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１　はじめに

　本県の和牛繁殖経営は、飼養農家の高齢化の進行や農村の社会環境の変化、さらには飼

料価格や生産資材の高止まりの影響等から飼養頭数の減少が続き、「しまね和牛」の生産

基盤の脆弱化が進行しています。

　
　県では、こうした現状を踏まえ、「新たな農林水産業・農山漁村活性化計画」の第２期

戦略プランにおいて「和牛繁殖産地の再生プロジェクト」を掲げて、「しまね和牛」の産

地再生に取り組んでいるところです。

　産地の再生は、既に繁殖経営を展開されている担い手の皆様への規模拡大の推進と、一

方で、高齢化等により飼養頭数の減少が予想される部分を集落営農組織や農外企業の参入

などにより補うことで、実現していくこととしています。

　また、産地再生を進めて行く上では、放牧を中心とした飼養や地域内自給飼料の活用に

よる低コスト生産を実践することにより和牛繁殖経営の所得を確保していくことが、重要

となってきます。

　なかでも放牧は、和牛の振興に加え、耕作放棄地の解消や獣害被害の軽減、良好な農村

景観の形成など、様々な副次的効果も期待でき、農村集落を維持していく面においても、

重要な役割を果たすものと考えています。

　本ガイダンスは、農家の皆さんが放牧や自給飼料生産など、低コスト生産を実現して行

くための技術や取組を具体的に掲載し、実践に役立てていただくことを目的として作成し

たものです。

　是非ご活用いただき、早速実践に移していただきますことを期待いたしております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２７年３月
　　　　　　　　　　　　　　　　　島根県繁殖和牛低コスト生産推進検討委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　委　員　長　　　生　田　祐　介
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１　現状と課題

　①これまで本県の子牛生産を支えてきた小規模農家の廃業が進み、繁殖農家数が急激に
    減少しています。

  ②企業参入、酪農家などによる新規の飼養や大規模農家が増頭する取組はみられます
　　が、それに対して、小規模農家での減少が大きく上回っていることから、飼養頭数に
　　ついても急激に減少しています。

２　今後の取り組み

　 ①水田、耕作放棄地、里山、公共放牧場、既存の未利用放牧場及び木材伐採跡地などを
　　 活用し、地域実態に適した放牧の実践による子牛生産の低コスト化が求められます。

　 ②稲ホールクロップサイレージ、飼料用米、稲わら等を中心とする生産・供給体制を強
　　 化するなど、自給飼料生産の拡大を図り、冬期粗飼料を確保することで低コスト化を
　　 進める必要があります。

　①飼養者の高齢化が進み70歳以上が半数近くを占める現状にあり、今後廃業が進むこと
　　が懸念されます。
　
　②40歳未満の飼養者はわずか3％で、新規参入者、経営を継承する後継者は希少です。

　 ①平成２０年頃から原油価格や飼料価格が急騰して以来、資材の高止まりにより生産
　　 コストがアップしています。
　
　 ②島根県の子牛価格は、全国平均より４％程度低価格で推移していますが、和牛肥育
　　 用素牛の不足から、全国的に過去に例をみないほどの高値で推移しています。

 第１章 和牛繁殖における課題と今後の取り組み 

 （１）繁殖牛の飼養頭数が急激に減少 

 （２）飼養農家の高齢化と後継者不足 

 （３）生産コストの上昇と島根の子牛価格 

 （１）低コスト生産の推進 
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　 ①集落営農組織の土地集積力を活用した放牧飼育を推進することにより、和牛繁殖経
　　 営の新たな担い手を確保する必要があります。

　 ②農外企業が繁殖経営を開始する事例がみられることから、今後さらに農外企業の新
　　 規参入を促進する必要があります。
 
   ③既存の繁殖経営の後継者確保やスムーズな経営継承を図るための法人化の促進が求
　　 められます。
　
   ④酪農家による繁殖牛飼養や乳用牛への受精卵移植による和牛子牛生産の促進が求め
　　 られます。

　 ①哺乳ロボットによる子牛育成や監視カメラによる分娩管理など、新しい技術の活用に
　　 よる飼養管理の省力化を進める必要があります。
 
　 ②受精卵移植技術を活用した子牛生産の効率化を進める必要があります。
　
   ③キャトルステーションやキャトルブリーディングステーションなど、繁殖牛や子牛を
　　 一括して管理する施設の整備による飼養管理の分業化が求められます。

 （２）飼養管理の省力化の推進 

 （３）新たな担い手の確保 
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１　放牧に取り組む

 第２章 みなさんが低コスト生産を実現するための技術 

 （１）放牧の目的 

 （２）放牧に必要なもの 

 ① 牛舎管理作業の省力化 

 ② 飼料代の節約 

 ③ 遊休農林地の管理 

 ④ 獣害抑制 

放牧に必要な機材、条件 

 

①電気牧柵：電牧線の高さは地上から60㎝、90㎝の2本張りが基本です。 

 

②給水施設：成牛は、夏場は一日に50ℓ近くの水を摂取します。 

      放牧地に水路等がない場合は給水タンク等が必要です。 

 

③日 陰：立木がない場合、真夏は牛が休憩できる日陰が必要です。 

 

④放牧牛：牛は原則2頭以上、1頭では行動範囲が狭くなります。 

     放牧の経験のある牛を使いましょう。 

     放牧に慣れていない牛を使う場合は電気牧柵に慣らして(馴致）から、放牧 

     経験牛と一緒に放牧しましょう。 
 
⑤捕獲施設：簡易スタンチョンまたは追い込み施設を設けることで、牛の捕獲が容易に 
      なります。 

  

電気牧柵用資材一式 

 電牧器・支柱・電牧線 

 アース棒 

 ゲートハンドル 
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給水施設 

 給水タンク・ フロート付飲水器 

簡易捕獲施設 

 移動式連動スタンチョン(2頭用） 

 （３）放牧できる土地 

牛が食べる草があればどこでも放牧できます。 

【利用方法】 

秋に牧草を作付すると3月～7月まで放牧できます。 

飼料用稲を作付して、立毛放牧すると晩秋まで放牧期

間が延長できます。 

水田放牧は水田活用の直接支払交付金の対象となりま

す。 

稲刈り後は、再生イネ（ひこばえ）の除去を目的に放

牧します。 

①  水 田 

【留意点】 

ぬかるみ対策：過放牧にならないようにします。 

ブロックローテーション：他作物と組み合わせることで、毎年同じ圃場での放牧を避け

ることが好ましいです。 

②  遊休農地 

【利用方法】 

ススキ・クズなどに覆われた土地であれば5月～10月まで放

牧できます。 

除草効果は抜群です。特にクズは3年連続で放牧するとなく

なります。 

イノシシ、サルなどの出没が抑制されます。 

セイタカアワダチソウも生育初期であれば採食します。 

放牧開始後5年程度は牧草等播種しなくても野草が再生しま

す。 

【留意点】 
ガマなどが繁茂している場所は湿田なので原則、放牧は避
けたほうがよいでしょう。 
連続して放牧していると草生(草量）が変化して牛が食べ
ない草が増えてきますが、牧草やシバの作付により、草地
として再生する方法もあります。 

放牧前 

放牧後 

③  山林・竹林 
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③  山林・竹林 

【利用方法】 

スギやヒノキの造林地の下草刈に放牧を活用します。 

広葉樹の林(里山）を活用すると放牧面積が広がり、獣害

の抑制にもなります。 

伐採した竹林に放牧すると、竹の再生が抑制されて、竹

林の拡大防止になります。 
 

【留意点】 

大きくなった針葉樹林や伐採直後の竹林では、牛が食べる草があまりありません。牧草の

播種や補助飼料が必要になります。 

④ 伐採跡地 

【利用方法】 

伐採後、クズやササに覆われ順調な再生がなされて

いない山に放牧します。ササは冬場の飼料として活

用できます。 

 積雪の少ない地域では11月～翌年の3月まで放牧

が可能です。 

 クマザサやチュウゴクザサは放牧を継続すると再

生しなくなり、造林や広葉樹の再生が可能になりま

す。 

【留意点】 

 山林を活用する場合は、水飲み場の確保が重要です。また、傾斜のきつい場所や、がけ

など事故の確率の高い場所は要注意です。 

 （４）放牧地の管理 

草がなければ放牧ではない。 

放牧地の草種、草量は牛の栄養状態や放牧期間に大きく影響します。継続して放牧地とし
て利用するためには牛の食べる草を十分確保するための管理が必要です。 

①  牧草・シバ等の作付 

放牧地に作付する牧草は、永年牧草(オーチャードグ

ラス、トールフェスク、クローバー等）が主体です。

水田ではイタリアンライグラス、テトリライトなども

利用します。これらは夏には草勢が低下します。夏場

の草量を確保するには、シバやセンチピードなど暖地

型の草種(5月～10月が生育期）を使います。シバは初

期生育が遅く、放牧地全体に広がるまで時間がかかり

ますが、1度定着すると放牧を継続する限りシバがな

くなることはありません。 シバ草地 
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②  雑灌木除去 

山林を伐採して造成した放牧地や放置期間が長い耕作放棄地では、ノイバラやカラスザン

ショ、ヌルデ、アキグミ、タラなど雑灌木が生えてきます。これらは牛が食べないので、

増えていきます。 
 特にノイバラ、タラなどは棘があり、成長がはやく大きな株になるのでとても厄介です。

ノイバラ タラ カラスザンショ 

③  牛の食べない草 

チカラシバ サルトリイバラ スゲ 

④  食べてはいけない草 

馬酔木 キョウチクトウ ワラビ 

水飲み場や餌場付近、放牧場の出入り口付近は牛が集まるのでどうしてもぬかるんできま

す。特に水田では、牧柵の周りなど牛が多く歩く場所がぬかるみになります。 
 基本は過放牧にしないこと、休牧期間を設ける、水飲み場や餌場を移動するなどの対策
をとりましょう。 

