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1. はじめに

北海道においては，酪農家の農家戸数が2012年2月で7，270

戸にまで減少し経営規模の拡大が進んでいる。その結果，

労働力不足を補うために，コントラクターやヘルパーなどの

外部支援組織に作業を委託する場面が増えている。公共牧場

も酪農経営の外部支援体制の一部として位置づけられ，夏季

の育成牛の預託のみならず，周年預託や人工授精・受精卵移

植，口市育牛からの預託や預託牛の運搬に加えて飼料生産(コ

ントラ事業)等，酪農家が公共牧場に求めるサービスは多様

化しつつある。さらに，道内では乳牛の晴育・育成を専門に

行う法人経営等も増え，競合または協力関係が発生しつつあ

ることから，公共牧場の機能や課題，改善点等について再考

する必要がある。

2. 北海道の公共牧場の実態

北海道農政部の調査では，平成 22年度の北海道内におけ

る公共牧場は，全道 130市町村に 251牧場設置(休止も含む)

されている。近年は市町村や農協の合併等の影響もあり，牧

場の統廃合が進み，牧場数は減少傾向である。

公共牧場の所有者別では，市町村有が最も多く 180牧場で

71%を占め，次いで、農協有が44牧場で 18%を占める。一方，

管理運営主体別では農協営が最も多く， 94牧場で 37%を占

め，その他(公社営や牧野組合営等)が 81牧場で 32%を占

める。

公共牧場の草地面積は 51，297haで，北海道全体の草地面

積が553，500haであることから，全道の草地の約 9%を占め

ていることになる。

経営の形態では，夏季の放牧利用が 144牧場で，冬期も舎
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飼を行う周年利用が43牧場である。管理運営主体別に見る

と，市町村営や農協営の牧場で，夏季利用のみの割合が多い

傾向が認められる。

利用頭数は，放牧利用 (84，753頭 :7月1日時点)と舎飼

利用 (31，302頭 1月1日時点)を合計した，延べ利用頭数

が 116，055頭になるが，いずれの利用形態も乳用牛の割合が

高く，その割合は 77~ 78%を占める(北海道農政部 2012)。

最近においては，道内の家畜市場における初任牛の個体販

売価格が高騰を続けているため，公共牧場や晴育預託牧場へ

の預託牛の頭数が増えている。メガファーム(北海道では年

間出荷乳量1，000t超の酪農家)等の頭数規模が大きい酪農

経営では，後継牛を家畜市場で買い付けるより，預託育成し

た方がコスト面で有利になることが原因であると考えられ

る。

人工授精は 38%の牧場で実施され，受精卵移植は 13%の

牧場で実施されている。事業収支は黒字の牧場が48.6%，収

支ゼ、ロが 29.8%，赤字の牧場が 21.6%である(北海道農政部

2011)。

3. 公共牧場に預託することにより酪農家が期待する

経営的な効果

前述のように，公共牧場に期待される酪農家のニーズは多

様化しつつある。酪農家が公共牧場に育成牛(または晴育牛)

を預ける目的は，頭数規模(施設・飼料)的・労働的・技術

的な 3つの要因が考えられ，期待される効果は以下のような

ものカfある。

①頭数規模(施設・飼料)的要因.経営規模拡大による搾乳

牛の増頭により，酪農家は搾乳・乾乳牛舎を優先的に増築す

る。育成牛舎が手狭になるので，育成牛の飼養管理を外部委
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託することの選択が発生する。この際，周年預託できると，

