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 北海道津別町の津別町有機酪農研究会は日本で最大の有機酪農生産者のグ

ループである。有機酪農生産者グループが取り組んできた有機酪農の「開拓」

は、長年の努力と挑戦の積み重ねによって、多くの人々から高く評価されてい

る。今日では有機酪農は津別町、JA つべつの看板ともいえる存在であり、町の

将来ビジョンを形成する主翼にもなっている。 

グループの名称からもわかるように、有機酪農研究会のメンバーである酪農

生産者は有機酪農生産の準備段階から JA 津別、津別町の支援を受け、農業改良

普及センター、農業試験場、乳業メーカー、飼料メーカー、大学などとの共同

研究を行って、津別町で発展しうる有機酪農のあり方を模索し試行錯誤を重ね

てきた。有機酪農研究会が辿ってきた道のりは多くの有機農業生産者に勇気を

与えるものであり、さらに有機酪農のトップランナーとしての新たな取り組み

はこれからの日本の有機酪農の前に立ちはだかるさまざまな課題の乗り越え方

を示唆している。 

石川賢一氏は有機酪農研究会の現会長であり、飼料の自給率を 80％あまりも

の高い水準に引き上げてきた有機酪農研究会の取り組みをふまえて、有機酪農

の到達点をお話しいただいた。 

 以下、解題に代えて、津別町有機酪農研究会に代表される有機酪農の特徴を

いくつか指摘しておくことにしよう。 

 第一に、ビジネスとしての姿勢である。有機農業経営は内外を問わずさまざ

まな経営理念やこだわりを持つ人々が取り組んでおり、地産地消や自給自足の

考え方を重視して発展してきた畑作を中心とする有機農業の地域も少なくない。

有機酪農はローカルマーケットを重視した有機農業と異なり、また自分の食料

を自分自身で賄っていくといった有機農業とも異なり、最初からビジネスとし

ての経営発展を目標として掲げている。酪農経営で生産される生乳は乳業工場

で牛乳乳製品に処理加工されなければ、消費者に提供できないからであり、日

本の酪農経営者は次々に開発される技術を絶え間なく導入し、経営規模を拡大

維持してきた企業人としてのマインドを強く持っているからでもある。こうし
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た有機酪農の企業的な性格は海外でも共通にみられる特徴であるように思われ

る。 

 第二に、有機飼料生産の重要性である。有機酪農では有機農法で栽培された

飼料を利用しなければならない。アメリカなどの海外からの輸入有機飼料に依

存する有機酪農経営では生乳生産コストがきわめて高くなり、有機生乳を原料

として製造される牛乳乳製品の価格を押さえて、有機牛乳乳製品市場の広がり

を期待し得なくなってしまう。粗飼料生産では牧草を有機農法で栽培すること

はそれほど高いハードルではないかもしれないが、有機のデントコーン栽培を

軌道に乗せるまでには多くの試行錯誤が積み重ねられており、今日でもその努

力は続けられている。酪農家はもともと畑作物のエキスパートではないが、有

機飼料を栽培するためには慣行農法の畑作農家よりも畑仕事に習熟しなければ

ならないわけである。 

さらに濃厚飼料を自給するのは有機酪農経営にとって最大の課題であると

いってよい。子実とうもろこし栽培が普及は有機酪農にとっては重要な生産環

境の変化であった。タンパク源となる飼料生産はいまだに課題として残されて

おり、タンパク質を多く含むアルファルファや大豆栽培、有機大豆食品メーカー

との連携などが求められている。 

 第三に、地域の水、土などの環境との深い関わりである。酪農経営では乳牛

の糞省処理は必ず解決しなければならない課題となっており、有機酪農では適

切な堆肥の土壌還元や河川の水質保全は細心の注意をもって取り組まなければ

ならない事柄である。有機農業研究会が漁協との連携しながら水質保全に取り

組んできたことは高く評価されよう。有機酪農は酪農における環境問題への対

応でもトップランナーに位置づけられる。 

 第四に、関連企業・機関との濃密な連携である。有機酪農が生産する生乳を

処理加工する乳業メーカーとの連携がなければ、有機酪農生産は成り立たない。

有機生乳を分別管理して集乳し、処理加工することができなければ、有機酪農

生産の取り組みは水泡に帰してしまう。さらに慣行農法で生産された生乳の乳

価水準では、有機酪農の生乳生産費を賄うことができないので、乳業にはプレ

ミアム乳価での購入が欠かせない。 

 こうした生乳取引に関わる直接的な連携だけでなく、新たな取り組みである
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有機酪農生産を維持・発展していくためには、改良普及センターなどの専門的

な協力が必要である。新しいトラブルに迅速にしかも冷静に対応するためには、

有機酪農生産が多くの専門家集団にバックアップされているという安心感が必

要なのである。こうした関係機関との連携は、『デーリィマン』の連載記事「有

機酪農確立への未知」の執筆メンバーをみても明らかである。 

 第五に、コミュニケーションの努力である。有機酪農に限らず、多くの場合

有機農業に強い関心をもって実践している農業生産者はそれぞれが独自の有機

農業の姿を追求し、自分のオリジナリティを大事にしており、魅力的である。

有機農業経営が各地に分散して立地しているのは、個へのこだわりが強いから

かもしれない。 

しかし、有機酪農の場合、とくに津別町のように中山間地域で大規模酪農経

営の余地がない地域では、個別農家で乳業が求める量の生乳を生産することは

難しく、酪農経営をグループ化する必要がある。個性豊かな酪農生産者がとも

に一定の乳質水準をクリアして、しかも有機畜産 JASの認証を取得・更新して

いくためには認証制度の要件が求める作業記録・保存などの記帳管理が欠かせ

ない。有機酪農の維持していくためには個性の尊重と規定の遵守の両面が大事

なのである。それを実現したのは、有機酪農研究会のメンバーや関連機関の人々

などとのコミュニケーション力であったと思われる。有機酪農研究会の前会長

である山田照夫氏も現会長の石川賢一氏もコミュニケーション力が豊かな経営

者である。こうしたコミュニケーション力が地域に「蔓延」して、有機の町・

津別町につながっている。 
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司会（田家） 日本農業研究所の令和３年度第２回講演会を開催したいと

思います。今回は、北海道津別町の石川賢一さんに、ズームを通してですが講

演をしていただきます。大変ありがとうございます。 

石川さんを御推薦いただいたのは、日本農業研究所の研究員でもある矢坂

先生で、石川さんとの連絡など労をとっていただきました。また、本日は多く

の方にズームを通じて出席していただいております。お礼を申し上げます。 

 石川さんは、「国産飼料に立脚したゆとりの有機牛乳生産」を受賞理由とし

て、令和元年度の天皇杯を受賞されております。石川さんが現在代表を務めら

れている津別町有機酪農研究会は、我が国初の有機牛乳のJAS認証を受けられ

ています。天皇杯受賞に当っては、この研究会を通じて、お仲間と取り組まれ

ている活動においてリーダーシップを発揮されていることについても高く評価

されております。 

 この日本農業研究所の講演会の場でも、有機農業の実績がない地域に新規就

農されました方が、その人の下に集まった若い人とともに、有機農業を根づか

せて生産の普及を進められているお話をお聞きしたことがあります。食生産の

あり方について信念をもって、生産や販売面に取り組まれておられることが印

象的でした。石川さんも、今日の経営を確立されるまではいろいろ御苦労が

あったと思います。そのあたりについて興味深いお話をしていただけるのでは

ないかと期待いたしております。 

 本日のお話は、本研究所の調査研究誌である「農業研究」の別冊として編集

し、矢坂先生の解題と質疑を付して全国の教育研究機関に配布します。酪農の

新しい取組みに関心がある方々にとって貴重な情報になるのではないかと考え

ています。 

 また、農林水産省はグリーン食料戦略を新しく打ち出して、その中で有機農

産物の抜本的な生産拡大が柱の一つとなっております。タイミングよく石川さ

んのお話を広く伝えることになると思っております。 

 本日は、本研究所の研究員の先生方には研究所のこの会場にお集まりいただ

き、外部の方々にはズームを通して参加していただいております。この講演会

はおおむね２時間の予定で、まず石川さんにお話をいただき、その後、質疑応

答をさせていただきたいと思っています。恒例によりまして、質疑の冒頭は解
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題者である矢坂先生にお願いすることにし、次に、この会場におります研究所

