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11 戸

1,856 頭
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岩手県

211,951 トン

2.9％

門である﹁酪農﹂についてお伝

ちなんで、清里町農業の基幹部

今月の特集では、
﹁丑＝牛﹂に

先進的な設備の導入などが進ん

ともに管理技術が向上したり、

います。その背景には、時代と

生産量は約

万トンです。都道

令和元年における日本の生乳
る酪農の現場を取材し、基本的

産し、日本の食を支え続けてい

今回は、安心安全な生乳を生

だことなどが考えられます。

府県別では、北海道の生産量が
な知識や１日の仕事の流れ、生

えします。

万トンとなっており、その
産者のインタビューなど、清里

割合は全体の約

約
％を占めてい
町における酪農の﹁いま﹂をお
届けします。

倍以

ます。２位の栃木県とは
上の差があり、北海道はまさに
日本一の生乳生産地です。
生乳の用途としては、主に牛
乳としての飲料用と、バターや
チーズなどの加工品用の２種類
に分類されます。
清里町の酪農家の皆さんが生
産する生乳は、そのすべてが加
工品用として生産されており、
日本の食に欠かすことのできな
いバターやチーズなどの乳製品
となって、日本中の食卓に届け
られています。

て約２～３カ月の間体を休ませ

回繰り返します。

中村農場で酪農の
﹁いま﹂を取材
今回は、札弦地域で酪農を営
んでいる中村農場へ取材をさせ

その後、生乳を生産しなくな

村弘樹さんを中心に、妻の美穂

ていただきました。

の乳牛のほとんどが人工授精に

った牛は﹁廃用牛﹂といい、食

酪農家の皆さんは、一頭一頭

人で家族経営を行って
います。

さんの

中村農場は、経営者である中

イン﹂という品種です。ほかに
よる妊娠・出産を経て、生乳を

週間

ます。

もいくつかのの品種があります

牛舎で育てられ、生後約

生まれた子牛は、子牛専用の

さん、父の孝治さん、母の祐子

温厚な性格で飼養に適している
ことなどから、世界中で最も多

異なる牛のライフサイクルに合

の中で、乳牛

日後

頭、和牛 頭の

牛の飼養頭数は、３棟の牛舎

は母牛の乳を飲んで育てられま

わせて、搾乳や健康管理、人工

合計

く飼養されている品種です。
す。これは、子牛を生んですぐ

授精のタイミングの見極めなど

生産と和牛の繁殖経営︵生まれ

㎝、
の母牛の乳に免疫成分が多く含

同時並行でさまざまな仕事をこ

平均的な体形は、体長約

体高約 ㎝ 、 体 重 約 ～ ㎏ ほ
まれているからで、免疫がほと

どの大きさで、１日に約 ㎏の

むことで免疫を獲得します。

～

日経った牛はいった

～

カ月程度育てて販

頭の牛を飼養し、生乳の
た牛を

売する︶を行っています。
また、牛の餌となるデントコ
ーンや牧草地など、合わせて約
ヘクタールの畑の管理も行っ
ています。
安心安全な生乳を届けるため
に、酪農家の皆さんがどのよう
な仕事をされているのか、中村
農場の１日に密着し、日々の取
組みの内容や、生産者としての
思いに迫ります。

中村農場の番犬
チャッピー

次ページでは、中村農場での１日
の仕事に密着取材！←
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町内の酪農家戸数および乳用
牛飼養頭数は、長期的にみると

2,617 頭
23

2021.1

減少傾向となっていますが、１

20 戸

戸当たりの飼養頭数は増加して

平成 16 年

147

生乳生産量

２０２１年、丑年。

2,529 頭

２０２１年 丑年
安心安全な生乳を
届けるために

乳牛のライフサイクル
ます。
出産から次の出産までのサイ

牛は人間と同じほ乳動物であ
り、一生のうちにこのサイクル

カ月となってお

日本では、北海道を中心に約
るため、子牛を産まなければ生
を

クルは約 ～

万頭の乳牛が飼養されていま
乳は出ません。そのため、日本

と酪農家の仕事

22 戸

肉などに利用されることとなり

～

％は﹁ホルスタ

乳牛の種類と大きさ
食事量と搾乳量

平成 14 年

生産しています。

すが、その約

2,300 頭

なしています。

日約

生後約２カ月で離乳し、 ～

～

生乳を生産するようになって
から

全体に占める割合

22 戸

4
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※令和元年牛乳乳製品統計調査より
※清里町酪農組合統計より
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数
戸
度
年
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が、生乳の生産量が多いこと、

