
５） 北海道（メニュー⑦） 

１． 調査対象酪農家：山川 幸吉 氏（広尾

町） 

２． 環境負荷軽減の取組メニュー：連作防

止の実施 

３． 調査対応者：山川 幸吉 氏 

４． 調査年月日：令和元年 10 月 17 日 

５． 調査担当者：谷 尚弘 氏（広尾町農業

協同組合） 

６． 牧場概況：自給飼料生産で、乳牛を飼養する個人経営酪農家。労働者数 4 人、出荷乳量 33 

kg/日、牛品種はホルスタイン。 

７． 圃場面積：採草地 65.1 ha、飼料畑 32.6 ha。このうち所有圃場面積 78.7 ha、借地 19 ha。 

８． 牧草・飼料作物：主要牧草はチモシー。連作防止の取組として、平成 29 年にデントコーンを

作付していた飼料畑 37.3 ha のうち、26％に相当する 9.8 ha をチモシーに転換。 

９． 家畜頭数：搾乳牛 102 頭をフリーストールで、乾乳牛 22 頭を主にフリーバーンで、育成牛 60

頭をパドック等で飼養。 

１０．飼料構成：サイレージ（チモシー）を搾乳牛に 20 kg/頭/日、乾乳牛に 10 kｇ/頭/日、育成牛

に 10 kg/頭/日、デントコーンを搾乳牛に 20 kg/頭/日、乾乳牛に 5 kｇ/頭/日、育成牛に 5 

kg/頭/日、配合飼料を搾乳牛に 13 kg/頭/日、乾乳牛に 2 kｇ/頭/日、育成牛に 2 kg/頭/日

給与する。 

１１．糞尿処理：畜舎内に排せつされたふん尿は、タイヤショベル等で堆肥舎へ搬出し、堆肥化す

る。堆肥化の副資材として、購入したオガクズを年間 1,000 m3、麦稈を年間 12 トン利用する。

タイヤショベルで切り返しを行い、2 か月間かけ堆肥化する。生産された堆肥の約 2 割を町内

の畑作農家に販売する。 

１２．堆肥・尿などの散布量：堆肥の年間散布量は採草地に 5 トン/ha、飼料畑に 20 トン/ha。 

１３．化学肥料の施用量：年間量：採草地 60 kg/10a（年 2 回）、放牧地 40 kg/10a（年 1 回）、飼料

畑 80～100 kg/10a。化学肥料は、一番草（放牧草）に BB556（TN15%、AN7%）、二番草に

BB363（TN13%、AN11%）、デントコーンに BBS350zn（TN13%、AN10%）を施用。土壌分析結果

から作成した施肥設計を基に、上記の施肥量を決めている。 

１４．環境負荷軽減の取組における工夫・留意点：連作防止の取組として、ひとつの畑で 5～6 年

で草地、2～3 年でデントコーンを作付し、上記７の面積を年間で確保できるように輪作を行っ

ている。 

 

執筆者：谷 尚弘（広尾町農業協同組合） 

  

24



６） 岩手県（メニュー⑧） 

１． 調査対象酪農家：（農）平間牧場（一関市） 

２． 環境負荷軽減の取組メニュー：放牧の実施 

３． 調査対応者：平間 一夫 氏 

４． 調査年月日：令和元年 12 月 17 日 

５． 調査担当者：昆野 貴宏 氏（いわて平泉農業協同

組合畜産部畜産課） 

６． 牧場概況：放牧と自給飼料生産で、乳牛を飼養す

る個人酪農家。労働者数 2 人（本人と妻）、出荷乳

量 560 kg/日、牛品種はホルスタイン。 

７． 圃場面積：牧草地 18.3 ha（放牧地兼用）はすべて

自己所有地。 

８． 牧草・飼料作物：主要草種は、オーチャードグラ

ス。 

９． 草地更新：牧草地の更新は実施していない。 

１０．家畜頭数：搾乳牛 26 頭、乾乳牛 4 頭を 4 月中旬

～１１月上旬にかけ約 7 か月間、経営内の草地に

放牧する。 

11 月中旬からは舎飼している。育成牛は公共牧場

（室根高原牧野）に預けている。 

１１．飼料構成：放牧草のほか、牧草サイレージを搾乳牛に 12～13 kg/頭/日、乾乳牛に 12～13 k

ｇ/頭/日、育成牛に 8 kg/頭/日、イネ WCS を搾乳牛に 12～13 kg/頭/日、乾乳牛に 12～13 

kｇ/頭/日、育成牛に 12～13 kg/頭/日、搾乳牛に 4 kg～12 ㎏/頭/日、乾乳牛に 3 kｇ/頭/

日、育成牛に 3 kg/頭/日給与する。 

１２．ふん尿処理：畜舎内に排せつされたふんは堆肥化する。分離された尿は、尿溜に貯留する。

堆肥化の副資材として、堆肥交換の稲わらを年間 5 トン使用している。ローダで切り返しを行

い、4～5か月間かけ堆肥化する。生産された堆肥の約 7割を牧草地、約 3割を水田へ散布。 

１３．堆肥・尿などの散布量：堆肥の年間散布量は採草地に 15トン/ha、尿の年間散布量は採草地

に 5 トン/ha。 

１４．化学肥料の施用量：年間量：採草地 300 kg/ha/年（年 3 回に別けて施用、草地コート 211、窒

素含量 20%）。土壌分析を実施している。 

１５．環境負荷軽減の取組における工夫・留意点：放牧を実施することにより、化学肥料の施用を

最小限に抑制している。稲作農家と耕畜連携により資源循環型農業に取り組んでいる。牧草

地周辺に民家、工業団地が隣接しており、散布する日を土日にするなど注意しながら行って

いる。 

執筆者：奥平真生（岩手県酪農負荷軽減事業推進協議会） 

25



６．成果指標および定量化手法 
 

１） 堆肥の適正還元の取組（メニュー①） 【資源循環促進】 

取組の目的 

（原文） 

堆肥の過剰施用による窒素過多等により、地下水汚染や牛の硝酸塩中毒等が

問題になることがあるため、施肥基準に適合した施肥設計に基づく堆肥の施用

及び耕種農家等への堆肥供給により、堆肥の適正還元を促進します。 

取組の内容 

（原文） 

堆肥等の成分分析を行い、経営体内外への堆肥の仕向状況に応じて、飼料作

物作付地の土壌分析結果を利用した施肥設計及び耕種農家等との供給契約を

締結すること。 

手法・効果 

（原案） 

過剰施肥の防止により、水源への窒素の溶脱を削減。 

指標（原案） 窒素溶脱削減量 

目標（原案） R1 年度の削減量を維持。 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、堆肥施用量等を都道府県協議会に報告。 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が農家ごとのデータを入力し、結果を取りまとめて農政局に報

告。 

定量化手法

（原案） 

土壌中の水・炭素・窒素動態を予測する数値モデル LEACHM の改良版（堆肥投

入に伴う硝酸態窒素流出測定ツール）を開発し、全国各地の土壌タイプ、気象

条件に応じた窒素溶脱量の計算を可能とした。エコ酪事業に登録されている全

国の「代表圃場（全登録圃場の中の代表的な圃場）」を対象に、アンケート結果

に基づき、化学肥料の窒素施用量、堆肥の窒素施用量、作物名等を入力し、

2011～2018 年までの 8 年間の積算窒素溶脱量を計算し、1 年当たりの平均値と

して集計した。 

 
窒素溶脱削減量の算定は、過剰堆肥施用（経営体内で発生する堆肥のすべて

を一切持ち出さずに「登録圃場」全体に万遍なく施用）のときの窒素溶脱量か

ら、エコ酪堆肥施用（「代表圃場」における実際の堆肥施用）のときの窒素溶脱

量を差し引いた値、とした。 
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出典 Asada et al (2013)等 

要入力事項 

（追加分） 

＜当該圃場のデータ＞ 

１） 圃場名、面積（a） 

２） 堆肥（堆肥化スラリーを含む）（乳用牛以外の場合は畜種名）の施用量

（t/10a、現物）、施用時期（年月日） 

３） 堆肥（堆肥化スラリーを含む）（乳用牛以外の場合は畜種名）の窒素、リン

酸、カリウム含量 

４） 土壌の窒素含量（分析値があれば）、pH、リン酸、カリウム、マグネシウ

ム、カルシウム含量 

５） 化学肥料（製品名、窒素・リン酸・カリウム含量）の施用量（kg/10a）、施用

時期（年月日） 

６） 飼料作物の収量（kg/10a/年）、飼料作物名 

７） その飼料作物の地域慣行の化学肥料使用量（kg/10a/年）、地域慣行で

の目標収量または平均的な収量（kg/10a/年） 

 