冬季聞の粗飼料を節減できることから，経営的なメリット感

が大きくなる。

②労働的要因:上記①とほぼ同様の背景であるが，周年預託

に加え， p甫育牛から一貫して預託できると，労働時間の改善

効果がより高いことから，ニーズのーっとなっている。 H南育・

育成牛の管理から余裕が発生した労働時間は，搾乳牛の飼養

管理時間に充てられることから 搾乳牛の繁殖管理技術や飼

料給与技術の向上が図られ，酪農経営全体の改善に繋がる。

③技術的要因:外部組織では専門の職員が晴育または育成牛

の管理をすることから，育成牛の発育が良好になることが期

待される。その結果，初産分娩月齢が若くなり酪農経営全体

として搾乳効率の向上が期待できる。また，初産牛販売価格

の向上も期待できる。さらに，専門職員の高い技術による十

分な管理のもと，事故率が低下して，効率的な後継牛の増加

が期待できる。道内の公共牧場における事故率は哨育牛で

0.4%，育成牛で 0.7%であり(北海道農政部 2011)，個別の

酪農経営よりも極めて低い値である。

以上のような，酪農家が期待する育成技術やサービスを提

供する公共牧場は，評価(評判)が高くなり，管内・管外か

らの預託頭数は増加する。預託頭数の増加により預託料収入

の増加や草地・施設の利用率が向上し経営収支が向上する。

改善された収支を活用して 植生改善等を行い，自給飼料の

栄養価向上に取り組むことができるようになり，そのことが

育成牛の発育を良好にしさらに評価(評判)が向上すると

いう，プラスの経営的な循環を生じさせる(図 1)。

4. 北海道の公共牧場における課題と改善方向

(1) 法人等の集団晴育育成牧場との関係

図2に発育段階により乳牛が移行する酪農経営内の施設

と，法人等の集団哨育育成牧場および公共牧場の関係につい

て表した。法人等の集団晴育育成牧場と公共牧場は，役割に

おいて競合関係になる場合もあるが，集団晴育預託牧場から

育成午が移行されて来るような連携関係になる場合もある。

公共牧場が集団晴育育成牧場に対して競争力を有したり，集

団晴育預託牧場と連携するメリットを有するためには，いず

れの場合も「高い育成技術(良好な発育)Jと「安い預託料

金(低コスト化)Jを実現することが重要である。

個別経営の改善 公共牧場の改善

草地更新や低コストな簡易更新

図1. 個別経営および公共牧場における経営安定化のイメージ.

(2) 公共牧場における草地植生実態把握の必要性

公共牧場が「高い育成技術(良好な発育)Jと「安い預託

料金(低コスト化)Jを実現するためには，職員の専門的な

技術の向上，経営的なコスト管理に加えて，広大な草地を有

効に活用することが重要となる。育成牛には消化率が高くミ

ネラルバランスが良い草が求められることから，夏季聞は放

牧地，周年預託を行う牧場では採草地の草地植生を良好に保

ち，適正な管理・利用を行うことが重要なポイントとなる。

最近，根釧地域のチモシー主体採草地において，地下茎型

イネ科草が侵入し植生が速いスピードで悪化していること

が明らかにされた(根釧農業試験場2012)。地下茎型イネ科

草の種類は主にシパムギ(以下 QG)およびリードカナリー

グラス(以下 RCG)であった。これを受けて，道内の他の

地域においても，採草地の植生調査が行われた。その結果，

酪農が盛んな地域の採草地において，地下茎型イネ科草の被

度割合が4割程度に侵入が進んでおり，地下系型イネ科草の

種類も QGおよびRCGの割合が多かった。

一方，北海道の公共牧場の草地植生については，実態が把

握されていない。著者は モデルとして道内 A公共牧場の

放牧地および放牧・採草兼用地 101筆の草地植生を 2010年

に調査を行った。その結果，雑草の被度割合が半分程度を占

めていた(図 3)。雑草被度の内容は， QGとRCGの合計が

20%，ケンタッキーブルーグラス(以下 KB)が22%，ギシ

外部晴育育成体制

図 2. 乳牛施設 p甫育育成牧場・公共牧場の関係と牛の流れ

6号色

図 3. 道内 A公共牧場における牧草地の植生

(放牧地および放牧採草兼用地 101筆の冠部被度の平均

値)
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ギシ類を主とする広葉雑草が 11%であった。道内の採草地