の研究員から質問することにします。（別添参考資料：「オーガニック牛乳生産

の取組み」、写真） 

 

Ⅰ 講  演 

 

石川 本日はよろしくお願いいたします。 

 まず津別町の位置ですが、オホーツク海沿岸の最南端に位置しています（資

料２頁）。津別町の総面積の86％は森林で典型的な中山間地域となっておりま

す。地域の農業は小麦、ばれいしょ、てんさいなどの寒冷地作物と酪農・畜産

が主体であり、林業も農業と同様に町の基幹産業となっています。 

 ここ数年の農協の取扱高は、農産・青果が約40億円、酪農・畜産で40億円と

なっており、酪農・畜産と畑作のバランスがとれています。津別町の酪農家は

22戸で、そのうち有機酪農が７戸です。今年の６月にこのうちの４戸の酪農家

が１つの牧場を共用する法人を設立しておりますので、統計上の戸数は減って

いますが、飼養頭数は７戸のときとほぼ変わらず推移しております。 

 私たちが生産している「オーガニック牛乳」は平成18年9月25日に最初に

コープさっぽろの宅配牛乳として発売を始め、その後、北海道内の主要なスー

パーマーケットで販売されるようになりました（３頁）。首都圏では東都生協

の宅配やイオン系のオーガニックスーパー「ビオセボン」でも販売されていま

す。令和２年の有機牛乳出荷量は2,687トンになりました。 

 次に、有機飼料の取組みをご紹介します（４頁）。平成12年に有機酪農研究

会を設立してとうもろこしの試験栽培を開始しました。平成13年には全会員の

圃場で農薬・化学肥料を使わない試験栽培を始めました。翌平成14年、全圃場

で有機栽培を行う計画を立てましたが、20戸の会員が離脱し、実際に取り組ん

だのは残った８戸でした。それでもそれぞれ全部の圃場で有機農産物の規格基

準に沿った栽培を始めました。 

 平成15年には新たな取組みとして、試験場の協力を得て特別栽培の認証を取

得し、平成16年には有機栽培の圃場認証を取得しています。 

平成20年には北海道農業研究所の指導のもとでイアコーンの試験栽培を開
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始しました。濃厚飼料の有機転換を行うために平成17年４月に有機のとうもろ

こし、大豆かす、ふすまを輸入しました。この有機転換は飼料費が嵩むために

なかなか難しいということで、８戸の会員のうち３戸が研究会を離脱し、会員

は５戸にまで減りました。それでも平成18年９月に「オーガニック牛乳」を生

産・販売することができました。 

 平成16年から令和２年までの有機粗飼料の栽培面積の推移（４頁）からわか

りますように、現在は350haほどで平成16年当時の倍になっています。当初、

有機酪農を会員５戸で始めたのですが、その後、23年に２戸が新たに加わり、

27年にはもう１戸の参加があり、徐々にではありますが、仲間が増えてきまし

た（2021年５月までは７戸。６月以降は４戸、１戸がリタイア３戸が法人

化）。 

 牧草の有機栽培では堆肥・有機質肥料の投入と追播による草地の植生の維持

が大事です（５、６頁）。化学肥料・農薬に頼らない牧草栽培をしていたので

以前から農薬はほぼ使わなかったのですが、化学肥料を使わない有機栽培がで

きるのか非常に不安でした。普及センターや関係機関の協力を得て土壌分析な

どをしながら、使用できる有機質肥料として発酵鶏糞で草地の維持管理をしま

した。一番大事だと感じるのが堆肥、糞尿を土壌に還元する循環システムです。

堆肥散布や尿散布によって家畜糞尿を圃場に還元していくということが有機栽

培では大変重要です。 

マメ科飼料の確保も大事です。共同で機械を購入して、草地を更新し、雑

草問題には追播で対応しました。６頁の写真は追播機による牧草の追播の様子

です。筋条の間に種を落として、イネ科とマメ科の植生改善を図りました。 

 また有機酪農研究会が始まって以来、毎年、１番草、２番草の収量調査をし

て、自分たちがやってきた結果がどうだったかを検証しています。７頁は今年

の収量調査のときの写真です。毎年、関係機関と一緒に決まった圃場で牧草収

量調査をしています。 

 平成22年から令和２年までの直近10年間の牧草収量調査の結果を整理した図

「牧草乾物収量の推移」（８頁）からわかりますように、牧草が非常に採れた

年、採れなかった年があり、降雨量や春先の天候状態といったものに大きく左

右されるように思います。今年も１番草は収量も品質も非常によかったのです
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が、６月20日以降、とくに７月にはほとんど雨が降らなかったので２番草が枯

れ上がって、デントコーンなども干ばつの影響でかなり減収になりました。た

だ、８月にはまとまった雨が降ってかなり２番草も育ち、よい収穫になるので

はないかと期待しています。 

 ９～12頁は有機栽培とうもろこしの除草の写真です。とうもろこし栽培は除

草作業が大きなネックになってきます。酪農家はカルチベーターなんて使わな

いし、ほとんど皆さんカルチベーターを持っていません。私も有機に転換する

まではカルチベーターを掛けたことがありませんでした。とうもろこしは化学

肥料を入れて除草剤を１回まけば、秋まで雑草なんてほとんど生えることがな

い作物なのですが、有機栽培では堆肥や鶏糞を入れて、さらにカルチベーター

でデントコーンが倒れてしまうほど生育する直前までカルチ掛けを４回ほどや

ります。 

 カルチベーターを掛けるのは、時間もかかるし労働面でも非常に大変なので

敬遠されがちで、有機酪農がなかなか増えない原因になっていると感じていま

す。そうはいっても私たちはカルチ掛けで除草を何とかやっていかなければな

らないので、カルチ掛けの省力化と作業精度の向上によってとうもろこしの収

量を確保するために、GPSの自動操舵によるカルチ除草を導入しています。播

種をGPSの自動操舵で行い、その後、同じ軌跡をGPS自動操舵でなぞることに

よって、最小３センチの誤差でカルチ掛けを行うことができます。コーンの生

育に合わせていろいろなアタッチメントを交換しながらカルチ掛けをするので

すが、本当にすばらしい技術だなと思っております。この技術を使うことで雑

草が少なくなり、とうもろこしの収量が上がってくると、労働面でも楽になっ

て作業時間も短縮できます。非常に高価な機械ですが、その値打ちは十分ある

ように思います。 

 ２回目のカルチ掛け（11頁）、３回目のカルチ掛け（12頁）になると、デン

トコーンはかなりの大きさになっています。モニター画面（別添写真）でグ

リーンになっているところがカルチ掛けを終えた圃場です。ホクレンのRTKシ

ステムによって、携帯電話で補正情報を受信してGPSの誤差をなくしています。

ハンドルも何も持たなくてもいいので、作業が非常に楽になりました。 

 ３回目のカルチ掛けの写真（12頁）でデントコーンの畝間を見てもらうと分
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かるのですが、ほとんど雑草がないように管理されています。これぐらいまで

