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畜産の情報　 2018. 2 31

（注３）  松木編著（2016）p.ⅱより引用。

（注４）  松木編著（2016）p.ⅱ、アニマルウェルフェア畜産協

会（2017）を参照。

（注５）  畜産技術協会「アニマルウェルフェアの考え方に対応し

た乳用牛の飼養管理指針チェックリストに関するアンケ

ート調査結果」、2017年３月より。有効回答数は

1,968。

（注６）  AW協会（2017）参照。同協会は、乳用牛に加え、豚、鶏・

鶏卵、肉用牛へも認証対象を拡大する予定である。

（注７）  そのため、東京オリパラ2020大会の食材調達基準に

JGAPなどが採用された。

（１）村上牧場の概要

AW的手法を実践する酪農家の事例とし
て、北海道十勝地域清水町の村上牧場を訪問
し、2007年に経営継承した現経営者である
村上博昭氏（注８）（写真１）と、酪農経営スタ

イルの転換と牛乳乳製品加工に取り組んだ先
代経営者の村上勇治氏（写真２）に聞き取り
調査を実施した。
表３に、2017年３月現在の村上牧場の経

営概要を示した。写真１　村上牧場経営者の村上博昭氏

写真２　  先代経営者で（有）あすなろファー
ミング代表取締役の村上勇治氏

３　アニマルウェルフェア的手法に基づく酪農経営の実践

表３　村上牧場の経営概要（2017年３月時点）

飼養頭数 ホルスタイン種　合計81頭
　　搾乳牛35頭　乾乳牛12頭　初妊牛10頭　育成・子牛24頭

平均産次数 3.3産
平均乳量 搾乳牛１頭当たり7000キログラム/年

耕地面積 合計70ヘクタール
　　採草地60ヘクタール、放牧地10ヘクタール（10牧区）

散布肥料 堆肥、尿、鶏ふん、サンゴカルシウム、マグネシウムなど微量元素
　　※無農薬・無化学肥料をほぼ達成

放牧期間 ５月～10月（昼間のみ）

飼料

ラップサイレージ、乾草、青草（夏季）
自家配合飼料
　　配合原料：規格外小麦、くず大豆、ふすま、飼料用米
　　※夏季・冬季ともに粗タンパク質（CP）12%、乾物中TDN76%で調製
ビートパルプ、塩、サンゴカルシウム
　　※飼料は国産100%

生産量 245トン/年

乳成分 乳脂肪3.9%　乳タンパク3.1%　無脂乳固形分8.6%
尿素体窒素（MUN）８～ 17%　体細胞数５万以下

労働力 経営者夫婦２名
資料：村上牧場資料、聞き取り調査より作成
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