。 1995年と比較すると，

ぐさである。 総頭数については肉用牛は増加，乳用牛は減

熊本来の畜瑳は， 2001年で粗生産額 813億 少，豚は横ばい傾向にあるが 1戸当たり頭

円であるが，その内訳は，乳用牛 262億円(32.2 数についてはいずれも増加傾向にあった。耕

%に肉用牛 236億丹 (29.0%)，豚 180~意円 地を見ると，総面積は酪農経営 5，032ha，肉用

(22.1 %)，鶏 13i意円(15.0%)である。全 牛経営 11，441haであり， 1戸当たり面積は，

Eで乳用牛は 6位，肉用牛は4位，豚は 11 酪農経営 4.5ha，肉用牛経営 2.3haである。

位に位置する。地域別に見ると，畜産が農業

組生産額の 50%以上を占める地域は，菊池郡 2)犠きゅう肥科用条件

の6町村，阿蘇郡の 4町村，球磨郡の 2町村 熊本県は寒暖の差が激しいとはいえ，阿蘇

と周辺山間部で占められている。平野部は耕 や球磨地方を徐けば積雪は見られず気温も氷

穫が主体となる(図1)。飼養戸数を見ると， 点下になることは少ない。したがって，堆き

乳用牛 1，099戸，肉用牛 4，968戸，養豚313戸， ゅう肥の製造や流通，利用は年中可能である。

鶏 153戸である。餌養頭数を見ると，総頭数 堆きゅう肥利用時期を作自民に見ると，時期

は，乳用牛 52千頭，肉用牛 145千頭，豚 280 が長いものは，イチゴ 6~8 月， トマト， ミ
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月

図2 堆きゅう肥孝11.1'現時滋

資料) J Aたまな農協資料および経営診断ノ、ンドブック(熊本県農政部)