雑草が抑えられれば、デントコーンの生育もいいのかなと思っております。こ

こまでデントコーンが大きくなると、日光が葉っぱでふさがれて下に届かない

ので雑草が出てこなくなり、このままデントコーンの収穫を待つことになりま

す。 

 とうもろこしの収量調査も毎年行っていて、その年の結果を検証しています

（13頁）。平成12年に有機転換したばかりのとうもろこしの収穫時期の圃場の

写真（14頁）をご覧ください。化学肥料をまけば３メートルぐらいのデント

コーンになるのですが、化学肥料を使わず有機に転換したばかりで、地力のな

い畑では腰ぐらいの高さでしかありません。地力のある畑では２メートルを超

えたので、地力のあるところないところでかなり差が出ました。 

 令和元年の私の圃場のとうもろこしの写真が15頁にあります。この年は非常

にデントコーンの生育がよくて、カルチ掛けをした圃場のデントコーンは３

メートルを優に超えていて、慣行栽培と比べても遜色のない収量を確保しまし

た。 

 収量調査の結果をまとめた図「飼料用とうもろこし乾物収量・TDN収量の推

移」（16頁）をみると、平成28年、29年、30年と収量が落ちていることがわか

ります。この３年間は非常に寒い年でとうもろこしの生育が阻害され、さらに

北海道はあまり台風が来ないのですが台風でとうもろこしが倒伏して、異常気

象の影響が出たように思っております。その後、令和元年、２年は元通りの収

量となりましたが、今年のデントコーンは７月の干ばつの影響で、私の圃場で

も平年作の７～８割程度かなと思っています。有機栽培のとうもろこしは低い

ところでは５～６割の収量しかないような状況で、干ばつの影響を受けていま

す。 

 平成29年の飼料自給率の実績（17頁）をみると、乾物での飼料自給率が平均

75％、TDN自給率71％となっており、北海道の平均よりもかなり高くなってい

ます。どうしても足りない飼料は、輸入の有機とうもろこしで手当てしていま

す。私たちはすべて国産飼料で対応していきたいと思っており、輸入有機とう

もろこしを有機のイアコーンサイレージ（とうもろこしの雌穂の一部あるいは

全体を収穫し密封貯蔵したもの）で代替するために、耕種農家にイアコーン栽
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培を委託しています。また近年は子実用とうもろこし栽培を道南の有機農家の

方々にもお願いしており、とうもろこしの実である子実を昨年は８トンほど供

給してもらっています。 

 たんぱく源となる飼料もどうしても足りないので、有機の大豆かすを輸入し

て使用しています。国産のたんぱく源の確保はとても難しく、有機大豆の試験

栽培を行いましたが、なかなかうまくいっていません。たんぱく源の飼料を国

産でどうやって確保していくかが今後の課題だと思っております。 

 イアコーン栽培についてもう少し詳しくご説明します（18頁）。ハーベスタ

で細断した完熟したとうもろこしの雌穂（イアコーン）を細断型ロールで調

製・保存しております。茎葉は圃場に残して緑肥にして、実だけを収穫します。

現在、美幌町と津別町で栽培を委託していて、美幌町のイアコーンは圃場も新

しくて管理も非常に行き届いているので収量も多くなっています。津別町のイ

アコーンの乾物収量は905キロで、連作に伴う支障が影響しているのかなと

思っております。 

 昨年のイアコーンの収穫時の雌穂の写真が19頁にあります。美幌町（写真右）

と石川ファーム（写真左）のイアコーンの大きさは、見た目にはそんなに変わ

らないのですが、収量は美幌町の方が多くなっています。ラップを開封したイ

アコーンサイレージ（20頁）は、ちょっとアルコールを含んでいるようなおい

しそうな匂いもしておりますし、牛の嗜好性も非常に高く食いつきもよく、栄

養価も高いです。この写真では単体で給与していますが、現在はすぐ後でご説

明しますTMRセンターでミキシングして調製しています。 

 津別町では有機農業推進協議会という組織を設立いたしまして、町内の有機

の耕種農家と私たち有機酪農家が協議会を通じて連携をとりながら有機農業の

推進に取り組んでいます（21頁）。この有機農業推進協議会をつうじて有機飼

料生産の受委託を行っています。私たち有機酪農家の圃場面積は限られていま

すし、草も足りないので、イアコーンの栽培を町内外の有機栽培を行っている

耕種農家に委託しております。平成22年からイアコーン栽培に取り組み始め、

23年から委託栽培を開始しています。委託栽培面積は非常に増えた年がある一

方で大幅に減った年もあります。現在は約19haほどのイアコーン栽培を委託し

ています。 
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 イアコーンの委託栽培でなかなか難しいのは、一つ目は、収穫のために大型

の機械を移動させなければならないことや、収穫したイアコーンをラップする

ために津別町まで持って来なければならなくて非常に手間がかかることです。 

2点目は、とくに近年トラックが非常に不足していて運搬がままならないこ

とです。イアコーンの収穫は10月10日前後から始まるのですが、オホーツク沿

岸地域は10月10日を過ぎますとビートの運搬が始まり、トラックの手配などが

難しくなります。それでもイアコーン栽培の受委託は耕種農家、酪農家ともに

メリットがあります（23頁）。有機栽培の耕種農家はジャガイモなどを有機栽

培で生産しているので、そこにとうもろこし栽培を組み入れて、その茎葉を緑

肥として利用することで、輪作体系の維持が容易になります。耕種農家は畑作

物栽培に長けていて良質なイアコーンが収穫されるので、私たち酪農家も非常

にメリットを感じております。 

 このほかにも先ほどご紹介した子実とうもろこしの栽培が道内の水田地帯で

普及しており、今後、有機栽培の子実とうもろこしを購入利用することを考え

ていきたいと思っております。 

 津別町のTMRセンターが平成26年12月に設立され運営を開始しました。TMR

（Total Mixed Ration）は飼料の栄養価を考慮して粗飼料と濃厚飼料を混ぜ合

わせた完全配合飼料で、TMRセンターは粗飼料や単味飼料を混ぜ合わせてTMRを

製造調製する施設です。JAの子会社である有限会社「だいち」がTMRセンター

を運営している「津別町TMRセンター」には、有機と慣行の２ラインがあると

いう大きな特徴があります。有機と慣行の飼料が混ざらないように、交差汚染

がないように分別することが不可欠なので、真ん中から一方が慣行、他方が有

機というように区分して、バンカーサイロ、調製工場、作業機械も有機と慣行

で分けていて、２ラインのTMRで有機用と慣行用のTMRが調製される施設になっ

ております。 

TMRセンターの概要（25頁）に示されていますように、配送形態は、夏場は

基本的に毎日バラで配送し、冬場は２日に１回のバラ配送です。育成ステージ

用のTMRは細断型ロールで配送することになっております。私たちの乳牛飼養

頭数は現在297頭で、300頭弱の水準です。牛を外部から導入することができな

いので若干飼養頭数が減っておりますが、２年後には300頭を超える飼養頭数
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にしたいと思っています。またTMRセンターから慣行用TMRの供給を受けている