除去方法等 

①早春からの過放牧による抑制 

②出穂前（夏期）の刈払い 

③刈払後の耕起（水田なら復田、湛

水） 

除去方法等 

①１年２～３回の刈払い 

  特に結実前 

②幼令時の除草剤（ラウンドアッ

プ） 

除去方法等 

①乾田化（排水対策） 

②耕起による草地更新 

除去方法等 

①伐採 

②伐採後、株にラウンドアップ等

塗布して完全に枯死させること 

除去方法等 

①伐採（伐根） 

②キョウチクトウのある場所に放

牧しないこと 

除去方法等 

①年３回の刈払いを２年以上継続する 

②除草剤（マージラン）散布 

③石灰散布 

⑤  ぬかるみ対策 
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 （５）周年放牧と親子放牧 

①  周年放牧 
草の量が少なくなる冬季も継続して1年中行う放牧を周年放牧といいます。 

一方、草の生育が旺盛で牛の食べる草の量が十分確保できる春～夏にかけて放牧すること

を季節放牧といいます。 

②  周年放牧のメリット 
周年放牧を行うと、飼養頭数に対し、常時牛舎にいる牛の頭数が限定されるので、飼養規

模より牛舎面積が少なくて済みます。また、年間を通して牛舎作業労力が軽減されます。 

③  周年放牧の留意点 
周年放牧を行う場合、冬場は放牧地の草だけでは不足します。補助飼料(粗飼料含む）が

必要です。そのための飼料代と給与作業労力は掛ります。 

また、冬場は天候により放牧地のぬかるみが多くなります。季節放牧より広い放牧面積が

必要となりますので山林や伐採跡地など有効に活用するとよいでしょう。 

牛は寒さには強いのですが積雪量が多いと行動が制限されます。30センチ以上の積雪量の

ある地域での周年放牧は困難です。冬季間は積雪の多い地域から積雪の少ない地域への広

域移動放牧という手法も活用できます。 

④  親子放牧 
放牧地の条件が良い場合、分娩直後から親子で放牧し、出荷まで放牧する方法を親子放牧

といいます。 

繁殖経営では一般に分娩と子牛の育成は牛舎内で行います。放牧を取り入れた経営でも分

娩1～2か月前から受胎確認、離乳までの期間は牛舎内で飼育する場合が多く、放牧する牛

は妊娠牛が主体です。 

⑤  親子放牧の留意点 
分娩事故のリスクは高いので、基本牛舎内の分娩がおすすめです。放牧場で分娩させる場
合は狭い牧区で観察できる場所を選びます。 

親子放牧の場合、子牛の発育と捕獲方法が課題です。放牧場内に子牛だけが入れる囲いを

設置します。その中で子牛を捕獲し、また子牛だけが食べれる餌場を設置しましょう。 
親牛と一緒に放牧地を移動することは子牛にとってかなりの負担です。親子放牧の期間中
は草の量が十分ある場所を放牧地とします。 
また、牛舎から出入りが可能な場所を放牧地とし、親子放牧の期間中は昼夜放牧ではなく、
制限放牧(夜は牛舎に入れる）とする手法もあります。 

 （６）放牧牛肉の生産 

放牧牛肉生産とは 
不妊牛を放牧しながら肥育する方法です。 

 ① 放牧期間中は濃厚飼料を与えない 

 ② 5か月以上放牧し、放牧場からすぐ屠畜場へ出荷する。 

 ③ 放牧牛肉は赤味が多く、共役リノール酸など体に良い成分が多く含まれています。 



出荷体重 精肉量

500㎏ 160㎏

－９－

利益
（円）

200,000

経費(加工手数料
等）（円）

120,000

販売額
(円）

320,000

【放牧牛肉販売の試算】 



【稲ホールクロップサイレージを生産しよう】

①栽培品種

②栽培のポイント

 ｱ)　栽培の基本

 ｲ)　収穫時の圃場の乾燥化

 ｳ)　倒伏防止
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　倒伏防止のためにも中干しや早期落水が重要となります。

２　水田を活用した自給飼料生産に取り組む

収穫された稲ホールクロップサイレージ

　栽培においては、特に以下の点に注意して栽培管理を行う必要があります。

　栽培の基本は食用稲と変わりませんが、栽培の目標は茎葉を含む全量の多収と栄養価やサ
イレージ品質を高めることです。
　省力・低コスト化のために、多肥栽培や堆肥の活用、直播栽培などを積極的に導入し、多
収とコスト削減に努めることが重要です。

ホールクロップサイレージ用稲の収穫風景

　ホールクロップサイレージ用稲は、米の食味を考慮する必要が無いので比較的柔軟な昨
期・作型の設定が可能となります。

　本県において、鉄コーティングによる直播栽培を実証した結果、育苗経費が１０アールあ
たり６千円程度（生産費全体の12％）削減できました。

　倒伏してしまうと、収穫作業に時間がかかるだけでなく、稲が水分過多になったり、泥の
混入でサイレージの品質低下につながります。

　茎葉を含む全量の多収生産を目標とするホールクロップサイレージ用稲では、倒伏を生じ
ない限り増肥による多肥栽培を行います。

　収穫を効率的に行うには、大型機械がスムーズに稼働するよう、収穫時の地耐力を高く保
つ（圃場の乾燥化）必要があり、中干しの徹底や早期落水等、収穫時に圃場を乾かすための
水管理が重要になります。

　稲ホールクロップサイレージとは、稲の実と茎葉を同時に収穫し、サイレージ発酵させた
牛の飼料です。
　稲ホールクロップサイレージは、地域内で生産される自給飼料として、また水田の有効活
用という面から全国的な関心も高く、近年島根県でも急激に作付面積が増加しています。

　稲ホールクロップサイレージは、より「品質の高い」ものを、より「多く」、より「安
く」生産することが求められ、これら３つの点をクリアするためには、品種、栽培方法、適
期収穫、収穫調製作業などがポイントとなります。

　稲ホールクロップサイレージに適した品種は、食用米として栽培されるものと異なる特性
が求められ、多収性、耐倒伏性、耐病虫性を備え、地域の気候条件等にあったものを選ぶこ
とが大切です。
　島根県では、奨励品種として「夢あおば(早生)」、「ホシアオバ(中生)」、「クサホナミ
(晩生)」、「リーフスター(極晩生)」、「たちすずか(極晩生)」を推奨しています。

　栽培は、基本的に食用米に準じて行いますが、使用する農薬が異なりますので、注意が必
要です。

　収穫適期が食用米の完熟期に対して乳熟期～黄熟期に早まることと、品種の熟期を勘案し
たうえで、食用米や他作物と作業が競合しないようにします。

 （１）稲ホールクロップサイレージの生産と利用 



 ｴ)　雑草防除

③ 収穫適期

④収穫・調整

⑤サイレージ調製

⑥保管の注意点

 ｳ) ラップに穴が空いた場合は、速やかに専用のテープで補修してください。
　   （そのまま放置すると、二次発酵により品質を著しく低下させてしまいます。）
 ｴ) カラスやネズミの食害を受けやすいので、防鳥ネット等で対策を行う必要があります。

【稲ホールクロップサイレージを利用してみよう】

①肉用子牛への給与
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　ホールクロップサイレージ用稲の作付面積の拡大に伴い、刈り遅れ等による品質低下が生
じる可能性が高まりますので、適期作業を心掛けるなどの注意が必要です。

 ｸ) 乳酸菌等を添加することも効果的
 ｷ) 適正なロールの保管・管理を徹底すること

　逆に黄熟期以降の収穫になると、籾が固くなり、子実部分が消化しにくいだけでなく、物
理的な影響により、ルーメンを痛めることになりかねません。

　稲ホールクロップサイレージは粗蛋白質（ＣＰ）の含量が低いため、多給する場合は大豆
粕等の高蛋白質の飼料で補います。
ＴＤＮ含量も子牛の発育に影響を与えるので注意し、実際の給与では、以下を目安としてく
ださい。

　密封（ラッピング）後１か月程度で給与が可能となりますが、開封後は速やかに給与する
ようにしてください。

　密封されたロールベールは、安定的に長期間保管する必要があります。
　保管にあたって最も重要な点は、サイレージの嫌気的条件（空気が侵入しない状態）を給
与まで確保することで、保管場所の選定、鳥獣害対策を施した貯蔵管理法が求められ、フィ
ルムの破損、劣化、ゆるみ等の発生を防ぐことです。

 ｱ) 原料草が良質であること（ 雑草や病害虫による被害が少なく、倒伏していない）
 ｲ) 適期に収穫すること（ 水分含有率が６５ ％ 以下で、早刈りや刈遅れでないこと）
 ｳ) 適切な収穫調製作業であること（ 土砂の混入がない）
 ｴ) 降雨時や早朝の収穫作業は避けること（水分が多いと、発酵不良となる）
 ｵ) 高密度のロール梱包であること
 ｶ) 収穫したロールを早期にラッピング（６～８層）すること

　ホールクロップサイレージ用稲は、ＴＤＮ（養分総量）含量、籾の糞への排出率や消化
性、収穫時の脱粒性、家畜の嗜好性、水分含量などを考慮すると黄熟期に収穫することが最
も有益です。
　糊熟期以前に収穫調製する場合は、水分含量が高いために不良な発酵になる可能性がある
ことから、予乾による水分調整や乳酸菌の添加などを行う必要が生じます。

　雑草の混入は、ロール品質の低下の懸念が大きく、量が多い場合には収穫機械を詰まらせ
ることがあります。
　食用米栽培同様、ホールクロップサイレージ用稲栽培でも雑草防除が重要です。

　高品質な粗飼料を確保するために、特に適期収穫は重要なポイントとなります。

　稲にはサイレージ調製（ 乳酸発酵） に欠かせない乳酸菌やその栄養源になる糖類が、ト
ウモロコシなどの飼料作物に比べ少ないことから、良質な稲ホールクロップサイレージを生
産するためには、以下の点に注意してください。

　ホールクロップサイレージ用稲は、刈り取った稲をロール状に高密度で圧縮梱包し、ラッ
プフィルムで被覆して密封するロールベールサイレージとして調製するのが一般的です。

　保管にあたっては、以下の点に注意してください。

 ｲ) 保管は、排水が良好で平坦な場所に縦置き２段重ねまでにしてください。
　　 （高く積むと、下のラップが破れたりすることがあります。）

 ｱ) フィルムの巻数は、貯蔵期間の長短にかかわらず６層巻き以上を基本とします。
　長期的（翌年の夏を超える）に保管するロールベールについては、８層巻き以上が望まし
　いです。

   注   意 

   注   意 



＜子牛への給与の目安＞

4 5 6 7 8
稲ホールクロップ

サイレージ 1.5～2.0 2.5～3.5 3.5～4.5 4.5～5.5 5.5～6.5

②肉用繁殖牛への給与

＜繁殖牛への給与の目安＞

稲ホールクロップ
サイレージ

乾草
（低品質）

配合飼料

注）詳細は「第4章3母牛の飼養管理」を参照して下さい。

【稲わらの収集体系は】
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※粗飼料としての給与目安です。他に所定量の濃厚飼料を与えて下さい。

　耕種農家と畜産農家の連携を深めて、県内に賦存する稲わらやもみ殻を畜産農家に提供
し、畜産農家からは完熟堆肥を供給することで、地域資源を有効に活用し、循環させる取り
組みを強化していくことが重要です。

