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試験場の役割と研究方向

全道的な視野で酪農に関する総合的な試験研究を行い、環境に

配慮した低コストで安全・高品質な牛乳の生産技術の開発を進めて

います。具体的には、飼料自給率向上のための飼料作物の品種改

良、草地管理、飼料調製、乳牛飼養などの生産技術や家畜ふん尿

の処理・利用の技術開発に取り組んでいます。
同時に、釧路・根室圏を対象に、地域に密着した試験研究を行うと

ともに、新しい技術の実証と普及を進めています。
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至 別海町

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
農業研究本部根釧農業試験場
東経 144度59分
北緯 43度32分
標高 約 50 m

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構
農業研究本部根釧農業試験場

1927(昭和 2)年

1950(昭和25)年

1964(昭和39)年

2003(平成15)年

2010(平成22)年

中標津町桜ヶ丘に北海道農事試験場根室支場とし

て設置される。

農業試験研究機関の整備統合に伴って北海道立農

業試験場根室支場となる。

本・支場制の廃止により、北海道立根釧農業試験場

となる。

現在地に移転し、庁舎と試験牛舎等の施設が一新さ

れる。
道内22試験研究機関を統合した地方独立行政法人

が創設され、北海道立総合研究機構農業研究本部

根釧農業試験場となる。

至 別海町

主任普及指導員上席普及指導員

北海道農政部食の安全推進局技術普及課

主査（地域支援）

根釧農業試験場技術普及室

主査（機械施設）

乳牛グループ
研究主幹

飼料環境グループ
研究主幹

地域技術グループ
研究主幹

主査（草地環境）

主査（地域支援）

主査（繁殖）

主査（作物）

主査（飼養）

地方独立行政法人

北海道立総合研究機構農業研究本部根釧農業試験場

場　　長

総　務　部　長

主査（経営）

主査（総務）

主査（調整）
総　務　課　長（兼）

研  究  部　長

◎ 職  員  数  （Ｈ25.6.1現在） ◎ 家畜頭数  （Ｈ25.6.1現在）

研 究 職 員 25名 乳　 牛 成   牛 99頭

技 術 職 員 20名 育成牛 64頭

普及指導員 3名 めん羊 15頭

事 務 職 員 6名

　合　　計 54名

◎ 敷地面積
牧草地・放牧地 126ha
試 11ha施
設 141ha

　合　　計 278ha
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健康増進

省力・低コスト

人と牛と環境に
やさしい酪農を

めざして

環境と調和した高品質粗飼料の生産に向けて
（飼料環境グループ）

酪農地帯の豊かな自然と調和した生産性の高い草

地管理技術確立のための試験研究を行っています。
・環境に配慮したふん尿施用と化学肥料低減技術
・酪農が環境に与える影響の評価（温室効果ガス発生予測
や河 川水質保全のための草地 肥培管理と緩衝帯などに
よる負荷軽減 ）

・生態機能を活用したリン肥料の低減技術の開発 根釧地域主要
土壌の断面（草地環境）

○高品質飼料の栽培、家畜ふん尿利用などの実規模での試験支援や試験場で飼
養する乳牛の餌生産も実施しています。

持続的な酪農経営や地域農業の活性化に関する試験

研究を行っています。
・草地型酪農経営の展開方向

・新技術の経済性評価と導入場面の設定

・高収益酪農経営の確立に向けた経営管理手法

TMR センター設立
と運営支援

（経営）

低コストで省力的かつ乳牛の健康向上を目指した酪農機

械および牛舎施設の試験研究を行っています。
・高品質粗飼料（牧草サイレージ）の効果的調製技術
・乳牛の健康維持増進のための削蹄・蹄浴技術
・酪農雑排水の浄化システムの開発
・酪農機械の性能評価と利用技術

（機械施設）

根釧農試型酪農雑排水

の浄化システム

乳牛の繁殖管理や生産寿命の延長をめざ

した健康管理ついての試験研究を行っていま

す。
・乳牛における子宮内膜炎の発生要因解明と予防
指針の作成
・乳牛の周産期飼養条件と健康度モニタリング（血
液検査）による繁殖改善

乳牛の発情期行動
（繁殖）

自動計量飼槽による
飼養試験の精密化

北海道の豊かな土地資源と自給飼料に立脚し
た乳牛の飼養管理に関する試験研究を行って
います。
・自給飼料に立脚した乳牛の飼養法改善（特に周産
期を中心にして）
・温室効果ガス（メタン）発生量低減に向けた飼養法
開発
・北海道に適した集約放牧技術

（飼養）
牧草現地選抜試験

良好な自給飼料基盤を支える牧草と飼料用とうもろ

こしの栽培・利用法の試験研究や品種選定・選抜を

行っています。
・現地選抜を活用した効率的な新品種の育成

・土地条件に合った低コスト安定栽培技術の開発

・衛星データ、地理情報を活用した植生診断など情報シス

テムの開発 （作物）

地域の活性化支援に向けて
北海道農政部食の安全推進局技術普及課

根釧農業試験場技術普及室

総務部

試験場の運営に関する事務全般を担当しています。

研究支援

地域とともに開発された新技術の導入や現地における実

証試験に取り組んでいます。
・集約放牧技術や放牧地を対象とした簡易追播技術の現地指導
・家畜ふん尿を有効利用した草地施肥管理技術などの指導
・スラリー散布に伴う臭気低減のための散布計画策定支援と実証

放牧地を対象とした簡易

追播による植生改善

（地域支援）

研究内容と分担

根釧農業試験場や関係機関・団体と連携し、農業

改良普及センターが行う普及活動の支援や根釧農

試研究部と技術体系化チームを編成して、新技術

の総合化と実証に取り組みます。
・農業試験場で開発した諸技術の普及
・農業改良普及センター活動の支援
・地域農業技術支援会議

による地域ニーズの把
握と地域課題の解決

現地指導風景

○各種試験に用いる乳牛150頭前後（成牛・育成牛）と餌の消化率測定に用いる
綿羊15頭を日々管理しています（搾乳や給餌、体重測定など）。

自給飼料主体で健康的な乳牛の飼養管理に向けて
（乳牛グループ）

持続的な酪農経営の発展と地域農業の活性化に向けて
（地域技術グループ）

観測地 根雪始 根雪終 耕鋤始 積雪期間

中標津 12月12日 4月 1日 5月 7日 120日 2241 ℃ 630 mm 633 時間

長　沼 12月 8日 4月 5日 4月15日 119日 2618 ℃ 528 mm 748 時間

芽　室 12月 4日 4月 8日 4月18日 126日 2519 ℃ 570 mm 632 時間

訓子府 12月 7日 4月12日 4月30日 127日 2440 ℃ 491 mm 752 時間

浜頓別 11月25日 4月16日 4月24日 143日 2299 ℃ 443 mm 753 時間

※値は平成25年時点における農業試験場作況調査平年値（平成15～24年の平均値）。

農耕期間（5月～9月）の合計

日照時間降水量積算気温