酪農家も、ここ数年で２戸増加する見通しで、慣行酪農家の飼養頭数も250頭

近くになると思っています。有機飼料栽培面積は採草地が190ha、飼料用とう

もろこしが約100ha、イアコーンが23haとなっておりますが、飼養頭数が増え

るので採草地も２年後には20haほど広げる予定です。 

 TMRセンターでのイアコーンの収穫・調製作業の様子が26頁に掲載されてい

ます。細断型ロールベーラ－でロールサイレージをつくり、積み上げて貯蔵し

ています。どうしても下部のロールがネズミの被害に遭いやすく、現在は有機

牧場で使われなくなったバンカーを一部借り上げて、イアコーンサイレージを

バンカーで貯蔵して、冬の間に給与を終えて残さないようにします。廃棄しな

ければならなくなる飼料をできるだけ少なくするように心がけています。 

 私は津別町グリーンツーリズム受入協議会のメンバーで、子供たち、中学校

の食育の課題授業にも対応しております（27頁）。昨年と今年は新型コロナウ

イルス感染拡大防止を図るために農泊など受入れは一切できていないのですが、

以前は大阪の動物看護の専門学校の生徒や農業高校の生徒、都会の修学旅行の

子供たちなどを受け入れて、有機農業の取組状況を説明したり、搾乳などの農

業体験に取り組んでもらいました。 

 有機牛乳を生産して一番思ったのは、「オーガニック牛乳」は高価な牛乳、

値段が高い牛乳だということです。ただ店頭にぽんと置かれていても売れるも

のではないんですと乳業メーカーの方からも言われていました。「オーガニッ

ク牛乳」は説明型の商品なのです。これから大人になって購買してくれる津別

町の子どもたちや都会の子どもたちに「オーガニック牛乳」が生産される過程

を説明して、理解してもらうことが、買ってもらうことにつながるのではない

かと思っております。津別町の小学校、中学校の学校給食では、週１回ですが、

「オーガニック牛乳」が出ています。子供たちには非常に甘くておいしいと

言ってもらっています。私の子供も小学校、中学校のときに「オーガニック牛

乳」を週１回飲んでいて、みんなは「オーガニック牛乳」が出るときだけは牛

乳を残さないと子供から聞いておりました。また保護者の方々に聞くと、

「オーガニック牛乳」は高価で、それに見合って給食代を払っているんだから、

学校ではちゃんと飲んできなさいとお子さんたちに言ってくれているようで、
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結構子どもたちは飲んでくれているのかなと思っております。 

 また有機酪農研究会は漁業者からの応援証をいただきました（28頁）。有機

酪農研究会が網走川の環境保全に配慮しているということで、網走漁協と西網

走漁協から平成27年に私たちの取組みを応援していますよと認定され、応援証

をいただきました。じつはこれは第1号の応援証です。私の住む津別町は網走

川の最上流に位置しておりまして、網走川の環境が川下の網走湖とオホーツク

海に非常に影響を与えるので、漁協の方々も農業、林業における環境保全の取

組みに高い関心を寄せておられます。漁業と農業は結構ぶつかる場面もあるの

ですが、同じ経済行為をする中でいろいろ話し合いながら、私たちも環境保全

に取り組むことでお互いを理解して前に進めることが大事で非常にいいことだ

と思っております。 

 平成30年には全国自給飼料生産コンクールで農林水産大臣賞を受賞すること

ができました（29頁）。平成31年２月20日に農林水産省で行われた表彰式は非

常に思い出に残っています。それまでは全国自給飼料生産コンクールは草地協

会主催のコンクールであったため、草地協会の会議室で草地協会会長が表彰し

てくださったのですが、私どものときは農林水産省の会議室で生産局長から

直々に表彰していただきました。私と妻に賞状とカップを授与していただきま

した。このコンクールでは本当に多くの方々のご理解とご協力をいただき、関

係機関の方々に大変お世話になったと思っております。受賞対象は、私個人・

石川ファームなのですが、同時に有機酪農研究会の取組みが高い評価を得たの

だと思っております。 

 令和元年に農林水産祭の天皇杯をいただきました。天皇杯というものがある

ことは知ってはいたのですが、まさか自分がその対象になるなんてまったく思

わなかったので、関係機関の皆さんにはお礼を申し上げたいと思っております。

令和２年１月20日には皇居で天皇皇后両陛下に有機酪農の取組みを紹介させて

いただき、お言葉をいただきました。ちょうど新型コロナウイルスの感染者が

日本ではまだ出ていないけれど中国ではかなり感染が広がっていると伝えられ

ていた状況でした。その１か月後、２月には日本国内での感染も広がり始め、

大変な状況になっていきました。ギリギリのタイミングで天皇皇后両陛下に拝

謁できて、本当に皆さんに感謝し、お礼を申し上げたいと思っております。 
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 またJGAPの取組みを開始しました（31頁、32頁）。GAP（Good Agricultural 

Practices）は農業生産工程管理と呼ばれており、よい農業の仕方を確立して

いるという認証です。通常、個々の酪農家がGAP、HACCP、有機といった認証を

取得しても、牛乳製品にまで認証されるのは難しいといえます。しかし、

「オーガニック牛乳」は私たちの研究会の７戸の牛乳だけがパッケージされて

いるので、JGAPでは個々の認証ではなく、グループ認証を目指しました。認証

取得の準備を始めてからGAP認証取得に至るまで約１年間の道程でしたが、こ

の間、普及センターをはじめとして関係機関の皆様にいろいろお世話になりな

がら取得までこぎ着けました。牛乳のパッケージもちょうど製造工場が変わり

リニューアルする時期でしたので、JGAPのマーク（32頁の右側の写真の赤枠）

をパッケージに付け加えてもらって、認証を取得したことを表示しています。 

 GAPの審査員は東京から来られるので、コロナ禍の影響で審査が延び延びに

なっていますが、おそらく来月、再来月には更新のための審査を受けることに

なります。有機JAS,GAPとも毎年審査を受けますが、有機JASで作成する記帳や

記録などがGAPの審査にもそのまま利用できるので、かなり手間は省ける面が

あります。ただGAPは有機JASではカバーされない整理整頓や労働安全への対応

が求められますので、その点はなかなかハードルが高いと思いました。たとえ

ば、救命救急の講習です。普通、酪農家はこうした講習は受けないのですが、

GAPの認証を取得するためには必要になります。GAPに取り組むことによって、

さらなる良質の生乳を生産・出荷してくことを目指していきたいと思っており

ます。 

 最後になりますが、網走川の環境保全とオーガニック牛乳の生産に取り組む

有機酪農研究会は総会を年に1回、春に開催しています。３年前の総会の写真

（33頁）をご覧になってわかるように、７名の会員に対してこのように多くの

関係機関の皆さんのご協力があって、現在の有機の生乳生産が行われています。

オーガニック牛乳の生産には多くの方々が参画して頂いています。 

以上、津別町の有機牛乳の生産の取組みについての私からの発表を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 
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Ⅱ 質 疑 応 答 

 

(1) 矢坂雅充氏の質問 

矢坂 日本農業研究所の研究員の矢坂です。この20年余り、有機酪農はと

どまることなく進化し続けていることを改めて理解いたしました。GPS搭載の

カルチベーターの導入や子実とうもろこし利用の計画など、毎年新しい課題を

追求している有機酪農研究会の活動に敬意を払いたいと思います。 

 今日のご講演を踏まえて、ごく大ざっぱではありますが、４点ほど補足説明

や回答をお願いしたいと思っています。 

 １点目は、有機酪農の挑戦と進化の根源に関わる動機や原動力についてです。

2000年の（株）明治からのオファーを契機として津別町で有機酪農に関心を寄

せる酪農家が20戸集まったわけですが、有機転換期の困難も大きく、多くの酪

農家が有機転換を断念しました。そのなかで石川さんが有機酪農を追い続けよ

うとした動機や原点となるようなきっかけについてもう少し教えていただきた

いというのが１点目です。 

 ２点目は、有機酪農経営のオリジナリティについてです。有機酪農を含む有

機農業には、個々の農業生産者が自分らしい有機農業のあり方を追求していく

過程で大きな魅力ややりがいを見いだしていくという特質があり、それだけに

オリジナリティ、独自性へのこだわりが強いと私は理解しています。実際、有

機酪農研究会の酪農家はそれぞれとても個性的で独自の有機酪農の姿を追求さ

れているように思います。ただ、有機酪農生産には乳等省令の基準や有機認証

の要件をクリアすることも求められ、独自性を勝手に追求することはできませ

ん。有機酪農生産には一定の枠組みが設けられていると思います。独自性と統

一性のバランスがとても大事なのではないか。有機酪農研究会のメンバーが共

有するものと、それぞれのメンバーが個性を発揮して自分の生きがいを見つけ

ていく独自性のバランスを研究会ではどのようにとってこられたのか、そのた

めにどのような了解や合意があったのでしょうか。これが２点目です。 

 ３点目は、耕種農家との連携についてです。津別町内外の耕種農家へのイア

コーンの委託栽培が進んでいるというお話を伺いました。津別町には有機のば

れいしょ栽培をされている耕種農家も多く、町の農業が有機農業に向かってい
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るように思います。そういう中で有機酪農家と耕種農家の連携関係が大きく広

