
稲WCSの取組体制確立と規模拡大支援

活動期間：平成２６年度～継続中

○佐倉市では、水稲農家の米価の下落、高齢化による労働力不足、畜産農
家の飼料高騰による経営圧迫があり、稲WCSを中心とした協議会の立上
及び、耕畜連携の取組が必要と農業事務所で分析。

○農業事務所では、茎葉型専用品種の栽培支援、輸入乾牧草との置換推進、
収穫前全圃場巡回、ロール価格決定の判断材料の提供を行った。

○その結果、WCS用稲栽培面積９１ha、畜産農家１５戸、水稲農家５３戸、コ
ントラクター ４組織に拡大し、年間１,６００万円の飼料費削減を達成した。

具体的な成果

１ 市内全戸の畜産農家へ稲WCSの供給
■畜産農家に周知がすすみ、利用が拡大。

平成２６年 令和元年
畜産農家 １戸 ⇒ １５戸

■耕畜連携協議会の進展により組織拡大
水稲農家 1戸 ⇒ ５４戸
コントラクター １組織 ⇒ ４組織

■市内利用量の増加に伴い栽培面積拡大
４ha      ⇒ ９１ha

２ 茎葉型専用品種作付割合の増加
■作付に占める専用品種割合

平成２８年 令和元年
１０％ ⇒ ４０％

■畜産農家の需要と栽培スケジュールに対
応し、茎葉型専用品種「たちはやて」栽培
面積の拡大 令和元年 令和２年

５ha  ⇒ ３０ha

３ 稲WCS収穫後の飼料用トウモロコシ栽培
■湿害対策として、カットドレーンによる補助

暗渠により排水性が改善され、稲WCS収
穫後に飼料用トウモロコシの作付が可能
となった。（平成３０年、令和元年）
収支計算により、新たな収益源とし面積
拡大が進展。
栽培面積（平成３０年⇒令和元年）

８０a ⇒ １８０a

普及指導員の活動

平成２６～２７年
■協議会の設立に向け、畜産農家へ稲WC

Sの利用推進、水稲農家へ経営所得安
定対策（稲WCS）の周知を実施。

平成２８～２９年
■協議会が設立され、コントラクターが3組
織になり、収穫受託が進み20ha以上の面
積拡大。サイレージ品質検討会の開催。

平成３０年
■利用者へのアンケート調査を実施し未利
用畜産農家へ利用推進を図る。

■茎葉型専用品種の品種比較展示圃設置、
現地検討会を実施。

■協議会参画メンバーと稲WCS収穫前全筆
調査。収穫スケジュールの確認。

令和元年
■水稲農家に「たちはやて」の栽培推進
■二毛作飼料用トウモロコシ現地検討会及

び経済性の確認。

普及指導員だからできたこと

■稲WCS品種比較試験や飼料分析のデー

ター蓄積、アンケートによる畜産農家の要
望調査、管内サイレージ品評会での講評の
伝達、現地検討会の開催により専用品種作
付面積の拡大を図った。

■稲WCS利用畜産農家へのアンケート調査

を実施。得られた優良給与事例を未利用農
家へ情報提供し市内全戸利用へつなげた。

千葉県

畜産農家での稲WCS開封確認
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千葉県 

稲 WCS の取組体制確立と規模拡大支援 
 
活動期間：平成 26 年度～令和２年度 
 
１．取組の背景 

佐倉市は、水田面積 1,200ha を有する水田地帯であり、酪農及び肉用牛生

産の農場が点在している。近年水稲農家では米価の下落、畜産農家では輸入

飼料価格の高騰が問題となっていた。また、佐倉市の水田は湿田であるため、

生産調整は飼料用米を中心に小麦、大豆が一部で取り組まれるだけであった。 

水田では生産調整として、粗飼料の安定生産と利用拡大を図りかつ、作期

分散と作業の平準化を目指す必要があった。また、畜産経営体においては、

飼料代を中心に生産コストの低減による収益性の向上を目指す必要があっ

た。 

平成 26年以前は、１戸の市内水稲農家が市外の酪農家 1戸と直接契約し稲

WCSの生産を行う事例があった。この取組を地域全体で実施するため補助事業

を活用した生産設備の導入組織として、また、参画する生産者や組織に対す

る情報伝達の役割を担い、ルール作りを行う話し合いの場として佐倉市畜産

クラスター協議会が立ち上がり、農業事務所は主に稲 WCS の生産性向上、利

用促進について活動を行った。 

 

２．活動内容（詳細） 

（１）平成 26～27年 

ア 稲 WCSの利用推進 

    平成 26 年当初は佐倉市内で生産した稲 WCS を市外の酪農家が 1 戸利用

しており、市内で稲 WCS給与畜産農家がない状態であった。 

農業事務所では個別巡回により水稲生産者へ経営所得安定対策事業に

ついて紹介し、耕畜連携の取組による稲 WCSの利用促進を図った。 

イ 水稲農家への作付推進 

    市内水稲農家に対し、稲 WCS作付による 10a当たりの収入及び労働時間

の削減効果を図示したチラシを作成し、 経営所得安定対策事業による稲

WCSの取組について巡回指導による周知を図った。 

（２）平成 28～29年 

ア 稲 WCSサイレージの情報提供 

     畜産クラスター事業、県単の飼料生産拡大整備支援事業による収穫・調

製機械が整備されコントラクターが３組織になり同時に畜産クラスター

協議会が立ち上げられた。そこで、畜産総合研究センターの自給飼料担当

の研究員とともに、市内畜産農家を対象に給与畜産農場で現地検討会を開
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催し、サイレージを開封し、飼料分析の結果や外観品質による官能評価を

