
要望課題一覧

No

令和元年度根室地域農業技術支援会議の地域課題に係る要望について

要望機関 地域課題 回答機関 備考

1 ＪＡ中春別 スマート農業の情報提供と普及推進

２ ＪＡ中春別 周産期疾病等による経済的損失

３ ＪＡ中春別 防災対策 根室振興局

酪農試験場

根室振興局

酪農試験場

根室振興局

４ ＪＡ標津 多様な労働力確保へ向けた受入側の課題整理 酪農試験場

７

ＪＡ計根別 農薬散布の効率化・省力化（ドローンによる農薬散布）

酪農試験場

酪農試験場

根室振興局

酪農試験場

根室振興局

資料６

５
・
６

8 根室農業改良普及センター

根室家畜保健衛生所

北海道ひがし農業共済組合 家畜伝染病防除対策

糖含量の高い自給飼料確保のための草地管理 酪農試験場

ＪＡ計根別 コントラクター作業員の高齢化



様式１

令和元年度　地域課題要望調査票 

地域課題１ スマート農業の情報提供と普及推進

主な要望先
（該当に○）

酪農試験場 　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所
                                   根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

年々、酪農家戸数の減少に伴って個々の飼養頭数・経営基盤等の規模も大きくなっております。
更に、経営者の高齢化が進み、雇用もなかなか確保できない状況であります。

要望内容（具体的に記載してください）

搾乳ロボット及びトラクターの自動操舵による作業やＩＣＴ技術を駆使した乳牛飼養管理技術など、
今後、省力化を図る為、スマート農業に期待を寄せられるところであります。その情報提供と普及
推進を行ってほしいと思います。

課題に対する現状、問題点など

担
当
者

所属 ＪＡ中春別

職・氏名 営農部　舘内啓二

連絡先 0153-76-2241



図１

令和元年度　地域課題要望調査票 

担当機関
酪農試験場　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所

根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１次回答

○　根室管内においても搾乳ロボットの導入が増えており、ＩＣＴを活用した飼養管理技術の高度化など、ス
マート農業の推進が図られているところである。
○　振興局としても、地域の要望に応じた情報の提供などを行っていきたい。(振興局）

○　既存の知見で、出穂前など牧草の生育ステージを選べば人工衛星の画像から草量が把握できることは
明らかとなっている。また、限られた条件下ではあるが高分解な人工衛星画像を用いることで地下茎型イネ
科雑草の侵入程度を把握できる可能性が示されている。（飼料環境G）
○　現在、人工衛星およびUAV撮影画像を利用し、牧草と地下茎型イネ科雑草を判別し草地評価を行う方
法を一般化するための研究を行っているところである。既存の知見については、必要に応じて詳細な情報提
供をすることは可能である。（飼料環境G）(図１)

○　ロボットトラクタは国内主要各社より販売が開始されているが、現状の主な用途は水田や畑作の耕うん
整地作業とされており、出力も最大で113PSに留まる。道総研農試では「革新的技術開発・緊急展開事業（う
ち人工知能未来農業創造プロジェクト）」の「ＡＩ(人工知能)を活用した牧草生産の省力化・自動化技術の開発
で草地用ロボットトラクタの開発」を分担しており、課題が終了する2020年度には草地作業に対応するロボッ
トトラクタが市販される予定。道総研工試では「革新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロジェク
ト）」の有人車両とロボット車両の協調作業によるサイレージ踏圧作業体系の開発を分担しており、サイレー
ジ調製および刈取り作業自動化システムの開発を目指している。（十勝農業試験場栽培システムG）

○　酪農試験場における家畜センシング分野の取り組みとしては「次世代型ロボットによる視覚・体内から捉
える飼養管理高度化システムの開発」では搾乳ロボットデータの利活用方法に関する研究、「AIを活用した
呼吸器病・消化器病・周産期疾病の早期発見技術の開発」では自動体温計測システムの開発などの研究に
取り組んでおり、これらの情報提供は可能です。（地域技術G）。