設) 飼料作物，いぐさに関しては経営診断ノ、ンドブック等，それ以外は JAたまな農協資料 か

ら引用した

ニトマト 7~ 10 月，ナス，アスパラ 3~8 月

(6月を除く)の閤芸作物，みかん 10~ 3月，

米 12~ 5月である。米は早生品種(播種 3月，

移植 4 月，収穫 8~9 月)や晩生品種(播穣

6月，移植 7月，収穫 11月)が栽培されてい

るため，使用時期が長くなっている。一方，

飼料作物を見ると，夏作としてトウモロコシ

(播種4Jl，収穫8Jl)，冬作としてイタリア

ン(播種 9 月，収穫 12~4 月)を栽培してい

るため，散布時期は4月 9月と短い。以上

より，堆きゅう肥は多雨をともなう 6Jlを除

けばほぽ年中散布されていることが理解でき

る(盟 2)。

このように時期的な制約の少ない熊本県に

おいても， ~也の都道府県同様，畜瑛経営は家

畜排継物の処理利用に課題を残している。机

に
U

F
h
u
 



上の計算では，熊本県において家高頭数から

見れば畜ふん 280万トンが排出され，耕地問

積とその作隠から見れば畜ふんは 210万トン

投入が可能である。すなわち県内で処理がほ

ぼ可能である。ふん尿および堆きゅう肥の従

来の流通方法は近隣の耕種農家へ譲渡または

穏わらとの交換など相対取引が主であり，販

売や購入などの金銭をともなう流通は盛んに

は行われてはいなかった。また，その運搬の

閤難性から，遠距離まで流通することは少な

かった。しかし，熊本県は山陽部の畜産主体

の地域と平野部の耕種主体の地域に分かれて

いるため，ふん尿の余剰が生じている飽域と

堆きゅう肥が不足している地域が偏在してお

り，畜産経営も，所有する耕地面積は 2.0~ 

5.0ha程度と大きくなく，家蓄ふん尿を自家処

理しきれない場合が少なくなく，堆きゅう肥

の広域流通が求められるようになった。

3)堆きゅう肥流通の取り組み

堆きゅう肥需給調整および広域流通に関し

て，熊本県では次のように取り組まれてきた。

1994年度に堆肥センターの実態調査， 1995年

度に現状・課題の整理を行った。 1996年度に

熊本県良賞堆肥利用促進協議会を設立し， 1997

年度には第 1回良鷲堆きゅう肥共励会，研究

会が開催された。 1998年度には有機物資掠の

需給協定の締結， 1999年産には第 3国共励会

に堆肥センター 50ヶ所参加し， 2000年度に

は全冨堆肥センター協議会に加入した。

1996年度に設立された熊本県良質堆肥利用

促進協議会は，熊本県農政部経営技術課や畜

産課，農協中央会，経済連，艶連，果実連，

斎連新拓農協，畜産会などの農業間体等から

構成され，経済連高品質・低コスト生産推進

室が事務局となって運営されている。これは

]A熊本経済連内に存在する。ここでは，堆

肥の共励会および研修会が実施されている。

共励会では，堆肥センターの現地審査，発芽

試験，堆把現物審査を行い，腐熟度を「未熟J，

「中熟j， r完熟j に判定する。優れた得点を

得た堆肥センターへは「共励会熊本県賞j 等

の賞を授与する。すでに 5問実施され，賞は

権威あるものとなっているため，受賞した堆

肥センターはその堆肥の需要が増加し，当該

地域のみならず他の地域のからも注文を受け

ることが多くなる傾向にある。他にはその表

彰式や講演会などがある。研修会では，堆き

ゅう肥の利用の拡大をテーマに，土作り推進

への取り組み事例紹介，畜産・耕種の連携に

よる利用事例紹介，省力散布方式の事例紹介，

省力散布機による実演などについて，講演お

よび議論が行われている。また，この協議会

には熊本県堆肥情報管理センターが組織され，

この管理センターから，各地域の農協(地域

管理センター)やその地域の堆肥センターへ，

または熊本県，農業改良普及センターから市

町村やその管内の堆肥センターへと情報が提

供される仕組みになっている。また，経済連

土壌診断センターへ堆肥の土壌分析を依頼し，

情報の提供を受けるなど密接な関係を持つ。

堆きゅう肥需給調整に参加している堆肥セ

ンターは 29ヶ所存在し，原料・製品の情報の

提供を実施している。 29ヶ所のうち 19ヶ所

-56-
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(65 %)は畜産主体の山間部に位置している。

堆きゅう肥の需給調整活動は，次のように行

われている。熊本県堆肥情報管理センターは，

畜産地帯の農協より堆肥センターの余剰製品

などの情報を，耕積地帯の農協より製品の需

要などの情報をそれぞれ受け，その情報をも

とに堆肥の需給調整を行う。これに基づいて，

堆肥センターより耕種地帯の農協の生産部門

を通じて，耕種農家へ調達される。当情報管

理センターでは，堆肥製品及び原料の情報の

報告を受け，既存の紙文書等や電子情報を管

王捜し，農協の営農部や購買部，営農センタ一

等の関係機関へ堆肥の供給可能最を発信して

いる(図 3)。

畜産地帯と耕穏地帯の農協間では，有機物

資源、の需給協定の締結も行われている。具体

的な事例として， ] A菊池と ]A鏡の調印が

ある。 ]A菊池管内は蓄産が多いため堆きゅ

う肥が余剰気味であるが， ] A鏡管内では耕

積主体ため，機きゅう肥が不足している状態

であったため，この協定が締結された。 ]A

菊池より生産された堆きゅう肥をフレコンに

詰め込み， トラックに積載して ]A鏡へ出荷

する。堆きゅう肥はマニュアスプレッダで闘

場へ散布される。運搬が終了したトラックは

クミアイ飼料を積載し， ] A菊池へ戻る。こ

のような形で¥]A菊池と ]A鏡との堆きゅ

う肥の流通が行われている。さらに， ] A鹿

本では ]A菊池から原料を購入して堆きゅう

肥の製造を行い， ] A熊本市は ]A菊池から

堆きゅう肥をパラで購入するなど，地域を超

えた堆きゅう肥の流通は活発に行われている。

その結巣，広域流通が行われている堆きゅう

胞は，農協の把握分で 1996(平成 8)年で 5，235

堆Ile!センター

耕
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資料)熊本経済連資料

図3 製品の霧給譲慈汚動
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密4 堆肥広域流遜蚤(熊本県)