がってきているように思います。今後、イアコーンの栽培委託以外にも様々な

交流や連携というのが展開していくのではないか。その可能性についてどのよ

うに思っていらっしゃるかというのが３点目です。 

 ４点目は、有機飼料の委託栽培の位置づけについてです。津別町は中山間地

域にあり、圃場の条件をふまえると飼料生産では不利なところも多く、それを

カバーするために有機飼料の委託栽培の活用はとても大事なことではないかと

思っています。イアコーンの巨大な収穫機械を思い浮かべると、圃場が広くて

平らであり、収穫機械の移動も短距離ですむような地域での栽培が望ましいこ

とは容易に理解されます。津別町でこうした圃場を見つけることは簡単ではあ

りません。そこでイアコーンをはじめとする有機飼料生産を美幌町や大空町な

どの周辺地域の有機耕種農家に委託し、津別町では草地でのサイレージ用デン

トコーンや牧草生産、さらに放牧などを重視して、より広域的な資源循環シス

テムが定着するような有機酪農生産を模索していくことが望ましいのではない

かと思います。ただ、資料では有機酪農研究会メンバーの放牧地の面積は減少

しつつあるようです。津別町内での飼料穀物栽培と放牧のバランスをどんなふ

うに考えていらっしゃるかというのが最後の質問です。どうぞよろしくお願い

いたします。 

石川 まず第１点の有機酪農を始めたきっかけですが、先ほど言われたよ

うに、（株）明治からのオファーというのがやはり大きいのかなというふうに

思います。オファーがあった頃はようやく農産物で有機の取組みが始まった状

況で、有機畜産についてはまだまだ何の動きも見られませんでした。私自身も

有機と慣行にはどのような違いがあるのか、両者を区分する技術や経営にどの

ような差異があるのかまったく分かりませんでした。そのときに海外の有機酪

農を見に行くチャンスがありました。ヨーロッパのドイツ、オランダ、フラン

ス、デンマークの有機酪農を視察する研修がありまして、前会長の山田照夫さ

んや（株）明治の有機酪農担当者と一緒に参加しました。乳業メーカーも酪農

生産者と一緒に有機に取り組んでくれることが有機転換への支えになったと思

います。 

 ヨーロッパで従来の酪農生産とは違う有機酪農という選択肢があることを知
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りました。今ではいろいろな生乳販売の可能性が意識されていますが、当時は

北海道で生産される生乳は加工向け原料乳になるというのが常識で、私もそう

思っていました。しかし海外には有機牛乳や放牧牛乳があり、日本では６次産

業化として位置づけられる工房チーズ生産など、非常に多くの選択肢があるこ

とがわかりました。有機牛乳にはプレミアムが付加されることにも非常に衝撃

を受けました。 

 津別町は中山間地域、条件不利地域の中にあり、なかなか経営規模の拡大が

難しいといえます。根釧や十勝地方、天北地方のように酪農生産に適していて

生乳生産コストが低く抑えられる地域とは異なって、津別町のような中山間地

域では生産コストが高くなってしまいます。こういうところでどのように所得

の確保できるのかと考えていたときに、高付加価値の生乳生産、化学肥料や農

薬に頼らなくとも粗飼料生産ができるのを実際に見て、私たちもやってみたい

と思ったのが大きなきっかけになったと思います。有機酪農に取り組むように

なったのは、海外の有機酪農を見たことが一番直接的なきっかけなのかなとい

うふうに思っております。 

 また２番目の質問の、有機酪農に取り組む研究会の会員の個性についてです

が、それぞれに機械が得意とかいろいろな個性があると思っております。研究

会では会員が有機JASのルールの中でそういった個性を活かして各自伸びると

ころをどんどん伸ばして、お互いに見習いながら一緒に取り組んできたように

思います。 

 試験研究機関などからこういうことを試したらいいよといった情報やアドバ

イスが提供されても、自分一人ではなかなか対応するのが難しいのですが、そ

れを５人とか８人とかのメンバーがそれぞれ違うものを試してきました。こう

して収量調査の結果から、これは駄目だけどこっちの方はよかったねというよ

うなことが一気にできて、有機飼料栽培技術の確立がすごく早くできたと考え

ています。 

 それとイアコーンの委託栽培での耕種農家との関係ですが、ここはなかなか

難しい点があると感じています。耕種農家はイアコーンを販売して所得を得る

わけですから、有機栽培のためのコストもかかり、それなりのメリットがない

と受けてくれません。私たちもできるだけ高く買わなければならないのですが、
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限界もあります。こうした有機飼料栽培の受委託に国の補助や支援があれば

もっと広がっていったと思います。現在の有機飼料生産への国の補助は、環境

直払いの10アール当たり3,000円で、雑穀や飼料作物以外の有機農産物には10

アール当たり12,000円となっています。有機農業への補助はこれだけなので、

それでは不足する部分は私たちが高く買って補うことになります。有機飼料の

委託栽培での価格設定は前例がないのでとても苦労しました。いまでも本当に

この価格でいいのかなと考えることがあります。本来であれば、有機農業に

もっともっと国の支援があってもいいのかなと感じております。 

 中山間地域でのイアコーン栽培は、牧草もデントコーンの収穫もそうなので

すけど、非常に手間がかかる。なかには1枚で10ha近い面積の平らな広い畑も

あるのですが、狭いところは５反ぐらいの畑もあります。山の中の傾斜地で他

の農産物ができず、圃場までの距離もあって道路も整備されていない草地での

牧草栽培は非常にコストがかかります。とくに機械の移動が大変です。オホー

ツク管内の興部町で昨年までイアコーンの委託栽培をしていたのですが、津別

町から150キロほど離れた興部町まで大きなハーベスタをトレーラーで移動し

ていました。トレーラーでのハーベスタ輸送は往復で50万円かかるんですね。

こうした機械の輸送費も私たちが負担して委託栽培を続けてきました。イア

コーンの収穫では特殊なアタッチメントを使うので、どうしても私たちの所有

している機械を持っていかないと収穫ができないのは大きな課題です。 

 先ほどちょっとお話しした子実とうもろこし栽培は、水田活用の直接支払交

付金を転作奨励として位置づけて道央で取り組まれているのですが、戦略作物

助成に限っても10アール当たり35,000円の手厚い助成があります。イアコーン

を水田で耕種農家が栽培した場合にはこうした国の助成があるのですが、畑作

農家や酪農家が栽培する場合には助成はありません。これはイアコーンに限ら

ず、ホールクロップのサイレージの場合も同様です。畑作農家が取り組んでも

水田活用の直接支払交付金と同じぐらいの補助があると、もっともっと飼料生

産が拡大して飼料の供給が増えるのではないかと思っております。 

十勝管内、オホーツク管内といった水田のない地域では、どうしても畑作

３～４品の輪作で１戸当たりの経営面積が大きくなるのですが、近年は小麦の

ウェイトがどんどん増えていて輪作体系がちょっと崩れているようです。そこ
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に飼料用デントコーンやイアコーンを入れると輪作体系が安定しますし、畜産