＜経営体（グループ）のデータ＞ 

１） 経営体（グループ）の位置情報（緯度経度、または、所在地） 

２） 経営体（グループ）内での、飼料作以外の農地等への堆肥（堆肥化スラリ

ーを含む）（乳用牛以外の場合は畜種名）供給量 

３） 経営体（グループ）の外（他の農家や堆肥化センター等）への堆肥（または

スラリー等）（乳用牛以外の場合は畜種名）持ち出し量および相手の位置

情報（緯度経度、または、所在地） 

４） 経営体（グループ）の外（他の農家や堆肥化センター等）からの堆肥（また

はスラリー等）（乳用牛以外の場合は畜種名）受け入れ量および相手の位

置情報（緯度経度、または、所在地） 

５） 経営体（グループ）全体での乳用牛（哺育・育成・搾乳・乾乳・肥育の合

計）の頭数（一年間の平均的な頭数） 

６） 経営体（グループ）全体での乳用牛（哺育・育成・搾乳・乾乳・肥育のすべ

て）への飼料給与量（配合飼料・単味飼料、粗飼料［自給・購入］、飼料添

加物［アミノ酸など］、その他）（kg/年）および商品名 

７） 経営体（グループ）全体での生乳生産量（トン/年） 
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事業効果の評価 

北海道でメニュー①に取り組んだ経営体 2244 戸のうち、144 戸から回答を得た。これらの経営

体の「代表圃場（平均 16.82 ha, n = 193）」への堆肥投入量（n = 178）は、平均 37.0 t/ha/年、窒素

換算量（n = 175）は、平均 359 kg N/ha/年、化学肥料の窒素投入量（n = 182）は、平均 104 kg 

N/ha/年であり、窒素溶脱量（n = 71）は、平均 169 kg N/ha/年と計算された。これらの経営体の

乳牛飼育頭数（n = 134）は、平均 168 頭/経営体、生乳生産量（n = 134）は 6444 t/経営体/年だ

った。経営体で発生する堆肥量（今回のアンケート結果から把握できる量）のうち、平均 71.1％を

「登録圃場」に施用し(n = 66)、残りは経営体内の他の圃場に施用（n = 16）または経営体外へ持ち

出していた（n = 54）。 これらを持ち出さずに、すべてを「登録圃場」に施用した場合の堆肥窒素投

入量（n = 172）は、平均 504 kg N/ha/年、窒素溶脱量（n = 42）は、平均 258 kg N/ha/年、そして、

窒素溶脱削減量（n = 42）は、平均 65 kg N/ha/年だった。 

県でメニュー①に取り組んだ経営体 312 戸のうち、144 戸から回答を得た。これらの経営体の

「代表圃場（平均 5.63 ha, n = 215）」への堆肥投入量（n = 201）は、平均 59.0 t/ha/年、窒素換算

量（n = 201）は、平均 697 kg N/ha/年、化学肥料の窒素投入量（n = 113）は、平均 517 kg N/ha/

年であり、窒素溶脱量（n = 23）は、平均 341 kg N/ha/年と計算された。これらの経営体の乳牛飼

育頭数（n = 121）は、平均 111 頭/経営体、生乳生産量（n = 121）は 50,661 t/経営体/年だった。

経営体で発生する堆肥量（今回のアンケート結果から把握できる量）のうち、平均 71.8％を「登録

圃場」に施用し(n = 35)、残りは経営体内の他の圃場に施用（n = 6）または経営体外へ持ち出して

いた（n = 25）。 これらを持ち出さずに、すべてを「登録圃場」に施用した場合の堆肥窒素投入量

（n = 201）は、平均 923 kg N/ha/年、窒素溶脱量（n = 19）は、平均 1330 kg N/ha/年、そして、窒

素溶脱削減量（n = 19）は、平均 1043 kg N/ha/年だった。 

 

参考情報 

 メニュー①に取り組んだ経営体で利用されている配合飼料、単味飼料及び粗飼料の粗タンパク

（CP）含量の平均値は、それぞれ、北海道では、18.7％（n = 364）、21.6％（n = 177）及び 8.4％（n = 

216）、都府県では、18.4％（n = 253）、19.4％（n = 141）及び 10.1％（n = 343）だった。 

 

LEACHM による計算方法について 

堆肥投入に伴う窒素溶脱量は、圃場の場所（気象・土壌条件）や栽培する飼料作物とその栽培

管理方法によって異なる。今回の計算は、以下の情報に基づき、土壌中の水・炭素・窒素動態を

予測する数値モデル LEACHM の改良版（堆肥投入に伴う硝酸態窒素流出測定ツール）を使っ

て、対象圃場の年平均窒素溶脱量を計算している。 

 

最低限以下の情報について、農研機構農業環境変動研究センターに提供いただければ、上記ツ

ールによる計算を実施可能。 

・代表圃場の位置情報（緯度・経度または所在地） 

・作付けした飼料作物名（チモシー、デントコーンなど）と播種日・収穫日（年月日） 

・堆肥の施用量（トン/10a/年）と施用時期（年月日） 

・現物当たりの堆肥分析値（全窒素 N(%)）  

28



２） 国産副産物の利用促進（メニュー②） 【資源循環促進】 

取組の目的 

（原文） 

利用されない農水産品の副産物は、蓄積による景観の悪化や処分のための化

石燃料の使用等につながるため、①ライムケーキやホタテ貝殻等の土壌改良資

材（石灰質資材）としての活用又は②耕種作物の農場残渣や食品製造副産物

の飼料利用により、資源循環の促進や地域産業との調和を推進します。 

取組の内容 

（原文） 

国産の農水産品副産物を土壌改良資材又は飼料の原料として使用すること。 

土壌改良資材として副産物（ライムケーキ、ホタテ貝殻等）の使用を選択する場

合に、飼料作物作付地の土壌分析を行った上で分析結果を利用し、施肥に併せ

て飼料作物作付地の面積（２作目の面積は含まない。）の２割以上に散布するこ

と。 

飼料の原料として副産物（不整形野菜、豆腐粕等）の使用を選択する場合に、

酪農家１戸当たり年間１２トン以上を耕種農家等から直接入手し、飼料に調製し

て利用すること。 

手法・効果 

（原案） 

貝殻、ライムケーキ等の土壌改良材利用や農場残渣等の飼料利用の促進。 

指標（原案） 副産物利用量 

目標（原案） H29 年度の利用量を維持。 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、利用量を都道府県協議会に報告。 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が県内の利用量を取りまとめて農政局に報告。 

評価方法

（原案） 

定量化の手法：副産物の利用数量の実績 

  

出典 該当なし 

要入力事項 

（追加分） 

＜副産物（貝殻、ライムケーキ等の土壌改良材）＞ 

１） 副産物（貝殻、ライムケーキ等の土壌改良材）の資材名、施用量（t/10a、

現物）、施用場所（圃場名）、施用面積（a）、施用時期（年月日）、飼料作物

名 

２） 土壌の窒素含量（分析値があれば）、pH、リン酸、カリウム、マグネシウ

ム、カルシウム含量 

３） 化学肥料（製品名、窒素・リン酸・カリウム成分含量）の施用量（kg/10a）、

施用場所（圃場名）、施用面積（a）、施用時期（年月日）、飼料作物名 

４） 地域慣行の化学肥料使用量（kg/10a/年） 

 

＜副産物（不整形野菜、豆腐粕等）の飼料＞ 

１） 副産物（不整形野菜、豆腐粕等）の飼料としての給与量（kg）、不整形野

菜の作物種名および部位名（収穫部位、茎葉など） 

 

＜共通＞ 

１） 経営体内における、飼料作以外の農地等からの副産物（不整形野菜、豆

腐粕等）の供給量（kg）、不整形野菜の作物種名および部位名（収穫部

位、茎葉など） 

２） 経営体外（他の農家や企業等）からの副産物受け入れ量（kg）、副産物の

名称、および、相手の位置情報（緯度経度、または、所在地） 

 

事業効果の評価 

北海道でメニュー②に取り組んだ経営体 491 戸のうち、48 戸から回答を得た。 
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「土壌改良資材の活用」については、41 戸の経営体が取り組んだ。これらの経営体の「飼料作物

作付け実面積」（n = 41）は、平均 107.5 ha であり、そのうち土壌改良資材を散布した面積（n = 

41）は、47.9%だった。その施用量（n = 40）は、平均 6.7 t/ha/年であり、経営体外からの土壌改良

資材の受入量（n = 40）は、平均 34.3 t/経営体/年だった。 

「副産物の飼料利用」については、9 戸の経営体が取り組んだ。これらの経営体では、経営体外

からの副産物飼料の受入量（n = 9）は、平均 99.9 t/経営体/年、乳牛への給与量（n = 9）は、平

均 5.3 kg/頭/日、給与量全体に占める副産物飼料の割合（n = 6）は、平均 16.5％だった。 

県でメニュー②に取り組んだ経営体 4 戸のうち、4 戸から回答を得た。 

「土壌改良資材の活用」については、3 戸の経営体が取り組んだ。これらの経営体の「飼料作物

作付け実面積」（n = 3）は、平均 1.6 ha であり、そのうち土壌改良資材を散布した面積（n = 3）

は、51.7%だった。その施用量（n = 3）は、平均 15.6 t/ha/年であり、経営体外からの土壌改良資

材の受入量（n = 2）は、平均 101.5 t/経営体/年だった。 

「副産物の飼料利用」については、2 戸の経営体が取り組んだ。これらの経営体では、経営体外

からの副産物飼料の受入量（n = 2）は、平均 6.6 t/経営体/年、乳牛への給与量（n = 1）は、1.2 

kg/頭/日、給与量全体に占める副産物飼料の割合（n = 1）は、5％だった。  
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３） スラリー等の土中施用（メニュー③） 【資源循環促進】 

