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く普及活動事例>

地域活性化とゆとり創出のための生産構造改善

~別海町中春別ょっ葉地区の取り組み~

高村一敏水戸叶吉昭村第藤太香謂*三宅裕子ネ坂口哲也ネ

要 t::. 
日

別海町中春日サ地域では，平成13年からの普及計画で取り組んだ飼養l策境，搾乳手法，搾乳機器の改

善等lこより生設性は向上した。その後平成16年に実態調資やアンケート調査を実施した結果，分娩前

後の疾病やj'fi飼料品質に問題のある率がわかり，移行期飼養管閣の改善や良質級飼'f'I-生産の課題に取

り組んだ。これらの課題解決のため，農協等と協議して地域の平均的な生産基盤を持つ，ょっ葉地区

12戸を重点的に支援し，その成果を地域内外に波及させる事とした。

ヱド稿では，その取り級み綬過と背及センターが果たした役割について報告する。

1.はじめに

1)別海町の概要

別海町は西別JII，風蓮川流域の丘襲地帯に広が

り，農業は酪農を主体とし，広大な土地資源を背

景に，昭和30年代のパイロットファーム事業， 48 

年以蜂の新酪農村建設事業により，大型主主地艶農

専業地域として発達した。

組んだ飼養環境・搾乳手法・搾乳機器の改善等に

より生産性や衛生的乳質が向上した。しかし，所

得増に結び、つかない農場も一部あり，分娩前後の

疾病や粗飼料品質の課題が未解決であるとの声が

多かった。そこで要因解析を行った(関 1，図 2)。

経営規模は，耕地面積50ha以上が約70%， 1 

たりの平均飼養頭数は100頭を超える臼本有

数の大型酪農王手業地帯である(表1)。

表 1 別海町怒撲の現状(平成19年)

戸数

i戸当I係m

耳Ili毎l吋 ょっ3草地区

881F' 

7lha 
12戸

76ha 

l戸3年出待乳i註 524t 561t 

lygi平均手Ll辻 8，08'lkg- 8，245kg 

平均飼設頭数※ 122liJi 119liJi 

※平成18年牛群検定成績より算出
ネ JAL\J脊 ~IIIおき取り、根守主;支ITf根室の !~>>J
より

2)課題選定の背景

中春別地域では，平成13年から普及活動で取り

水根窓農業改良普及センタ KazutosiTAKAI¥lUEA， 
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その結果，多くの農場で分娩前後の栄養管理や

環境改善，牧草細断サイレージ(以下，サイレー

ジ)調製技術改善の必要なことがわかり，平成17

年からこれらの課題解決に取り組んだ。活動対象

の中春別ょっ葉地区は，以前より牛舎改造や乳質

改善に取り組んでおり，地域の平均的な生産基盤

を持つ地域で、ある。

3)活動の目標

乳牛銅養管理及び粗飼料生産システムの確立と

それを支える飼養環境の整備等を含めた効率的な

生産技術システムを構築することにより，経営内

における様々なロス(牛・生乳・箪のロス，労働・

精神面のロス)が削減されて，ゆとりが生まれ，

人が元気，地域も元気になる事を邑指した。その

ために以下の 2つを推進事項とした。

(1) 分娩前後の飼養管理と館養環境の改善によ

る単位生産性の向上と経営改善

(2) サイレージ品質の向上と採食量増加による

生産性向上と経営改善

2.活動の経過

1)各農場の現状と諜題

(1) 地域の調査結果と同様に周産期病の発生が

多く，そのことが労働面や精神面にも負担になっ

ているとの回答を得た。

(2) 組館料生産では発酵品質と収穫時期の遅れ

による栄養価の抵下が課題である。

2) 思標を達成するためのフローチャート

重点地IRの活動をするにあたって，池域振興へ

申告び、つけるためのフローチャートを作成した(図

3 )。

3)活動の経過

普及センターは，課題を分析・整理し，解決に

向けた技術的経路図を作成して提案した(国4)。

次に提案事項の効果を実証するために，モデル農

場を選定し，重点的に支援した。モデル農場で確

認された成果はまとめて紹介し，集落全体への波

及に努めた。

3.活動の内容

1)具体的な活動内容

(1 ) 合意形成

普及センターは，ょっ葉地区農家毎の課題を整

理し，改善策(表 2)を提案した。取り組み農場

と共に検討し諜題解決につなげることで，合意形

成を図り，信頼関係の構築に努めた。また，コン

譲良広ぷる鍵露審議霊安窃
鐘議的・矯静的

異動とり盗る議議鐘欝

図3 ょっ葉地区の取り組みが地域活性化へつながるフローチャート
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図4 技術的謀議解決の経路図

トラクタ等の関係機関には，農家とコントラクタ

がお互いの持つ課題を共有して課題解決するため

の方策を示した。

表2 提案内容と目的

取り組lみ 目的

乾乳舎やノマド y クを活用した無'l!il
搾乳牛と日IJ飼い

自設)~司: 移行i 現
寝起きの臼叫!