項　目

牧乾草と併用給与する場合は、実際の給与では、以下を目安として下さい。

　稲ホールクロップサイレージはＣＰ及びアミノ酸含量が低いので妊娠期の単独給与は避
け、大豆粕を補給するか、ヘイキューブ等の高蛋白粗飼料を付加します。

月　　　　齢
項　目

（単位：原物kg/日・頭）

　肉用牛経営にとって、地域の稲わらを飼料として活用することは、粗飼料の安定的な確保
やコスト低減など、その経営面において大変有益となります。

　稲わらは、長期間の保存を考えると、適度に乾燥したものが望ましいです。
　本県の秋の不順な天候においては良質な稲わらの収集が困難な場合もありますが、是非と
も確保したい粗飼料です。

7.0～10.0

3.0～4.0

（単位：原物kg/日・頭）

7.0～10.0

4.0～5.0

－

7.0～10.0

4.0～5.0

1.5～2.0

4.0～5.0

維持期
（離乳後）

妊娠期
（分娩前2～3か月）

授乳期

　特に、以下の点に注意して収集する必要があります。

　稲わらの収集体系には、天候や圃場条件、機械装備などに応じて様々な方式があります。

　天日乾燥⇒反転⇒集草⇒梱包の順に調製作業を行います。
・晴天が２～３日継続する頃を見計らって、反転作業を開始します。
・コンバイン排出わらの回収率を高めるためには、無切断の方が有利ですが、回収できな
かったわらをすき込むことを想定して、排出されるわらの長さを調整します。

ここでは、代表的な２つの体系を紹介します。

① コンバイン排出された稲わらを圃場にバラ落としする方法

　どちらの体系も、水分１５％程度まで圃場乾燥できれば、そのまま貯蔵が可能です。
しかし、乾燥が不十分な条件で梱包した場合には、発熱や品質劣化が生ずるので、ラップ
フィルムで密封する必要があります。

　　　　　　　　　　　　稲わら収集作業

 （２）稲わらの収集と利用 



【収集作業のための留意点は】
① 田面の乾燥

② 刈り取り高さ、排出わらの長さ

③ わらの乾燥・反転

④ 梱包・搬出・保管

【コントラクター組織結成の意義は】
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④稲ホールクロップサイレージの収穫・調整・運搬

　以下に、コントラクターの概要を紹介します。

【県内のコントラクターが請け負っている作業は】
①堆肥運搬、散布
②稲わら収集
③飼料用米、ホールクロップサイレージ用稲の作付け

　肉用牛繁殖経営では、その生産環境の変化から、規模拡大と環境問題への対応を迫られて
います。
　規模を拡大して頭数を増やすと、飼養管理が手一杯で飼料を収穫するとか、畑を耕すなど
の自給飼料生産が困難となっているのが現状です。
　これらの、作業を請負う組織として出現してきたのが「コントラクター組織」です。
　特に、水田転作に稲ホールクロップサイレージが大々的に取り上げられたことから、栽培
管理は水稲農家、牛への給与は畜産農家、その間を取り持って収穫調製作業を請負うコント
ラクター組織が急激に増えてきました。
　島根県においても、稲ホールクロップサイレージを中心に稲わら収集を請負う組織も出現
しており、今後は県下一円にコントラクター組織の活動を広めていく必要があります。

② コンバインのノッタ（結束機）を用いて立わらにする方法
　コンバインへのノッタ（結束機）の装着により、結束したわらを排出し、圃場に立てて乾
燥させます。

コンバイン排出わらを１～２回反転し、乾燥後は速やかに収集します。

梱包後は速やかに搬出し、風通しが良く雨の当たらない場所に保管します。

　長期保存のためには、稲わらの水分が15％以下になるまで乾燥させます。
　給与する稲わらは、肝てつの感染を予防するため、収穫後４か月以上経過したものを利用
するようにしましょう。

・立わらは、１本立てでは乾燥の過程で倒れ易いため、穂先を縛って４本立てにするのが一
般的です。
・収穫作業では、乾燥した稲わらを運搬車に人手で積み込んで搬出する方法と、ロールベー
ラーで梱包して搬出する方法があります。

収集・梱包作業を効率化し、わらの乾燥促進と泥の付着防止を図るため、水稲収穫時には田
面をできるだけ乾かしておきます。

わらの乾燥を促し、泥の付着を防ぐため、普段よりも高刈りにします。
コンバイン排出わらの切断長は２０cm 以上にします。

長期保存のためには稲わらの水分を１５％以下に乾燥させます 

 （３）粗飼料確保とコントラクター組織 

■ メリット ■ 

①コントラクターに作業受託することで収穫・調製時期の労働ピークを大幅に削減できま

す 

②飼料生産機械の投資を回避できます 



表１ 超早期母子分離のメリットとデメリット（兵庫・福島、1997＆2004改変）

ポイント１：出生後の適切な処置と十分な初乳の給与

ポイント２：子牛の発育を促すための適切なエサの給与
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　②最初は一握り程度の量を給与し、採食し始めれば徐々に増やしていきます。

　③使用後の哺乳ビンには代用乳の脂肪や蛋白質が残りやすいので、カビが生えないよ
　　うにきれいに洗って乾燥させたものを使います。
　④給与量は・・１日あたり４～６Ｌを目安に、給与回数によって哺乳量を調整します。
　　　最初は、１回１Ｌ程度から開始し、徐々に給与量を増やしていきます。

人工乳(スターター)の与え方：反芻胃の発達を促すため、哺乳期間中にできるだけたくさん食べ
させる。
　①子牛が常に食べられる状態にしておきましょう。

(1)出生後の処置：子牛の正常な呼吸を確認したら、へその緒をヨード剤で消毒し、必要
に応じてビタミン剤や市販の初乳製剤を経口投与した後、母子を同居させます。

代用乳の与え方：毎日①同じ人が②同じ時間帯に③同じミルクを④同じ方法で哺乳する。
　①ミルクの温度は38～40℃とします。
　②誤嚥させないために、必ず立たせて飲ませます。

(2)初乳の哺乳：母子を同居させ、出生後１時間以内に初乳を哺乳していることを確認し
ます。

母牛側

分娩間隔の短縮（1年1産の実現） ほとんどなし
母子分離後の群飼育が容易（糞尿処理の効率化、
発情発見率の向上）
分娩房の使用期間の短縮（牛舎施設の有効利用）
飼料費の削減（母子分離後に維持期の養分量に設
定可能）

１　哺乳ロボットによる子牛育成

　近年、多頭化した和牛繁殖農家において飼養管理の効率化と事故の低減を図りつつ、高
位安定的に付加価値の高い子牛を生産、育成することを目的に、分娩後1週間以内で母子
を分離飼育する「超早期母子分離-人工哺育」技術体系の導入が進んでいます。
　自然哺乳では、母牛に子牛の哺乳をまかせるわけですから、人為的に哺乳する手間が省
けて、管理上のメリットも十分あります。しかし、哺乳子牛は、母牛のコンディションや
持って生まれた泌乳能力の影響を受けて、発育度がばらつき、農場単位でみれば斉一性に
欠けた生育となる危険性をはらんでいます。経営が大規模化すれば、このようなマイナス
面の影響は相乗的に大きくなる可能性が高く、安定経営のためにはできるだけ技術体系の
ベースアップを狙いたいところです。このとき、超早期母子分離が注目されることになり
ます。
　超早期母子分離においては、母と子の両面での管理メリットが期待できるとされていま
す（表１）。子牛では発育の斉一性向上や下痢による損耗の減少などが、母牛では空胎期
間の短縮効果が示され、県外での試験や実証例もあります。

メリット デメリット

子牛側

下痢の減少、軽度に経過→治療費の節減 代用乳給与の手間
哺乳瓶に慣れて投薬がしやすい 代用乳・人工乳のコスト
子牛が人に慣れる 哺育管理スペースの確保と施

設の設置発育の斉一性が向上
胃の発達の促進

 （１）はじめに 

 （２）超早期母子分離した子牛の管理上の留意点 

 第３章 みなさんが飼養管理の効率化に取り組むための技術 



乾草の与え方：良質乾草を少量給与する。

水の与え方：きれいな水を自由飲水させる。

離乳の時期：生後日齢ではなく、人工乳の採食量や体重（目安：80kg）で決める。

ポイント３：子牛が快適に過ごせる環境をつくる

　写真１：哺乳ロボットの設置例 　写真２：哺乳中の状況
　　　　　　（畜産技術センター）
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　③哺乳子牛の適温である１３℃～２５℃になるよう、暑熱・寒冷対策を行います。
　④夏季は、風通しを良くする、寒冷紗等で直射日光を遮るなどの対策のほか、常に新
　　鮮な水で水分補給できるようにします。
　⑤子牛は寒さに弱いため、冬季には寒冷対策を行い、病気の発生や発育を停滞させな
　　いようにします。

　②「水」の給与方法は？
　生後早い時期から新鮮で清潔な水を自由飲水させます。

　①人工乳を１日１ｋｇ以上食べられるようになったら離乳OK→早い時期からの人工乳
　　への食いつきが重要です。
　②離乳は、１週間程度かけて１日あたりの哺乳量を徐々に減らして行います。
　③離乳は子牛にとって大きなストレス。子牛の状態をよく観察して無理なく離乳させ
　　てやることが必要です。

　①病原体の増殖やお腹の冷えを防止するため、牛床は常に乾いた状態に保ちます。

　③毎日新しいエサに替え、飼槽は清潔な状態にします。

　①「水」を給与する目的は？
　 ｱ) 第１胃内の飼料（人工乳や乾草）の発酵を促進（母乳や代用乳は食道溝反射で第１
    胃に入らず、第４胃へ）します。
　 ｲ) 体を維持するための水分補給。

　②アンモニアや病原体を牛舎から排除するため、こまめに換気を行います。

　③毎日新しいエサに替え、飼槽は清潔な状態にしておきます。
　④人工乳の味を覚えさせるため、哺乳後に少量の人工乳を口の中に入れてやります。

　①良質乾草を常に食べられる状態にします。
　②哺乳中は人工乳を食べさせることの方が重要です。人工乳より乾草の採食量が多
　　い場合は、乾草の量を調節します。



分娩事故を防止したり、分娩監視の省力化を図ったりするために、監視カメラが有用です。

※1　インターネットに接続するための契約料・利用料が必要です。
※2　カメラなどを操作し映像や音声を保存しておくパソコンや携帯電話が必要です。
※3　照明制御ユニット。
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２　監視カメラによる分娩管理

パソコンまたは携帯電話からインターネットを通じて離れた牛舎の様子を見る事ができる
ため、出産間近の牛を自宅や出先から確認する事ができます。

パソコンや携帯電話から、カメラのズーム（拡大・縮小）、パン（左右動作）、チルト
（上下動）が簡単に行えます。上下左右にカメラを動かせば、1台のカメラで並んだ3つの
分娩房が見渡せます。また、夜中でも分娩房のライトを自宅から点灯・消灯することがで
きるので、分娩間近で人が近づくことを嫌う状況でも、危険なときにだけ駆けつけること
ができます。