取組の目的 

（原文） 

酪農経営から発生するスラリー（ふん尿混合液肥）は、施用時にアンモニア発生

による臭気を伴う上、表面から流出しやすく、土壌や水系を汚染する可能性があ

ります。 

スラリーの施用を表面散布から、土壌へ注入する方法へ変更することにより、大

気中に揮散するアンモニアの低減や、土壌表面からのスラリー等の流出防止に

貢献します。また、土壌内への直接注入により、養分吸収率が高まるとともに、

炭素の土壌貯留が進み温室効果ガスを削減します。 

取組の内容 

（原文） 

飼料作物作付地の面積（２作目の面積は含まない。）の２割以上で、スラリー等

の土中施用を実施すること。 

手法・効果 

（原案） 

スラリー等を土壌への表面散布でなく土中に注入することにより、大気中に揮散

するアンモニア量を削減。 

指標（原案） アンモニアガス削減量 

目標（原案） 31 年度の削減量を維持。 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、圃場のスラリー等土中施用量を都道府県協議会に報

告。 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が農家ごとにデータを入力し、結果を取りまとめて農政局に報

告 

評価方法 スラリー等の土中施用量を元にアンモニア削減量を試算できる算定式 

 
図 施用方法を異にしたスラリーからのアンモニア揮散の比較 

 *各処理のアンモニア揮散を下の式によって求めた揮散率から比較した。 

  揮散率（%）＝（(揮散したアンモニア量) / (施与したアンモニア量)）×100 

 

以下の表にある項目ごとの数値を用いて、経営体ごとのアンモニアガス揮散量の

削減量を算出。これらを合算し、アンケート対象となった経営体全体の事業効果を算

出。 

 

計算式： １経営体あたりの土中施用によるアンモニアガス削減量(kg N)＝スラリー

等の施用面積（ha）×スラリー等の施用量（t/10a）×スラリー等のアンモニア態窒素

含量（％）×表面施用におけるアンモニアガス揮散率（％）×土中施用によるアンモ

ニアガス揮散量の削減率（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

揮散率31％
＝100

揮散率20％
＝64
（削減率 36%）

揮散率 7％
＝23
（削減率 77%）
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出典 松中照夫・三枝俊哉（2016）草地学の基礎、p.164. 

要入力事項 

（追加分） 

１） スラリー等の施用量（t/10a/年、現物） 

２） スラリー等のアンモニア態窒素濃度（当該事業で分析値があれば） 

 

事業効果の評価 
スラリー等の土中施用（メニュー③）に取り組んだ酪農経営体のうち、アンケート対象であり、事業効

果の評価が可能であった経営体数は、北海道、都府県で、それぞれ 32、9 経営体（全国で 41 経営体）

であった（表 1）。スラリー等の施用量は、北海道、都府県でそれぞれ、0.4～20、1～6 t/10a であった。 

これらの経営体について、北海道では、表面施用、土中施用におけるアンモニアガス揮散量の総量

は、それぞれ 78,245、17,996 kg N であり、土中施用によりアンモニアガス揮散量は、60,248 kg N 削減

された（表 1）。一方、都府県では、表面施用、土中施用におけるアンモニアガス揮散量の総量は、それ

ぞれ 2407、554 kg N であり、1854 kg N が削減された。全国では、62,102 kg N のアンモニアガス揮散量

が削減されたと推計された。取組面積あたりの土中施用によるアンモニアガス削減量は、北海道、都

府県で、それぞれ 22.0、19.9 kg N/ha（全国では 22.0 kg N/ha）と試算された。 

 本取組で栽培された飼料作物の種類については、北海道ではデントコーンでの取組が多く、都府県

では、デントコーンに加えて、牧草でも取組が多かった（表 2）。スラリー等の種類については、北海道

では、固液分離後の液肥、都府県では、ふん尿混合の液肥が多かったが、メタン発酵消化液と回答し

た経営体が北海道で１件あった（表 3）。スラリー等の施用方法については、北海道では流し込み鎮圧

方式、都府県では、インジェクター方式で回答が多かった（表 4）。 

 
表1　スラリー等の土中施用によるアンモニアガス削減量

単位 北海道 都府県 全国

アンケート対象の経営体数 35 9 44
事業効果の評価で使用した経営体数 32 9 41
合計取組面積（回答のあった経営体） ha 2,733 93 2,826
1経営体あたりの取組面積 ha/経営体 85.4 10.4 68.9
スラリー等施用量 t/10a 0.4～20 1～6
アンモニアガス揮散量（表面施用の場合） kg N 78,245 2,407 80,652
アンモニアガス揮散量（土中施用の場合） kg N 17,996 554 18,550
土中施用によるアンモニアガス削減量 kg N 60,248 1,854 62,102
取組面積あたりの土中施用によるアンモニアガス
削減量

kg N/ha 22.0 19.9 22.0
 

 

計算に必要な項目 計算に使用する値 備考

スラリー等の施用面積（ha） アンケート結果より

スラリー等の施用量（t/10a） アンケート結果より

スラリー等のアンモニア態窒素含量（％） アンケート結果より
分析値がない場合は、Matsunaka et al.
(2008) 表1の乳牛スラリーの値0.2％を使
用。

表面施用におけるアンモニアガス揮散率（％） 31
松中照夫・三枝俊哉（2016）草地学の基
礎、p.164.（上図）

土中施用によるアンモニアガス揮散量の削減
率（％）

77
松中照夫・三枝俊哉（2016）草地学の基
礎、p.164.（上図）

Matsunaka et al. (2008) Ammonia volatilization factors following the surface application of dairy cattle slurry to
grassland in Japan: Results from pot and　field experiments. Soil Sci. Plant Nutr. 54, 627-637.
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表2　飼料作物の種類
北海道 都府県

アンケート回答数 34 9
デントコーンのみ 28 4
牧草のみ 4 2
デントコーン及び牧草 1 3
回答なし 1 0  
 

表3　スラリー等の種類
北海道 都府県

アンケート回答数 34 9
ふん尿混合の液肥 12 5
固液分離後の液肥 21 2
メタン発酵消化液 1 0
回答なし 0 2  
 

表4　スラリー等の施用方法
北海道 都府県

アンケート回答数 34 9
インジェクター方式 3 6
流し込み鎮圧方式 28 1
その他 3 0
回答なし 0 2  
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４） サイレージ生産の適正管理（メニュー④） 【資源循環促進】 

取組の目的

（原文） 

飼料作物のサイレージ化の過程は、ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）の極めて

高い排汁の河川流出や変敗サイレージの廃棄に伴う化石燃料の追加的な使用

につながるおそれがあるため、病害微生物の伝播防止対策や適切な水分調

整、排汁の適正処理等の実施により、環境負荷の軽減に貢献します。 

取組の内容

（原文） 

以下の①又は②のうち、１つを実施すること。 

①飼料作物作付面積の８割以上に牧草を作付ける場合に、サイレージ化する

全ての牧草について、７５％以下の水分率を目標に予乾すること｡また､サ

イロ（基本的にバンカーサイロ）を利用する場合は､水分測定を行った上で

詰め込むこと。 

②飼料作物作付面積の２割以上にデントコーン・ソルガム等を作付ける場合

に、サイレージ化する全てのデントコーン・ソルガム等について、病害微生

物対策のための適正品種・密度での植栽及びほ場からの収穫残渣の除去

を行うこと。 

サイロで発生した排汁は、排汁槽に貯留する等適正に管理し、ほ場散布等によ

り適正に処理すること。また、サイロごとにサイレージの飼料分析を行うこと。 

二次発酵を防止するため、十分な気密性確保対策（ロールベールサイレージは

十分な多層巻き）を実施し、使用した農業用廃プラスッチック資材はリサイクル

処理すること。 

手法・効果

（原案） 

サイレージ調製時における排汁削減や変敗率の低減により、飼料として利用さ

れずに環境中へ散逸する窒素量を削減。 

指標（原案） 窒素ロス削減量 

目標（原案） R1 年度の削減量を維持。 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、サイレージ生産量を都道府県協議会に報告。 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が農家ごとにデータを入力し、結果を取りまとめて農政局に報

告。 

調査方法 以下の表にある項目ごとの数値を用いて、経営体ごとの窒素ロス削減量を算出。こ

れらを合算し、アンケート対象となった経営体全体の事業効果を算出。 

 

計算式： １経営体あたりの窒素ロス削減量 (kg N) =サイレージ用飼料作物の収穫

量（t）×（予乾しなかった場合の排汁発生量―予乾した場合の排汁発生量）×排汁

の全窒素含有率(%)  

 

 
 

予乾しなかった場合と予乾した場合の排汁発生量（L/原料草 t）は、それぞれの

飼料作物の含水率を用いて、図中の Zimmner の式から算出。 

 

 

 

計算に必要な項目 計算に使用する値 備考

サイレージ調製用の飼料作物の収穫量（t） アンケート結果より

排汁の全窒素含有率（%） 0.2
山本ら (昭和63年) 表１にあるチモシーの
平均値を使用。

予乾しなかった場合の飼料作物の水分率（％） 83
山本ら (昭和63年) 図１にあるチモシーの
最高値を使用。

予乾した場合の飼料作物の水分率（％） アンケート結果より

山本ら（昭和63年）北海道農業成果情報「牧草サイレージ排汁の発生量と草地への施用」
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使用したサイロの種類について、ラップサイレージと回答のあった経営体につい

て、ラップフィルムの使用量を算出。 

 

計算式： １経営体あたりのラップフィルム使用量(t) =サイレージ用飼料作物の

収穫量（t）/１ベールあたりの飼料作物の重量(kg/個)×１ベールあたりのラップ

フィルム使用量(kg/個） 

 

 
 

出典 内田仙二・大島光昭（1995）サイレージの生化学（第２版）、p.289. 