~3 月と偏っている。この問題点を解決する

一つの手段として，耕種地帯に堆きゅう肥の

ストックヤードを建設し，堆きゅう肥を製造，

利用している事例がある。しかし，このスト

ックヤードは②に掲げたように，建設・利用

には収益性に課題を残しており，これが他の

地域で普及が進まない理由である。③に関し

ては，マニュアスプレッダ等の堆きゅう肥散

布機米所有や，従事者の高齢化など労働力不

資料)熊本県経済連資料による 足により堆肥散布が臨難な耕種経営が少なく

注)上記の流通設は熊本県経済連の扱援分である ない。したがって，堆肥の流通，利用を促進

させるためには，コントラクタなどの請負組

tであったものが， 2001 (平成 13)年では 織との連携など散布体制の整備が重要となる。

12，367 tと5年間で 2倍以上に増加している 他に， @~⑤の課題がある。

(国 4)。 堆肥は，需要者のほとんどは耕種農家に限

しかし，堆きゅう肥需給調整等の流通面に られていることや，製造費用に比べ販売価格

おいて，以下の課題が残されている。 が安いことなど，流通を困難にさせる条件が

多い。そのよにおいて，流通や利用を活発に

① 需給調整における意識のずれ

② ストックヤードにおける収益性

③ 散布体制の整備

④ 関係機関との連携

⑤ 土づくり務発

⑥ 簡易堆肥舎の建設

①は，具体的には畜産地帯では堆きゅう肥

を定期的にどんどん出したいが，耕種地帯は

決まったときにほしい，使える堆きゅう肥が

ほしいという意識のずれである。畜産仮.IJは堆

きゅう肥を年中ほぽ一定に産出するが，耕積

額Ijから見れば，堆きゅう肥を必要とする時期

は水田 12~ 2 月，なすび 3~5 月，いぐさ 12

していくためには，堆肥センターや現場にす

べて任せるのではなく，それぞれの堆肥セン

ターや耕積地帯の農協から在庫等や需要の情

報を管理し，需給調整を行う熊本県情報管理

センターなどのような管理する組織が必要と

なろう。

3.堆きゅう把利用条件に関する熊本県と北海道

畑作酪農地域との比較

1 )北海道畑作酪農地域における堆きゅう肥料

用条件

北権道畑作酪農地域の概況について見ると，

十勝支庁では，農家戸数は 2000年で 7，852戸
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である。農業粗生産額は 2，304.8億円であり，

うち藷産は 1，046.9億円と 45.4%を占める。

畜産の粒生産額の内訳は，乳用牛 782.3億円

(74.7 %)，肉用牛 199.3億円 09.0%)，豚21.5

億円 (2.l%)，鶏 34.8i意円 (3.3%)と乳用

牛が約 75%を占める。餌養戸数は，手L用牛

2，098戸，肉剤牛 791戸，豚 34戸，鶏 27戸で

ある。飼養頭数を見ると，総頭数は乳用牛 186

千頭，肉用牛 100千頭，豚38千頭， 1戸当た

りは乳用牛 88.5頭，肉用牛 125.8頭，豚 1，109

頭である。耕地を見ると，総面穣は牧草地

103，800ha，育メIjりトウモロコシ 15，800haであ

り， 1戸きちたり面積は，それぞれ 35.5ha，5.4ha 

である(注6)。また，青メIJりトウモロコシを

除く普通畑面積は 158，500haである。

次に網走支庁を晃ると，農家戸数は 2000年

で 6，973戸である。農業粗生産額は 1，663.9億

円であり，うち畜産は 675億円と 40.5%を占

める。畜産の粗生産額の内訳は，乳用牛 464.8

億円 (68.8%)，肉用牛 99.7億円 04.8%に

豚 44.5億円 (6.6%)，鶏 64.l億円 (9.5%) 