 （１）監視カメラを使えば、分娩管理を省力化できる！ 

パソコンの画面（イメージ） 



携帯電話でもカメラを操作する事ができます。
※一部対象外の機種があります。
※携帯電話の種類によっては動画で見ることもできます。
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映像は常に録画しています。よって、様子がおかしいと思ったときや大事な場面を見逃し
たときなど、気付いた時点から遡って確認ができます。また、データとしてパソコンに保
存することもできます。

携帯電話に表示される画面 

（”更新”を押すと最新画像に切り替わります。） 

引用参照 http://net-camera.jp/ 
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さらに、この「喜多佳」は発情行動も検知、知らせることが出来ますので、発情発見率の
向上が図れます。つまり、「喜多佳」は繁殖農家の経営に影響を与えるといわれている
「生産率」と「発情発見率」の二つの要因を改善することが出来ます。

島根県では、牛の分娩経過を知らせてくれる”分娩徴候お知らせセンサー「喜多佳」”を
産官連携により共同研究開発しました。
この「喜多佳」は、すでに販売されている「養牛カメラ」とセットにすることにより、分
娩事故の低減、子牛の初乳摂取状況等も観察可能となり、生産率の改善に役立ちます。

 （２）お知らせセンサーを追加すれば、さらに効率化できる！ 

「喜多佳」と「養牛カメラ」を使った繁殖雌牛管理 

引用参照 http://www.pref.shimane.lg.jp/ 

※上記以外にも、「分娩お知らせシステム」がいくつか市販されています。導入を検討する際は、

システムの特性を十分把握した上で、農場の飼養管理パターンや飼養規模も考慮してください。 
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３　受精卵移植を活用した和牛生産

受精卵移植（胚移植、ET）は、優秀な雌牛から多数の受精卵を採取して、他の雌牛（受卵
牛、借腹牛）に移植し、優秀な子牛を生産する技術です。国内では年間約１万～２万頭の
子牛がこの技術によって生産され、牛群改良に大きく貢献しています。
受精卵移植には大きく分けて２つの方法があります。
「体内受精卵移植技術」は雌牛に過剰排卵処置（ホルモン剤注射）後に人工授精、多数の
受精卵を採取して、受卵牛の子宮内に移植します。実用化から３０年以上経過していま
す。
もう一つの「体外受精卵移植技術」は、卵巣から取り出した卵子を体外で成熟・受精・初
期胚発生させてから受卵牛に移植するもので、この技術もすでに実用化されています。

 （１）受精卵移植とは 

体内受精卵移植 

体外受精卵移植 



①和牛繁殖経営体における牛群改良型
・自家あるいは地域内保留を目指した子牛生産です。

②和牛繁殖経営体における繁殖肥育一貫型
・自家あるいは地域内での優良牛の生産と肥育へ活用します。

③和牛繁殖経営体における受精卵及び子牛販売型
・受精卵販売、子牛市場販売、育成牛販売などコマーシャルに特化します。
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受精卵移植を活用した和牛生産においては、その技術的特徴を活かした様々な活用類型が
みられます。
将来にわたって、新たな生産体系を構築される可能性もありますが、現状で想定される
“黒毛和種受精卵”の活用類型を以下に示します。

保留 

♂ 

♀ 

 （２）受精卵移植を活用した和牛生産 

移植 

保留 

市場販売 

移植 

受精卵販売 

市場販売 

♂ 

♀ 

保留 

♂ 

♀ 
移植 

肥育 



④和牛繁殖経営体と酪農経営体との連携による契約生産型
・和牛農家との契約で乳牛から和牛子牛を生産、１か月齢程度で和牛農家へ戻します。

⑤酪農経営体における市場販売型
・市場販売に特化した和牛子牛生産です。

⑥乳肉複合経営転換型あるいは乳肉複合経営型
・市場販売と保留を目指した和牛子牛生産です。
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移植 

移植 

♂ 

♀ 

保留 

市場販売 

移植 市場販売 

和牛農家へ 



１　発情発見と授精

牛の繁殖管理において、発情の発見はとても重要です。
雌牛に子牛を産ませようと思えば、人工授精（授精、種付け、AI）または受精卵移植（胚移
植、ET）を行わなければなりませんが、これらの技術を適用するにはすべて発情が起点となり
ます。
正常な成雌牛は、妊娠していなければ年中、約２１日（３週間）間隔で、約１日にわたって発
情（体内で分泌されるホルモン物質の作用で雄牛を受け入れる状態になること）を起こしま
す。
通常の牛の繁殖では、繁殖させようと思う雌牛の発情を、人（飼育管理者）が発見してやっ
て、人為的処置（人工授精または受精卵移植）を行い、子牛を生産することになります。
近年、ホルモン剤処置による発情のコントロールもできるようになっていますが、発情の発見
は牛の繁殖での基本技術と心得てください。

最も重要な大事な発情徴候は「スタ
ンディング（被乗駕）」です！
右の写真では、他の牛に乗られて
じっとしている牛が発情牛です。で
きるだけ、この状態を発見しましょ
う！

「牛の発情時にみられる挙動や状態」をまとめると以下のとおりです。

運動場では… 牛舎内では…

別の牛に乗駕されても嫌わず、じっと立っている（ス
タンディング）

外陰部から粘液を出している（発情粘液）

乗駕する（マウンティング） 外陰部が充血して、膨らんでいる（腫脹）

尾を挙げて振る 腟粘膜が湿って、光沢がある

群から離れて歩く 隣の牛に近寄ろうとする

大声でほえる（咆哮） 人にすり寄ってくる

不自然に他の雌に近寄る 後躯に触っても、嫌わない

後躯にアゴを乗せる 座る時間が短く、立っている

尾根部の毛が逆立っている 大声でほえる（咆哮）

十字部周辺や後躯に土が付着している 十字部をたたくと尾を挙げる

尾に粘液が付着している 外陰部に触ると尾を挙げる

前足で土をかく 乳量が減少する
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 第４章 みなさんが繁殖経営に取り組むためのポイントと         

      経営の目安                                       

 （１）発情を発見する！ 

 発情の徴候 



-23-

人工授精で妊娠させる場合に、最も適した精液の注入のタイミングを「授精適期」といいま
す。この授精適期の判断が、受胎率を左右する大きな要因です。
発情の進みぐあいを判断して、どの時期に授精すればよいのかを、飼育管理者と人工授精師が
情報交換しながら決定します。
以下に、授精適期を模式的に示します。

分娩後の経産牛は、分娩後約３０日頃から発情観察を行い、カレンダー等を利用して発情日を
記録します。通常の場合、分娩後４０日を経過したら次産に向けた繁殖が可能となりますの
で、前回の発情を参考に約２１日後を次回発情予定日としてチェックして、観察を集中しま
す。
未経産牛は、繁殖供用開始期（１３～１４か月齢）の２か月前から、発情のチェックを行っ
て、発情周期（発情から次回発情までの日数）が約２１日であるかどうかを確認しておきま
す。

発情の観察を２４時間連続して続けることは実際には無理であり、したがって見逃しもありま
す。
そこで、発情発見の補助的手段としていくつかの方法があり、それぞれをうまく活用すれば発
情発見率の向上が期待できます。以下に、代表的な３つの方法を紹介します。
①ヒートマウントディテクター
ビニール製の二重管で作られた器具で、腰の十字部やや後方に貼り付けておきます。他の牛が
乗駕すれば、内管の中の赤色インクが出てきて管が赤く染まり、判定が出来ます。
②テイルペイント
特殊なペイント液（数色）を尾根の最高部に塗っておき（ペイント液は乾燥）、乗駕された牛
はペイントと尾根部の毛がはがれ落ちることで、判定が出来ます。
③行動量の計測
万歩計の原理を応用して、牛体にセットしたセンサーからの行動量情報をコンピュータ処理し
て、平時行動量との比較で、急激に増加した場合を発情と判定します。

 発情予定牛の確認 

 人工授精の適期 

 （２）授精する！ 

 【参考】発情発見補助のための器具器材の利用 

排卵 

さらさら粘液 やや粘った粘液 少量で硬い粘液 

 人工授精の作業の実際 

発情牛の確認⇒凍結精液の準備⇒微温湯で精液ストロー融解⇒授精器にセットして子宮へ精液注入 
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２　分娩の管理

無事に分娩（お産）を成功させることは、繁殖管理の上では、とても大切です。
母子ともに元気な状態で、飼育管理を行うために、分娩管理をしっかり行いましょう。

牛の品種は様々で妊娠期間も若干異なりますが、たくさんの分娩例のデータから、黒毛和種
の妊娠期間（授精から分娩までの日数）は、約285日前後ということがわかっています。
最後の授精を行った日（最終授精日）に285日を足せば、だいたいの分娩予定日がわかると
いうことです。パソコンの表計算ソフトなどで計算するのも良いでしょう。

現場ではすぐに計算できないことも多いので、以下に簡易計算法を示します。

実際にいつ分娩するのかをある程度予測することは、あってはならない分娩事故の防止のた
めにはとても大切です。難産であったり、興奮のあまり子牛を傷つけたり、人の手助けが必
要な分娩があるため、可能な限り母牛に寄り添うことが“無事故分娩”につながります。

②直腸温測定による分娩予測
ほとんどの妊娠牛は、分娩1日前になると体温が平熱より0.5～1℃低下することが知られて
います。このことを利用して、分娩予定日より１０日前くらいから毎日同じ時間に体温を測
定するととても便利です。
牛の場合、通常の体温測定は、専用の体温計で直腸温を調べます。そのときに、宿糞の中
に体温センサーの先が入らないように注意してください。
例えば、夕方の平熱が３９．４℃くらいですと、３８．５℃に低下していれば、その日の晩
か翌日の朝には分娩すると考えてもよいでしょう。

①母牛の分娩徴候の観察による分娩予測
分娩が近づくと、外陰部は充血して腫れぼったくなり、分娩の２～３日前になると水アメ状
の粘液が確認できるようになります。そして、母体内のホルモン物質の作用によって、尾の
付け根の両側や膁部（けんぶ=両腰の逆三角形の部位）の陥没が明瞭になって、乳房も張っ
てきます。
分娩の直前になると、陣痛が徐々に強まり、その間隔も数十分から数分へと短くなってきま
す。

 （１）分娩予定日を計算する！ 

 
【分娩予定日の簡易計算法】 

基本的には次の３段階で計算します。妊娠の起点となった最終授精日をもとに、①月から３を引く、

②日にちに１０を足す、③年を補正する、ということになります。 
 
例題１：最終授精日＝２０１３年 １０月 ９日 の分娩予定日は？ 
①月（１０月）から３を引く ⇒ ７月 
②日（９日）に１０を足す ⇒ ７月１９日 
③年（２０１３年）を補正する ⇒ ２０１４年 
答えは ２０１４年７月１９日  
 