留飼養
過度なi主動

PJ改E 戸

晴好悼の良いfli飼料の飽食 乾物摂取澄の増加!

(1番早口一ノレサイレージ)

え霊正な濃厚続料の給与 栄径のパうンス

き壁尿の適正{史的(時JIJJ・2立) 発酵品質の向上

施肥改善 発苦手品質の向上

i凶切収穫 牧京栄養制hの向上

卜分な鎮圧とー早期密封 発露宇品質の向上

予乾による水分調盤 発酵5flrtの向上

栄後診断{こ慈づく飼料給与 栄養バランス適正化

(2) 生産技術システム確立への支援

改善状況は粗銅料分析結果，乳検，ノミルク乳成

分，乳牛のモニタリング， NOSAIカルテ等を解

析し確認した。これらのデータをもとに栄養診断

を行い，併給飼料のバランスを整えた。また，各

農場のニーズに対し，関係機関と連携して経営計

画作成・診断，草地管理，放牧・育成牛管理等の

総合的改善に向けた支援を行った。

①分娩前後の錦養管理改善と定着化

平成17~18年は改善の取

り組みを行うことになった

tl モデ川農場への闘技援

61 で，施設設計や栄養診断等
書IJ I 
出[ の支援を行い，技舗の定着

化に取り組んだ。地丞懇談

会等を通じて，これら身近

なモデル 4農場の取り組み

成果を伝え，新たな 5農場

の取り組みへの課題の整理，

支援を行った。

②サイレージ調製技術の

高位安定化

ょっ葉地区で、は，コント

ラクタと連携した活動を行っ

た。原料主主からサイレージ

開封時まで，サイレージ調

写真 1 サイレージ言慰霊童

写葵2 幾家，コントラクタ，飼料会社
と認査状況改養サイレージ
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骨