と，乳用牛が約 70%を占めている。飼養戸数

は，乳用牛 1，536戸，肉用牛 544戸，豚 92戸，

鶏 21戸である。餌養頭数を見ると，総頭数は

乳ffl牛 117千頭，肉用牛 55千頭，豚 34千頭

であり 1戸当たりは乳洞牛 76.3頭，肉用牛

10u.4頭，豚 368.9頭である。耕地を見ると，

北海道畑作酪農地域を対象に， 2000年セン

サスを用いて，家畜から排?散される窒素の原

単位と家高ふん尿に由来する窒素の受け入れ

可能量に基づき，家畜ふん尿が地域内でどの

程度利用可能かを把握した(注7)。ここでは，

小麦およびばれいしょは，窒素を受け入れな

いものとして試算した(注 8)。その結果，窒

素の過不足平均値は，十勝一772tNI年，縞走-

428tNI年といずれも不足傾向にあった。過剰

な市町村は，十勝の中札内村(660tNI年)，士

幌町(472tNI年)のみで、あった。十勝は一1000tNI

年未満が 8市町村， -1000 ~-500tNI年が 8 町

村ずつ存在する。すなわち-500tN/年米満が十

勝全市町村の 80%を占め，窒素が不足額舟で

あることが理解できる(悶 5)。

撃欝100t以上

麗覇。~100t

臨画一1OOO~Ot 

仁コー1000t未満

図5 十勝地域における窒素の過不足

(t N/年)

総商積は牧草地 62，600ha，青刈りトウモロコ 網走は-500~ OtNI年が 20市町村存在し，

シ 9，650haであり 1戸当たり面積は，それ 全市町村の 78%を占める。すなわち，当支庁

ぞれ 31.1ha，4.8haである。また，青刈りトウ では，窒素の過不足に関してやや不足気味の

モロコシを除く普通畑面積は 94，750haであ 傾向であることが理解できる(図 6)。

る。 この理由として，当地域では，家畜飼養頭
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数は多いが畜産経営が所有する耕地面積も平

均 30ha以上と大きいことや，地域内に畑作経

営(耕地面積平均は十勝28.9ha，網走 18.4ha)

が多数存在していることが考えられる。いず

れにしても，北海道畑作酪農地域においては，

市町村単位で見ても窒素の負荷は生じず，広

域流通は行わなくても市町村内で自己完結が

可能であるといえる。

欝翠1∞u:1上 臨調 -500~Ot にコ司1000t朱滋

璽霊童 O~100t 山 1OOO~-5∞t 

図6 網走地域における窒素の過不足

(t N/年)