例題２：最終授精日＝２０１３年 ２月 ２６日 の分娩予定日は？ 
①月（２月）から３を引く ⇒ ２月を１４月と考えて３を引く ⇒１１月 

②日（２６日）に１０を足す ⇒ １１月は３０日までなので次月へ ⇒１２月６日 
③年（２０１３年）を補正する ⇒ この場合は年をまたがないので補正不要 ⇒２０１３年 

答えは ２０１３年１２月６日 

３ひいて 
１０たす 

 （２）近づく分娩日を予測する！ 
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①分娩経過の基礎知識
ｱ)開口期（第1期）
　陣痛（分娩期の子宮収縮による痛み）の始まりから、産道（胎子及び付属物が体外に出る
通路）が形成するまでの時期です。通常、母牛は分娩房内を歩きまわり、尾を挙げたり振っ
たり、腹を蹴ったり、横になったりで落ち着きがない様子です。

ｲ)産出期（第2期）
　産道が形成されて、胎子が娩出されるまでの時期です。陣痛は強く、その間隔が短くな
り、外陰部に袋状の胎胞が出てきます。そのうち、胎胞が破れて、中の薄い赤褐色の液が排
出されます（第一破水）。次に、羊膜に包まれた前肢（足胞）が出てきて、これが破れ（第
二破水）、前肢と鼻端が出てきます。第一破水から第二破水まではおおよそ２０～３０分が
普通です。

ｳ)後産期（第3期）
　胎子の娩出から後産の排出までの時期です。後産の排出は、個体差がありますが、通常の
場合は胎子娩出後6時間まで、長いもので数日かかります。

③分娩センサーを用いた分娩予測
最近では、特別な機器を用いて分娩を予測することが可能になっています。主に２つの方式
の機器が市販されています。
・センサーをあらかじめ母牛の腟内に挿入して、抜け落ちたことを携帯電話等に通知するタ
イプ
・センサーを母牛に装着して、分娩特有の行動を察知して携帯電話等に通知するタイプ
⇒監視カメラの項を参照

妊娠牛は、少なくとも分娩予定日の１０日前まで
には分娩専用の単房（分娩房）に収容して、分娩
に備えてください。
分娩房は、敷料を十分に準備して、できるだけ
“乾燥・清潔・静かな環境”にするよう、努めて
ください。
黒毛和種は、他の品種に比べて助産を必要とする
割合が少なく、経産牛では２％、初産牛では３％
程度とされています。しかし、分娩には絶対安全
ということはなく、逆子、胎位異常、過大子など
のトラブルも考えられます。このため、可能な限
り、万全な対応（分娩に立ち会うこと）をとるこ
とがベストで、飼養管理者の“心身の準備”も大
切です。

 （３）分娩の準備をする！ 

子宮内での胎子の位置（正常） 

 （４）分娩のときどうするか！ 

陣痛開始前 ⇒⇒⇒ 第一破水のころ ⇒⇒⇒ 第二破水のころ 
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②助産を必要とするかどうかの目安
ｱ)破水後の陣痛が強くならないとき
ｲ)母牛の疲労が著しいとき
ｳ)鼻端が見えてから、お産が進まないとき
ｴ)前肢と頭部は出たが、その後お産がストップしたとき
ｵ)逆子（後肢が先に産道に向かう状態）で、お産の進行が悪いとき

③異常分娩で獣医さんの対応が不可欠な場合の判断の目安
ｱ)陣痛開始から4時間たっても、陣痛が強くならないとき
ｲ)陣痛が強くなってから2時間たっても、胎胞が見えないとき
ｳ)第一破水から2時間たっても、足胞が見えないとき
　※産道で第二破水が起こっている可能性があるので注意！
ｴ)前肢が見えているのに、鼻端が見えないとき
ｵ)肢が１本しか見えないとき
ｶ)前肢が見えないのに、鼻端が見えて、頭が出てきたとき
この他、いろいろなケースがありますので、自分の力で助産が出来ないと判断したら、早め
に最寄りの獣医さんに相談してください。

難産のときにみられる胎子の位置の異常（高橋政義、1996） 
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①分娩後の主な留意点
ｱ)子牛が正常かどうか
⇒　健康状態、性、奇形の有無、大きさ（体重）などのチェック
ｲ)初乳を飲むか、あるいは飲んだかどうか
⇒　1時間以内に飲まない場合は、哺乳補助、
　　または市販の粉末初乳等の投与
ｳ)母牛が子牛の面倒をみているかどうか

②新生子への最小限・不可欠な処置
無事に生まれた子牛は30分もたてば自力で哺乳しますが、中には活力のない子牛もいます。
娩出されてすぐ頭を振ったり、鳴いたりする子牛はOK。
呼吸の無い子牛は、鼻や口の粘着物をとって、後肢をつかみ逆さにしてつり上げ、気道を確
保します。さらに、それでも呼吸が確認できない場合は、肺に空気を送り込んだり、人工呼
吸（胸と腹を交互に押さえたり放したりを繰り返す）を行います。

 （５）分娩後の留意点を頭に、新生子には最小限・不可欠な処置を！ 



【放牧時の成牛（体重４５０ｋｇ）の給与例】

注）放牧地の状態により草量が不足する場合は、ヘイキューブ等の粗飼料の給与で補う。
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３　母牛の飼養管理

　母牛への飼料給与量は、主に「母牛の大きさ（体重）」と「繁殖ステージ（①維持期、②
妊娠末期、③授乳期）」によって変える必要があります。
　飼料の種類と成分により、適当な給与量を計算できますが、一般的には牛の栄養状態を見
ながら飼料の増減をします。
　繁殖ステージ別では、以下のとおりとなります。

　①維持期
　子牛を離乳してから、次の産子の分娩前約２か月前の期間を指します。
　この時期は、乳を出すエネルギーが不要となり、かつ、妊娠しているものの、胎子が小さ
く、急激な発育をしないため、概ね自身の体重を維持するための餌のみが必要な時期です。

濃厚飼料 0～0.5 1.3 3.0

　②妊娠末期
　概ね分娩前の２か月間を指します。
　この時期は、胎子が急激に発育する（大きくなる）ため、胎子が発育するために必要なエ
ネルギーを追加してやる時期です。
　一般的には、維持期より濃厚飼料を１～２kg程度増量してやることになります。

　③授乳期
　分娩後、子牛に授乳させている期間を指し、一般的には４か月程度となります。
　この時期は、子牛が飲む母乳を出すために必要なエネルギーを追加してやる必要がありま
す。
　また、同時に次の子を妊娠させることも必要となってきます。
　授乳期に必要なエネルギーは泌乳量によって変わりますが、濃厚飼料を２～３kg程度増量
してやることになります。

　第２章で述べた放牧や水田を活用した自給飼料を活用した給与体系例は、以下に示すとお
りです。
　基本的には、粗飼料（生草やサイレージ）の給与を主体とし、牛（個体）や繁殖ステージ
別等で不足する栄養分を、濃厚飼料で補います。

　①放牧活用
　基本的には、草量が豊富な時期（５～11月頃）に、妊娠鑑定済みから分娩前１～２か月の
牛を放牧する体系が一般的です。
　放牧中も定期的な見回りに併せ、補助飼料を給与し、畜主の管理下に置くことが重要で
す。

（単位：原物kg/日・頭）
維持期 妊娠末期 授乳期

粗飼料 放牧地で自由採食
ヘイキューブ等

+0.3 0～+0.3

　②稲ホールクロップサイレージ主体の給与
　稲ホールクロップサイレージの嗜好性は良好ですが、蛋白質含量が低いこと等から、適切
に他の飼料と組み合わせて給与する必要があります。
　稲ホールクロップサイレージは、１０ｋｇ/日・頭を上限に給与するのが目安です。
　また、サイレージは開封後１～数日間で使い切ることが望ましく、飼養規模に見合った大
きさのロールを活用しないと、ロス（廃棄）が多くなります。

 （１）飼料給与 

 （２）低コスト給与体系例 



【稲ホールクロップサイレージ主体の成牛（体重４５０ｋｇ）の給与例】
　例１）ヘイキューブで補う場合

注）稲ホールクロップサイレージの給与により不足する粗蛋白質をヘイキューブで補います。

　例２）大豆粕で補う場合

注）稲ホールクロップサイレージの給与により不足する粗蛋白質を大豆粕で補います。

【稲わら主体の成牛（体重４５０ｋｇ）の給与例】
　例１）稲わら多給（※冬期間を想定）の場合

　例２）稲わら＋野草（畦畔草等）活用（※春～秋期間を想定）の場合（単位：原物kg/日・頭）
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（単位：原物kg/日・頭）
維持期 妊娠末期 授乳期

濃厚飼料 － 1.3 3.0

稲ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞ 7.0～10.0 7.0～10.0 7.0～10.0

ﾄｰﾙﾌｪｽｸｽﾄﾛｰまたは

ｲﾀﾘｱﾝｽﾄﾛｰ
1.5～2.5 1.5～2.5 1.5～2.5

ヘイキューブ 1.0 1.3 1.0

（単位：原物kg/日・頭）

稲ﾎｰﾙｸﾛｯﾌﾟｻｲﾚｰｼﾞ 7.0～10.0 7.0～10.0 7.0～10.0
維持期 妊娠末期 授乳期

スーダン乾草 1.8～2.2 1.8～2.2 1.8～2.2
濃厚飼料 － 1.3 3.0
大豆粕 0.5 0.8 0.5

　③稲わら主体の給与
　集落営農組織においては、水稲の作付けがされていますので、稲わらを有効的に活用する
ことで、低コスト化が図られ、循環型の農業経営にもつながります。当県の気象状況下では
圃場で乾燥させることは困難な時期もありますが、生のままサイレージ化することも可能で
す。

（単位：原物kg/日・頭）
維持期 妊娠末期 授乳期

稲わら 3.0～4.0 3.0～4.0 3.0～4.0
ﾄｰﾙﾌｪｽｸｽﾄﾛｰまたは

ｲﾀﾘｱﾝｽﾄﾛｰ
3.0～4.0 3.0～4.0 4.0～5.0

濃厚飼料 0～1.5 2.0～2.5 3.0～4.0

維持期 妊娠末期 授乳期

濃厚飼料 0～1.5 2.0～2.5 3.0～4.0

稲わら 2.0～3.0 2.0～3.0 2.0～3.0
野草 4.0～5.0 4.0～5.0 5.0～6.0
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⑤生後５か月～出荷までの飼養管理のポイント
　ｱ)粗飼料を重視　→　子牛出荷時で粗飼料４ｋｇ以上採食が目安
　ｲ)粗飼料は２種類以上を給与　→　切断して、混ぜて与えましょう！
　ｳ)去勢の実施　尿石に注意
  ｴ)出荷前 → 腹囲と胸囲の差 ３０ｃｍ以上　腹囲／胸囲　１．２倍以上
　ｵ)出荷時 → 腹囲と胸囲の差 ♀２５ｃｍ以上、去勢２６ｃｍ以上

