
遠藤昭雄牧場の経営概要 

１ 経営の推移 

中標津町は総面積の３分の１が牧草地帯で、草地型酪農が基幹産業となっている。 

平成 3 年に妻と結婚し、夫人の実家である酪農経営に参画。 

平成 5 年には両親の引退に伴い、経営移譲し現在に至っている。 

移譲後ＦＳ・ＭＰ方式を導入し、規模拡大を図ろうと決意。 

当時ＦＳ・ＭＰ方式での放牧管理の利用は珍しいものであったが、地域特性を活かす

ことで牧場の省力化にも繋がり、規模拡大での高収益にも繋がっている。 

出荷乳量推移（12 月～11 月分） 

H22 760.3t  H23 800.0t  H24 774.1t  H25 739.4t  H26 780.4t 

２ 家族構成 

経営主（遠藤 昭男）・妻・妻の父・妻の母・長男・次男・長女  計７名 

  ７人（うち酪農従事人数 ２ 人） 妻の父・母については軽労働 

３ 経営土地と利用状況 

区  分 面  積（ｈａ） 備  考 

うち借地 

放牧地 10ha 

採草地 44ha 

兼用地 

育成用放牧 

11ha 

3ha 

2 番草時から放牧 

飼料畑 コーン 11ha 

施設・その他 2ha 

合 計 81ha 

４ 飼養頭数及び生産状況等 （単位；頭、kg、％、万/ml、日、円、時間） 

飼養頭数 152 体細胞数 11.0 

経産牛頭数 95 分娩間隔 400 

年間出荷乳量 780.4 乳飼比 33.9 

経産牛１頭当たり乳量 8,352kg 所得率 35.6 

乳脂率 3.90 生乳 1kg 当たり生産コスト 71.5 

無脂固形分率 8.57 経産牛１頭当たり労働時間 5 

乳蛋白率 3.13 粗飼料自給率 45.5 

生菌数 0.2 
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５ 主な経営施設・機械 

・畜舎   900 ㎡ ・育成舎  600 ㎡ ・農機具庫  400  ㎡ 

・乾草庫  200 ㎡ ・堆肥舎  800  ㎡ ・サイロ（ ） 5基 

・ 

６ 経営理念 

ＦＳ・ＭＰ方式を取り入れ、当時は個体乳量を増産型が主流でしたが、地域特性を

活かす上で、放牧型飼養も取り入れられないか模索。現在のスタイルとなる。 

放牧を取り入れる事で足腰が丈夫で長命連産が可能な健康な牛作りを目標にしてい

る。 

廃用牛をなるべく出さず、経産牛としての個体販売も積極的に行えるようにしてい

る。 

７ 放牧地の主な草種・品種 

チモシー・白クローバー・ペレニアルライグラス 

８ 土・草・牛作りにおける特徴的な取組 

施肥管理をしっかり行い、糞尿もすべて有効利用を行うよう心掛けている。 

堆肥やスラリー散布後のパスチャーハローと牧草の根にエアレーション出来るよう可

能な限りサブソイラをいれるよう努力している。 

９ 放牧の導入理由及び方法等 

（１）放牧の導入理由： 乳牛の脚のストレス緩和と低コスト飼料を利用するため 

（２）放牧の導入時期： 毎年 5月下旬頃～最大で 11月上旬までを目処に 

（３）放牧の方法：輪換放牧 

（４）放牧の期間：  ５月下旬〜 １１月上旬  

（５）放牧のパターン（牧区数、牧区面積、放牧時間、放牧日数等） 

４牧区、5ha／牧区、日当たり 7 時間 、190 日前後 

１０ 飼養管理体系 

（１）放牧期間の飼料給与体系及び配合飼料等の給与状況 

  セミＴＭＲを給与（放牧地の草の量により変化）、パーラー内給餌（配合等） 

パドックでのロールパック給与、ＢＰ、圧ペンコーン、マッシュタイプの配合 

（２）舎飼期の飼料給与体系及び配合飼料等の給与状況 

ＴＭＲとパーラー内給餌（配合等） 

１１ 家畜ふん尿の処理、利用の概要 

搾乳牛は主にスラリー化し主に秋に草地へ散布 

育成牛は堆肥化を基本とし、更新地へ利用 
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高野政広牧場の経営概要 

 

１ 経営の推移 

初代昭和１０年現在地に入植し、二代目の時から牛を導入し、三代目（本人）は

昭和５１年より就農、放牧はしていた（大牧区）。 

平成２年より現在の基の集約放牧型で、平成１５年にスタンチョン牛舎からフリ

ーストール型のタイプ、搾乳はアブレストタイプ。 

平成２１年より四代目（息子）就農、現在に至る。 

 

２ 家族構成 

本人、妻、息子夫婦（子）、母 

６人（うち酪農従事人数 ４人） 

 

３ 経営土地と利用状況 

区  分 面  積（ｈａ） 備  考 

 うち借地 

放牧地 22 2 内 ６ha 乾乳 若牛(人工用) 

採草地 70.5 35  

兼用地 23 7  

飼料畑    

施設・その他 26   

合 計 118.5   

 

４ 飼養頭数及び生産状況等    （単位；頭、t、％、万/ml、日、円、時間） 

飼養頭数 159 体細胞数 1.8(ﾘﾆｱｽｺｱ) 