山本裕介・伊藤憲治・出口健三郎・田村 忠・渡部 敢（2005）牧草サイレージ排

汁の発生量と草地への施用．平成 17 年度北海道農業研究成果情報，330. 

根釧農試（1988）ロールベールサイレージの効率的調製法．昭和 63 年試験研究

成績（指導参考事項）． 

要入力事項 

（追加分） 

１） サイロの種類（バンカー/ラップ） 

２） 原料草の水分率（％） 

３） 収穫残渣の除去状況（有/無） 

４） サイレージの水分率（％） 

 

事業効果の評価 

 サイレージ生産の適正管理（メニュー④）に取り組んだ酪農経営体のうち、アンケート対象であり、

事業効果の評価が可能であった経営体数は、北海道、都府県で、それぞれ 40、20 経営体（全国

で 60 経営体）であった（表 1）。これらの取組が行われた農地の合計面積は、北海道、都府県でそ

れぞれ 7848、951 ha であり、1 経営体あたりの取組面積は、196.2、47.6 ha であった。サイレージ

計算に必要な項目 計算に使用する値 備考

ラップサイレージ調製用の飼料作物の収穫量
（t）

アンケート結果より

１ベールあたりの飼料作物の重量(kg/個) 888
昭和63年北海道試験研究成績（指導参考
事項）表１　芯なし5回測定の平均値

１ベールあたりのラップフィルム使用量(kg/個） 1.3
昭和63年北海道試験研究成績（指導参考
事項）表５　芯なしの値

昭和63年北海道試験研究成績（指導参考事項）ロールベールサイレージの効率的調製法
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調製用の飼料作物の総収穫量は、北海道、都府県でそれぞれ 294.7、13.9 千 t であり、1 経営体

あたりの収穫量は、7793、780 ｔであった。これにより、取組面積あたりの飼料作物の収穫量は、

北海道では 37.6 t/ha、都府県では、14.6 t/ha となった。 

予乾による排汁削減量は、北海道、都府県で、それぞれ 48,813、2256 kL であり、排汁による窒

素ロス削減量は、97.6、4.5 tN と試算された（表 1）。取組面積あたりの排汁による窒素ロス削減量

は、北海道、都府県で、それぞれ 12.4、4.7 kg N/ha（全国では 11.6 kg N/ha）と試算された。 

 使用したサイロの種類について、ラップサイレージと回答した経営体の割合は北海道で 42％、

都府県で 88％であり、都府県でラップサイレージの使用割合が高かった（表 5）。ラップフィルムの

使用量は、北海道、都府県では、それぞれ 37.1、21.9t であり、取組面積あたりのラップフィルム使

用量は、北海道、都府県で、それぞれ 20.6、22.5 kg /ha（全国では 21.3 kg /ha）と試算された（表

2）。 

 本取組で栽培された飼料作物の種類について、北海道、都府県で、ともに牧草が最も多かった

が、デントコーンも一定の割合で取組があった（表 3）。牧草の種類については、北海道では、チモ

シー、オーチャードグラス、都府県ではイタリアンライグラス、オーチャードグラスで取組が多かっ

た。平均予乾日数は、北海道、都府県で、ともに２日間程度であった（表 4）。使用したサイロの種

類について、北海道ではバンカーサイロとラップサイレージがほぼ同じ割合であったのに対し、都

府県ではほとんどがラップサイレージであった（表 5）。排汁管理の手法としては、排汁槽に貯留で、

また排汁処理の手法としては、圃場散布で回答が最も多かった（表 6、7）。 

 
表1　排汁による窒素ロス削減量

単位 北海道 都府県 全国

取組酪農経営体数（アンケート対象の経営体数） 56 27 82
事業効果の評価で使用した経営体数 40 20 60
合計取組面積（回答のあった経営体） ha 7,848 951 8,799
サイレージ調製用の飼料作物の収穫量 千t 294.7 13.9 308.6
1経営体あたりの取組面積 ha/経営体 196.2 47.6 146.7
1経営体あたりの飼料作物の収穫量 t/経営体 7,793 780 5,143
取組面積あたりの飼料作物の収穫量 t/ha 37.6 14.6 35.1
予乾による排汁削減量 kL 48,813 2,256 51,069
排汁による窒素ロス削減量 t N 97.6 4.5 102.1
取組面積あたりの排汁による窒素ロス削減量 kg N/ha 12.4 4.7 11.6  
 
表2　ラップサイレージ調製によるラップフィルム使用量

単位 北海道 都府県 全国

取組酪農経営体数（アンケート対象の経営体数） 56 27 82
ラップサイレージ取組経営体数 23 23 46
ラップサイレージ用飼料作物を栽培した合計面積 ha 1,800 975 2,775
ラップサイレージ用飼料作物の生産量 t 25,368 14,976 40,336
ラップフィルム使用量 t 37.1 21.9 59.0
取組面積あたりのラップフィルム使用量 kg/ha 20.6 22.5 21.3  
 
表3　飼料作物の種類

北海道 都府県
アンケート回答数 56 27
デントコーンのみ 18 7
牧草のみ 34 19
デントコーンおよび牧草 3 1
回答なし 1 0
牧草の種類は、北海道ではチモシー、オーチャードグラス、北海道以外では、イタ
リアンライグラス、オーチャードグラス、スーダングラス、エンバク、オオムギ
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表4　平均予乾日数
北海道 都府県

アンケート回答数 56 27
うち予乾日数の回答あり 28 19
平均予乾日数 (日) 1.9 2.4  
 
表5　サイロの種類

北海道 24 6 2 23 2
都府県 2 0 1 23 2
１経営体から複数の回答あり

　
バンカー
サイロ

スタック
サイロ

その他
回答なしタワー

サイロ
ラップ

サイレージ

 
 
表6　排汁管理の手法

北海道 56 28 9 1 2 16
都府県 27 6 1 3 1 16

アンケート
回答数

排汁槽に
貯留

その他
回答なしラップ

サイレージ
もともと排
汁出ない

その他

 
 
表7　排汁処理の手法

北海道 56 22 7 2 6 1
都府県 27 8 0 2 0 0

アンケート
回答数

圃場散布
その他

ラップ
サイレージ

もともと排
汁出ない

TMRセン
ター処理

その他
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５） 温室効果ガス放出量低減の取組（メニュー⑤） 【地球温暖化防止】 

取組の目的

（原文） 

耕起による化石燃料の使用と土壌微生物の分解作用に伴う温室効果ガスの大

気放出を抑制するため、①不耕起栽培又は②メタン発酵処理施設の消化液利

用を行います。 

取組の内容

（原文） 

飼料作物作付地において、飼料作物の不耕起栽培（永年性飼料作物の場合は

簡易更新）又はメタン発酵処理施設の消化液を利用した栽培を実施すること。 

飼料作物作付面積の５割以上で取り組むこと。ただし、永年性飼料作物の不耕

起栽培を実施する場合は、簡易更新により播種する面積が２割以上とすること。 

手法・効果

（原案） 

不耕起栽培による好気性微生物の活性化の抑制や炭素が消費されているメタ

ン発酵消化液の利用により、土壌微生物の分解により発生する二酸化炭素等を

削減。 

指標（原案） 温室効果ガス削減量 

目標（原案） 「地球温暖化対策計画」における農地土壌炭素吸収源対策による土壌炭素貯留

量（吸収量）目標の達成。 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、不耕起栽培面積、圃場の位置情報、栽培作物を都道

府県協議会に報告。 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が農家ごとにデータを入力し、結果を取りまとめて農政局に報

告。 

調査方法 １） 以下の計算式により、「不耕起栽培」による土壌炭素の放出削減量を予測 

 

Emit＝E×（T2-T1)/20 

 

Emit：取組による土壌炭素の放出削減量（kg-C/ha/年) 

E：地域における標準的な土壌炭素量（kg-C/ha) 

→「見える化」サイトを利用し、該当する地域の標準的な土壊炭素量を設定 

T1：完全耕起の土壌炭素変化係数（1.00、IPCC ガイドライン） 

T2：省耕起の土壌炭素変化係数（冷温帯湿潤：1.04、IPCC ガイドライン） 

20: IPCC ガイドラインで、土壌炭素変化係数を乗じた土壌炭素量になるのに

要する年数 

 