４　子牛の育成管理

　繁殖牛経営では、収入源の殆どが子牛の販売額であるため、商品性の高い子牛に育成す
ることが最も重要です。
　子牛の売買は、子牛市場で行われるため、商品性の高い子牛とは、購買者が求める子牛
と言い換えることもできます。
　そこで、本県では、関係する各機関が協力して、【購買者が求める子牛として重要なポ
イントは何か？】を集約し、【それを達成するための飼育管理】について記載し、農家で
実践してもらっています。
　ここでは、｢しまね和牛｣子牛飼い方マニュアルの概要について、記載します。

①購買者から求められる｢しまね和牛｣子牛
　ｱ)良好な発育の子牛
　ｲ)肋張りの良い牛
　ｳ)肢蹄のしっかりした牛
　ｴ)余分な脂肪のついていない牛

②分娩前の飼養管理のポイント
　ｱ)分娩２ヶ月前からの親牛への増し飼い　→　親牛の状態をみながら濃厚飼料を増す！
　ｲ)分娩房の消毒　→　洗浄・乾燥後、消石灰を塗布
　ｳ)下痢予防ワクチンの接種（母牛）　→　初年度は分娩前１ヶ月半と半月前の２回接種
   　　※定期的にビタミン投与も行いましょう！

③生後１か月までの飼養管理のポイント
＜生時＞
　ｱ)初乳の確認（６時間以内の初乳投与）　→　状況により初乳製剤を利用
　ｲ)へその緒消毒の実施、ビタミン剤の投与
＜生後７日頃＞
　ｱ)下痢の早期発見、早期治療（白痢、コクシジウム）
　ｲ)えづけの開始　 →　スターターを慣らす（砂糖、糖蜜などで嗜好性を高める）
　　　 　　　　　　　　　　→　子牛専用のえさ箱を準備・新鮮な水を給与
＜生後１５日頃＞
　ｱ)線虫、ダニ駆除剤を塗布
＜授乳中＞
　ｱ)乳量を確認（前産の経験、頻繁に乳を吸う） → 状況により代用乳を利用
　

④生後２～４か月までの飼養管理のポイント
　ｱ)１ヶ月を過ぎたら制限ほ乳を検討　→　スターター採食、母牛の繁殖性、離乳が楽
　　（ただし、母牛の乳量、出生の大きさには注意！）
　ｲ)４ヶ月齢までに離乳を実施　→　濃厚飼料を規定量以上採食していれば早い月齢で
    離乳は可能
　ｳ)濃厚飼料重視　→　濃厚飼料を規定量食べにくい場合は粗飼料を制限
　ｴ)まる３ヶ月齢で濃厚飼料を２．５ｋｇが目安（４ヶ月齢　３ｋｇ）
　ｵ)適宜ビタミン剤を投与　→　下痢・離乳等のストレスを受けたとき投与
　ｶ)４ヶ月齢で線虫等駆除、５種混合ワクチン接種
　ｷ)濃厚飼料は徐々に増量　→　100g増量後3～4日程度様子をみる
　

 （１）｢しまね和牛｣子牛飼い方マニュアル 
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⑥給与量の目安
給与量の目安

性別　 飼料 生後７日 １ヶ月 ２ヶ月 ３ヶ月 ４ヶ月 ５ヶ月 ６ヶ月 ７ヶ月 ８ヶ月
スターター 餌付け 0.5 1.5 2.5 1.5
濃厚飼料 1.5 3.5 4.0 4.0 4.0
粗飼料 餌付け 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0
スターター 餌付け 0.5 1.5 3.0 1.5
濃厚飼料 2.0 4.0 4.5 4.5 4.5
粗飼料 餌付け 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

飽食

飽食

雌

去勢



５　経営収支の目安

　生産コストを下げ、経営を向上させるポイントは、飼料費と労働費の削減があげられます。

①飼料費の削減対策

②労働費の削減対策

③子牛生産率の向上対策
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　また、飼料費を削減するために、放牧を積極的に取り入れることは有効な手段です。放牧
については、飼料確保や飼料費を削減する効果だけではなく、飼料調製や除糞作業を軽減す
るなど、省力化にもつながることから、是非導入を検討したいものです。
　また、自給飼料生産では、機械の有効利用やコストを削減するため、その生産を自己の経
営だけで完結させるのではなく、地域の畜産経営との共同作業や、コントラクター組織等へ
の作業委託などが考えられます。

　労働費を削減する対策として、主に大規模経営においては、畜舎・施設・機械の近代化に
よって作業効率を高める方法が取られています。
　一方、放牧を主体として飼育することで、畜舎や施設を簡易なもので構成し、極力コスト
をかけないで展開する経営方法もあります。

　安定した繁殖経営を展開するためには、子牛の生産率を向上させることが極めて重要にな
ります。親牛の空胎期間を短縮する必要がありますが、技術的な対処方法については先の頁
に掲載しています。
　空胎が伸びるとどれだけの損失が生じるかについて、試算をした例がありますが、分娩が
延びてしまったことによる飼料費の増加（親牛の１日飼料費×日数）や、年間の子牛販売額
の減少（１年で１頭販売する場合に比べ、２年で１頭だと販売額が１/２になってしまう）、
が主なものです。

　すでに本ガイダンスにおいては、先の頁でそれらの技術情報を提供しています。

　未利用資源なども積極的に活用した低コスト生産や、有効な技術を活用して高品質化を行
うことで収益性が高まり、経営の安定につながっていきます。

　肉用牛繁殖経営は、極力コストをかけず安定的な技術を持って経営展開していくことが重
要です。

　農家の皆さんの経営状況に応じて飼養管理方式や飼養技術を取捨選択していくことが大変
重要です。

  肉用牛繁殖経営は、子牛出荷までの期間が比較的長いため、ある程度の運転資金を必要と
し、子牛価格の変動が大きいという特徴を有していますが、長期的視点に立って安定経営に
努めてください。

　小規模な経営においては、畦畔の野草等を活用してコストを削減することも可能ですが、
大規模経営では、自給飼料と購入飼料をうまく組み合わせて、出来る限り飼料費を抑えるこ
とが大切です。

　肉用牛繁殖経営においては、生産費の約70％が飼料費と労働費で占められています。

　生産者の皆さんが一番最初に考えるのが、飼料費の削減ですが、経営費の50%近くを飼料費
が占めるので最も吟味すべき項目となります。
　購入飼料か自給飼料にするのかという選択から検討が必要になり、どのような体系が最も
コスト削減できるかを把握することが大切です。

　自給飼料生産により粗飼料を確保する場合は、低コストで安定的な生産が求められ、ほ場
副産物の活用なども有効です。
　自給飼料生産おいては、一連の収穫調製機械が必要であり、種代や肥料代に加えて減価償
却費が経営費に付加されてきます。このため、生産コストを計算しながら取り組む必要があ
ります。

 （１）安定的な肉用牛繁殖経営に向けて 

 （２）経営を向上させるためのポイント 



④品質の高い子牛生産と販売

　自己経営の損益分岐点を常に意識しながら経営を行うことが重要です。

　実際の売上高が損益分岐点を超えれば利益を出すことができ、下回れば損失となります。

図１　損益分岐点のイメージ

　自己の経営の強みと弱みを理解し、経営展開することが大切です。

図２　島根県の経営指標に照らし合わせた経営イメージ
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　変動費（飼料費など）を削減すること、粗収益（売上高など）を増加させることで利益の
増加が見込めます。

　損益分岐点の考え方について、イメージを図１に示します。

　品質の高い子牛を生産することで、販売価格を上げ、収益性を高めることも、経営を安定
させるポイントになります。
　品質の高い子牛の生産については、先の頁に掲載していますが、子牛育成をきちんと行
い、健康で発育の良い子牛を販売していくことが重要です。

　損益分岐点とは、経営において利益と損失の境界(±0の状態)に必要な売上高を示します。

　島根県農業経営指導指針で示している繁殖経営の収支の目安を以下の図２に示します。

 

売上の増減にかかわらず発生する費用 

 

 （３）経営のイメージ 

変動費 

 

売上（生産量）に比例して変動する費用 

 

固定費 

飼料費、種付費、敷料費、診療

衛生費、共済掛金、販売経費な

減価償却費（施設機械）、修繕



　＜経営を向上させるポイント＞

　①飼料費の低減
　　・自給飼料を有効に利用する
　　・放牧を積極的に導入する

　②労働費の削減
　　・施設機械の近代化を進め、作業効率を高める
　　・放牧を積極的に導入する

　③生産率の向上
　　・適正な飼育管理により受胎率を向上させ、一年一産を実行する

　④高品質な子牛の生産
　　・適正な育成管理により、発育の良い子牛を生産する

－34－



６　法人化の意義について

①経営上のメリット
ｱ）経営管理能力の向上

ｴ) 経営継承の円滑化
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② 経営規模が小さいと、税負担が増大することがあります。赤字の場合でも、県民税・
市町村税の均等割税額の納税義務が発生します。
③法人経営の会計処理は複式簿記による記帳、決算（貸借対照表・損益計算書等）が義務
づけられることにより、事務処理が増大します。

新規就農者が農業法人に就農することにより、初期負担なく経営能力や技術を習得できま
す。

ｳ) 融資
長期低利な制度資金（スーパーＬなど）の融資限度額が個人より大きくなることで、農業
投資がしやすくなります。

③地域農業におけるメリット
ｱ) 新規就農の受け皿

① 贈与税や相続税の納税猶予対象地を法人に貸し付けると猶予が打ち切られます。

　b) 経営者の報酬を役員報酬として経費に算入でき、役員報酬は給与所得になるため課
税が軽減されます。
　c) 経営者が退職したり死亡した場合には退職金を支給することができます。
　d) 経営者にかけた一定の生命保険の掛け金が経費に算入できます。

ｲ) 農地
農業生産法人であれば、農地の権利取得が可能です。（一般農業法人は不可）

　経営の規模を拡大していくと、経営の細部まで把握できないなど、様々な問題が生じて
きます。

　経営者の子供や家族でなくとも、構成員や従業員の中から後継者を確保することが可能
となります。

　e) 赤字法人の繰越控除期間７年間できます。（個人の場合は３年間）

④社会保険の加入に当たり、本人負担とは別に事業主負担が生じ、経費の負担が必要にな
ります。

②制度上のメリット

　ある程度の規模に経営が拡大していった場合、法人化することで、経営上のメリットや
制度面でのメリット等が見込まれるので、ここで紹介します。

　記帳義務が生じることで経営上の問題点や課題など、経営内容が明確に把握でき、効率
的で的確な経営管理や改善が可能となります。
ｲ) 取引先や金融機関に対する信用力が向上
　事業の拡大により農協や金融機関から融資を受ける場合も、法人の信用力は個人と比較
して大きく、融資条件面で有利な資金調達ができます。