経産牛頭数 84 分娩間隔 408 

年間出荷乳量 670 乳飼比 22 

経産牛１頭当たり乳量 8,222(乳検) 所得率 23.2 

乳脂率 3.98 生乳 1kg 当たり生産コスト 19.97 

無脂固形分率 8.54 経産牛１頭当たり労働時間  

乳蛋白率 3.11 粗飼料自給率 95 

生菌数    
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５ 主な経営施設・機械 

 ・畜舎  808 ㎡ ・育成舎 544 ㎡ ・農機具庫 561 ㎡ 

 ・乾草庫 396 ㎡ ・堆肥舎 330 ㎡ ・バンカー 5 基 

 ・ラグーン 2,000 ㎥ 

 

６ 経営理念 

牛、人にストレスの少ない経営 

牛にできる事はしてもらう。 

 

７ 放牧地の主な草種・品種 

白クローバ、オーチャート、ケンタッキー、チモシー、メドフェスク 

 

８ 土・草・牛作りにおける特徴的な取組 

  

 

 

９ 放牧の導入理由及び方法等 

（１）放牧の導入理由：労力軽減、牛のストレス減 

（２）放牧の導入時期：平成２年より集約 

（３）放牧の方法：集約型－昼夜 

（４）放牧の期間：５月～１０月 

（５）放牧のパターン（牧区数、牧区面積、放牧時間、放牧日数等） 

搾乳牛 13   0.8～2.0  昼夜   180 

乾乳牛   3   1.5～2.0  昼夜   180 

 

１０ 飼養管理体系 

（１）放牧期間の飼料給与体系及び配合飼料等の給与状況 

放牧＋フリーストールで自由（サイレージ） 

配合…搾乳中 4～8 ㎏ 

ＭＵＮ値でパルプ、コーン調整（ミキサーサイレージ） 

 

（２）舎飼期の飼料給与体系及び配合飼料等の給与状況 

フリーストールでサイレージ 搾乳時配合 4～8 ㎏ 

 

１１ 家畜ふん尿の処理、利用の概要 

・一番刈後スラリー散布 

・秋スラリー堆肥 

・全量自己使用 
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 長坂浩行牧場の経営概要 
 

１ 経営の推移 

平成元年頃からそれまでの運動程度の放牧から集約放牧に転換。   

経産牛 60頭ほどからスタート 
 

平成 22年にフリーバーン牛舎新設 経産牛 80頭規模 

平成 25年に父から経営を移譲 

現在に至る 

 

２ 家族構成 

長坂 浩行 (経営主)  泰裕 (弟) 

可菜 (妻)    茉利 (長女) 

正行 (父)    和都 (長男) 

富士子(母)    崚平 (次男) 

 

        ８人（うち酪農従事人数 ５人） 

３ 経営土地と利用状況 

区  分 面  積（ｈａ） 備  考 

 うち借地 

放牧地 ２１，３   

採草地 ６５．２ １７．８  

兼用地    

飼料畑    

施設・その他    

合 計 ８６．５   

 

 

４ 飼養頭数及び生産状況等  （単位；頭、t、kg、％、万/ml、日、円、時間） 

飼養頭数       125頭 体細胞数     ９．４３万/ｍｌ 

経産牛頭数      75頭 分娩間隔      ４１０日 

年間出荷乳量     493トン 乳飼比      ２３％ 

経産牛１頭当たり乳量 ６，９８３㎏ 所得率 ３３．３％ 

乳脂率        ３．８％ 生乳 1kg 当たり生産コスト ７０．２円  

無脂固形分率    ８．６％ 経産牛１頭当たり労働時間 ７１．９時間 

乳蛋白率      ３．２％ 粗飼料自給率 １００％ 

生菌数 ０．１０６ 

万/ｍｌ 
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５ 主な経営施設・機械 

 ・畜舎１３５１．０８㎡、育成舎２３９．５８㎡、 

農機具庫４２７．６８㎡、乾草庫１９４．４㎡、堆肥舎２７７．５３㎡、サイロ

（   ）基 

 

６ 経営理念 

牛・人・環境にやさしい酪農を目指す 

 

７ 放牧地の主な草種・品種 

  チモシー・クローバー・メドウフェスク・ペレニアルライグラス・フェストロリ

ウム 

 

８ 土・草・牛作りにおける特徴的な取組 

   定期的土壌分析による施肥 

秋の石灰質資材の散布 

追播による植生改善 

 

 

 

９ 放牧の導入理由及び方法等 

（１）放牧の導入理由：集約放牧との出会い 

（２）放牧の導入時期：平成元年頃 

（３）放牧の方法：集約放牧 

（４）放牧の期間： ５月〜11月   

（５）放牧のパターン（牧区数、牧区面積、放牧時間、放牧日数等） 

    牧区数 16牧区 

     昼夜放牧 

放牧日数 180 日 

 

１０ 飼養管理体系 

（１） 放牧期間の飼料給与体系及び配合飼料等の給与状況 

配合２ｋｇ 

   パルプ３ｋｇ 

   一番草ロール 

 

（２）舎飼期の飼料給与体系及び配合飼料等の給与状況 

配合４ｋｇ、ロール牧草、パルプ２ｋｇ 

 

１１ 家畜ふん尿の処理、利用の概要 

    堆肥 年 2回ほど切り返しを行う 
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