写真3 自作の乾乳牛舎

製状況と全受託ほ場の牧草分析や生育状況等の調

査を行った。それら実際のデータに基づき，農家，

関係機関含めた中で年度毎の新たな課題を整理し，

現実的な改善案の検討，検証を行った(写真 2)。

(3) モデル農場育成の支援

①乾乳牛施設の導入と飼養管理の改善

無繋留錦養，低水分ローノレサイレージの給与等，

飼養管理改善のために，乾乳舎導入に向けた助言

を行った(写真 3)。

②程銅料品質向上と効率的活用

収穫時期の早期化による栄養価の向上と，サイ

レージの発酵品費向上にむけたコントラクタの取

り組みに対して支援を行った。さらに栄養価や発

酵品質に応じた飼料設計により栄養バランスのと

れた給与になるよう提案した。

2)普及センターにおける活動体制

広域拐さきの蓄産主査の支援を受け，地域班(4 

名)が中心的に取り組んだ。当初，普及計画作成

時は，分娩前後の改善担当とサイレージ担当に分

けて取り結み始めたが，特にサイレージでは収穫

時の立会も行い，係員全員での活動となった。

これに加え，平成18年以降は，係員がより主体

的に活動を展開できるよう，農場毎の役割分担を

行い，現状分析結果のまとめや活動計額の作成を

各自で取り組んでいる。

3)他機関との連携

サイレージ龍製技術の改善では，重点地区農場

のサイレージ諦製を請け負うコントラクタと連接

した取り組みを行ったところ，他地区の農場から

も支援の要請が出されようになった。また疾病状

況の調査や，農協の改善プロジェクトの取り組み

など，農協やNOSAIと連携した取り組みに発展

した(写真4)。

写真4 サイレージ発酵品質の確認

4.活動の成果

1)生産技術システムの確立とその波及

当初一部の農家で始まった移行期管理とサイレー

ジ改善の取り組みは毎年の懇談会等で他の農業者

に対しでも理解が進み，ょっ葉地区全体に波及が

進んでいる。これらの成果により，分娩龍後の管

理の重要性が認識され，重点地箆以外の農場でも

32戸が取り組み始めた。また農協主体の「乾乳プ

ロジェクトJが取り組まれ，乾乳牛舎建設の独自

事業化や飼養管理改善に向けた支援が実施されて

いる。

(1 ) 分娩前後の飼養管理改善

モデル農場の取り組みを通じて，分娩前後の鰐

養管理改善の重要性が地域に認識され， これまで

9戸の農場で乾乳舎の建設やパドックを活用し

た無繋留銅養，低水分 1番主主ロールサイレージ給

与，高カルシウム錦料の給与中止等が取り組まれ，

次の成果が確認された。

①乾乳牛の腹の張り(写真 5)で第一胃の膨満度

を観察したところ乾物撰取量の増加が推察さ

れた。

②乳質も向上し麗棄乳等のロスが減った。

③乾乳牛が健康になり，抵投資で搾乳頭数増加が

可能となり出荷乳量が増加した。

④潤産期病が減少したことで労働，精神的負担が

減少した(図 5)。

oo 
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⑤ょっ葉地区の乳量500t当たりc1戸平均の出

荷乳量に棺当する) *代謝疾病発生状況は取り

組み農場(8戸)平均で11.6頭 (H16)から7.9

頭 (H20)に減少した。

*代謝疾病(分娩後 lヶ月以内の乳熱・ケトー

シス・第 4胃変位)

写真 5 乾乳牛「緩の張り」

領護主喰季も鰭斑お警護っ官、
特i議韓関お:'iil議っ怒し、

気持ち審議iこ捗時悲し1e

図5 精神的負担の減少

(2) サイレージ謂製技術の改善

①取り結みの結果，発辞品質が向上し，乾物摂取

量の増加につながっている(表 3)。

②成果が明確になったことで，地域内の他のコン

トラクタ関係者や利用農業者，農協等からも改

善要望が出された。それにより，コントラクタ

2組織，共同利用組識 5組織でも改善の取り組

みが実施された。

③農協主体の良質組飼料フ。ロジェクトが実施され，

個別農場で解決できない課題に対する各種試験

による検証など，良質サイレージ調製に向けた

支援が始まった。

表 3 サイレージ発簿品質 (pH)

日
日
均
一以一

A
一C一

P

H20 

3.8 Cn=2) 

4.0 Cn=3) 

4βCn=2) 

4.0 Cn=2) 

2)ょっ藁地区の生産性と経営の変化

各農場の課題解決に向けた取り組みは，乳質改

善や所得の向上につながった。

(1) 生手L生産量

l戸当たり生乳生産量は567t (H16)から558

t (H20)にやや減少したが，鯛養管理改善の取

り組みを行い，減産計画を選択しなかった農場 7

戸の平均は659tから691tと生産量を伸ばした。

(2) 安全安心な牛乳の生産

体細胞数が平均19.3万から17.2万に母下し，体

細胞数30万以下の割合は85%から91%に向上した。

(3) 農業所得の変化

錦料価格が上昇する情勢下で，平成20年度ょっ

葉地毘の乳飼比は平均41%(農協平均は45%)と

120E ・
ミ史

ま1に同。Z4 1 0 0 

ヒロ

)稔3 8 m  0 

議さ市1き 40 0.3 
H1617 18 19 20 H1617 18 19 20 

ょっ王立地区 協平均

図 6 所得の変化(幾協資料より)

O~ζ 

120 

110 

100 

90 

80 
H16 17 18 19 20 

密 7 緩産牛 1議当たりの資金返済後農業所得

ハ同
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上昇したが，農協平均と比べ低く誰移している。

資金返済後農業所得は同111%に増加した(閣 6)。

また，経産牛 1 たりの農業所得は全戸平均

でHl6対比109%に増加した(図7)。

5.考察

1)移行期館養管理の改善と定着化

課題のあった農場は，ょっ葉地B:内モデル農場

の身近な改善事例を受け，取り組みが開始されて

疾病が減少した。また，他の地域への波及の成果

もあがってきている。

2)サイレージ調製技術の高位安定化

農業者やコントラクタ等の関係機関が連携して

これまで行ってきた解決策の提案が定着し，天候

不)1頃等でも早急な対応により，発酵品質の安定化

につながっている O また，原料主主の品質改善によ

るサイレージ発群品質改善の認識が地域に広がり

つつある(写真 6) 

審スラ1)一筋F詰こを/102 塁手スラリー施沼1
サイレ}ジ i サイレ}ジ

アンモニア議室素/金三菱素8.5覧 iアンモニア態塗索/主主餐素3.1昆

4.4……J 入、…… pH4.0 

写真6 春スラリー施用サイレージ議査結果

3)所得とゆとりの向上

今年度の厳しい情勢下での良鷺組飼料調製及び

疾病を減らす取り組みにより，乳錦比増加にもか

かわらず所得向上の効果が見られた。取り組み事

例が地域内に認識された結果であると考える。

4)おわりに

普及センターでは重点対象地域で、の成果を活馬

し，他地域も含めた地域全体の更なるゆとり向上

のために今後も支援を継続していく。
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