農家も国産飼料を利用できるようになります。稲作農家だけが飼料栽培に補助

金が支払われて所得を維持できるというのはどうかなと個人的には思っており

ます。 

矢坂 放牧地が少し減っているようですけれども、これはイアコーンなど

の飼料用とうもろこしの栽培に多くの圃場を割いた結果、放牧地が減っている

ということでしょうか。放牧の位置づけが少し変わってきていますか。 

石川 放牧は牛の飼養管理がとても難しくなります。生乳の成分基準であ

る脂肪3.5%、無脂固形分8.3%を上回る水準を維持できなくなるおそれがあると

いうことです。牛が自分でエサを食べて生乳を生産するという放牧は、私たち

も本当に理想的な飼養形態だと思っているのですが、どうしても乳成分の低下

という問題が生じます。乳成分のコントロールが非常に難しいので、放牧の

ウェイトが下がってしまいます。私たちは（株）明治の「オーガニック牛乳」

の原料乳を生産しており、その規格となる保証成分基準は絶対守らなければな

らないと思っています。放牧地の面積を広げて夏場は牛を放牧すれば、生産コ

ストが下がってよいのですが、どうしても保証成分基準をクリアしなければな

らないので、サイレージなどをある程度は食べさせて乳成分を維持することが

夏場の課題なのかなと思っております。 

それから今年、同じ地区の4戸の会員が１つの牧場を共用する法人を設立し

て、牛のベッドが200頭の牛舎を新たに建設しました。この牧場には地続きの

草地がたくさんありますので、来年、この牧場の利用が開始されると放牧地と

して利用される草地がある程度増えるのではないかと思っています。ただ、基

準となる乳成分を保証しなければならないという課題は引き続き残っています。 

 

(2) 八木宏典氏の質問 

八木 日本農業研究所の八木です。今日はすばらしい先進的な取組みのお

話をいただきまして、ありがとうございました。私のほうからはオーガニック

牛乳の出荷と販売について追加的にお話をいただければと思い、３点ほどお伺

いしたいと思います。 

 １点目は、オーガニック牛乳の販売契約といいますか、出荷と販売の契約は
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どのようになっているのかという点でございます。ＪＡを経由するような形な

のか、（株）明治乳業さんと直接的な取引の契約なのか。それから、その年の

出荷量とか価格の決定みたいなものはどのようにされているのかという、出荷

の契約についてお伺いしたい点が１点です。 

 ２点目は、オーガニック牛乳の出荷量は増加していると思うのですけれども、

例えば網走農業改良普及センターの方の論文によりますと、平成18年の津別町

26戸の酪農家の方々の１頭当たり乳量は7,600キログラムですが、有機酪農研

究会の方々の平均乳量は6,200キロぐらいで、当初は乳量が少し少なかったよ

うになっていますが、今はこれが大きく上がってきているのではないかと思い

ます。本日お話をいただいた直近の令和２年では、総量で2,600トンぐらいの

出荷をされているというお話でしたので、現在までに大きく出荷量を伸ばして

きているのではないかと思うのですが、おおよそで結構ですけれども、出荷の

動きと１頭当たり搾乳量、それはどのように改善されてきているのかという点

について、追加のお話をいただければと思います。 

 ３点目は販売促進についてです。直接的には石川さんたちが携わっているわ

けではないと思うのですけれども、当初はコープさっぽろの北海道限定の販売

で始まったものが、先ほどのお話ですと、東都生協とか有機専門店でも販売さ

れているということでしたので、かなり販路が広がってきているように思いま

す。この販売促進は（株）明治乳業さんがおやりになっているのか、あるいは

石川さんたちもそういうイベントなどにも参画をされて、オーガニック牛乳の

良さを消費者の方々に広めていっているのか、そのような販売促進の取り組み

についてはどのようになっているのかお話をいただければと思います。また、

オーガニック牛乳はまだまだこれからも消費が伸びる可能性があると感じてお

られるのかどうか、その点についてもお話しいただければと思います。よろし

くお願いします。 

石川 有機の生乳は一般的な加工原料乳と同様、農協をつうじて指定団体

（指定生乳生産者団体）のホクレンへの委託販売となりますが、特色のある生

乳のプレミアム取引制度を利用しています。（株）明治との直接的な取引では

なく、ホクレンと（株）明治が生乳取引契約を結びます。有機酪農研究会の会

員にはプール乳代にプレミアム分がプールされずに加えられます。基本となる
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加工原料乳価にプラスアルファとしてプレミアムが上乗せされることになりま

す。プレミアムの単価についての情報はそれだけが独り歩きして評価されるお

それがあるので、ここで言うのは差し控えさせていただきたいと思います。基

本的には生乳受託販売委員会を通したオープンな場での乳価設定になっていま

す。 

 次に、出荷量についてです。平成18年は１頭平均6,000キロ程度でしたが、

新設されたTMRセンターからTMRが供給されるようになり、１頭当たりの乳量は

大きく変わりました。かつては会員それぞれがとうもろこし、大豆かす、ふす

まなどの単味飼料を自分でミックスした自家配合飼料を給与をしていたのです

が、その手間が大変なのでTMRセンターで調製された同一のTMRを食べさせてい

ます。きっちり飼料計算をした配合内容で、TMRセンターが一括して飼料を管

理しています。飼料生産を担う会員の圃場も均一的な圃場管理を行い、飼料生

産レベルの底上げが図られたこともあって、現在、私の牧場では1頭あたり乳

量は約１万キロ近いレベルを維持しています。ほかの会員の1頭あたり乳量も

9,000キロから１万キロの間となっていて、当然のことながら出荷乳量も増え

てきております。 

 （株）明治は生産された生乳の全量買上げを保証して安定的な有機酪農生産

に協力してもらっています。（株）明治に出荷した生乳については全量プレミ

アムが払われており、（株）明治には確かな支援をしていただいています。 

 販売促進については、まず東都生協の宅配事業での取扱いが挙げられます。

津別町農協が東都生協と昔から野菜などの取引でつながりがあり、東都生協か

らもぜひ「オーガニック牛乳」を生協の組合員に届けたいという申し出があり

ました。北海道でパック詰めした「オーガニック牛乳」を東京まで輸送すると

なると、温度管理などを整えた物流の確立がなかなか難しく非常に時間もか

かったのですが、津別町農協、ホクレン、（株）明治、東都生協をはじめとす

るいろいろな方々の助けを借りて物流システムを確立することができて、現在

も安定的に販売しています。 

いまは新型コロナウイルスの感染防止のために販促のためのイベントなど

を開催できないのですが、オーガニックフードエキスポなどのイベントに参加

して私たちも商品の説明をしています。またイオン系のオーガニックスーパー
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「ビオセボン」で（株）明治と一緒にワークショップのスタイルで商品の説明

を行うといった販促活動もしています。 

 ただ、（株）明治は全国な販売網を持つ企業なので、かえって「オーガニッ

ク牛乳」の全国展開は難しいと（株）明治から言われるのです。あるバイヤー

には商品を届けるけれど、別のバイヤーには対応できないといったことができ

ないというのです。売り切り御免の商売ができればよいのですが、大手企業に

はそれはなかなか難しいというわけです。新発売のある商品が爆発的に売れて

欠品するようになったため、その商品を販売中止にしたというニュースを聞か

れたことがあると思います。そのように大手企業には商品を求める小売業者や

消費者への供給責任があり、その責任を果たせないものは商品にはできないこ

ともあるようです。 

 