※各地域における標準的な土壌炭素量は、「見える化」サイトに、経営体住所

を入力し、面積 1ha 深さ 0-30 cm の土壌炭素量を推定する。 

 

２）「見える化」サイト（http://soilco2.dc.affrc.go.jp/）を利用し、「消化液の利用」

による土壌炭素の放出削減量を計算 
 

計算法： 「見える化」サイトで、具体的な作物を選択。1 年間当たりの土壌炭素

変化量を予測。 

 

「見える化」サイトで入力する情報 

・住所 （土壌の種類、現在の土壌炭素量が決まる） 

・堆肥施用量 （消化液からの C、N 投入量を自動計算） 

 

※堆肥由来の C 投入量として消化液の施用量（t/ha）×1.8%、堆肥由来の N

投入量として、消化液の施用量（kg/10a）×0.34%」を入力。 
 

出典 2006 年 IPCC ガイドラインに対する 2019 年 Refinement（IPCC, 2019） 

土壌の CO2 吸収「見える化」サイト（農研機構） 
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要入力事項 

（追加分） 

１） 圃場の位置情報（住所） 

２） 栽培する作物名 

３） 消化液利用の取組部分の面積（a、単年性） 

４） 消化液利用の取組部分の面積（a、永年性） 

５） 消化液の利用量（t/10a/年、現物、単年性） 

６） 消化液の利用量（t/10a/年、現物、永年性） 

 

事業効果の評価 

北海道で不耕起栽培に取り組んだ経営体のうち 6 戸から回答を得た。これらの経営体の圃場

の土壌炭素濃度（n = 6）は平均 4.7%、面積 1 ha 深さ 30 cm までの土壌炭素量（n = 6）は平均 111 

t/ha、単位面積当たり CO2 削減量は平均 0.81 t-CO2/ha/年だった（表 1）。1 年生の飼料作物の

不耕起による栽培面積（n = 5）は 1 経営体当たり平均 20 ha、CO2 削減量（n = 5）は 1 経営体当た

り平均 14 t-CO2-eq/年だった。永年性の飼料作物の不耕起による栽培面積（n = 6）は 1 経営体

当たり平均 17 ha、CO2 削減量（n = 6）は 1 経営体当たり平均 14 t-CO2-eq/年だった。 

都府県で不耕起栽培に取り組んだ経営体のうち 36 戸から回答を得た。これらの経営体の圃場

の土壌炭素濃度（n = 34）は平均 4.1%、面積 1 ha 深さ 30 cm までの土壌炭素量（n = 34）は平均

100 t/ha、単位面積当たり CO2 削減量は平均 0.73 t-CO2/ha/年だった（表 1）。1 年生の飼料作物

の不耕起による栽培面積（n = 22）は 1 経営体当たり平均 13 ha、CO2 削減量（n = 22）は 1 経営体

当たり平均 9.1 t-CO2-eq/年だった。永年性の飼料作物の不耕起による栽培面積（n = 18）は 1 経

営体当たり平均 13 ha、CO2 削減量（n = 16）は 1 経営体当たり平均 12 t-CO2-eq/年だった。 

北海道で、消化液施用に取り組んだ経営体のうち 17 戸から回答を得た。1 年生の飼料作物へ

の消化液施用量（n = 7）は平均 70 t/ha/年、単位面積当たり CO2 削減量は平均 1.75 t-CO2/ha/

年（表 1）、消化液施用面積（n = 7）は平均 51 ha、1 経営体当たり CO2 削減量（n = 6）は平均 57 t-

CO2-eq/年だった。永年性の飼料作物への消化液施用量（n = 17）は平均 29 t/ha/年、単位面積

当たり CO2 削減量は平均 0.92 t-CO2/ha/年（表 1）、消化液施用面積（n = 17）は平均 78 ha、1 経

営体当たり CO2 削減量（n = 16）は平均 30 t-CO2-eq/年だった。 

都府県で、消化液施用に取り組んだ経営体は無かった。 

 

 
  

表１ 「メニュー５」に対する有効回答数と単位面積当たりCO2削減量（t-CO2-eq/ha/年）

取組内容 地域 作物 有効回答数 平均値 標準偏差 最小値 下位四分位点 中央値 上位四分位点 最大値

不耕起 北海道 一年生/多年生 6 0.81 0.22 0.64 0.74 0.74 0.74 1.25

不耕起 都府県 一年生/多年生 34 0.73 0.26 0.09 0.60 0.67 1.00 1.44

消化液 北海道 一年生のみ 8 1.75 1.14 0.00 0.72 2.01 2.82 2.91

消化液 北海道 永年性のみ 17 0.92 0.94 0.03 0.32 0.66 0.96 3.21

消化液 都府県 一年生のみ 0 - - - - - - -

消化液 都府県 永年性のみ 0 - - - - - - -
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６） 化学肥料利用量の削減（メニュー⑥） 【地球温暖化防止】 

取組の目的

（原文） 

化学肥料の利用量を削減し、堆肥の施用を進めることにより、土壌への炭素貯

留を促進します。また、化学肥料の施用は、作物の収量に最も影響するため、と

もすると過剰施肥となる場合があり、地下水等の汚染につながるおそれがあり

ます。 

そこで、①牧草地における無化学肥料栽培又は②デントコーン・ソルガム等の作

付地における減化学肥料栽培を実施することにより、環境負荷の軽減に貢献し

ます。 

取組の内容

（原文） 

経営内の飼料作物作付面積の８割以上に牧草を作付けする場合に、無化学肥

料栽培を実施すること。ただし、草地更新の際は化学肥料を使用することができ

る。草地更新以外の理由により、やむを得ず化学肥料を使用する場合は、飼料

作付地の面積（２作目の面積は含まない。）の２割以内とすること。 

経営内の飼料作物作付面積の２割以上にデントコーン・ソルガム等を作付けす

る場合に、化学肥料の使用量を地域の慣行基準から３割程度以上削減するこ

と。 

※化学肥料の使用量は、化成肥料、単味肥料による窒素施肥量の総和。 

手法・効果

（原案） 

化学肥料（炭素量少）に代替して堆肥（炭素量多）を施用することにより、土壌へ

の炭素貯留を促進。 

指標（原案） 温室効果ガス削減量 

目標（原案） 「地球温暖化対策計画」における農地土壌炭素吸収源対策による土壌炭素貯留

量（吸収量）目標の達成。 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、圃場の位置情報、栽培作物、堆肥施用量を都道府県

協議会に報告。 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が農家ごとにデータを入力し、結果を取りまとめて農政局に報

告。 

調査方法 「見える化」サイト（http://soilco2.dc.affrc.go.jp/）を利用し、「化学肥料利用量の

削減」による亜酸化窒素の放出削減、土壌への炭素貯留の促進を評価。二毛作

の場合は、作物残渣由来、堆肥由来の炭素投入量として、２つの作物の合計値

を入力。イタリアンライグラス（牧草）とトウモロコシの二毛作は飼料畑とした。 

 

計算法： 見える化サイトで、単作は「牧草」または「青刈トウモロコシ」を選択、二

毛作は「牧草」を選択。1 年間当たりの土壌炭素変化量および亜酸化窒素の年

間排出量の CO2 換算値を予測。 

 

「見える化」サイトで入力する情報 

・住所 （土壌の種類、現在の土壌炭素量が決まる） 

・牧草またはトウモロコシの収量 （刈り株からの C、N 投入量を自動計算） 

・堆肥施用量 （堆肥からの C、N 投入量を自動計算） 

・化学肥料窒素施用量 

※収量が未記載の場合は、経営体の所在する道県の施肥ガイドにおける目

標収量を使用。 

 

個々の経営体の代表圃場における栽培（アンケート）と経営体の所在する道県

の施肥ガイドによる栽培（堆肥を施用せず化学肥料のみで栽培）を比較し、両者

の差を化学肥料利用料の削減による温室効果ガス削減効果とする。 

出典 日本国温室効果ガスインベントリ報告書（国立環境研究所） 

土壌の CO2 吸収「見える化」サイト（農研機構） 
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要入力事項 

（追加分） 

１） 地域の施肥標準等の窒素施肥量（kg/10a/年、牧草） 

２） 地域の施肥標準等の窒素施肥量（kg/10a/年、デントコーン・ソルガム等） 

３） やむを得ず使用した化学肥料の利用量（kg/10a/年、現物） 

４） デントコーン・ソルガム等に使用した化学肥料の利用量（kg/10a/年、現物） 

５） 化学肥料の銘柄 

 