黒点が雑草群落を示

す

高分解能な衛星画像を利用することで地下茎型イネ科雑草の侵入程度を把握でき

る可能性が示された（酪農試、2009）。これを基に植生診断ツール等の開発が行

われている。



様式１

令和元年度　地域課題要望調査票 

地域課題２ 周産期疾病等による経済的損失

主な要望先
（該当に○）

酪農試験場 　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所
根室振興局　・　その他（）

課題に対する現状、問題点など

酪農家の収益を上げるために、乳牛個体の生産寿命の延長が求められます。9月時点の全道除
籍平均が5歳8ヶ月で、管内は5歳10ヶ月（3.5産）となっており、生産寿命が短く改善の余地がありま
す。個々の酪農家の乳牛生産寿命は、検定成績表の除籍牛平均産次数として表記されていて除
籍の所である程度の情報も示されておりますが、獣医師による治療歴や診断等の情報がありませ
ん。乳検のデータと疾病治療歴や淘汰に至った経過が分かる獣医師による診断の情報とＢＣＳ及
び飼養管理状況を照らし合わせてスムーズに課題点が把握できるようになればと考えております
が、ＮＯＳＡＩからの情報がなかなか得られない様です。

要望内容（具体的に記載してください）

ついては、北海道ひがし農業共済組合の病歴等と（社）北海道酪農検定検査協会の乳検情報とを
繋げて頂き、より参考となる情報提供のシステムを構築してほしいです。

担
当
者

所属 ＪＡ中春別

職・氏名 営農部　舘内啓二

連絡先 0153-76-2241



令和元年度　地域課題要望調査票 

担当機関
酪農試験場　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所

根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１次回答

○　乳牛の能力を最大限発揮させるためには、検定情報などの活用による基本的な飼養・繁殖管理の徹底
が重要。(振興局)
○　乳検データとNOSAIの診療情報のシンクロについては、従前からこうした要望があることは認識。(振興
局)
○　御承知のこととは思いますが、（公社）北海道酪農検定検査協会とNOSAIオホーツクが連携し、令和元
年度中に牛群検定WebシステムDLにおいて診療情報の提供が開始される予定。(振興局)
○　御要望の実現に向けては、個人情報の取り扱いなど、実際に情報を取り扱う組織同士で御協議いただく
課題が多いと認識していることから、本会議として具体の取組を実施することは困難と考えておりますが、御
要望については、本庁に伝達するとともに、他管内のこうした取組に動きがあれば、参考として情報提供して
まいりたい。(振興局)

○　酪農試験場乳牛グループでは、研究課題『営農情報を活用した周産期管理手法の開発』を実施し平成
30年度にまとめました。当課題では、酪農場の牛群検定、家畜診療データなどを統合し、多角的な周産期管
理の評価およびモニター法を提示する事を目的としています。牛個体において、牛群検定から取得可能な、
初回検定時の乳脂肪率異常、同リニアスコア異常の発生だけではなく、分娩後56日以内の第四胃変位、ケ
トーシスおよび乳熱などの治療についても分娩後56日以内の死亡による廃用（死廃）の発生リスクを算出し
ました。合わせて、1,700頭ほどの牛について乾乳期のBCS等が分娩後の疾病発生に及す影響についても
解析しました。成績がまとまりましたので、これらのデータを随時情報提供しています（乳牛G）。

○　また、当該研究では5万頭ほどの牛について、牛群検定と家畜診療データを繋げてデータベースを作成
しました。両データの結合方法、およびNOSAIからデータ提供をして頂いた際の事務手続き方法につきまし
ても情報提供することが可能です（乳牛G）。



様式１

課題に対する現状、問題点など

令和元年度　地域課題要望調査票 

地域課題３ 防災対策

主な要望先
（該当に○）

酪農試験場 　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所
根室振興局　・　その他（）

担
当
者

所属 ＪＡ中春別

職・氏名 営農部　舘内啓二

連絡先 0153-76-2241

９月６日、大規模停電により搾乳及び生乳流通加工が滞ってしまい生乳廃棄等大きな損失が出て
おります。通信網が遮断され、燃料の供給制限、電気で水道供給されているところは断水になりま
した。将来、根室沖で大きな地震が予想されております。平成6年の東方沖地震の時は、断水、道
路寸断となり乳牛に飲ませる水の供給を生乳を運ぶクーラー車で供給した経過もあります。当時と
比べて酪農家の規模が大きくなっております。また、成牛が一日飲む水の量は80～100㎏という記
載もあります。今月、別海町では各農協と普及センターを集めて話し合いの場をもっております。
管内においては、災害時の防災対策の現状を説明する場が無い状況です。

要望内容（具体的に記載してください）

一次災害及び二次災害について、被害抑制に向けた検証と検討が必要かと思います。市町村役
場、農業改良普及センター、ＪＡ等の関係機関を集めて、地震、津波、大規模火災、防災対策を共
通認識で確認・検証・検討する場を持ってほしいと思います。