(3) 坪田邦夫氏の質問 

坪田 研究員の坪田と申します。最近、環境問題だとか持続性の問題とい

うことで皆さん方が心配していることについて真っ先に取り込んでおられると

いうことは、すばらしいと思います。その上ですこし疑問に思ったのは、そん

なすばらしい取組みで、メーカーや皆さんのサポートを受けながらも、なかな

かお仲間の数が一気には増えていかないのはなぜだろうか、ということです。 

 お仲間を増やしていく上で一番ネックになっているものはどういう事柄なの

か。価格の面については（株）明治さんがプレミアを払ってくださるというこ

となので、必ずしもネックではないような気もしますが、労力の制約だとか技

術的な面で認証をちゃんと守っていくのが新しい方には難しいとか言ったよう

なことがあるのか、具体的にお教えいただきたいというのが１つです。 

 それと関連するのですが、アメリカの認証制度などを見ていると、認証を受

けるためには全部が有機の濃厚飼料給与ということでは駄目で一定量の青刈り

なり粗飼料を与えないと駄目というルールなどがあったり、成長ホルモンだと

か農薬を使っちゃいけないよとか、大変厳しいルールがあったりしたような気

がします。そういうことが石川さんの場合でもネックになっているかどうかお

教えください。 

石川 まず、有機酪農の仲間、有機酪農に転換する酪農家がなぜ増えない
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かということなのですが、やはり直面する課題が多いからだといえます。さき

ほど有機飼料生産の経緯などをご説明いたしましたが、当初は苦難の連続でし

た。有機転換後の最初の５年ほどは経営的にかなり厳しい状況でした。平成17

年は乳価が一番低い時期でしたので、その前後の時期、酪農経営は本当に厳し

くなっていました。そのころのデントコーンの写真をご覧になったように、有

機飼料栽培の技術はまだ確立されていなかったので粗飼料の収量が落ちてしま

い、不足する飼料を購入しなければならず、さらに牛の乳量も落ちていったの

で、周りの酪農家からは本当にこんな状況で大丈夫なのかと見られていたよう

に思います。 

 私は最初に海外の有機酪農の視察に行ってから、山田照夫前会長などととも

に海外視察に参加して、そのなかで有機の粗飼料生産や飼料管理を実際に見て、

時間がかかるものの、取り組んでいる方向性は間違っていないという自信を持

つようになりました。ただ、それをほかの人に伝えるというのは非常に難しい

と思いました。デントコーンは化学肥料をまいて播種して、スプレアで１回農

薬を散布すれば雑草なんてまったく生えないのですが、私たちはいまだにデン

トコーンが１メートルぐらいになる７月の上旬ぐらいまでずっと畑でカルチ掛

けをしています。乳価にプレミアムが付いても、有機飼料栽培に付随する手間

や苦労を考えると、有機酪農への転換は嫌だなという気持ちになるのだと思い

ます。こうした苦労は先ほど見ていただいたようなGPS搭載のカルチベーター

があれば省略できるのですが、こうした自動化の技術はここ２～３年に導入可

能になったばかりです。その前まではデントコーンの播種日が５月15日だとし

たら、その１週間後から７月の上旬まで、週に４日間ぐらいはずっと畑でカル

チ掛けをしなければならないので、その辺の大変さが受け入れられなかったの

だと思います。やはり労働の厳しさが有機転換のネックになっていると思いま

す。 

それでもここ数年、ほかの地域で１戸、２戸という形でぽつぽつと有機飼

料や有機畜産の認証を取得している生産者がでてきているみたいです。徐々に

有機酪農の取組みが理解されてきているように思っております。 

 有機酪農の要件はコーデックスが策定した国際的な規格が基礎となっていて、

日本もアメリカなどとほぼ同じようなルールが適用されます。日本ではJASの

－ 72 －



委員会で一部日本の裁量が許されるところを除けば、残りは全世界共通でその

枠組みも基本的に同じです。濃厚飼料ばかりではなく粗飼料を与えなさいとい

うことでその給餌量も出てきていますし、そこは同じルールなのかなと考えて

います。成長ホルモンは日本ではもともと使っていないので変わりません。 

ヨーロッパと一番大きく違うのは、アメリカもそうなのかもしれませんが、

抗生物質の使用規制です。日本では治療目的であれば抗生物質を使用すること

ができます。ただし休薬期間は通常の倍の期間を確保するというルールになっ

ています。このルールの下で抗生物質の使用が許容されていることは、私たち

が牛の飼養管理を行う上で大変助かります。抗生物質の使用がいいか悪いかと

いった大きな問題が確かにあるのですが、アニマルウェルフェアを考えると、

動物が熱を出したり病気になっているときに、いくら有機農法だからといって

抗生物質を使わないでほかの方法で治療するのは獣医師でも対応が難しい。効

く薬があるのに何で使わないのだと感じてしまいます。抗生物質による治療が

認められていて、牛を管理する面では非常に助かっていると思います。 

有機畜産のルールが慣行農法の畜産と大きく異なるのは野外スペースへの

アクセスです。基本的には牧場に隣接してそれなりの面積の放牧地がないと有

機認証は取得できないというルールになっています。この点が有機認証の一番

大きな特徴だと思っています。 

 

(4) 岩元明久氏の質問 

岩元 研究員の岩元です。大変興味がある内容のある話をいただきまして、

ありがとうございました。 

 実は坪田先生が、私が質問したい内容とほとんど重なることを話されたので

すが、少し観点を変えて質問いたします。農林水産省では有機農業に対して国

際水準有機農業という言い方をします。要するにコーデックス準拠の有機JAS

相当であれば国際水準有機農業というふうに言っているようなのですが、それ

でカウントすると、日本国内はまだ１％まで行きません。面積で言って0.4％

ぐらい。現在は0.5％ぐらいになっているかもしれませんが、その程度しか国

際水準の有機農業というのはなされていません。 

 一方、EUの話が出ておりましたけれども、EUでは多分平均で５％から６～
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７％、最も進んでいる国で言えば15％。オーストリアなどは15％ぐらい有機に

なっていると聞いておりますけれども、そこの差というのが、要するにEU──

アメリカは私もよく分かりませんが、EUの場合には牧草地であったり飼料作

だったりで、要するに畜産というか酪農ですね。生乳だけではなくてチーズ生

産加工などで非常に有機の比率が高くなっているのだと思うのです。 

 では、なぜ日本は有機農業の比率が低くて、かつ畜産が低いのかと。やぼな

質問になるような気もしますが、そこをいかにしてもう一つと上げていくのか。

農水省で「みどりの食料システム戦略」を打ち出して、有機農業を100万haま

で、要するに全農地面積の25％まで持っていくと。2050年までということなの

ですが、そういう目標を打ち出しています。そうなってくると、有機畜産が

もっと広がっていかないと、とてもそんなことは無理だというふうに私など思

えるのです。 

 そういったところで、御経験を踏まえながら、こういうような仕方をしてい

かないと日本国内で有機の畜産はもっと伸びていくということはないのではな

いかとか、こうすれば伸びていくのではないかとか、本当に坪田先生の質問と

重なってしまうのですが、お聞かせいただければありがたいかなと思っており

ます。よろしくお願いいたします。 

石川 みどり戦略については私も農水省で意見聴取の機会があり、意見を

申し上げました。農水省はみどり戦略で2050年までにオーガニック市場を拡大

しながら、耕地面積に占める有機農業の取組面積を25％（100万ha）に拡大す

るという非常に大きな目標を掲げました。現状では有機農業は全体の0.4％に

過ぎないことを知っておりましたので、EUに倣って大きな目標を掲げたなと思

いました。本当におっしゃるとおりに、EUなどでは有機農産物よりも有機飼料

が大きな比重を占めています。畑として耕作できない草地がかなり多いと聞い

ておりますし、私も機械もなかなか入れないような条件不利地が広がっている

のを実際に見てきました。それを逆手にとって、有機の認証を取っている草地

も結構あったと思っております。 

 耕地面積に占める有機農業の取組面積が25％に引き上げられるかどうか私も

分からないのですが、有機飼料の圃場認証がどんどん増えないと１％にもなら

ないのだろうなと感じております。ここ数年、北海道では酪農の戸数は減って
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いるのですが、畜産クラスター事業で飼養頭数はかなり増えて生乳生産は増産