事業効果の評価 

北海道で化学肥料の削減に取り組んだ経営体のうち 37 戸から回答を得た。1 経営体当たり登

録圃場面積（n = 37）は、平均 48 ha であり、温室効果ガス削減量は、永年草地が平均 6.9 t-CO2-

eq/ha/年（n = 31）、飼料畑が平均 9.6 t-CO2-eq/ha/年（n = 30）だった。なお、堆肥施用量は、永

年草地が平均 24 t/ha/年（n = 31）、飼料畑が平均 37 t/ha/年（n = 30）、化学肥料の窒素削減量

は、永年草地が平均 25 kg/ha/年（n = 31）、飼料畑が平均 67 kg/ha/年（n = 30）だった。 

都府県で化学肥料の削減に取り組んだ経営体のうち 60 戸から回答を得た。1 経営体当たり登

録圃場面積（n = 60）は、平均 14 ha であり、温室効果ガス削減量は、永年草地が平均 5.9 t-CO2-

eq/ha/年（n = 14）、飼料畑が平均 13.9 t-CO2-eq/ha/年（n = 51）だった。なお、堆肥施用量は、永

年草地が平均 24 t/ha/年（n = 14）、飼料畑が平均 64 t/ha/年（n = 51）、化学肥料の窒素削減量

は、永年草地が平均 190 kg/ha/年（n = 14）、飼料畑が平均 247 kg/ha/年（n = 51）だった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 北海道における堆肥施用量と温室効果ガス削減量の関係（メニュー⑥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 都府県における堆肥施用量と温室効果ガス削減量の関係（メニュー⑥） 

 

堆肥施用量（t/10a/年）と温室効果ガス削減量（t-CO2/ha/年）の間に正相関が認められ、堆肥

施用が地球温暖化防止に重要な役割を果たすことが示された（図１、２）。原点通過の直線回帰

式の傾きは、永年草地が飼料畑よりやや大きく、北海道が都府県より、やや大きかった（図１、２）。 

また、都府県の飼料畑に対する回帰式の決定係数（R2）は他より、やや小さかった（図２）。この

原因として、都府県では単作と二毛作が可能で、作物残渣由来の有機物投入量が異なる圃場が

混在していることが原因と考えられた。 
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なお、堆肥の適正還元の取組（メニュー①）のアンケート結果を用いた場合にも、温室効果ガス

の削減量を計算できる（表２）。メニュー①の場合も、堆肥施用量（t/10a/年）と温室効果ガス削減

量（t-CO2/ha/年）の間に正の相関が認められ、原点通過の直線回帰式の傾き、決定係数（R2）は、

メニュー①と⑥で、同程度の値だった（図３，４）。また、原点通過の直線回帰式の傾きは、永年草

地が飼料畑より、やや大きく、北海道が都府県より、やや大きい点、直線回帰式の決定係数（R2）

が都府県の飼料畑で、やや小さい点も、メニュー①と⑥で共通していた（図３，４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 北海道における堆肥施用量と温室効果ガス削減量の関係（メニュー①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 都府県における堆肥施用量と温室効果ガス削減量の関係（メニュー①） 

 

 

表１ 「メニュー６」に対する有効回答数と単位面積当たり温室効果ガス削減量（t-CO2-eq/ha/年）

地域 作物 有効回答数 平均値 標準偏差 最小値 下位四分位点 中央値 上位四分位点 最大値

北海道 飼料畑 30 9.6 4.6 2.5 5.3 9.6 13.3 18.1

北海道 永年草地 31 6.9 7.6 -0.1 0.1 6.1 8.7 37.9

都府県 飼料畑 51 13.9 8.4 0.1 7.6 13.3 18.2 44.1

都府県 永年草地 14 5.9 5.1 0.2 4.4 5.2 7.6 20.9

表２ 「メニュー１」に対する有効回答数と単位面積当たり温室効果ガス削減量（t-CO2-eq/ha/年）

地域 作物 有効回答数 平均値 標準偏差 最小値 下位四分位点 中央値 上位四分位点 最大値

北海道 飼料畑 92 10.2 4.9 0.5 7.7 9.9 13.1 39.2

北海道 永年草地 89 8.9 10.9 -0.1 2.9 6.0 8.9 57.0

都府県 飼料畑 80 9.6 8.0 0.2 2.4 8.1 14.5 43.3

都府県 永年草地 70 6.6 8.1 0.2 2.1 3.5 8.5 41.4
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７） 連作防止の実施（メニュー⑦） 【地球温暖化防止】 

取組の目的

（原文） 

デントコーン・ソルガム等を同一作付地に連作した場合、未利用窒素成分が硝

酸性窒素等として土壌に蓄積すること等が懸念されます。 

デントコーン・ソルガム等を連作している作付地を、飼料作物のうち、表層上の

根張りが密集し窒素吸収が高い牧草地等に転換することにより、土壌中の硝酸

性窒素等の過剰蓄積の抑制に貢献します。 

取組の内容

（原文） 

デントコーン・ソルガム等の作付地において、取組開始前年（以降、基準年として

固定）のデントコーン・ソルガム等の作付面積の２割以上にイネ科牧草等を導入

すること。 

手法・効果

（原案） 

デントコーンなど畑作物の輪作体系に窒素等の利用効率が高く土壌炭素を蓄積

しやすい牧草を組み入れることにより、土壌成分の偏りを解消して作物や土壌

への窒素・炭素等の吸収を促進。 

指標（原案） 温室効果ガス削減量 

目標（原案） 「地球温暖化対策計画」における農地土壌炭素吸収源対策による土壌炭素貯留

量（吸収量）目標の達成。 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、転作面積を都道府県協議会に報告。 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が農家ごとに転作面積を算定式に当てはめ、結果を取りまとめ

て農政局に報告。 

調査方法 「見える化」サイト（http://soilco2.dc.affrc.go.jp/）を利用し、「連作防止の実施」に

よる土壌炭素の放出削減量を計算。二毛作への対応として、作物残渣由来、堆

肥由来の炭素投入量は、２つの作物の合計（あるいは、別々の月に分けて）値を

入力。 

 

計算方法：「見える化」サイトで、「牧草」と「青刈トウモロコシ」それぞれで、1 年当

たりの土壌炭素変化量および亜酸化窒素の年間排出量の CO2 換算値を予測。 

 

「見える化」サイトで入力する情報 

・住所 （土壌の種類、現在の土壌炭素量が決まる） 

・牧草またはトウモロコシの収量 （刈り株からの C、N 投入量を自動計算） 

・堆肥施用量 ※トウモロコシでの堆肥投入量が大きく、牧草導入の土壌炭素

貯留効果を評価できなくなるため、「堆肥投入量ゼロ」として入力。 

・化学肥料窒素施用量 

 

※収量、窒素施用量が未記載の場合は、経営体の所在する道県の施肥ガイド

における目標収量、標準窒素施用量を使用。 

 

出典 土壌の CO2 吸収「見える化」サイト（農研機構） 

要入力事項 

（追加分） 

１） 圃場の位置情報（住所） 

２） イネ科牧草等に転換する以前に栽培していた作物名 

３） 堆肥施用量（t/10a/年、現物、イネ科牧草等） 

４） 堆肥施用量（t/10a/年、現物、デントコーン・ソルガム等） 

５） 化学肥料の利用量（kg/10a/年、現物、イネ科牧草等） 

６） 化学肥料の利用量（kg/10a/年、現物、デントコーン・ソルガム等） 

７） 化学肥料の銘柄（イネ科牧草等） 

８） 化学肥料の銘柄（デントコーン・ソルガム等） 
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事業効果の評価 

連作防止の実施（メニュー⑦）に取り組んだ酪農経営体のうち、アンケート対象であり、事業効果

の評価が可能であった経営体数は、北海道、都府県で、それぞれ 16、2 経営体（全国で 18 経営体）で

あった（表 1）。アンケート対象の経営体について、デントコーン・ソルガム等からイネ科牧草等に転換し

た面積は、北海道、都府県でそれぞれ、5287、7.8 ha であり、１経営体あたりの転換面積は、330、3.9 

ha/経営体であった。 

土壌炭素貯留の増加および亜酸化窒素発生低減による温室効果ガス削減量は、北海道、都府県で

それぞれ、31,013、40.7 t CO2 であり、1 経営体あたりの削減量は、5.9、5.2 t CO2/ha と試算された（表

1）。 

本取組で栽培された飼料作物の種類について、イネ科牧草等に転換する前に栽培されていた作物

は、北海道ではすべてデントコーンであり、都府県ではソルガムの回答もあった（表 2）。一方、転換後

に栽培されていたイネ科牧草等の作物は、北海道ではチモシーの回答が多かった（表 3）。 

転換前後の収量は、転換後に栽培されたイネ科牧草等よりも転換前に栽培されるデントコーン等で

高かった（図 1）。堆肥施用量も転換後に栽培されたイネ科牧草等よりも転換前に栽培されるデントコー

ン等で高い傾向にあった（図 2）。化学肥料として施用される肥料成分について、窒素とカリは、デントコ

ーン等とイネ科牧草等で同程度であったのに対し、リン酸はイネ科牧草等よりもデントコーン等で高い

傾向にあった（図 3、4、5）。 

 
表1　連作防止の実施による温室効果ガス削減量

単位 北海道 都府県 全国

取組酪農経営体数（アンケート対象の経営体数） 16 2 18
事業効果の集計で使用した経営体数 16 2 18
デントコーン・ソルガム等からイネ科牧草等に転
換した面積

ha 5,287 7.8 5,295

1経営体あたりの転換面積 ha/経営体 330 (1.7～3774) 3.9 (3.6～4.2)
温室効果ガス削減量（土壌炭素貯留、一酸化二窒
素発生低減による）

t CO2 31,013 40.7 31,054

取組面積あたりの温室効果ガス削減量 t CO2/ha 5.9 5.2 5.9  
 
表2　イネ科牧草等に転換する前に栽培していた作物

北海道 都府県
アンケート回答数 16 2
デントコーンのみ 16 0
ソルガムのみ 0 1
デントコーン及びソルガム 0 1  
 
表3　転換したイネ科牧草等の種類

北海道 都府県
アンケート回答数 16 2
チモシー 14 0
オーチャードグラス 2 0
イタリアンライグラス 0 1
イタリアンライグラス及び
オーチャードグラス