１次回答

令和元年度　地域課題要望調査票 

担当機関
酪農試験場　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所

根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○ 平成30年９月６日に発生した北海道胆振東部地震に伴う停電災害は、酪農が主幹産業である根室管内
にとって甚大な被害をもたらしました。今回の停電（ブラックアウト）は、情報共有が不十分であったなどの現
状を踏まえ、今回のこのことを教訓として、今後、万が一このような災害が起きた際の防災対策とするため、
平成30年度根室地域農業技術支援会議地域課題として、それぞれの取組や今後の防災対策の状況などに
ついて、平成30年12月18日に意見交換を実施しました。

＜参考＞酪農に関して、現在の行政の対応としては次のとおりです。（令和元年５月23日現在）
①独自事業の調査報告書の周知活用に向け、令和元年５月20日「大規模停電の対応実態と対策マニュア
ルに係る説明会」をＪＡ中春別及びＪＡ道東あさひにて開催。その他のＪＡでは地域での検討の場で周知活
用。
② 農政部では、平成31年２月に関係機関と協力して③④を参考に全道版の酪農経営に係る防災マニュア
ルの策定。
③ 平成25年度に宗谷普及センターと宗谷総合振興局農務課が中心となって酪農経営の停電対策について
マニュアルを作成。今回のブラックアウトを受け、関係者と調整の上、令和元年度中の改訂を予定。
④ 釧路技術支援会議では、平成18年度に作成した酪農に係る震災マニュアルを令和元年度中に改訂予
定。

○ 振興局の独自事業として、大規模停電における生産現場での対応を具体的に把握するため、長時間の
停電に備えた事前の対策や停電発生直後からの動きの中で明らかとなった課題について、市町・ＪＡ・建設
業者などから聞き取り調査を行うとともに農家での現地実証調査を行いました。地域における電源確保体制
の構築に役立てていただくため、調査報告書を３月末に市町・ＪＡなど関係機関・団体に配布しており、農務
課ホームページでも公開しています。
（農務課ホームページＵＲＬ：　http://www.nemuro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/index.htm）



様式１

0153-85-2121

　労働力不足の現状がある中、地域の多様な労働力の活用を検討する必要があります。他
産業従事者や障がい者などが働くことができる条件整備を進め、地域の労働力不足を解消
して参りたい。(別紙４　地域技術Ｇ)

要望内容（具体的に記載してください）

　上記の課題解決のための課題整理と道筋を検討していきたい。

担
当
者

所属 標津町農業協同組合

職・氏名 営農部長　桐島　友一

連絡先

令和元年度　地域課題要望調査票 

地域課題４ 多様な労働力確保へ向けた受入側の課題整理

主な要望先
（該当に○）

酪農試験場 　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所
根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

課題に対する現状、問題点など



（酪農試験場 地域技術Ｇ）
○　農福連携の実現に向けた課題の整理手法についての情報提供の他、酪農経営と他産業のマッチ
ングに向けた労働時間データベースの作成方法などの指導・助言を行うことができますので、ご相談
ください。(別紙４のとおり)

（振興局）
○　振興局では、担い手の確保を重点課題として捉え、新規就農者はもとより、農業人材をはじめ
とする多様な労働力を確保するための施策を検討しているところ。
　現在、地域の取組や要望などを収集しており、集めた情報を地域の意向も踏まえ制度設計に繋げた
い考え。

＜参考＞　労働力確保・農福連携等に係る各種補助事業
　１　平成31年度農山漁村振興交付金（農福連携対策）(農林水産省所管)
　　・受入環境整備事業
　　　農業経営体が労働力として障害者を受け入れるための施設（休憩所、作業場等）の整備
　　　交付率：1/2以内（助成額上限　50万円）
　　　事業実施主体：協議会（構成員として、市町村含む）
　　　【問合せ先】農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課

　２　平成31年度中山間地域等直接支払交付金(農林水産省所管)
　　・地域営農体制緊急支援試行加算【人材活用体制整備型】
　　　新たな人材の確保・活用を進めるための取組や体制整備、それらを通じて担い手が営農に専
　　念できる環境整備等を行う場合、協定農用地全体に加算します。
　　　加算額：3,000円/10a（地目にかかわらず）上限額200万円
　　　【問合せ先】北海道根室振興局産業振興部農務課