ｳ) 就業条件の整備
　一人でも従業員を雇用した場合、労働保険や社会保険への加入義務が生じますが、社会
保険を完備することにより、事故や疾病の際の不安や老後の不安が解消されます。
　就業規則（１０人以上採用する場合）を整備することにより、労働時間や給与規定など
が整備され、就業条件が明確になります。

　就業条件の整備により、従業員の待遇が向上することにより有能でやる気のある人材の
確保が可能となります。

ｱ) 税務

　また、財務諸表の作成の義務化により、資材の購入や農産物の販売などの面において
も、取引先からの信用力が増します。

　a) 法人税は定率課税（所得税は累進課税）－所得が大きくなれば法人税が有利になり
ます。（年間800万円以下⇒２２％：800万円超⇒３０％）

 （１）法人化のメリット 

 （２）法人化のデメリット 



　＜法人化の意義は＞
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　  経営規模が大きくなったからといって必ず、法人化する必要はありません。
  しかしながら、経営の規模拡大が進むと、経営管理や経営の維持に苦労が生じますが、法人
 の形態をとることで経営把握や経営継承がしやすくなります。

http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=567&sw=%E3%81%8B%E3%81%8B%E3%81%97
http://www.ac-illust.com/main/dl_info.php?id=35607&sw=%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%81%A7%E7%95%91%E4%BB%95%E4%BA%8B


１　キャトルステーションの設置

－37－

 第５章 分業化によるこれからの取り組み 

 （１）キャトルステーションとは 

 （２）キャトルステーションのイメージ 

 （３）キャトルステーション設置により期待される効果 

 （４）キャトルステーションの取り組み事例 

　肉用牛の繁殖農家（子牛を生産する農家）で産まれた生後３～４か月齢の子牛を預か
り、子牛市場に出荷するまでの間、ＪＡ等（当該施設の設置者）が一括して飼養管理・
育成する施設です。

繁殖農家

分娩 子牛
管理委託

キャトルステーション

【管理者】

ＪＡ等

・少人数で効率的に管理

【管理方式】

・数１０～数１００頭を集中管理

・集団飼育により育成

【管理委託期間】

・５か月間

（３か月齢～８か月齢）

委託料

子牛市場

３か月齢

子牛

８か月齢

出荷

販売代金

※子牛出荷時に販売代金から精算

①繁殖農家の子牛の飼養管理に掛かる労働時間が削減されます。
・現在の家族労働力のままで飼養頭数を増加させることが可能となります。
・高齢者等でも繁殖経営の継続が容易となります。

②同一の飼養管理により均一な子牛の生産が可能となります。
・市場における生産子牛の評価向上が期待できます。

③早期離乳により母牛の発情回帰が早くなります。
・繁殖牛の分娩間隔の短縮が期待できます。

名　　　　　称 場　　　所 運営主体 収容頭数

　ＪＡからつキャトルステーション 　佐賀県唐津市 　ＪＡからつ 760

　壱岐キャトルセンター 　長崎県壱岐市 　ＪＡ壱岐市 300

　ＪＡ大分県竹田事業部キャトルステーション 　大分県竹田市久住町 　ＪＡおおいた 170

　ＪＡ綾町キャトルステーション 　宮崎県綾町 　ＪＡ綾町 150

　ＪＡ宮崎中央畜産団地 　宮崎県国富町 　ＪＡ宮崎中央 390

　南種子島肉用牛キャトルセンター 　鹿児島県南種子島町 　南種子島町 200

※各団体ホームページの事例紹介情報による



２　キャトルブリーディングステーションの設置
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 （１）キャトルブリーディングステーションとは 

 （２）キャトルブリーディングステーションのイメージ 

 （３）キャトルブリーディングステーション設置により期待される効果 

 （４）キャトルブリーディングステーションの取り組み事例 

　農協等が運営主体で、肉用牛生産の低コスト化に努めつつ、地域内の繁殖牛の繁殖管
理だけでなく、分娩哺育管理までを一元的に担う地域の子牛生産拠点施設です。

繁殖農家

繁殖牛 管理委託

キャトルブリーディング

ステーション

【管理者】

ＪＡ等

・少人数で効率的に管理

【管理方式等】

・数１０～数１００頭を集中管理

・繁殖障害牛のリハビリ

・分娩・授精業務の代行

委託料

繁殖障害 繁殖牛

妊娠牛

リハビり後返納

子牛

４か月齢

キャトルステーション子牛市場

販売代金

①繁殖農家の繁殖牛の飼養管理に掛かる労働時間が削減されます。
・現在の家族労働力のままで飼養頭数を増加させることが可能となります。
・高齢者等でも繁殖経営の継続が容易となります。

②繁殖障害対策や早期離乳により母牛の発情回帰が早くなります。
・繁殖牛の分娩間隔の短縮が期待できます。

名　　　　　称 場　　　所 運営主体 収容頭数

　ＪＡ木曽和牛繁殖センター 　長野県大桑村 　ＪＡ木曽 50

　壱岐キャトルブリーディングステーション 　長崎県壱岐市 　ＪＡ壱岐市 120

　ＪＡ綾町マザーファーム 　宮崎県綾町 　ＪＡ綾町 180

※各団体ホームページの事例紹介情報による



１　目的と取組

２　推進体制
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○地域実態に適した放牧体系の確立・普及
　・地域の実態に適した放牧体系の確立とマニュアル化を行う。
　・周年放牧のモデル地区を設定し、現地実証を行うとともに他地域への普及を進める。
　・放牧により生産された畜産物（子牛、牛肉）の特性解明と高付加価値化を検討する。
○地域内自給飼料生産・供給体制の構築
　・稲ＷＣＳ、稲わらの県内需給調整・広域流通の仕組みづくりを進める。
　・集落営農組織や農外企業等を中心に、飼料生産受託組織（コントラクター）を育成・確保する。
　・畜産農家が利用しやすい飼料用米、稲ＷＣＳの加工・供給の仕組みづくりを進める。
○飼養管理の省力化・生産効率の向上支援
　・飼養管理の分業化による省力化や生産性向上への取り組みを進める。
　・生産能力の高い繁殖雌牛の導入を支援する。
○新たな担い手の確保
　・集落営農組織や農外企業を中心に、和牛繁殖経営への参入を進める。

　目　的

　県内の和牛繁殖経営は、世界的な飼料価格の高騰や景気の悪化に伴う枝肉及び子牛価格の低迷によ
る所得の減少、さらには飼養農家の高齢化の進展等から飼養頭数の減少が続き、「しまね和牛」の生産基
盤の弱体化が進行している。
　このため、放牧等を中心とする子牛の低コスト生産技術・体制の確立・普及により和牛繁殖経営の所得を
確保し、経営規模の拡大や新たな担い手の確保を進め「しまね和牛」の産地再生を図る。

　課　題

■水田、耕作放棄地、公共放牧場等をフルに活用した放牧体系の確立・普及
■飼料用米、稲ＷＣＳ、稲わら、飼料作物等の地域内自給飼料生産・供給体制の構築
■飼養管理の省力化・生産効率の向上
■新たな担い手の確保

　取　組

「島根県低コスト推進検討委員会(仮称)」を立ち上げ、低コスト生産に必要な技術・取り組みについてマ
ニュアル化するとともに、普及・啓発を図る。

　関係・連携するプロジェクト

○耕畜連携による夢とロマンのある「いずも型畜産」の確立（出雲圏域）
○和牛振興～三位一体で奥出雲和牛の再構築～（雲南圏域）
○石見銀山和牛ブランド生産流通（大田圏域）
○持続可能な水田農業の確立と地域資源の活用（大田圏域）
○伸びゆく石西地域の肉用牛（益田圏域）
○隠岐牛産地拡大（隠岐圏域）
○隠岐の水田農業担い手育成（隠岐圏域）

１　新たな農林水産業・農山漁村活性化計画における畜産戦略プロジェクト

連 携 

島根県繁殖和牛低コスト生産推進検討委員会 

・農業技術Ｃ、畜産技術Ｃ、,中山間地域研究Ｃ、農畜産振興課 

         

隠岐支庁・各農林振興 

センター         

 

支援 

 

