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放牧畜産基準認証制度の目指すもの 

一般社団法人 日本草地畜産種子協会 

会長 野口政志 

 

１，はじめに 

平成８年に農林水産省が、①集約放牧技術、②夏山の放牧地と冬里におけるイタリアン

ライグラスの組み合わせによる周年放牧技術、③遊休棚田の省力的放牧技術、④低投入持

続型放牧技術等を内容とする、21 世紀に向けた農林水産のキーテクノロジーとして「日本

型放牧技術」を取り上げて以降、少しずつですが放牧が広がっています。特に、最近では

都府県における耕作放棄地などを活用した肉用繁殖牛の放牧、北海道における新規就農者

を中心とした搾乳牛の放牧が僅かずつではありますが進展しています。 

 

２，放牧の効果 

放牧は概ね次のような効果があります。 

（１）畜産振興の観点 

①生産コストの低減により所得が向上します。 

 ア、放牧草を牛自ら採食することによって、飼料生産コストが減少するとともに購

入飼料費が減少します。 

イ、放牧することによっ

て牛が健康になり、衛

生費が低減するととも

に、牛の供用年数が伸

び、素牛導入費が減少

します。 

ウ、放牧期間中の家畜糞

尿処理量が減少し、家畜糞尿処理コストが減少します。 

  ②省力化により生活にゆとりが生まれます。 

    放牧期間中の給与飼料相当分の飼料生産作業、給飼作業、家畜糞尿処理作業、畜

舎清掃作業等が不要となることによって労働時間が減少します(牛は、自走式のフ

ォレージハーベスタであり、自走式のフィーダーであり、自走式のマニュアスプレ



ッダーです)。 

 （２）人の健康への観点 

    放牧畜産物には、舎飼い牛からの畜産物と比較して、βカロティン、ビタミンＥ、

共役リノール酸等の健康に良いとされている機能性成分が多く含まれています。 

 （３）牛の健康への観点 

    繋ぎ飼いと違い、放牧することによって牛は足腰が鍛えられるため、お産が軽く

連産性が期待でき、繁殖成績が向上します。アニマルウエルフェアの観点からも優

れた飼養管理方式です。 

（４）国土の有効利用の観点 

   牛は耕作に適しない石れき地や傾斜地でも放牧によって利用が可能であり、国土

の有効利用をすすめることが出来ます。棚田などの耕作放棄地は特別な土木工事な

しでも、肉用牛放牧によって農地に復元できます(牛は不整地走行車です)。 

（５）地域農業の維持・活性化の観点 

ア、放牧を行なうことにより耕作放棄地の発生を防止でき、稲などの耕種作物の獣

害を軽減できます。 

イ、果樹園、森林に肉用繁 

 殖牛を放牧することに 

 よって、下刈り労力が 

軽減できます。 

ウ、放牧畜産物は機能性成 

分を多く含んでいるた 

め、こだわり商品として 

６次産業化のツールと 

なります。 

エ、放牧家畜、放牧畜産物を核として、消費者との交流が期待できます。 

（６）環境・景観保全の観点 

ア、耕作放棄地に放牧することによって、景観が維持でき、放牧の継続によって芝

草地が形成され、心和む景観が提供できます。 

イ、飼料生産用トラクタ及び家畜糞尿処理機械の稼働時間の減少による炭酸ガス排

出量の減少により、地球温暖化防止に寄与できます。 



ウ、舎飼いのような高密度飼養ではないため、特別なことをしなくても悪臭の発

生を防止できます。 

（７）教育・福祉の観点 

ア、肉用繁殖牛放牧は老人でも飼養管理が可能であるので、定年帰農で牛飼いが

できます。 

イ、放牧家畜を教材として食育ができます。 

 