に転じています。牛の飼養頭数も当然増えてきており、それには糞尿の増大が

ついて回ります。糞尿対策もきっちりしていかないと、いまは漁業者などの地

域の関係者の理解も得られない。糞尿を堆肥にしてしっかり圃場に還元してい

くことが欠かせません。みどり戦略がどのような具体的な施策として有機農業

に補助や支援を行っていくのかまだ分からないのですが、糞尿処理と資源循環

がポイントになってくるのかなと感じています。 

 日本の農業政策の大きな弱点は、消費者にHACCPやGAP、有機JASといった認

証制度の意味をよく理解してもらえていないことです。それよりもオーガニッ

クとか有機といった言葉が前面に出た方が消費者に浸透していくように思えま

す。オーガニック、有機はJAS認証を取ってないと名乗ってはいけないという

ルールなので、表示をどう消費者が理解するのかこれからのポイントで、農水

省が消費者に向けてJAS認証への理解を深めていく方策を取ることが大事だと

思っています。有機の耕作面積が25％まで増えたとしても、有機農法は慣行農

法に比べて必ずかかり増し経費があるので、有機の農畜産物の価格は上がるは

ずなんです。その負担を消費者だけに求めるのではなくて、国も支援するとと

もに値上がり幅をなるべく抑えて有機の農畜産物を増やしていく必要がありま

す。有機農畜産物の生産が増えても消費が広がらなければ、有機農業は縮小し

てしまいます。EUに行くとよく分かるのですが、慣行農産物と有機農産物の価

格差はほとんどないんです。例えば慣行の牛乳が１本リットル200円だったら、

有機の牛乳は220円とか230円です。むろん有機牛乳の生産にはこの価格差以上

のかかり増し経費が間違いなくかかっているので、それはどうやって埋めてい

るのかといえば、国が支援してくれているんです。EU政府が支援してくれてい

るわけです。こうした支援のあり方を日本も見習うべきなのかなと思っていま

す。 

 いま環境負荷軽減型酪農経営支援事業で堆肥還元などに取り組む酪農経営の

飼料作付面積に応じて交付金が出ています。JAS有機の圃場には基本部分の１

ha当たり１万5,000円に加えて、１ha当たり３万円が追加交付されます。こう

した支援を受けるために有機飼料の認証を取って、糞尿を圃場に還元している

という方々もいます。酪農にはこうした支援があるのですけど、畜産にはまっ

－ 75 －



たくないような状況なので、JAS有機の圃場認証の拡大は認証取得への支援が

ないとなかなか難しいのかなと思います。また有機認証の認証団体は生産者に

こういうふうにしなさい、こうしたらいいよといったアドバイスができないん

ですよね。認証団体はいいか悪いかの判断をするだけです。認証に関連してコ

ンサルがつくと、もっとスムーズにいくのかなと思うのです。私たちも有機認

証を取るときに内部規程を決めなければならなかったのですが、酪農家だけで

は全然理解すらできない。私たちは普及センター、試験場、家畜衛生保健所の

先生にも入ってもらって内部規程を一から作り上げてようやく認証にこぎ着け

ました。いまでも内部規定のひな形がなかなかな手に入らないような状況なの

で、民間組織ではなくて普及センターなどがコンサルのような形で指導ができ

るともっと普及が早まるのではないかと思っています。 

岩元 どうもありがとうございます。今、石川さんおっしゃったように、

日本の有機とEUの有機の違うところは、要するにEUの有機は本当にリサイクル

というか、そういうような農業になっているんですね。日本の場合には、有機

農業といっても資材に頼る。そういった意味では必ずしもリサイクルになって

いないみたいなのがありますので、ぜひ石川さんみたいな方が中心になりなが

ら、リサイクル農業みたいなものをまず北海道から広げていっていただいたら

非常にいいのではないかなと思いながら聞いておりました。どうもありがとう

ございます。 

 

(5) 須藤賢司氏（ズームによる参加者）の質問 

須藤 農研機構北海道農業研究センターの須藤と申します。よろしくお願

いいたします。 

 飼料生産の関係につきまして２点ほど教えていただきたいのですが、１つ目

は、牧草の生産に関しまして年２回の利用ということでしたが、これは草種は

チモシーということでよろしいのでしょうか。それとも、ほかの草種も現在使

われていらっしゃるのでしょうか。まず、それが１つです。 

 ２つ目は、有機大豆の利用を試みられて、ちょっとうまくいかなかったとい

うようなお話がございましたけれども、具体的にどういう点が問題になったの

か。以上２点、御教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。 
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石川 まず牧草の種類ですが、チモシーも植えてはいるのですが、私たち

は基本的にオーチャードとアカクローバー、シロクローバー、もしくはルーサ

ン（アルファルファ）を植えています。基本的にはオーチャードでやっていき

たいと思っております。その理由は、チモシーの圃場も何枚かあるのですが、

そこではどうしても雑草が入ってきやすいのです。オーチャードに比べてチモ

シーは雑草に弱いのかなと思っております。また草地更新では農薬をかけて一

回枯らしてから更新することはなかなかできなくて、草地更新しても地下茎で

残っているシバムギやリードカナリーに対してチモシーは非常に弱いという印

象があります。一方、オーチャードの圃場では雑草は入ってくるのですが、チ

モシーよりは雑草の入り方が緩やかで、オーチャードは追播も非常に有効に使

えると感じています。今日の午前中も牧草の追播を一部してきたんですが、基

本的にはオーチャードとアカクローバー、シロクローバー、もしくはルーサン

ということでやっていて、チモシーの圃場でもオーチャードの追播に取り組ん

でいます。オーチャードは冬枯れのリスクもあるのですが、刈取り危険帯を避

けて栽培するといった基本的な点に注意すれば何とかなるのかなと感じていま

す。 

 あと、有機大豆の栽培ですが、海外で燕麦と大豆と麦系などいろいろなもの

が混ざった飼料を見たことがあったので混播と単播で大豆栽培をやったのです

けど、結局、大豆は毎年播かなきゃならないという手間があり、大豆単体で栽

培したときの収穫をどうするかという問題もあります。大豆を丸粒で収穫して

も、そのまま牛に給与することはなかなか難しいと言われています。熱をかけ

て圧ぺんするといった処理をしなければならないのですが、そういった施設も

ありません。あとこれ以上カルチ掛けの面積を増やしたくないという思いも

あって、有機の大豆栽培はちょっと厳しいかなと感じました。タンパク源の確

保については先ほどお話ししましたルーサンに取り組んでいるのですが、ルー

サンも基本的に２回刈りしかしないので、たんぱく源の確保にはまだまだ課題

が残っていると思っております。 

須藤 ありがとうございます。乳量水準も以前よりもかなり増えていると

いうふうに、先ほどほかの方からの御質問でお聞きしたところで、その際、た

んぱく系の飼料をどうするのかというのは非常に大きな課題になるのかと思う
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のですが、仮にオーチャードとなりますと、２回刈りですとちょっと品質的に

不安といいますか不満な点、回数を例えば３回ぐらいにしてみたいとか、そう

いうお話はございますでしょうか。 

石川 オーチャードも刈り取り危険帯を避けて３回刈りしたことがあるん

です。収量分析はしなかったのですけど、牛の食いもいいし乳量も増えるし、

MUN（乳中尿素態窒素）も上がるということは、たんぱくも高いのだろうなと

思うのですけど、次の年の草地の植生があまりよろしくない。刈り取り危険帯

の時期は決まっているのですけど、刈り取り後の気温が高ければまた生長して

しまって冬枯れのリスクも高くなるので、結構厳しいのかなと感じています。

私たちのように有機の栽培面積が限られているところでは牧草の単収も確保し

ていきたいので、現在はオーチャードということで取り込んでいます。 

司会 どうもありがとうございました。これで講演会を閉じたいと思いま

す。石川さん、どうもありがとうございました。大いに頑張ってください。

（拍手） 

石川 ありがとうございます。 

──了── 
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