3

んどない子牛は、母牛の乳を飲
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■令和元年における都道府県別生乳生産量ベスト４

平成 12 年
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頭の牛からは

餌を食べます。
また、
30

8

150

1

～ ℓの生乳が生産され ま す 。

カ月の育成期間︵育成牛とい

日の妊娠期間を経て、生

を行います。
約

～

年６カ月で初めての出産
を迎えます。出産した牛は

また、出産から約

80

には次の人工授精を行います。

60

ができます︵搾乳牛という︶。

日の間、生乳を生産すること

300

後約

2 280
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う︶を経た後、初回の人工授精
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ん搾乳をやめ、次の出産に備え
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1

170

300

毎日牛舎の前に立ち、キツネの襲来から
大切な牛たちを守っている。

99

■町内の酪農家戸数・乳牛飼養頭数の推移

12

405

731

12

4

135
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②搾乳室への牛の追い込み・搾乳（１回目）

▶１頭の牛が逃走を計画するも、中村さんの手際の良い追い込み
で失敗に終わってしまいます。

▲▶１度に 頭の牛を搾乳できます。搾乳された生乳
はパイプを通って専用の冷蔵タンクへ運ばれます。

④搾乳牛への餌やり、人工授精や健康管理など

作業終了、夕食

回行われます。まず

頭の

時間かかります。

6
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午前４時
①情報収集と牛舎の清掃など
１日の最初の仕事は、パソコン上の
システムで行う牛の情報収集です。
すべての牛には耳標番号と呼ばれる
番号が付けられており、生年月日や人
工授精日などの情報が紐づけられてい
ます。その日に出産予定の牛がいない
かなど、牛の情報収集を行います。
頭から

㎏のふん尿が発生

続いて牛舎の清掃です。牛

分

午後６時 分

を敷き詰めて牛の寝床を作ります。

牛が滑らないように石灰をまき、わら

２回目の搾乳作業を行います。また、

⑤搾乳（２回目）・寝わらづくりなど

午後４時

管理作業や収穫なども行います。

トコーンを作付けしている畑へ行き、

から秋にかけては、牛の餌となるデン

午前中の作業の続きを行います。春

午後１時

昼食

正午

人工授精の手配などを行います。

態を確認し、発情を迎えた牛がいれば

餌やりを行います。また、牛の健康状

朝食を終えると、今度は搾乳牛への

管理など

④搾乳牛への餌やり、人工授精や健康

午前９時

朝食

午前８時

範囲に寄せる作業のことをいいます。

とは、そうした餌を再び牛の口の届く

ら餌がなくなってしまいます。餌寄せ

させてしまい、次第に口の届く範囲か

選び食いをする中で、鼻先で餌を移動

寄せと餌やりを行います。牛は、餌の

搾乳が終わると、次は育成牛への餌

③育成牛への餌寄せ・餌やりなど

午前７時

搾乳を行うには約

２人で搾乳作業を進めます。約

計されており、弘樹さんと孝治さんの

搾乳室は、牛が２列に並ぶように設

を追い込みます。

はミルカーが設置された搾乳室へと牛

って朝と夕方の

事で、ミルカーという専用の機械を使

搾乳は酪農家にとって最も大切な仕

②牛の追い込み・搾乳（１回目）

午前５時

は欠かせません。

などの観点からも、毎朝の牛舎の清掃

します。牛のストレス軽減や疾病予防

は、１日当たり約

1
70

中村農場の１日に密着！
①情報収集と
牛舎の清掃など

▶牛がストレスなく快適に過ごせる
よう、清掃が行き届いた綺麗な牛舎。

③ 育成牛への餌寄せ・
餌やりなど

▲中村さんが合図をすると、牛が次々に搾
乳室に向かって歩きはじめます。

⑤搾乳（２回目）・寝わらづくりなど

▲▶２回目の搾乳を終えると、牛が安心し
て眠れるよう、寝床作りなどを行います。

2
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12

45

2

30
30

▲搾乳牛への餌やりは、専用の機械をトラク
ターでけん引して行われます。良質な生乳の
ため栄養バランスが考えられた餌を与えます。

▲パソコン上のシステムで牛の健康状態などを確
認。牛の状態に合わせてその日の仕事内容を検討。
◀▲餌寄せ・餌やりが終わると、お腹がすい
ていたのか、すぐに餌を頬張りはじめました。