３，何故、放牧は進まなかったのか 

 このように、放牧は多くの特長があるのですが、我が国では平成 10 年頃は放牧はほとん

ど行なわれていませんでした。その理由は大きく４つあります。 

 まず、第１点は放牧するのに適した土地が少なかったことです。このころはまだ、農地

の資産的保有の意識が強く、耕作放棄地も現在の概ね半分ほどで、放牧をするにもその土

地の確保が難しかったことです。しかし、現在では耕作放棄地面積は約 40 万 ha にも達し、

農業就業人口の平均年齢は 65 才を越し、今後、傾斜地などの条件不利地を中心として耕作

放棄地は増大するものと考えられ、放牧適地はどんどん拡大していくでしょう。 

 第２点目はピロプラズマ病の原因となるダニに有効な駆除剤が十分に普及しておらず、

農家はピロプラズマ病の恐怖のために放牧を躊躇しがちだったことです。しかし、現在で

は、有効なダニの駆除剤が普及し、この問題は解決しました。 

 第３点目は牧柵の設置、管理にかなりの労力を要するともに、脱柵の恐れから放牧を躊

躇することがあったことです。しかしこの点についても、高張力線の電気牧柵が導入され、

設置管理が従来の有刺鉄線の牧柵よりも簡単で、脱柵の恐れもほとんど無くなりこの問題

も解決しました。 

 第４番目は放牧技術が普及していなかったことです。放牧はパドックへの放し飼いと異

なり、放牧地において家畜自ら十分な粗飼料摂取を行ない（家畜への飼料の供給）、かつ、

その放牧地において家畜が採食する草を毎年生産できる(放牧草の再生産の確保)ことが必

要です。「放牧畜産基準」の成牛一頭当りの放牧地面積の下限面積は、これを満足できるよ

うに植生別、放牧時間別に決められています。 

この技術は、牧草の短草利用(草丈 30cm 以下)を継続する技術が基本となっています。

これについては、まだ十分に普及しているとは言えない状況で、現在、当協会が研修会の

開催や放牧アドバイザーの現地派遣で技術の普及啓発に努めているところです。 



 

４，放牧畜産基準認証制度の創設の目的 

 畜産経営に及ぼす放牧の効果は多くのものがあり、放牧が普及しなかった理由もほとん

ど無くなったにもかかわらず、放牧の普及はまさに牛の歩みのごとくであります。このこ

との原因はいろいろあると思いますが、一番大きいのは、農家が飼養管理方式を放牧に切

り替えようと言う決断をしにくいことが上げられるのではないでしょうか。畜産農家にと

って、飼養管理方式を変更するのは、一つの冒険です。つまり、放牧技術の取得が必要と

なり、うまくやっていけるか不安になります(この不安も基本的な技術を身につけると、何

だこんなものか、という技術で、牧場のある地域の気象、土壌、地形等の諸条件により、

創意工夫が図れる技術です)。また、放牧開始に伴う牧柵や水飲施設の整備、牧道の整備に

多額ではありませんが、新たな投資が必要となります(一般的には、この新たな投資も放牧

による所得向上分で短期間に回収できる、と言われています)。 

放牧畜産基準認証制度は、優れた飼養管理方式である放牧の普及の進展を図るため、消

費者に、放牧畜産基準認証を受けた放牧畜産物を購買時に選択してもらうことによって、

放牧畜産物の消費の拡大及び放牧畜産物の高付加価値化を図り、畜産経営の中に放牧を取

り入れることの後押しを消費者にしてもらうために作りました。また、放牧畜産基準認証

制度は放牧畜産基準に適合する農家を放牧畜産実践牧場として認証し、近隣の農家への普

及啓発のため展示牧場として指定し、あるいは研修牧場として指定し、放牧の普及を促進

することとしています。 

 

