
家畜糞尿の畑地還元をめぐる諸問題

士幌町に於ける肉牛ふん尿の畑地還元

今回司朗
(士幌町農業協同組合)

1. 士幌町農業の概要

士幌町は，十勝平野の北部に位置する人口約

7，000人の純農村であるo 本町の農業は十勝農

業地帯区分によると，十勝内陸地帯に属し，畑作

農業地帯とされ，事実，本町の農業は畑作専業農

家の占める割合が高く 農家は専業化が進んでい

るo

表 1 士幌町農業の概要
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畑作農業の主要作付作目は，馬鈴しょ重点の根

菜作付方式となっており，畑面積の約60%が根菜

の作付である。乙れは，本町の農業が寒冷地安定

作物である根菜を中心とし，農産物の付加価値を

高めるため馬鈴しょコンビナート等を拠点として

進展して来た結果によるものである。

一方畜産は乳牛と肉牛が主体であり，最近では

肉用牛の頭数が急速に伸びてきている。

2. 畑作経営の地力維持対策

本町の耕地はその約90%が十勝岳，雌阿寒岳l乙

由来する火山灰土であり，気象条件が冷涼な乙と

もあって土地生産力は高い方で、はない。農業試験

場による地力保全調査でも，生産力分級では耕地

の大部分がE等級にランクされている。

畑作経営の専業化が進む過程のなかで，経営の

無畜化，根菜作の増加が同時進行しており，畑地

生産力の維持のために無機質肥料の多用が続けら

れて来た。その結果今日では畑作物の品質低下

(土壌病害の多発，澱粉含量，糖分の低下傾向な

ど人と生産の頭打ちという困難が生じ，畑作経

営の地力維持をどう進めるかが，課題となってい

る。

有機物の畑地還元は，地力対策の有効な手段の

ひとつとして昔から云怯れており，関係機関など

からも指導されて来たが，畑作専業化のもとでは，

有機物の確保は相当の困難がある。

十勝の畑作では，地力維持のために最少限度で

も年10t /10 aの堆肥が必要とされており，増進

のためには20t /10 a以上と云はれている。

いま，限られた堆肥を有効施用するため，施用

効果が比較的出現し易いてん菜に投入すると，本
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町のてん菜の作付率が畑地のほぼ255ぢであるから，

4年で 1順することになり，最少限度としても40

t/l0aの施用が必要となる。したがって士幌町

全体の畑作としては，てん菜2，300んに対し

92，000 tの堆肥が必要というととになる。

本町の酪農経営は，畑作経営にくらべて戸数も

少なく，その分布も地域的に偏在しており，そこ

で排出されるふん尿は，その大部分が酪農経営内

で消費されるため，畑作えの還元量は，わずかな

ものである。

3. 地域循環による肉牛ふん尿の畑地還

元方式

食生活が改善されてくる過程のなかで，肉の需

要が増大する見通しから，士幌で、はホル牡牛の付

図1 地域有機物循環システム

加価値を高めるために早くから肉用としてその肥

育が進められてきた。

肥育についても，その生産性を高めるため，大

規模な集中管理を行うセンタ一方式を採用してき

たが，この肉牛センターを畑作地帯に設置するこ

とにより，畑作経営に有機物を供給して地力の維

持増進に寄与できるよう，システム化を進めてき

Tこ。

このシステムは肉牛センターを核として，近在

畑作経営者が，地力増進組合を組織し，堆厩肥等

有機物の還元を受けるとともに，畑作の副産物で

ある麦稗等の敷料を肉牛センターに供給すること

により地域に於ける有機物の循環を行なおうとす

るものである。

地力維持増進対策等技術指導
士幌農協

交換耕作等土地利用の有効化

麦カン等敷料の供給

図2 士幌町肉牛センターの配置図
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地力増進組合では，肉牛ふん尿の有効，効率利 スラリー排出がなくなったことによって，堆厩肥

用をはかるため，肉牛センターに堆肥盤，スラリ としての排出量が増加し，半数以上の地力増進組

ーストアを設置し，また，ショベノレローダー，マ 合では堆肥盤の増設を行なっている。

ニアスプレッター，スラリースプレッタ一等の機

械を導入して体制整備に務めてきた。

しかし最近では，肉牛舎の床構造が改善された

乙とにより，ふん尿スラリーの排出がJ 1'"'-' 2の

センターを除いてなくなったため，スラリースト

アの利用について新らたな問題が発生している。

また堆肥盤については，肉牛飼養頭数の増加と，

表 2 肉牛センターと地力増進組合の関係

4. 肉牛センターと地力増進組合の関係

地域農業複合化の乙ころみとして，有機物の地

域循環システムを肉牛センターと地力増進組合と

の聞で実施しているが，両者の聞には有機物の循

環にかかるさまざまな問題が内在している。

~ 
肉牛センター 地力増進組合
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(1 ) 肉牛ふん尿の供給