0 1
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図 1 転換前後の収量（n = 15） 図 2 転換前後の堆肥施用量（n = 16） 

図 3 転換前後の窒素（化学肥料） 

施用量（n = 16） 

図 4 転換前後のリン酸（化学肥料） 

施用量（n = 16） 

図 5 転換前後のカリ（化学肥料） 

施用量（n = 16） 

箱ひげ図では、×が平均値、箱中

の横線が中央値、箱の下端が第一

四分位、箱の上端が第三四分位、

ひげの両端は箱の長さの 1.5 倍以

内にある最大値と最小値、ひげの

外の白丸は外れ値を示す。 
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８） 放牧の実施（メニュー⑧） 【地球温暖化防止】 

取組の目的

（原文） 

放牧は、舎飼飼養と比べ、飼料運搬、給餌、ふん尿処理、草地管理等に必要な

化石燃料の使用量が削減できます。 

また、放牧地でのふん尿の分解は、堆肥堆積と比べ、嫌気性下で生じる温室効

果ガス（メタン、亜酸化窒素）の発生量が削減できるため、地球温暖化防止に貢

献します。 

取組の内容

（原文） 

飼料作物作付地において、毎年度、経産牛または乳用後継牛について、１頭当

たり 90 日以上の放牧を実施していること。 

手法・効果

（原案） 

堆肥堆積と比べてふん尿が好気的に分解することにより、嫌気性下で生じるメタ

ン及び亜酸化窒素の発生量を削減。 

指標（原案） 温室効果ガス削減量 

目標（原案） 「地球温暖化対策計画」における農地土壌炭素吸収源対策による土壌炭素貯留

量（吸収量）目標の達成。 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、放牧面積を都道府県協議会に報告。 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が農家ごとに放牧面積を算定式に当てはめ、結果を取りまとめ

て農政局に報告。 

調査方法 放牧飼養時の乾物摂取量を舎飼飼養時の 115%と仮定した（農研機構、2008）。 

 

放牧と舎飼飼養の乾物摂取量、日本国温室効果ガスインベントリ報告書の計算

式（国立環境研究所、2018）から、消化管内発酵によるメタン発生量を推定した。 

 

放牧飼養時の排せつ物量を舎飼飼養時の 115%と仮定し、日本国温室効果ガス

インベントリ報告書の排出係数（国立環境研究所、2018）を乗じ、排せつ物管理

（堆積発酵および放牧）によるメタンと亜酸化窒素の発生量を推定した。 

 

トラクタの化石燃料消費による二酸化炭素の発生量（舎飼飼養のみ）は、牧草の

乾物収量を 10 t/ha/年と仮定し、「見える化」サイトで計算される二酸化炭素の

発生量を乾物収量当たりに換算し、乾物摂取量に乗じて推定した。 

 

以上を基礎に、搾乳牛、乾乳牛、乳用後継牛の放牧と舎飼飼養に伴う温室効果

ガス発生量を計算した（図１）。 

 

 
 

図１ 経産牛（搾乳牛、乾乳牛）と乳用後継牛の舎飼飼養と放牧飼養から発生す

る温室効果ガス 
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この結果から、舎飼飼養を放牧飼養に変更することによる温室効果ガス削減量

は、搾乳牛で 11.7 kg-CO2-eq/頭/日、乾乳牛で 6.10 kg-CO2-eq/頭/日、乳用後

継牛で 4.45 kg-CO2-eq/頭/日と計算される（図１）。 

 

放牧による温室効果ガス削減量（kg-CO2-eq/頭/日）を延べ放牧頭数（頭日）に

を乗じ、放牧による温室効果ガス削減量の年間値を予測。 

 

さらに、放牧による土壌炭素蓄積量を以下のように予測。 

 

計算方法： 「見える化」サイト（http://soilco2.dc.affrc.go.jp/）で「牧草」を選択し、

放牧された乳牛の排せつ物からの炭素投入量の C/N 比を副資材なしの牛ふん

堆肥と同等と仮定し、1 年当たりの土壌炭素変化量を予測。 

 

「見える化」サイトで入力する情報 

・住所（土壌の種類、現在の土壌炭素量が決まる） 

・牛ふんの C/N 比（牛ふん堆肥の C/N 比＝16.7、山口ら、2000） 

・牛ふんからの炭素投入量 （牛ふんの C 濃度＝44%、Yoshitake et al., 2014） 

出典 日本飼養標準・肉用牛（農研機構 2008） 

日本国温室効果ガスインベントリ報告書（国立環境研究所 2018） 

土壌の CO2 吸収「見える化」サイト（農研機構） 

山口武則ら（2000）農業研究センター研究資料，41，1-178. 

Yoshitake et al. (2014) Ecol. Res., 29, 673–684. 

要入力事項 

（追加分） 

１）放牧頭数（経産牛のうち搾乳牛） 

２）放牧頭数（経産牛のうち乾乳牛） 

３）放牧頭数（乳用後継牛） 

４）放牧日数（経産牛のうち搾乳牛） 

５）放牧日数（経産牛のうち乾乳牛） 

６）放牧日数（乳用後継牛） 

７）放牧地面積 

８）兼用地面積（採草/放牧の両者に用いる面積） 

 

事業効果の評価 

 北海道で放牧の実施に取り組んだ経営体のうち 65 戸から回答を得た。1 経営体当たりの放牧

頭数は、搾乳牛（n = 39）が平均 44 頭、乾乳牛（n = 17）が平均 8 頭、乳用後継牛（n = 35）が平均

32 頭だった。放牧日数は、搾乳牛（n = 39）が平均 147 日/年、乾乳牛（n = 17）が平均 134 日/年、

乳用後継牛（n = 36）が 133 日/年だった。1 経営体当たりの温室効果ガス削減量（n = 64）は、平

均 58 t-CO2-eq/年だった。 

 都府県で放牧の実施に取り組んだ経営体のうち 39 戸から回答を得た。1 経営体当たりの放牧

頭数は、搾乳牛（n = 19）が平均 43 頭、乾乳牛（n = 19）が平均 7 頭、乳用後継牛（n = 32）が平均

24 頭だった。放牧日数は、搾乳牛（n = 19）が平均 255 日/年、乾乳牛（n = 19）が平均 254 日/年、

乳用後継牛（n = 32）が 212 日/年だった。1 経営体当たりの温室効果ガス削減量（n = 39）は、72 

t-CO2-eq/年だった。 

 また、放牧による土壌炭素蓄積量は、北海道の経営内放牧地（n = 43）で 3.6 t-CO2-eq/ha/年、

預託先放牧地（n = 19）で、0.72 t-CO2-eq/ha/年、都府県の経営内放牧地（n = 17）で、2.8 t-CO2-

eq/ha/年、預託先放牧地（n = 22）で、0.84 t-CO2-eq/ha/年だった。 
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９） 農薬使用量の削減（メニュー⑨） 【生物多様性保全】 

取組の目的

（原文） 

農薬の使用量を削減することにより、環境中の残留農薬リスクを低減し、生態系

への影響を極力回避するなど、環境負荷の軽減に貢献します。 

そこで、①牧草地における無農薬栽培又は②デントコーン・ソルガム等の作付地

における減農薬栽培を実施することにより、環境負荷の軽減に貢献します。 

注）デントコーン・ソルガム等とは、デントコーン（イヤコーンとしての利用を含

む）、ソルガムの他、飼料用ムギ、飼料用カブ、WCS 用稲、飼料用米等牧草以外

の飼料作物のことです。 

取組の内容

（原文） 

経営内の飼料作物作付面積の８割以上に牧草を作付けする場合に、無農薬栽

培を実施すること。ただし、草地更新の際は農薬を使用することができる。草地

更新以外の理由により、やむを得ず農薬を使用する場合は、飼料作物作付地

の面積（２作目の面積は含まない｡）の２割以内とすること。 

経営内の飼料作物作付面積の２割以上にデントコーン・ソルガム等を作付けす

る場合に、農薬の使用量を地域の慣行基準から３割程度以上削減すること。 

手法・効果

（原案） 

環境中の残留農薬の削減。 

指標（原案） 農薬削減量 

目標（原案） H29 年度の削減量を維持。 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、利用量を都道府県協議会に報告。 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が慣行栽培との差を算出し、農政局に報告。 

調 査 方 法

（原案） 

① 鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル（環境省 2013）に基づき農薬の

リスク指標（TER）を計算（リスクの許容水準は、TER>10） 

𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 =
鳥類急性毒性 (𝐋𝐋𝐋𝐋𝟓𝟓𝟓𝟓)

農薬曝露量
 

② TER に基づき農薬使用量の削減取組のスコアを算出 

 
③  スコアの平均値に基づき取組の効果を評価 

  

出典 環境省 (2013) 鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル. 環境省 

要入力事項 

（追加分） 

１） 農薬の製品名、農薬使用量（mL/10a）、施用場所（圃場名）、施用面積（a）、

施用時期（年月日） 

２） 上記圃場の飼料作物名、刈り取り時期（年月日） 

３） 地域慣行の農薬使用量（mL/10a） 

４） 使用を取りやめた農薬の製品名、地域慣行の農薬使用量（mL/10a） 

削減取組の内容 スコア 備考
無農薬 6 基礎点
低リスク農薬の使用 3 基礎点
高リスク農薬の使用 0 基礎点
低リスク農薬の不使用・削減 +1 加点
高リスク農薬の不使用・削減 +2 加点

農薬使用量の削減取組のスコア表

注）低リスク農薬：TER>10、高リスク農薬：TER<10．
　　同一圃場で複数の農薬を使用する場合はスコアを平均する.