５，放牧畜産基準認証制度の内容 

放牧畜産基準認証は、牛の飼養管理方式を定めた「放牧畜産基準」、牛乳・乳製品の製

造方法等を定めた「放牧酪農牛乳生産基準」「放牧酪農乳製品生産基準」「放牧牛乳生産基

準」「放牧乳製品生産基準」の４基準、肉用子牛・肥育牛の飼養管理方式及び牛肉の調製方

法等を定めた「放牧子牛生産基準」「放牧肥育牛生産基準」「放牧牛肉生産基準」の３基準

の計 8 基準から成っています。放牧牛乳や放牧牛肉などの放牧畜産物は「放牧畜産基準」

を満たした「放牧畜産実践牧場」認証牧場から生産されたものや派生したものが原料であ

る必要があります。  

「放牧畜産基準」は、家畜一頭当りの放牧地面積の他、家畜糞尿の適切な管理と経営内

農地への還元、農薬や動物医薬品の使用制限、舎飼い時の粗飼料多給等、消費者に受けい



れられ易い基準としていますが、同時に畜産農家に対しては、家畜一頭当りの放牧地面積

を確保し、法令を遵守して生産しておれば、原則的に「放牧畜産基準」の認証は取得でき

る仕組みにしてあります。  

 このため、放牧できる環境にある畜産農家は「放牧畜産基準」認証取得について検討し

て頂きたいと思います。「放牧畜産基準」の認証を取得した「放牧実践牧場」が増えること

が消費者に放牧畜産物を供給する大前提であります。 

近年、地域農業振興の観点から、色々な農産物の生産基準の認証制度が地域ごとに制定

されているのが散見されますが、全国的な消費者に対する認知は全国的なものがインパク

トがあるのではないでしょうか。放牧畜産物においてもいくつかの地域認証制度があり、

また、放牧畜産農家個人のブランドで販売がなされている例もありますが、放牧畜産物の

全国的な普及という観点からすると全国的な統一ブランドが必要になると思います。放牧

畜産基準認証制度は放牧を全国的に普及するために、放牧畜産について全国的な基準、基

本的な基準として策定したものです。従って、この認証制度は、現在、地域で策定してい

る諸基準を否定するものではなく、地域的な認証制度を持っている地域においても、放牧

畜産基準認証制度の各基準を満たしておれば、この認証制度に参加し、全国的な放牧の普

及に寄与して頂きたいと思います。  

 

６．おわりに 

 今後、農家の高齢化が進み、傾斜地、石れき地など条件不利地を中心に耕作放棄地が増

大する懸念があります。放牧は、このような条件不利地においても多額の土木工事を行な

わず農地として活用し、牛乳や牛肉を生産でき、消費者に放牧畜産物を供給できるのです。 

 また、放牧畜産物は機能性に富んでいることから、こだわり畜産物として６次産業化の

ツールとして活用できます。 

 放牧畜産基準認証制度の目指すもの、それは「畜産農家には所得の増加とゆとりの創出、

消費者には機能性成分に富んだ放牧畜産物の提供、牛には思いやりと優しさを」です。 

放牧畜産基準認証制度の詳細は(一社)日本草地畜産種子協会のホームページをご覧下さ

い。また、畜産経営に及ぼす放牧の具体的な効果は、本号の須藤アドバイザーの「「放牧」

メリットの再確認」をご覧下さい。このような放牧の効果を発揮させるためには、基本的

な放牧技術が必要ですが、これについては本号の「放牧のメリットを発揮させる放牧技術

の要点」をご覧下さい。 



「放牧」メリットの再確認 ―経営分析からみた放牧の効用― 

                        酪農学園大学 特任教授 

（一社）日本草地畜産種子協会放牧アドバイザー 須藤純一 

１．はじめに 

 放牧の効果は、生産技術面と生産コストや収益性の農家経済面の双方に発現します。生

産技術は通常、乳牛検定成績や繁殖成績などに反映されるため比較的容易に確認できます。

しかし、生産コストや収益性となると 1 年間の経営遂行後に、収入や支出を積算し農業会

計に基づく費用仕分けや資産評価を行い、損益計算書等を作成して初めて、しっかりと確

認できることになります。 

その一つのよい機会として提案したいのが税務申告です。これを単なる節税対策として

行うのではなく、１年間の経営を分析してその成果や課題を把握することに活用したいも

のです。酪農経営の場合には、一時的な費用の発生は少なく、収入も毎月乳代として受け

入れられ、支出も主要費用の購入飼料費なども概ね毎月支出されるため、各費用が記帳さ

れていれば、各種の数値の把握は比較的容易な農業分野である、とも言えるのです。 

以下に放牧活用の効果について、経営分析等の実績値から検討し紹介します。 

 

２．酪農経営の費用構造 

 酪農経営は、地域や飼養方式などによって生産費構造がかなり異なります。最初に一般

的な酪農経営の生産費用の内容と、その構造について示しておきます。次頁の表１に生乳

生産費を都府県と北海道に区分して示しました。都府県と北海道ではその費用構造に大き

な相違が見られます。しかし、大きく括ればその内容は共通している部分も多いことがわ

かります。つまり、酪農経営のいくつかの費用項目の中で共通している主要費目が飼料費

と労働費、そして減価償却費です。これが酪農経営の３大費用です。これらの全体費用に

占める割合では相違はありますが、その構成としては北海道と都府県が共通しています。 

都府県と北海道酪農の大きな違いは飼料費であり、特に購入飼料費には両者に大きな相

違があります。ここには両者の土地条件の相違が大きく反映されています。都府県では北

海道の 1.7 倍の飼料費であり、特に購入飼料費では約２倍近い数値になっています。その

他の２費用（労働費、減価償却費）には大差はありません。強いてあげれば養畜費（種付

費、診療衛生費）が都府県で多く、賃料料金（各種外部委託費）は北海道で多いというこ

とです。さらに乳牛の減価償却費は北海道で少ないことが示されています。 
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 こうした費用構造は、