肉牛センターでは，多量のふん尿が敷料と共に

排出されるが，これらのふん尿混合物は堆肥盤に

搬出される。堆肥盤えの搬出は肉牛センターの仕

事であり，堆肥盤上で地力増進組合に引渡される。

引渡しは，地力組合が堆肥盤から持出すときに，

両者立会して計測し終了する。引渡し価格は1，500

円/tとすると乙ろが多い。

堆肥盤に搬出されたふん尿混合物は，地力組合

が堆肥化作業の責任を負っているo 堆厩肥原料(

(ふん尿混合物)は原則として，全量が地力組合

え渡される乙とになるが，センターでの自家消費

及び第三者えの供給は地力組合の合意が必要とな

っている。

肉牛センターでは，敷料の大部分が木質材(パ

ーク，オガ屑など)を使用しており，これら敷料

の代金は相当多額となっている。したがって，肉

牛センターとしては敷料代金を堆厩肥の代金で埋

合せたい，と希望するため，地力組合に引渡す堆

厩肥の単価についての問題がある。

一方，地力増進組合側としては，堆厩肥，スラ

リー関連諸施設の貸付料，維持管理費等を負担す

るため，これら経費が原料費に加算されるので，

堆肥コストが上昇し，肉牛センターの希望には簡

単に応じられない状況にある。

最近ではこの問題の対処として，麦稗と堆厩肥

を交換する方法をとるところもでてきたが，交換

方法について矢張り問題が残っている D

(2) 麦稗の供給

肉牛センターで使用する敷料は，年々その手当

が困難になり，麦稗を敷料として使用したいとい

う希望が多い。一方，畑作経営では，麦稗をその

まま畑地にすき込むより堆肥化した方が効果的で

あるとの判断から，麦稗の供給を行なうようにな

った。

麦稗の供給については，堆厩肥原料が有償であ

ることから麦稗も有償とし，供給単価は 6円/kg

とすると乙ろが多いが，地力増進組合によっては

差のあると乙ろもある。麦稗の結束，運搬は原則

として肉牛センターの負担で実施しているが，地

力組合で運搬する場合もある。

前述したように，地力組合によっては，麦稗と

堆厩肥の交換を行なうところもあり，その場合の

交換率は麦稗 1t ~乙対し堆厩肥 4 tとする場合が

多い。乙の場合でも余剰の堆厩肥は 1，500円/t

で引渡しを受けているロ

麦稗の単価については，供給する地力組合の側

が問題を感じているo

5. 堆厩肥畑地還元の問題点

(1) 堆厩肥の畑地還元量

本町では，畑作経営の地力対策のひとつとして，

地力増進組合による肉牛ふん尿の畑地還元を実施

していることは前述の通りであるが，現況では畑

作農家の約38%が組織されているにすぎない。

肉牛センターで排出されるふん尿堆厩肥を全量

畑地に還元しても，最低必要量の60%を満すだけ

である。この点からみると，本町の畑作ではまだ

まだ堆厩肥の量が不足の状態である。

(2) 堆厩肥の効果

しかし畑作経営の側では，堆厩肥の施用につい

て様々の問題をかかえており，堆厩肥の畑地還元

について消極的な場合が多い。その原因のひとつ

として，堆厩肥の施用効果が解りづらいというこ

とカ三ある。

農家はa 堆厩肥施用効果の判断基準を，作物の

収量，品質向上においている。農業といえども，

経済行為である以上，当然の判断基準と云うべき

であろう。

本町の場合，一般的には堆厩肥の施用量は 3""'"

4 t /lOaが多く，大部分がてん菜に対して施用

されている。施用される堆厩肥，特に肉牛のパー

ク堆厩肥については，充分な切り返し等が行なは

れないことが多く，その結果未熟な状態で施用さ
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れることになる。また，馬鈴しょについては，堆

厩肥の施用によって徒長や，ソーカ病が多くなる

と感じている農家が多い。したがって施用効果も

判然としないζとが多く，その結果，堆厩肥は効

果がないという判断がなされる。

これらの点については，農業技術指導者の側に

も責任はあり，農家を納得させ得る，現場での実

証データーに之しい乙とが指摘されよう。

今日まで畑作農家は，化学肥料を主体として作

物生産を行ない，収量も伸して来たという実績が

あり s 今後も乙の状態を維持できるだろうと考え

るものが多い。ただ最近になって，農産物の品質

低下や，生産の頭打ち現象に，ばく然とした不安

を感じており，何等かの対策が必要であると考え

るようになっているO 地力増進組合の堆厩肥畑地

還元努力も，乙の対策の現われと云えよう。

(3) 堆厩肥の価格

堆厩肥施用の消極的なもうひとつの原因として，

堆厩肥の価格がある。

現在本町の地力増進組合では， 1，500円/tを

基準として肉牛センターから供給を受けるところ

が多いが，前述のように乙の価格は堆厩肥の原料

単価である。したがって，堆肥化のコストを加え

ると， 2，500円/t前後になるものが多いと思は

れる。いまこれをlOa当4t施用したとすれば，

10 a当りの肥料代にも匹適する金額となるo

勿論，堆厩肥の効果は単年度限りのものではな

いと考えられるので，単年で投資を回収する乙と

は適当ではないが，前述のようにs 堆厩肥の施用

効果が解りづらいこともあって，堆厩肥の価格は

高いという印象を与えている。

以上で士幌町に於ける肉牛ふん尿の畑地還元に

ついて，その現状と問題点の概要を述べたが，家

畜ふん尿有機物の循環をめぐる地域農業複合化は，

畜産経営と畑作経営の両者にしっかりとした確か

なメリットがなければ成功し難いものと考えら

れるが，両者の利害を一致させる乙とは，大変む

づかしい問題である口

今後とも，関係機関の御指導を得て，円滑な発

展に努力したい。
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