削減取組の
評価ランク

平均スコア
農薬による
生態リスク

削減取組の改善指針

S 6点以上 無し 取組の継続を推奨
A 3点以上6点未満 低い 許容範囲だが改善可能
B 3点未満 高い 取組の改善が必要

平均スコアに基づく農薬使用量の削減取組の評価表
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事業効果の評価 

８割以上に牧草を作付けする 125 圃場（これ以降、牧草地）と２割以上に牧草以外のデントコー

ン・ソルガム等を作付けする 62 圃場（これ以降、飼料畑）における農薬使用量の削減取組の効果

を「鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル」（環境省 2013)による生態リスクに基づいて評価

した。その結果、牧草地はほとんどで無農薬取組が行われたため、ほとんどの取組で生態リスク

はゼロと評価された（図 1）。一方、飼料畑では除草剤の 3 割低減取組が多かったため、生態リス

クは牧草地より高い場合が多かったが、どの飼料畑も許容水準を満たしていた（図 1）。 

 

 
図 1 牧草地と飼料畑（牧草以外の作付）における農薬使用量削減取組の評価結果． 

農薬リスクは S：ゼロリスク、A：低リスク（許容水準）、B：高リスク． 
 
無農薬栽培による保全効果を報告した文献は多いため、無農薬栽培の牧草地でも保全効果は

十分に期待できる。一方、飼料畑の場合、慣行栽培の使用量（中央値）でも生態リスクは許容水

準を満たしたため、鳥類の農薬リスクでは事業による保全効果を定量できないことが判明した（表

1）。したがって、事業による保全効果を定量するためには生物調査を実施する必要がある。東北

地域の草地における評価手法（吉田・東山 2014）では、クモ類と草原性蝶類を指標生物とする評

価手法（いずれも個体数で評価）が提案されている。したがって、飼料畑における事業の効果を評

価するためには、クモ類と草原性蝶類の個体数を調査し、慣行栽培圃場との差で評価することが

推奨される。 

表 1 使用された農薬の急性毒性（LD50）とリスク指標（TER） 

 
 

【引用文献】 

1) 環境省 (2013) 鳥類の農薬リスク評価・管理手法マニュアル. 環境省 

2) 吉田信代・東山雅一（2014）草地における指標生物の選抜．農業に有用な生物多様性の指

標及び評価手法の開発(プロジェクト研究成果シリーズ 506 号), 317-322，農林水産省農林

水産技術会議事務局． 

製剤名 用途 有効成分
LD50

(mg/kg)
試験種

TER
慣行の3割減

TER
慣行の最小値

TER
慣行の中央値

アルファード液剤 除草 トプラメゾン >2000 コリンウズラ >325733 >285016 >228013
ジメテナミドP 1068 コリンウズラ 18417 16115 12892
リニュロン（PRTR1種） 940 コリンウズラ 11482 10046 8037
アトラジン ＞2000 マガモ >17235 >17235 >12064
Ｓ－メトラクロール >2510 コリンウズラ >31673 >31673 >22171

ゲザプリムフロアブル 除草 アトラジン ＞2000 マガモ >14196 >14906 >9937
シャドー水和剤 除草 ハロスルフロンメチル ＞2250 コリンウズラ >316612 >277036 >221628
ハーモニー75DF水和剤 除草 チフェンスルフロンメチル ＞5620 マガモ >987361 >921536 >691152
バサグラン 除草 ベンタゾン 1140 コリンウズラ 8569 7498 5999
ブルーシアフロアブル 除草 トルピラレート >2000 コリンウズラ >319597 >251682 >223717

ジメテナミドＰ 1068 コリンウズラ 12263 12876 8584
ペンディメタリン 1421 マガモ 10007 10507 7005

ラウンドアップ
マックスロード

除草 グリホサート(カリウム塩) >3851 ウズラ >13015 >15943 >9110

ラッソー乳剤 除草 アラクロール 1536 コリンウズラ 5204 5463 3643
ワンホープ乳剤 除草 ニコスルフロン >2000 マガモ >220758 >193163 >154530

ゲザノンゴールド

モーティブ乳剤

エコトップP乳剤 除草

除草

除草
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10）有機飼料生産の取組（メニュー⑩）【資源循環促進・地球温暖化防止・生物多様性保全】 

※R1 追加交付 

取組の目的

（原文） 

合成した農薬、化学肥料、土壌改良材等の生産資材や遺伝子組換え技術の使

用禁止、地域資源の活用推進等により、３つの目的を促進 

取組の内容

（原文） 

 「有機畜産物の日本農林規格」又は「有機飼料の日本農林規格」に基づいた飼

料作物の栽培が対象です。 

 有機畜産物又は有機飼料の登録認証機関に申請し、認証事業者として認証さ

れることが必要です。 

※多年生を生産する場合は 3 年以上（牧草は 2 年以上）、それ以外の農産物（1

年生）を生産する場合にあっては2年以上、禁止された化学合成農薬､化学肥料

を使わない圃場で､自然の循環機能などを生かした土作りを行ない､栽培､収穫

した有機農産物に「食」の安全のブランド、JAS マーク（格付表示）を貼付するこ

とにより信頼できる商品として販売することができる｡ 

手法・効果

（原案） 

堆肥の適正還元の取組（上記メニュー①）による水源への窒素溶脱量の削減、

化学肥料利用量の削減（上記メニュー⑥）による亜酸化窒素放出量の削減、土

壌への炭素貯留の促進、農薬使用量の削減（上記メニュー⑨）による環境中の

残留農薬の削減を総合的に評価する。 

指標（原案） 有機飼料作付面積 

目標（原案） R12 年度に R1 年度比で有機飼料作付面積を 10％拡大 

酪農家作業 別紙（調査票）に基づき、該当面積を都道府県協議会に報告 

データ収集

方法（原案） 

都道府県協議会が「飼料生産型電子システム」に入力 

調査方法 有機飼料作付実績を基礎に、上記のメニュー①、⑥、⑨と同じ方法で、窒素溶脱

削減量、亜酸化窒素の放出削減量、農薬削減量を評価する。 

出典 有機畜産物の日本農林規格（農林水産省） 

有機飼料の日本農林規格（農林水産省） 

 

事業効果の評価 

 有機飼料生産の取組による環境保全効果は、堆肥の適正還元の取組による資源循環促進効

果、化学肥料の不使用による地球温暖化防止効果、化学合成農薬の不使用による生物多様性

保全効果を定量して総合的に評価する。 

 

1） 資源循環促進効果（窒素溶脱削減；メニュー①） 

堆肥の適正還元による資源循環促進効果は「LEACHM（堆肥投入に伴う硝酸態窒素流出

測定システム）」による窒素溶脱削減量に基づいて評価する。「有機飼料の日本農林規格」

（農林水産省 2018）では、化学肥料の使用は認められていないため、有機飼料生産の取組は

すべて無化学肥料栽培となる。堆肥等の施用量を基礎に、化学肥料を堆肥等で代替すること

による窒素溶脱削減量を計算し、資源循環促進効果を評価する。 

 

2） 地球温暖化防止効果（亜酸化窒素放出量の削減、土壌への炭素貯留の促進；メニュー⑥） 

化学肥料利用量の削減による地球温暖化防止効果は「土壌の CO2 吸収量 「見える化」 サ

イト」で計算される温室効果ガス削減量に基づいて評価する。「有機飼料の日本農林規格」

（農林水産省 2018）では、化学肥料の使用は認められていないため、有機飼料生産の取組は

すべて無化学肥料栽培となる。堆肥等の施用量を基礎に、化学肥料を堆肥等で代替すること

による温室効果ガス削減量を計算し、地球温暖化防止効果を評価する。 

 

3） 生物多様性保全効果（農薬削減；メニュー⑨） 
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