　３　地域づくり総合交付金（地域づくり推進事業）（根室振興局所管）
　　・産業振興事業（地域雇用対策に関する事業）
　　　市町等が地域課題の解決や地域活性化を目的として取り組む各種事業に要する経費につい
　　て、予算の範囲内で振興局長が交付します。
　　　交付率：1/2以内（上限額500万、下限額50万）
　　　【問合せ先】北海道根室振興局地域創生部地域政策課

令和元年度　地域課題要望調査票 

担当機関
酪農試験場　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所
根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１次回答



様式１

課題５
・収穫作業や糞尿散布作業等をコントラクターに委託する農家が増えている
・一方で、コントラクター作業員の高齢化が進んでいる
・大型車両の免許の取得年齢も上がっている
・結果として、作業員の不足あるいは今後の不足が予想される

課題６
・ドローンの活用により、圃場の状態が把握しやすくなっている
・農薬散布用ドローンの開発も進んでいる
・ドローンによる農薬散布を請け負う業者もある

課題５
・作業機の無人化などシステムの開発
・無人トラクター等に関する法律整備

課題６
・農薬搭載量の多いドローンの開発
・農作業にドローンを用いることに対しての法律整備
・ドローンによる農薬散布に関する法律の整備

・デントコーン圃場もしくは牧草地に対して、ドローンを用いて雑草を把握し、局所的に除草剤
散布を行うことで、除草剤散布作業の効率を上げることができる

要望内容（具体的に記載してください）

担
当
者

所属 JAけねべつ

職・氏名 営農部営農振興課　片岡　美幸

連絡先 0153-78-2111

課題に対する現状、問題点など

令和元年度　地域課題要望調査票 

地域課題５・６ コントラクター作業員の高齢化・農薬散布の効率化・省力化（ドローンによる農薬散布）

主な要望先
（該当に○）

酪農試験場 　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所
根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



○　ドローンを用いた研究としては、オーチャードグラスやイタリアンライグラスの採草地で冠さび病の程度把
握、とうもろこし畑における雑草分布状況の推定、放牧地における草量、植皮の推定、採草地内のギシギシ、
シバムギ、リードカナリーグラスなどの検出などが行われているが、どれも研究段階で一般化された技術には
なっていない。酪農試験場においても現在、人工衛星およびUAV撮影画像を利用し、牧草と地下茎型イネ科
雑草を判別し草地評価を行う方法を一般化するための研究を行っているところである。既存の知見について
は、必要に応じて公開されている範囲内で詳細な情報提供をすることは可能である（飼料環境G）。
○　ドローンによる草地のセンシングは各所で研究が進められており、「ドローンを用いた牧草判別サービス」
として既に提供されているものもある。「革新的技術開発・緊急展開事業（うち人工知能未来農業創造プロ
ジェクト）」の「ＡＩ(人工知能)を活用した牧草生産の省力化・自動化技術の開発で草地用ロボットトラクタの開
発」では、ドローンを用いた草地情報収集と採草地の栄養生産性向上技術の開発を目指している。（十勝農
業試験場栽培システムG）。
○　現状の農薬散布用ドローンは薬液積載量10Lで、1haの圃場を10～15分で散布する機体が主流となって
いる。これは機体総重量（離陸重量）が25kgを超える機体は25kg未満の機体に比べて基準要件が厳しくなる
ことが背景にある。このため現行の制度下では大型の農薬散布用ドローンが販売されたとしても既存の農薬
散布用ドローンと同等の普及が期待できるか不透明な状況である（十勝農業試験場栽培システムG）。

① 無人トラクタについては、現行道路交通法では、公道走行が認められていません。
今後、安全確保を前提とした自動運転技術の開発・実用化を促進するため「遠隔型自動運転システムを搭載
した自動車の基準緩和制度」創設し、公道実証実験の実施に必要な手続きを明確化することになっていま
す。
② ドローンについては、航空法、農薬取締法、電波法上の規制を受けており、現場のニーズにあった利用に
は至っておりません。
今後、農林水産省では、農業用ドローンの普及拡大を目的として、官民協議会を立ち上げます。（振興局）