担い手等生産者 

・ 

地域営農組織等 

市町村・ＪＡ         関係機関 

（ＮＯＳＡＩ、全農、全和等）         

 第６章 関連資料                                       

 （１）繁殖和牛産地の再生プロジェクト 



３　取組項目と具体的行動計画

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

４　成果指標（数値目標）

→

→

→
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取組項目 具体的行動 主な実施主体

地域の実態に適した放牧体系の
確立・普及

放牧体系のマニュアル
化

中山間地域研究Ｃ、農
業技術Ｃ、畜産技術Ｃ、
農畜産振興課

モデル地区での実証・普
及

農林振興Ｃ、農業技術
Ｃ、中山間地域研究Ｃ

畜産物の高付加価値化
の検討

中山間地域研究Ｃ、畜
産技術Ｃ、農畜産振興
課

地域内自給飼料生産・供給体制
の構築

需給調整組織の設置・
運営

ＪＡ中央会・全農、農畜産
振興課

コントラクターの育成
農畜産振興課、農林振
興Ｃ、農業技術Ｃ

加工・供給体制の検討・
整備

農畜産振興課、畜産技
術Ｃ、飼料会社

飼養管理の省力化・生産効率の
向上支援

省力化・生産効率の向
上技術のマニュアル化

農業技術Ｃ、畜産技術
Ｃ、農畜産振興課

モデル地区での実証・普
及

農林振興Ｃ、農業技術
Ｃ、畜産技術Ｃ

生産能力の高い繁殖雌
牛の導入支援

農畜産振興課、農林振
興Ｃ、農業技術Ｃ、畜産
技術Ｃ

農業技術Ｃ、中山間地
域研究Ｃ、畜産技術Ｃ

集落営農組織等の参入
促進

農林振興Ｃ、農業技術
Ｃ、農業経営課、農畜産
振興課

項　　　　　　　　　目 現況（Ｈ２２）

繁殖雌牛平均年齢 8.15 7.80

コントラクター組織数（組織） 4 11

目標（Ｈ２７）

繁殖雌牛頭数（頭） 9,415 10,000

うち繁殖雌牛放牧頭数（頭） 3,089 4,000

新たな担い手の確保

繁殖経営の手引き（マ
ニュアル）の作成

プロジェクトの概要 プロジェクトの概要 プロジェクトの概要 

地域の実態に適した放牧体
系の確立・普及 

地域内自給飼料生産・供給体
制の構築 

飼養管理の省力化・生産効率
の向上支援 

新たな担い手の確保 

放牧体系の
マニュアル化 

モデル実証 普及確立 

飼養体系の
マニュアル化 

モデル実証 普及確立 

繁殖経営の手
引き作成 

集落営農組織
の参入促進 

需給調整組織
の設置運営 

コントラクター
の育成 

加工供給体制
の検討整備 



  ③発育判定が標準以上であること。

  ④母方祖父が平成１０年１月１日以降生まれであること。

（３）予 算 額：２０，０００千円／年

    　－41－

＜事業要件＞

  ①導入・保留の対象は、県内産の繁殖雌牛であること。
  ②導入・保留する時点の月齢が1歳未満であること。

  ⑤母牛の脂肪交雑育種価が上位１／４以上であること。

  ⑥母牛の脂肪交雑育種価が上位１／２以上かつ枝肉重量育種価が上位
    １／４以上であること。

  ⑦その他、改良に必要と認めた繁殖雌牛。ただし、地域の改良組合長、
    育種組合長の証明が必要。

  ※①②③は必須、④⑤⑥⑦はいずれかの要件を満たすこと。

３　予算額

（１）頭　　数：２００頭／年

（２）事業期間：Ｈ２５～Ｈ２７

２　事業内容及び事業実施主体等

（１）事業主体

     市町村、ＪＡ等

（２）事業内容

　　 ただし、導入後５年間、地域内で飼育されることを条件とする。

     事業実施主体が、地域の改良に必要と認める牛で下記の実施基準を満た
   した繁殖雌牛を導入・保留する場合、１頭当たり１０万円を交付する。

■そこで、繁殖雌牛を若い種雄牛の産子に世代交代することにより能力向上
を図る。

２　繁殖和牛産地再生対策事業

地域改良基礎雌牛整備事業

島根県農林水産部農畜産振興課

１　背景・目的

■子牛は、父牛と母牛の双方から能力を受け継ぎ、繁殖雌牛の父牛、祖父牛
が改良のすすんだ若い種雄牛であれば、能力が高い傾向にあり、子牛市場に
おいても高い評価を得られることが期待される。

 （１）地域改良基礎雌牛整備事業 
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 （２）新たな担い手集落営農放牧実践支援事業 

新 た な 担 い 手 集 落 営 農 放 牧 実 践 支 援 事 業

島根県農林水産部農畜産振興課

【事業イメージ】

○小規模繁殖農家の減少による県内の繁殖雌牛頭数の減少に対して、繁殖和牛経営体の新たな担い手

として、集落営農組織等による省力・低コストな放牧による和牛繁殖を推進

○地域に残っている和牛繁殖経験者の技術を集落営農組織等へ引き継ぐ

○集落営農組織等の土地集積力を活用した放牧による耕作放棄地等の解消を推進

１ 目 的

○牛や牛を飼養する施設整備に関する初期投資がネック

○集落営農組織等では牛の飼養管理技術やノウハウが不足

２ 課 題

ＪＡ、市町村等 集落営農組織等

貸出牛

(繁殖牛）

子牛
貸出牛

（繁殖牛）

繁殖牛貸出

育成

(雌牛）

放牧

①

貸出牛

整備

②

施設

整備

③

技術

支援等

繁殖牛
リース料

家畜市場

区　　　分 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８～Ｈ２９（未定）

リース繁殖牛頭数 １８頭 ３０頭 １７０頭

４ 事業期間

（単位：千円）

年　　　　次 H２６年度 H２７年度

①リース繁殖牛導入支援事業 2,700 4,500

②集落放牧畜産施設等整備支援事業 3,222 1,998

③集落営農放牧実践推進事業 1,578 －

④放牧実践支援事業（拡充） (2,500) －

合　　　　　　計 7,500 6,498

５ 予算額

○放牧実施者 ：
○支援内容

集落営農組織等（放牧団体）

（１）新たな担い手集落営農放牧実践支援事業

①リース繁殖牛導入支援事業

○事業主体：市町村、ＪＡ等

○事業内容：ＪＡ、市町村等が集落営農組織等に貸し出す目的で繁殖雌牛を購入する場

合の経費を補助（補助率１/３以内）助率１/３以内）

②集落放牧畜産施設等整備支援事業

○事業主体：集落営農組織及び放牧団体

○事業内容：繁殖牛の飼養及び放牧に必要な施設等の整備を補助 （補助率１/３以内）

③集落営農放牧実践推進事事業（Ｈ２６）

○事業主体：島根県

（２）放牧実践支援事業（Ｈ２６／拡充）

○事業主体：島根県（中山間地域研究センター）

○事業内容：集落営農組織等が試験的に放牧を実践できる体制を整備

（中山間地域研究センターのレンタル放牧制度の機能を拡充）

３ 事業概要
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 （３）「しまね和牛」振興優秀牛作出対策事業 

「 し  ま ね 和 牛 」振 興 優 秀 牛 作 出 対 策 事 業

島根県農林水産部農畜産振興課
１ 背 景

２ しまね和牛生産の流れと振興

３ 対 策

４ 予算額

○小規模繁殖農家の廃業による繁殖雌牛頭数の急激な減少　（雌牛頭数　H20：10,832頭　　⇒　H25：8,944頭）
○子牛価格が全国平均を下回って推移　（全国平均以上：～H10年　⇒　平均以下：H11年～・14年間）
○枝肉の上物率が全国平均を下回って推移　（全国：62.3％　⇒　島根：52.2％）
○第１０回全国和牛能力共進会での成績不振　（第1回～第9回全共：3席以上　⇒　第10回全共：3席以下）

畜産技術センター

（家畜改良事業団外）

種雄牛

繁殖農家

雌牛
凍結精液

子牛

子牛市場 肥育農家 と畜場 消費者

肥育牛子牛

種雄牛対策 雌牛対策 子牛対策 肥育牛対策 ブランド対策

し ま ね 和 牛 振 興 に は 総 合 的 な 対 策 が 必 要

２） 事業内容

①県有種雄牛活用促進事業（事務委託）

後代検定において過去にない高い評価が得られた県有優秀種雄牛「恵茂勝」等の交配を促進

H26～H28：交配推進費 1,500円/頭×2,000頭

②新技術活用優良素牛供給支援事業（事業主体：県）

優秀肥育素牛・優秀雌牛を受精卵移植技術や性選別精液を活用して確保

H26：肥育素牛60頭、優秀雌牛14頭

１） 事業イメージ

種雄牛 雌牛

県内農家

優秀雌牛
（育種価上位）

県内農家

一般雌牛
（育種価平均以上）

県有

優秀種雄牛
性選別

精液

人工授精

子牛

一般子牛

（市場販売）

種雄牛候補（♂）

肥育素牛（♂）

（第11回全共）

肥育牛

早期肥育技術

確立

一般肥育

（と畜販売）

雌牛能力向上

スピードアップ

優秀種雄牛

知名度アップ

子牛価格向上

枝肉価格向上優秀雌牛（♀）

受精卵

移植

肥育期間短縮

生産効率向上

しまね和牛振興

農家経営安定

事業効果

受卵牛

①交配

推進

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８（未定）

3,200 3,200 3,200

10,516

13,716 3,200 3,200

（単位：千円）

  ①県有種雄牛活用促進事業

  ②新技術活用優良素牛供給支援事業

合　　　　　　　　　計

区　　　　　　　　　分
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 （４）「しまね和牛」生産基盤強化対策事業 

農業・農村振興対策事業

「しまね和牛」生産基盤強化対策事業

島根県農林水産部農畜産振興課

○牛や牛を飼養する施設整備に関する初期投資がネック

○新たな担い手が経営をスムーズに展開できる生産環境の整備

○ＪＡ統合を契機として、県下で広域的な取り組みを展開することで、「しまね和牛」の生産環境を整え、

生産基盤の強化を図る。

○小規模繁殖農家の減少による県内の繁殖和牛頭数の減少に対して、繁殖和牛経営体の新たな担い

手として、集落営農組織等による省力・低コストな放牧による和牛繁殖を推進する。

○繁殖牛の導入や施設整備にかかる初期投資を軽減するとともに、飼養管理技術の不足を補う支援策

として、広域的な共同子牛育成施設や共同繁殖牛管理施設等の設置を促進する。

【事業イメージ】

１ 目 的

２ 課 題

各地域中核集落畜産施設

運営主体：ＪＡ・市町村等
ＪＡ・市町村等 集落営農組織等

貸出牛

(繁殖牛）

子牛

貸出牛

（繁殖牛）

放牧

(１)－①

貸付牛

整備

(2)-①

施設整

備

キャトルステー

ション（子牛）

マザーステー

ション（繁殖牛）
管理委託

繁殖牛

・子牛の発

育改善

・冬季の繁
殖牛管理

など

繁殖牛貸出

リース料

育成

(雌牛）

家畜市場

(1)-②

施設整

備

(2)-②

運営補

助

リース牛導入頭数

　３０頭

中核畜産施設整備箇所

４施設

（１）新たな担い手集落営農放牧実践支援事業

①リース繁殖牛導入支援事業

○事業主体：ＪＡ、市町村等

○事業内容：ＪＡ、市町村等が集落営農組織等に貸し出す目的で繁殖牛を購入する経費

を補助（補助率１/３以内）

○事業実施者：集落営農組織等（放牧団体）内

②集落放牧畜産施設等整備支援事業

○事業主体：集落営農組織及び放牧団体

○事業内容：繁殖牛の飼養及び放牧に必要な施設等の整備を補助（補助率１/３以内）

（２）「しまね和牛」生産基盤強化対策事業 【農業・農村振興対策事業】

①中核畜産施設等整備支援事業（キャトルステーション等）

○事業主体：ＪＡ、市町村等

○事業内容：繁殖牛や子牛を集中管理する施設等の整備を補助（補助率１/３以内）

②中核畜産施設円滑運営支援事業

○事業主体：ＪＡ、市町村等

○事業内容：キャトルステーションの円滑な運営に向けた技術者の養成に係る経費を補助

（補助率１/２以内）

３ 事業概要

（単位：千円）

H２７年度 備考

（１）新たな担い手集落営農放牧実践支援事業 6,498

①リース繁殖牛導入支援事業 4,500

②集落放牧畜産施設等整備支援事業 1,998

（２）「しまね和牛」生産基盤強化対策事業 32,880

①中核畜産施設等整備事業 30,000 農業・農村振興対策事業

②中核畜産施設円滑運営事業 2,880

39,378

事業名

合　　　　　　計

４ 予算額
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