堆きゅう肥利用時期を見ると，その期間は

短く，春期 4 月中旬~5 月中旬，秋期 10 月上

旬~11 月上旬に偏っている。 11 月下旬から

4月上旬までは積需のため，堆きゅう肥散布

はできない(思 6)。これらの理由として，第

一に生育時期が集中していることがあげられ

る。作物の生育ステージを見ると，小麦やて

んさい，だいこん，キャベツを除けば，播種

は 4 月下匂~5 月下旬，収穫は 9 月上旬~ 10 

月上旬に集中している。第二に生育時期が長

いことがあげられる。当地域は冷涼なため，

てんさい(播種 3 月，移植 4 月下旬~5 月

下旬， q又穫 11丹)に見られるように，生育時

期が比較的長い。

以上より，北海道畑作離農地域では，ふん

尿は量的に見るとむしろ不足気味であり，市

町村内ですべて利用可能であるが，ふん尿お

よび堆きゅう肥利用時期が非常に限られてい

るといえる。したがってふん尿余剰に関して

は，還元する耕地面積の不足よりも，時期的

および労働的制約の影響が大きい。北海道畑

作酪農地域の中で，コントラクタが存在する

地域では，堆きゅう肥の関場への散布を含め

たふん尿処理を作業委託する経営が年々増加

しているが，これは，堆きゅう肥利用におけ

る時期的および労働的制約によるものと考え

られる。

2)熊本県と北海道畑作酪農地域の比較

本節では，家畜ふん尿余剰が生じる要民や

堆きゅう肥利用および流通について両地域の

比較を行し、検討する。

家資ふん尿と耕地面積について，熊本県は，

県全体では過不足がほとんどなくバランスが

とれているが，地域別に見ると偏りがある。

菊池郡や阿蘇郡などの県北や球磨郡などの県

南，いわゆる山麓地帯の市町村内でふん尿は

余剰傾向にあり， 10市町村が窒素 100t以上

過剰である。一方，八代郡などの県央地域は

不足傾向である。畜産経営が所有する耕地面

積は 2.0~ 5.0ha程度と小さく，飼養頭数規模

から見ればふん尿処理の自己完結は困難であ

る。一方，北海道畑作酪農地域は，中札内村

と士幌町を除けばすべて不足傾向であり，十
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:版作物

野菜

飼料

作物

函 6 堆きゅう肥料用語寺期

資料)北海道幾業生産技術体系(北海道農政部)

設) 寵墨iま堆きゅう肥利用時期

仁ヨは積雪期
勝管内の 8市町村が窒素-1，000 t不足してい

る。

堆きゅう杷利用時期について，熊本県は，

作自によって決まっているが，多種類の作目

が栽培されており，基本的に年中使照するこ

とが可能である。温暖な気候であるため，作

物の生育ステージが短いことも堆きゅう杷の

使用時期を長期間にする理由と考えられる。

一方，北海道畑作離農地域は，堆きゅう肥利

用時期は融雪後~春期および秋期~積雪前と

限られており，期開が短い。特に冬期間は積

雪や気滋が氷点下等の影響により，堆きゅう

肥の利用は不可能となる。冷涼な気候のため

作物は眠られており，生育ステージが長い。

そのため，播種期と収穫期は集中する額向に

ある。これらも，堆きゅう肥利用時期が短期

聞に限定される理由と考えられる。

以上より，家畜ふん尿の余剰が生じる要問

として，熊本県では耕地面積の不足，北海道

畑作酪農地域では堆きゅう肥利用時期の短期

間限定があげられる。熊本県では県内に余剰

地域と不足地域があると同時に，年中利用可

能なため，堆きゅう肥の広域流通が求められ

ており，それが発達しやすい状況にあるとい

える。一方，北海道畑作酪農地域では，市町

村それ自体で不足しており，地域内で自己完

結が可能であるが，短期間での処理が求めら

れている。したがって，堆きゅう肥の広域流

通よりもコントラクタ等への作業委託が余剰

ふん尿の解消や堆きゅう肥利用に貢獄するた
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め，これらへの委託者が増加しやすい状況に