最新のほ乳ロボット
導入による省力化
中村農場の子牛専用の牛舎へ
伺うと、牛舎の天井から何かが
ぶら下がっていました。
これは、﹁ほ乳ロボット﹂と
呼ばれる最新の酪農用ロボット
で、決まった時間になると、天
井に設置されたレールの上を移
動しながら、子牛にミルクを与
えてくれるものです。
ロボットを導入する前は、手
作業で子牛用のミルクを作り、
牛用のほ乳瓶を使ってミルクを
与えていましたが、このロボッ

あります。どうすれば牛がストレスを感じずに過ごせる
は、既に家業である酪農を継ぎたいという思いがありま

かを考えて試行錯誤した結果、生乳の量や質の向上に繋
した。ほかの仕事に就こうと考えたことはありませんで

がった時は本当にうれしいです。そういう意味では、酪
したし、子どもの頃から仕事の手伝いをしていたことも

農は自分の努力が直接結果に結びつく仕事だと思います。
あって、自然と酪農という仕事の魅力に気づいていたん

ただ、逆に大変な部分もあって、生き物を相手にして

酪農家
中村 弘樹さん

︻ 鉱塩 ︼

酪農の仕事に欠かせないものたち
︻ バルククーラー ︼
ミネラルなどを固形化した餌。
牧草などには含まれない塩分を
摂取することができる。

︻ バンカーサイロ ︼

生乳専用の冷蔵タンク。搾りた
ての生乳を急速に冷却して、品
質の劣化を防ぐ。

︻ 飼料タンク ︼
牛の餌を作るための施設。牧草
などを詰め込んだ後、シートを
かぶせて発酵させる。

﹁令和元年牛乳乳製品統計調査﹂

農林水産省

﹁牛乳乳製品の知識﹂

一般社団法人Ｊミルク

■出典

いたします。

この場をお借りして深く感謝

制作することができました。

さんの全面的な取材協力により

本特集記事は、中村農場の皆

には感謝せずにはいられません。

真剣に向き合う酪農家の皆さん

日本の食を支え、日々乳牛と

ました。

げであることを目の当たりにし

携わる多くの方々の努力のおか

にできるのは、こうした酪農に

が毎日安心して牛乳乳製品を口

今回の取材を通して、私たち

ついてお伝えしました。

を続けている酪農家の取組みに

るために、日々さまざまな努力

今回は、良質な生乳を生産す

おわりに

配合飼料と呼ばれる粒状の餌を
保管するもの。取り出しがスムー
ズに行え、残量が一目で分かる。

清里町出身。帯広農業高等学校卒業後、北海道立農業大学
校へ進学。畜産経営学科で酪農に関する専門的な知識を習
得した後、地元清里町で家業である酪農の道に進む。
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くありましたが、今は完全にス
トレスフリーになりました。ほ
乳ロボットを導入したことで、
かなり仕事の効率化が図られま
した。﹂と中村さん。
仕事の効率化と生産性の向上
に向けて、さまざまな取組みを

自分が将来どのような仕事をしたいかを考え始めた時に

行っています。

族との時間を作るのが今後の目標です。

トを導入したことで、時間を有

について責任感を持って取り組まなければならないと感

効に使えるようになったといい

仕事の省力化・効率化を進めて、経営の改善と併せて家

ます。

なったので、事業内容や資金面など、今後の農場の展望

﹁このロボットは、子牛にミ

そのため、将来的にはロボットの導入や人の雇用など、
そんな自分も今では父から農場を譲り受けて経営者と

ルクを与えてくれるのはもちろ

すべての酪農家にとって共通の課題だと思います。

んですが、粉ミルクさえセット

の自分がいるんだと思います。

しておけば、自動でお湯と粉ミ

り、出掛けたりする時間が少ないのは辛いことですし、

ルクを混ぜて牛用のミルクを作

の中で発見があって、それが経験として積み重なって今

ってくれるんです。ロボットで

小さな子どもがいる自分にとっては、子どもと遊んだ

すから、手作業でミルクを作る

況でした。それでも毎日仕事をする中で、少しずつ自分

よりも量や温度も正確です。

なく、長期の休みを取るのも難しいのが現状です。
ぱいで、ただただ目の前の仕事をこなしていくという状

以前は自分で決まった時間に

があります。そのため、丸 1 日休みという日はほとんど
就農したばかりの頃は、仕事の手順を覚えるのが精いっ

ミルクを与えなければならなか

酪農の仕事のやりがいは、生乳の生産量と質の向上に

2021.1
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いる仕事だからこそ、基本的に毎日牛の管理などの仕事
だと思います。

ったため、ほかの仕事をするに

「今年で酪農を始めて 18 年目を迎えます。学生時代、

も時間の制約を受けることが多

生産者インタビュー

じています。

