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資料 ４経営指標について

１ 経営指標の性格

（１）主たる従事者が他産業並みの労働時間により、他産業並み

の所得が確保できる経営を実現するための指標として、１０

年後程度を目標に設定。

（２）経営指標は、経営者にとっては、立地条件、自己の経営の

現状、品質・価格等の市場ニーズを踏まえて選択・実現すべ

き経営の将来像であり、国、地方自治体等にとっては、望ま

しい酪農経営及び肉用牛経営の姿であることから、多様かつ

実現可能な類型として設定。

（３）自給飼料基盤に立脚した循環型大家畜経営を確立する観点

から 「牛」－「土地（草 」－「人（担い手 」の均衡を図、 ） ）

るため、それぞれの部門に関する基本的な指標を提示。

（４）飼料生産については、経営内生産だけでなく、地域の水田

・野草地等の活用、公共牧場の活用、飼料生産の外部化も織

り込んで設定。

２ 区分の考え方

（１）立地条件･･･土地条件の制約、飼料生産利用体系に着目し

て区分

（２）経営形態･･･ 男女が共同で経営に参画する家族経営を基本

に、一部法人経営

３ 指標を示す経営類型

（１）酪農経営

土地制約小 牧草地帯 家族経営（集約放牧） 60頭

（ ） 家族経営（効率化） 80頭主として北海道

家族経営（規模拡大） 120頭

畑作地帯 法人経営（協業法人） 250頭

土地制約大 畑作 家族経営（効率化) 40頭

（ ） ･水田 家族経営（耕畜連携） 80頭主として都府県

家族経営（規模拡大) 120頭

法人経営（協業法人) 200頭

（２）肉用牛繁殖経営

土地制約小 畑作･水田 家族･複合 50頭

畑作地帯 家族専業 100頭

土地制約大 畑作･水田 家族･複合 30頭

家族専業 80頭

法人経営（協業法人）200頭

（３）肉用牛肥育経営

① 肉専肥育 土地制約大 家族専業 150頭

② 土地制約大 法人経営 肥育100頭肉専繁殖･肥育一貫

繁殖 50頭

③ 乳用種育成 土地制約小 家族専業 500頭

④ 土地制約大 家族専業 250頭乳用種･交雑種肥育

⑤ 土地制約小 法人経営 肥育400頭乳用種育成･肥育一貫

育成160頭
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４ 試算の前提条件

（１）技術・装備水準

現時点で一定の普及が見込め、１０年後には一般化する見通

しのある技術水準によるものとする。

（２）農業生産資材等

各資材等の取得価格は直近年の農業統計調査の調査値等を基

、 。準として 今後の低コスト化の取組の効果を見込むものとする

、 、 。また 労賃評価は 農業統計調査等に準拠して行うものとする

（３）畜産物価格

、 。各畜産物の価格は 最近の販売価格を前提とするものとする

（４）労働力

年間労働時間は、主たる従事者で２，０００時間、補助的従

事者で１，２００時間を上限とする。不足する労働力は雇用に

より確保するものとする。

（５）飼料生産

飼料生産については、コントラクターの活用や耕畜連携によ

り粗飼料を可能な限り当該経営において自給することを基本と

して、経営形態及び地域の気象・土地条件等の実態を勘案して

設定するものとする。

（６）所得

主たる従事者１人当たりの生涯所得については、他産業並み

の生涯所得を確保できる水準とする。



１　酪農経営指標
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

立地条件                      土地条件の制約が小さい地域（主として北海道）                     土地条件の制約が大きい地域（主として都府県）
（寒冷地・中山間） （暖地） （寒冷地） （暖地）

土地条件 牧草地主体 牧草地主体 牧草地主体 畑主体 畑又は水田 畑又は水田 畑又は水田 畑又は水田
家族 家族 家族 法人経営 家族 家族 家族 法人経営

60頭 80頭 120頭 250頭 40頭 80頭 120頭 200頭
繋ぎ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 繋ぎ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ ﾌﾘｰｽﾄｰﾙ・ﾊﾟｰﾗｰ ﾌﾘｰｽﾄｰﾙ・ﾊﾟｰﾗｰ 繋ぎ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ 繋ぎ・ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ ﾌﾘｰﾊﾞｰﾝ・ﾊﾟｰﾗｰ ﾌﾘｰﾊﾞｰﾝ・ﾊﾟｰﾗｰ

ほ乳ロボット ほ乳ロボット
－ － 育成(公共牧場) 育成(公共牧場) － 育成(公共牧場) 育成(公共牧場) 育成(公共牧場)

ヘルパー ヘルパー ヘルパー － ヘルパー ヘルパー ヘルパー －
分離給与 ＴＭＲ ＴＭＲ ＴＭＲ 分離給与 ＴＭＲ ＴＭＲ ＴＭＲ

ＷＣＳ（5％）
集約放牧(52ha) － － － － － － －

ﾁﾓｼｰ主体 混播主体 混播主体 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ ｲﾀﾘｱﾝ・ﾄｳﾓﾛｺｼ 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ ｲﾀﾘｱﾝ・ﾄｳﾓﾛｺｼ
－ コントラクター コントラクター － コントラクター コントラクター コントラクター －

69ha 64ha 89ha 171ha 18ha 27ha 43ha 50ha
ふん尿分離 ふん尿分離 ふん尿混合 ふん尿混合 ふん尿分離 ふん尿分離 ふん尿混合 ふん尿混合