あるといえる。

4.むすび

堆きゅう肥の流通に関して，熊本県は経済

連を中心とした広域流通システムが確立され

ているが，北海道畑作酪農地域では現在でも

畜産経営と熔作経営の相対取引が中心である。

この差の理由を，畜産経営や耕種経営の意識

の差としている研究が少なくない。その意識

の差について考察するため，先進地域と北海

道畑作酪農地域の比較を試みた。

先進地域である熊本県は，県全体ではふん

尿と耕地のバランスがとれているが，過剰地

域と不足地域が偏寂していた。すなわち，ふ

ん探を堆きゅう肥として商品化し，広域流通

をせざるを得ない状況にあることが明らかに

なった。また，温暖な気候であるため堆きゅ

う肥の利用は年中可能であることも広域流通

が発達しやすい条件となっている。一方，北

海道畑作酪農地域ではほとんどの市町村が不

足傾向にあるため，商品化して広域流通を行

うよりも，自家圏場散布や近隣の畑作との麦

稗交換が中心となりやすい。ふん尿余剰は，

1)肉用牛(肥育)，養豚，養鶏は，現在でこ

そ厨場を所有していない経営がほとんどで

あるが，以前は，水田や畑作などの耕種と

の複合で経営していたため，酪農経営と同

様の方法で処理していた。

2)耕種経営はすべての地域で規模拡大が進ん

注
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耕地面積の不足よりも使照時期の館期間娘定

による労働力不足による場合が多い。これが，

熊本県で行われている広域流通よりも，ふん

尿処理のコントラクタへの委託を増加させる

理由となると考えられる。もし，当地域で共

問ふん尿処理施設の設立し，利用や流通を考

えていくならば，網走支庁HM村に存在する

施設のように，散布を担う労働力については

施設の職員かコントラクタ等の受委託組織と

の連携について考慮するべきではないかと恩

われる。

ふん尿処理問題に関して，家高排せっ物法

の猶予期間が終わりに近づき，早急な対応が

求められている。取り組みに当たって，参考

となる先進事例や優良事例を紹介した論文や

報告警は多数存症する。活用するに当たって，

これらの事例と当地域を取り巻く環境との違

い，それぞれの利点を比較，分析を行うこと

が不可欠となる。具体的には，地域内におけ

る，畜産経営や耕種経営の規模やふん尿排出，

受け入れ可能量，堆きゅう肥散布可能時期な

どを明らかにする必要があろう。これらの分

析が，ふん尿処理問題の解決に貢献するもの

と思われる。

でいるわけではない。水田経営を見ると北

海道では規模拡大が進んでいるが，府県で

は規模拡大を行う農家層と兼業化する農家

震に分化しており，後者の方が多い。

3) 小沢・西谷・村田 [4]，岡田[2 ]は， 北

海道の酪農専業地帯を対象に調査し，家畜



ふん尿が河)[1や地下水などの環境負荷増大

の原因であることを明らかにした上で，酪

農経営に環境保全の意識を醸成させること

が重要であると指摘している。また，何回

2]は，畑作酪農地域に流れる河川jの河口

付近では，窒素が水産用水基準 1ppmを超

えており，酪農専業地帯においても，河川|

や地下水の環境負荷量が増大していること

を指摘している。

4) r平成 11年度家畜排せっ物等のたい肥化

施設の設置・運営状況調査報告書(農林水

産省統計情報部)J による。

5)北海道において，耕穏と苔産が混在してい

る地域として，北海道畑作酪足基地域を取り

上げた。

[ 1 ]原由靖生・築城幹典(1993):物質循環から

見た室長議ふん尿処理問題.北海道家資管理研

究会報， 29: 1θ 

[ 2][滝田直樹 (2003):草地盤酪農経営における

ふん尿対策誘導ー「きめ級かい事業j とはど

のようなものか一.飴農経営におけるふん尿

処理の現状と展望…道内外の事例をふまえて

一，北海道地域農業研究所学術議委 5，社団

法人北海道地域農業研究所:3幽 15

[ 3 ] I湾問直樹 (2003):メガファームにおける環

境対策と地域一奈良県・(有) J 1タケダフ

ァームのケースー.議農経営におけるふん尿

処理の現状と展襲一道内外の事例をふまえて

ー，北海道地域農業研究所学術議議 5，社団

6) 2000年センサスでは，務自農経営，肉用牛

経営沼IJに耕地面積が記載されているが，北

海道については支庁別に分けられていない

ため，ここでは表示しなかった。

7)樽本[6]は，原因・築城[1 ]や志賀[5]の

指擦を用いて，熊本県を対象に釜楽の過不

足を試算している。本稿では，樽本同様に

北海道畑作麟農地域である十勝支庁，網走

支庁を対象に試算した。

8) 筆者の調査によれば，畑作経営では，前作

にばれいしょ，後作に小麦の題場やばれい

しょ播種前の箇場には堆肥はあまり投入さ

れていないため，ここでは試算の対象から

外した。
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