放牧導入経営と舎飼経

営でも格差が表れると

ころでもあります。こ

れらの点については以

下に述べます。 

 

３．飼養規模や飼養方

式と放牧導入 

 周知のとおり酪農経

営は都府県、北海道を

問わず規模拡大が一層

進展してきています。   

飼養規模拡大は、放牧

の利用にも大きく影響しています。この点について北海道の根室管内のある地域における

実態についてみていきます。図１に示すように飼養規模別に放牧利用の内容をみると大き

な格差がみられています。放牧利用の経営が多いのは、経産牛頭数で 80 頭以下であり、

80 頭を超えると少なくなっていることが示されています。このことは、飼養方式にも関連

しているもので規模拡大の切り札として進められてきたのがフリーストール（府県ではフ

リーバーン）方式の導

入でした。その境目が

経産牛で 80～100 頭

規模になります。飼養

規模が経産牛で 100頭

を超えるとフリースト

ール飼養が増加してい

るのがわかります。こ

れらのことから判断で

きるのは、フリースト

ール方式に転換すると放牧利用を行わなくなる傾向を示しています。 

金額 割合 金額 割合
自給飼料費 14,764 1.5 33,486 4.1
購入飼料費 450,698 45.8 242,552 29.4

計 465,462 47.3 276,038 33.5
雇用 14,480 1.5 5,964 0.7
家族 149,932 15.2 151,496 18.4
計 164,412 16.7 157,460 19.1

53,740 5.5 35,615 4.3
42,953 4.4 43,635 5.3

乳牛 66,131 6.7 51,637 6.3
建物施設 21,487 2.2 27,835 3.4

機械 35,414 3.6 35,704 4.3
計 123,032 12.5 115,176 14.0

23,835 2.4 67,669 8.2
24,463 2.5 37,298 4.5
24,804 2.5 30,725 3.7
60,638 6.2 61,518 7.5

983,339 100.0 825,134 100.0
　注）中央畜産会、畜産経営診断全国集計統計編より作成（2011）

当 期 費 用 合 計

水道・光熱・燃料費

減価償却費

賃料料金
修理費

全国 北海道
費用区分

消耗諸材料費
租税公課諸負担

飼料費

労働費

養畜費

表 １ 　生乳生産費用と比率：経産牛１頭当たり　（円）
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図2 産乳量階層別成牛１頭面積と飼養内容

成牛１頭当面積 ha

放牧率 ％

TMR率 〃

 このことは、近年のフリーストール方式の導入が、飼料給与技術として TMR 給与とセ

ットで指導奨励されてきたことに起因します。TMR は、いわゆるアメリカの穀倉地域で

開発された混合飼料給与技術です。これは周知のように、乳牛群における産乳目標をあら

かじめ決めて栄養計算を行い、穀類や各種の粕類を組み合わせて飼料コストを安価に設定

する給与システムです。乳牛が必要とするすべての栄養を人間が管理する方式のため、乳

牛の自由と選択採食を極力制限する方法でもあります。従って、放牧のように乳牛の自由

行動で選択採食に任せる給与は、理論的な計算が難しいとされ、ＴＭＲ給与とは相容れな

い性格を持つものです。 

 以上のことを如実に示す例として、北海道道東の酪農地域における規模拡大と飼料給与

の内容の変化を示す好例を図２に示しました。産乳量階層別に示したものですが、規模拡

大に伴って放牧利用が

漸減しており、TMR

給与に取って代わって

いるのが良くわかりま

す。このように規模拡

大に伴うフリーストー

ル方式の導入が放牧衰

退の一つの要因といえ

ます。しかし、ヨーロ

ッパ諸国の家族経営で

は、フリーストール方式と放牧利用は密接に結びついた利用が行われています。この場合

の飼料給与方式は EU 諸国で開発されて普及している CCF（コンピューター・コントロー

ル・フィーダー）や、ミルキングパーラー内における個体別の飼料給与システムが多く導

入されています。近年に至って、TMR 給与方式による穀物多給与が、乳牛疾病を多発す

ることが顕在化したことにより、北海道ではフリーストール方式でも CCF 方式を導入し

て放牧利用を行う経営も現れてきています。 

 