堆肥化・液肥化 堆肥化・液肥化 液肥化(ｽﾗﾘｰ) 液肥化(ｽﾗﾘｰ) 堆肥化・液肥化 堆肥化・液肥化 堆肥化 堆肥化

生乳1kg当たり費用合計
（現状平均規模との比較）
（1頭当たり飼養労働時間）

労働 主たる従事者（hr）
総労働時間(hr)

【経営形態】

【牛】

1頭当たりふん尿処理コスト

TDN1kg当たり費用

生産
コスト

【人】

たい肥利用方法

【飼養形態】
経産牛頭数

飼養方式

作付体系
【飼料生産】

外部化

放牧利用

外部化

給与方式

粗飼料給与率

作付延べ面積

更新産次

10a当たり生産量

飼料自給率

【土・草】

経産牛１頭当たり乳量

　　ふん尿処理方式

検　　討　　中
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２　肉用牛（繁殖）経営指標
1 2 3 4 5

立地条件                                      　　土地制約の大きい地域（主として都府県）
土地条件 畑又は水田 畑主体 畑又は水田 畑又は水田 畑又は水田

家族・複合 家族・専業 家族・複合 家族・専業 協業法人
繁殖雌牛 繁殖雌牛 繁殖雌牛 繁殖雌牛 繁殖雌牛

50頭 100頭 30頭 80頭 200頭

牛房群飼 牛房群飼 牛房群飼 牛房群飼 牛房群飼
連動ｽﾀﾝﾁﾖﾝ 連動ｽﾀﾝﾁﾖﾝ 連動ｽﾀﾝﾁﾖﾝ 連動ｽﾀﾝﾁﾖﾝ 連動ｽﾀﾝﾁﾖﾝ

哺乳ﾛﾎﾞｯﾄ 哺乳ﾛﾎﾞｯﾄ
分離給与 分離給与 分離給与 分離給与 分離給与

イネWCS利用 イネWCS利用

公共牧場 放牧（16ha）  放牧（48ha）

作付体系 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ 混播・ﾄｳﾓﾛｺｼ ｲﾀﾘｱﾝ･ｽｰﾀﾞﾝ ｲﾀﾘｱﾝ･ｽｰﾀﾞﾝ
外部化 コントラクター コントラクター － コントラクター
作付延べ面積 21ha 45ha 16ha 25ha 80ha 

たい肥化 たい肥化 たい肥化 たい肥化 たい肥化

生産 <子牛1頭当たり費用合計>
コスト

（現状平均規模との比較）
（1頭当たり飼養労働時間）

労働 主たる従事者（hr）
総労働時間(hr)

枝肉規格

10a当たり生産量

販売牛1頭当たりふん尿処理ｺｽﾄ

飼料自給率
粗飼料給与率
TDN1kg当たり費用

たい肥利用方法

【経営形態】

肥育期間
出荷時体重
１日あたり増体量

初産月齢
肥育開始時月齢
出荷月齢

【飼養形態】

ふん尿処理方式

飼養方式

土地制約の小さい地域（主として北海道）

【飼料生産】

【人】

【土・草】

【牛】

給与方式

放牧利用

分娩間隔

検　　討　　中
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３　肉用牛（肥育・一貫）経営指標
1 2 3 4 5

立地条件 制約大 制約大 制約小 制約大 制約小
土地条件 畑又は水田 畑又は水田 畑 畑又は水田 畑

家族・専業 法人（一戸一法人） 家族・専業 家族・専業 法人（一戸一法人）
肉専用肥育 肉専肥育一貫 乳用種育成 乳用種・交雑種肥育 乳用種の肥育・育成一貫

１５０頭 肥育１００頭 ５００頭 ２５０頭 肥育４００頭
繁殖５０頭 乳用種３５０頭 乳用種１５０頭 育成１６０頭

交雑種１５０頭 交雑種１００頭
牛房群飼 牛房群飼 牛房群飼 牛房群飼 牛房群飼

連動ｽﾀﾝﾁｮﾝ

分離給与 分離給与 TMR TMR TMR
イネWCS利用

未利用・低利用飼料資源活用 未利用・低利用飼料資源活用 未利用・低利用飼料資源活用 未利用・低利用飼料資源活用 未利用・低利用飼料資源活用

稲ワラ・ｲﾀﾘｱﾝ・ﾄｳﾓﾛｺｼ 稲ワラ・ｲﾀﾘｱﾝ・ﾄｳﾓﾛｺｼ 混播・麦桿 混播・稲ワラ 混播・麦桿
－ コントラクター － － －
3ha 12ha 32ha 9ha 20ha

たい肥化 たい肥化 たい肥化 たい肥化 たい肥化

生産 1頭当たり費用
コスト

（現状平均規模との比較）
（1頭当たり飼養労働時間）

労働 主たる従事者（hr）
総労働時間(hr)

10a当たり生産量

飼料自給率
粗飼料給与率
TDN1kg当たり費用

１日あたり増体量

作付延べ面積

分娩間隔
初産月齢
肥育開始時月齢

枝肉規格

【牛】

飼養方式

給与方式

放牧利用

作付体系
外部化

出荷月齢
肥育期間
出荷時体重

【経営形態】

【飼養形態】

ふん尿処理方式

【飼料生産】

たい肥利用方法

販売牛1頭当たりふん尿処理ｺｽﾄ
【人】

【土・草】

検　　討　　中
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