の調査結果と異って特徴的であった点は，雑草のうち KBの

割合が比較的高かったことである。 KBについては，省力管

理される放牧地において，比較的安定した植生が長期間維持

され，管理技術等についても明らかにされているはじ毎道農

業研究センター 2012)0 QG， RCGおよびギシギシ類につい

ては，競合力の強さ等から，今後これら雑草割合の拡大が懸

念される。これらの雑草の優占割合が高い草地については，

植生改善の検討が必要と考えられる。また， A公共牧場で

はマメ科牧草の割合が 5%と小さかったことも改善すべき課

題と考えられる。育成牛にミネラルバランスの良い牧草を供

給するには，クローパ類等のマメ科牧草は欠かせない。さら

に，北海道の公共牧場では，石灰質資材を投入している公共

牧場の割合が，採草地で 21.2% 放牧地で 18%，採草放牧

兼用地では 25.5%と比較的低かったことも，合わせて今後の

課題として検討したい(北海道農政部 2011)。

(3) 草地更新の施工方法検討の必要性

草地の植生改善を行う場合は，草地更新を行うことが一般

的であるが，公共牧場では自力更新に加えて公共事業を活用

することが多い。この際，草地の立地条件に合わせて，草地

更新の施工法を選択することが必要である。

北海道の公共牧場は，開設後 30-49年経過した牧場が

73%である。草地更新率は1.4%と低いが(全道の草地では

2.8%)，これは休止牧場の草地面積に影響されており，実施

牧場の草地面積における，更新草地面積の割合では 5.2%で

ある(北海道農政部 2011)。平均すると，草地更新または造

成後20年程度は経過していることになる。放牧地において

は，草地造成後に初めて草地更新する事例も少なくない。

傾斜地の放牧地では表土が薄い場合が多く，反転工法によ

る完全耕起を行うと，表土が埋没して心土が表面に出てしま

70 
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う事例が認められる。心土を表面に出してしまった更新草地

では，播種した牧草が発芽・定着不良を起こし，かえって生

産性を低下させてしまう事例が少なくない。このような立地

条件の草地は，表層撹排して牧草を播種する方法か，作溝法

で初期生育の良いペレニアルライグラスやメドウフェスクを

播種(追播)する等，簡易更新による草地更新法が望ましい

(天北農業試験場 2006)。初期生育の速い牧草を活用した作

溝法による簡易更新では，作溝播種後3年程度で，播種牧草

が優占してくることが明らかとなっている(図 4) (根釧|農

業試験場・北海道農業研究センタ-2007)。

一方， RCGのi憂占が長期間経過した草地等では，ルート

マットが多く，簡易更新による草地更新では失敗する事例が

多く認められる。このような場合は，地耐力の確保が難しい

泥炭地を除いて，完全耕起を選択することが望ましい(北海

道農政部・道立農業・畜産試験場 2005)。

いずれの場合も，公共牧場の草地においては経年化が著し

いことから，地上の植生悪化だけではなく，地下部に透水性

や通気性悪化の原因となる 高密層を形成しており，生産性

改善の障害となっている場合が多い。従って，植生改善にあ

たっては，排水不良や表面流水等を防ぐ為に，サブソイラや

ハーフソイラ等により高密層を破壊する心土破砕と組み合わ

せて施工することが望まれる。

5. 優良事例

北海道浦幌町の模範牧場では，酪農家ニーズに対応した

様々なサービスの充実，職員の技術向上，牧場管理通営の効

率化による経営コストの見直し肥料・敷料の節減や牧草地

の集約的な管理を行い，良好な牧場運営を実現している。

特に，牧草地の管理においては，①放牧地は短草で利用し，

採草地も栄養価の高い状態で採草する，②マメ科牧草を維持
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図 4 道簡易更新(作溝播種)による地下茎型イネ科草優占放牧地へのメドウフェスクの導入効果(根

釧農試，北農研センター 2007)

l忠類，虹別，中標津の平均
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短草利用の放牧地

採草地にも雑草は少ない 放牧地ではクローパ率が高い

放牧地は復数のイネ科牧草をj毘播状態で活用

12(1 5 ifl)幌町模範牧場における牧草地の管理利用状態

する， ③堆肥や放牧の糞尿を最大限に干IJ)，llして. 購入肥料 を

最小限にし.Ca等の微量要素の施)刊に心掛ける，④色々な

草種を活用した草地づく り等について笑践 している (1:i!:15)。

浦幌町の模範牧場については守様々な方f(riに事例が紹介され

ているので参考にされたい (三宅 2011)。
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