○ 根室振興局としましては、これらスマート農業を取り巻く状況につきまして地域に必要な情報の提供に努
めてまいります。（振興局）

＜課題５＞
○　ロボットトラクタは国内主要各社より販売が開始されているが、現状の主な用途は水田や畑作の耕うん
整地作業とされており、出力も最大で113PSに留まる。道総研農試では「革新的技術開発・緊急展開事業（う
ち人工知能未来農業創造プロジェクト）」の「ＡＩ(人工知能)を活用した牧草生産の省力化・自動化技術の開発
で草地用ロボットトラクタの開発」を分担しており、課題が終了する2020年度には草地作業に対応するロボッ
トトラクタが市販される予定。道総研工試では「革新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロジェク
ト）」の「有人車両とロボット車両の協調作業によるサイレージ踏圧作業体系の開発」を分担しており、サイ
レージ調製作業自動化システムの開発を目指している。（十勝農業試験場栽培システムG）。
○　現時点においてロボットトラクタを運用する際は、農林水産省より制定された「農業機械の自動走行に関
する安全性確保ガイドライン」の遵守が求められており、自動走行は使用者の監視下で行うこと、、道路で自
動走行させないことなどが定められている。（十勝農業試験場栽培システムG）。
＜課題６＞

令和元年度　地域課題要望調査票 

担当機関
酪農試験場　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所

根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１次回答

○ 農業の生産性を高める上で、無人トラクタやドローンに対する期待は大きいですが、関係する法規制の整
備が整っていないなど実用化には様々な規制があります。



様式１

サルモネラ症は、毎年発生がみられ、減少する傾向は、みられない。
また、抗生剤による治療効果が低いケースも多くみられる。

サルモネラ症の増殖を抑制するルーメン環境または、飼料などの研究。

令和元年度　地域課題要望調査票 

地域課題７ 家畜伝染病防除対策

主な要望先
（該当に○）

酪農試験場 　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所
根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

課題に対する現状、問題点など

担
当
者

所属 北海道ひがし農業共済組合　根室南部センター第一家畜診療課

職・氏名 副センター長　　辻　健一

連絡先 0153-74-0541

要望内容（具体的に記載してください）



令和元年度　地域課題要望調査票 

担当機関
酪農試験場　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所

根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１次回答

○　成牛のサルモネラ症（以下、本症）において、その発症要因の一つとして濃厚飼料の多給による第一胃
機能の低下が指摘・報告されています。第一胃機能の低下は、配合飼料や蛋白飼料の多給により引き起こ
されます。その結果、VFA産生が低下し第一胃内のpHが上昇することによってサルモネラ菌が増殖可能とな
ります。（根室家保）
○　近年、抗菌性物質投与や生菌剤の投与による本症の清浄化が困難な酪農場において、配合飼料や蛋
白飼料の変更によって第一胃内環境の改善を試み、清浄化を達成した事例の報告があります。これらは配
合飼料の減量を基本とするものですが、配合飼料の減量によるエネルギー不足を代替飼料で補う必要があ
ります。（根室家保）

○　これまでの試験研究としては、「酪農場における牛サルモネラ（Sal)症の実態解明と発生防止対策」（H19
成績会議：指導参考）において、成牛の発症は泌乳前期に多く、発生牛群では泌乳初期の乳タンパク率低下
が認められること、絶食後など高pH、低VFA濃度のルーメン液中でSalは増殖することから、発症防止のため
にはルーメン機能を正常に維持する飼養管理が重要であることが示されました。また、「牛Sal症の早期清浄
化に有効な対策事例の収集・整理」（H28十勝地域農業技術支援会議プロジェクト）において、届出対象外の
血清型による牛Sal症の過去の事例について調査したところ、飼料内容の変更による保菌率低下事例を確認
しました。（畜産試験場家畜衛生G）。

○　現在、「Sal持続排菌牛のルーメン発酵改善による排菌低減効果」（H30-32経常研究）において、ルーメン
発酵状態とSal持続排菌との関係を解明し、飼料設計変更後のルーメン発酵改善による糞便中への排菌低
減効果を明らかにすることを目的として、試験を実施中であります。研究内容は、現地酪農場泌乳牛のルー
メン発酵状態等の調査と場内試験としては、ルーメンフィステル牛を用いてルーメン発酵異常状態を再現し、
経口接種のSal感染によるルーメン内Sal増殖性と糞便中への排菌に及ぼす影響を明らかにします。さらに、
適正な飼料設計への変更によるルーメン発酵正常化と糞便中への排菌低減に及ぼす効果を検証する予定
です。研究成果として、ルーメン発酵状態とSal持続排菌との関係が明らかになるとともに、糞便中への排菌
低減効果のある飼料構成が示され、Sal清浄化対策のひとつとして活用されることを目指しています。（畜産
試験場家畜衛生G）。
○　また「優先度評価に基づく酪農場の感染症対策の構築」（H29-32経常研究）において、牛サルモネラ症
発生農場と非発生農場の衛生管理状況を現地調査を基に比較し、感染症対策の牛サルモネラ症発生・まん
延防止に対する効果を明らかにするための試験を実施しています。この試験の成果は、効果的な感染症対
策の実施技術の構築に資する知見となり、牛サルモネラ症の発生予防・発生低減させることを目指してま
す。本課題では根室地域でも調査を実施することを検討しています（畜産試験場家畜衛生G）。