行い輸入乾牧草との代替を促した。 

   また、市内の稲 WCS圃場に堆肥施用展示圃を設置し、現地検討会を開催し、

堆肥施用による収量の向上を検証した。 

イ 茎葉型専用品種の推進 

      平成 26 年に４ha であった稲 WCS 作付面積は平成 29 年には 76ha まで拡

大し、さらに面積が拡大する可能性があった。これまで佐倉市では「コシ

ヒカリ」を中心とした作付けが行われてきたが、他地域では茎葉の消化率

が高く畜産農家が求める茎葉型専用品種へ切り替える動きがあった。この

まま面積が順調に拡大し市内の需要を上回る供給となった場合、市外畜産

農家が求める品種を供給する必要があるため茎葉型専用品種の作付け割合

を増加させる必要があった。そこで農業事務所では、茎葉型専用品種の「リ

ーフスター」「たちあやか」の品種比較試験を行い地域に適した品種の選

定を行った。 

（３）平成 30年 

ア 収穫前全圃場巡回 

平成 30 年には参画する水稲農家は 34 戸となり、戸数が増えるにつれ雑

草対策の取組やコントラクタ―が圃場に入るための給水をやめるタイミン

グに、ばらつきがみられるようになった。このため収穫前にコントラクタ

ー、作付水稲農家と全圃場巡回を実施し雑草対策と給水のタイミングを重

点的に指導した。 

イ 稲 WCS収穫後の二毛作飼料用トウモロコシの作付 

畜産農家からは更なる高エネルギー自給飼料を求める声があった。水稲

農家では、稲 WCS の乾田直播の取組も行っており、カットドレーンを施工

し圃場の排水対策を行っていた。また経営所得安定対策事業の二毛作助成

の対象となることから、農業事務所で二毛作飼料用トウモロコシの展示ほ

を設置し現地検討会を開催した。経済性の試算も行い２ｔ/10a以上の収穫

により収支が合うことを示し、台風対策として耐倒伏性品種の選定試験も

実施した。 

ウ 利用農家へのアンケート調査と未利用農家への推進 

農業事務所は利用畜産農家の拡大を図るため、協議会へ参画する利用者

へのアンケート調査を行い、その結果をもとに未利用者へ情報伝達を行い

利用促進を行った。 

   アンケートでは、稲 WCS の給与量を聞き取り輸入乾牧草との置き換え可

能量について未利用農家へ提示することや、利用してからも乳量や乳質、

繁殖に影響がないことを示した。一方、給与に対する労働負担の増加が課

題として挙げられたため未利用農家に対して労働削減につながる機械の導
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入に対する検討を重ね給与農家の増加につなげた。 

（４）令和元年 

ア 「たちはやて」の推進 

佐倉市内では、コントラクターと水稲農家を兼務している組織もあり、 

稲 WCS収穫後に食用米の収穫を行うため、7月下旬から収穫を始める。収

穫時の生育ステージによる水分も考慮するため早生種の収穫が必要であ

ったことから「たちはやて」を選定し、品種比較試験を実施し作付面積

拡大を図った。 

 

３．具体的な成果（詳細） 
 

 

 
 
 
 
 

  平成 28 年にコントラクターが３組織となったことを契機に取り組み面積の

拡大が加速した。参画組織の拡大に伴い佐倉市、農業事務所の役割分担の重

要性が増し、農業事務所は生産技術、利用推進の役割を果たした。 
品種の中心は主食用米と同じ「コシ

ヒカリ」の作付けが中心であったが、

畜産農家が求める茎葉型専用品種の

作付けが必要となった。農業事務所で

は令和元年より「たちはやて」の試験

ほを設置し作付け拡大を推進した。 

排水対策を施工した圃場に対し、稲

WCS収穫後の新たな収益源の取組とし

て、飼料用トウモロコシの栽培に取り

組んでいる。耐倒伏性を中心とした品

種比較試験を行い、品種の選定を行う

とともに、市内畜産農家・水稲農家を 

対象に現地検討会を開催し作付面積

拡大と利用促進を図った。 
 

４．農家等からの評価・コメント（佐倉市 服部一幸氏） 
  稲 WCS の反収向上を追求するよりも、サイレージ調整後の品質に重点を置

くべきであると考えている。収穫時期の天候や稲作農家の主食用米の収穫作

 H26 H27 H28 H29 H30 R1 
稲WCS生産者（人） 1 15 29 36 34 54 
 利用畜産農家（人） 1 3 6 9 14 15 

コントラクター（組織） 1 1 3 4 4 4 
      栽培面積（ha) 4 24 52 76 84 91 
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業スケジュールを考慮した作付け・収穫スケジュールを保っていきたい。 
農業事務所の活動により「たちはやて」の作付け拡大が図られたが、今後は

目標茎数確保とコストを考慮した施肥体系の確立に取り組んでもらいたい。 
 

５．普及指導員のコメント（印旛農業事務所 普及指導員 小野英吾） 
    現地検討会などで、水稲・畜産担当がそれぞれの立場から指導や情報提供

をすることで農家の相互理解がすすみ、畜産農家が求める飼料（稲 WCS 専用

品種、トウモロコシサイレージ）の取組が広がったと思われる。 
 

６．現状・今後の展開等 

  市内全戸の畜産農家に稲 WCS の供給が可能となった。今後の作付面積増加

については市外流通が中心となる予定である。流通コストも考慮し印旛管内

での流通の確立に取り組む。 
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