様式１

　
・根室管内では広大な自給飼料基盤を利用した農業が主体である。地域の農業者は、化学肥料と
自給肥料（堆肥、スラリーなど）を有効利用した適正施肥を意識して、良質な自給飼料の安定的な
確保に向けて取り組んでいる。

・自給飼料を確保する上で、量と質（嗜好性の良いもの）が必要となる。糖含量の高い自給飼料の
確保は、出荷乳量の確保や肉牛の増体のための高度な飼料設計にも必要である。

・現在の牧草の施肥方法は、嗜好性よりも永続性と収量が優先されており、地域の農業者から施
肥と牧草の嗜好性の関連性について明らかにして欲しいという声もある。

・牧草サイレージの調製技術は高度化しているが、平成30年の牧草収穫時期は曇天雨天が続き、
期待した品質のサイレージが確保できそうにない。しかし、一部の農家では牧草中の糖含量を意
識的に高めることで、サイレージ添加剤を使わず乳酸発酵サイレージを確保しようという取り組み
も行われている。

要望内容（具体的に記載してください）

・牛の嗜好性が良く、糖含量の高い自給飼料を確保するためのほ場管理方法を調べて欲しい。

・特に、更新草地や維持草地の管理において、施肥管理と牧草の糖含量の関係を明らかにして欲
しい。
　例えば施肥管理とあわせて、収穫物（牧草）の化学成分、土壌の化学成分・有機物含量、ほ場の
植生・土性など、嗜好性の良い牧草を確保できる施肥・ほ場管理の条件など。

・サイレージの乳酸発酵に影響を及ぼす、糖含量を高める施肥管理方法を同様の視点（更新・維
持草地の施肥管理）から明らかにして欲しい。

担
当
者

所属 根室農業改良普及センター

職・氏名 地域第二係長　藤田　善紀

連絡先 ０１５３－７５－２３０１

課題に対する現状、問題点など

令和元年度　地域課題要望調査票 

地域課題８ 糖含量の高い自給飼料確保のための草地管理

主な要望先
（該当に○）

酪農試験場 　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所
根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



１次回答

令和元年度　地域課題要望調査票 

担当機関
酪農試験場　・　根室農業改良普及センター　・　根室家畜保健衛生所

根室振興局　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○　サイロに詰込む直前の原料草の糖含量が5%以上で発酵品質は良好になる傾向にあります。糖含量が
5%以下では、乳酸菌製剤を添加しても発酵品質の改善効果がみられない場合があります。糖はサイレージ
の発酵過程で消失するため、サイレージ中の糖含量は乾物中%以下と低く、乳牛の嗜好性への直接の影響
は小さいと考えられます。ただし、糖含量が高い原料草を用いたサイレージは発酵品質が良好である場合が
多く、既往の総説では、発酵品質の改善により泌乳牛の乾物摂取量が0.4～9.4%増加することが報告されて
います（乳牛G）。
○　草地管理とWSCとの関係では、根室管内のチモシー（TY）草地において6/20刈取りでは、WSCが低いも
のの、6/30と7/10が同程度（増子ら、2006年）などの報告があります。施肥との関係では、ペレニアルライグ
ラス（PR）およびTYにおいて窒素施肥が多いとWSCが下がることが明らかにされていますが（岡元、2010
年）、WSCを上げるために施肥量を減らすと雑草との競合力が低下し、結果的にサイレージの発酵品質が下
がるリスクも懸念されます。（飼料環境G）
○　一方、PRのWSCはTYより高く、TY草地にPRやオーチャードグラス（OG）を混播する例が見られます。今
年度より開始した課題では、道東のTY草地におけるPR導入実態を調査するとともに、追播による導入方法
およびその効果を検証することとしており、採草利用条件でのPR導入方法が一定程度整理されれば、WSC
含量に及ぼす影響について検討する予定です（飼料環境G）。
○　気象条件や施肥管理、土壌の化学性と牧草のWSC含量との関係には不明な部分もあるため、研究課題
として取り組む前に現地調査等の実施が必要と考えます（飼料環境G）。