４．放牧利用と収益性 

次に放牧利用のメリットの確認を、舎飼方式との比較を行いながら検討してみます。北

海道においては酪農経営について行い、一方で放牧のメリットが大きく表れる肉用牛経営



については府県の資料から検討します。 

（１） 酪農専業地域（根室管内）における放牧利用の効果 

 放牧活用のメリットとしては、生産技術面と農家経済の双方に表れることをすでに述べ

ました。ここでは主に生産費用と収益性について詳しく検討してみます。飼養方式区分と

して、通年舎飼と昼間放牧、昼夜放牧に３区分して検討しました。放牧利用経営の特徴と

メリットは費用の低減のみ

ではなく、収入の内容に表

れます。最初にそれを表２

から読み取ります。 

 飼養規模は、通年舎飼（経

産牛 110頭）＞昼間放牧（経

産牛 72 頭）＞昼夜放牧（経産牛 66 頭）という内容です。通年舎飼経営は、飼養規模から

みてほとんどはフリーストール経営と判断されます。実績値は経営間の比較を鮮明にする

ため、すべて経産牛１頭当りの金額で示しました。 

 酪農経営の収入は当然生乳販売が主体ですが、北海道においては後継牛となる育成牛を

飼養している経営がほとんどです。従って、後継牛として余裕がある場合には初任牛は個

体販売され、収入の補完として位置付けされてきました。しかし、すでに述べたように穀

物多給や通年舎飼による運動不足などから疾病淘汰される乳牛の割合が年間 25％（北海道

乳牛検定成績より）にも及びます。特にフリーストール経営では 30％以上の淘汰になって

いる経営も珍しくはありません。 

 こうした実態が表２の収入内容に示されています。通年舎飼経営は個体乳量も高いため、

生乳販売額が多くなっています。生乳の販売額は、通年舎飼＞昼間放牧＞昼夜放牧になり

ます。一方、乳用牛販売額は、全く逆の昼夜放牧＞昼間放牧＞通年舎飼の順になります。

これと連動しているのが家畜共済金であり、乳用牛販売額と逆の傾向です。つまり、通年

舎飼経営では乳牛の淘汰廃用割合が高いため、受け取り共済金が多くなっていることが明

らかです。このため育成牛の多くを後継牛に仕向けることになり、育成牛販売が少なくな

るのです。収入合計額では放牧利用経営で通年舎飼経営の８割程度になります。 

 次に、次頁の表３には同様な区分による生産費用を科目ごとに示しました。経営費用合

計では、明らかに通年舎飼経営で多額であり、放牧利用経営とは２倍程度の大きな格差に

なっていることが認められます。費用科目では肥料費以外のすべての科目が通年舎飼経営

区分 通年舎飼 昼間放牧 昼夜放牧 昼夜/舎飼（％）

生乳 681,548 580,223 527,798 77.4
乳用牛 32,703 39,942 42,003 128.4
肉用牛 19,044 19,151 21,041 110.5

家畜共済金 30,652 22,437 19,122 62.4
畜産雑収入 56,068 62,460 59,762 106.6

畜産収入合計 820,015 724,214 669,725 81.7

　表２　飼養方式別収入内訳（経産牛1頭当り円）



で多いことが明らかです。 

 なかでも格差の大きいのが、

労賃、飼料費（購入）、養畜費（種

付け代、診療費）そして農業共

済費（家畜共済掛金）です。特

に金額が大きく格差の目立つの

が購入飼料費であり、放牧経営

の２倍から３倍近い格差になっ

ていることが一目瞭然です。通

年舎飼経営では購入飼料依存型

の飼料給与になり、牛乳生産を

維持していることが明らかとい

えましょう。通年舎飼経営では

購入飼料費が費用合計額の４割

強を占めているのに対して昼夜

放牧経営では３割台に抑えられ

ています。 

主要生産費用について図３に

も示しましたが、通年舎飼と放

牧経営の格差が鮮明です。舎飼

経営のような費用構造では、い

くら生産を高めても生産コストの低減に

は限界があることが明らかです。放牧経

営の生産費用面における有利性が如何な

く発揮されていることが極めて明瞭とい

えます。表４には技術内容と収益性を示

しましたが、規模が小さく経産牛１頭当りの乳量は低いですが、所得率で示す収益性には

放牧の有利性が明確に現れています。これが結論です。 

（２）肉用牛経営における放牧経営の効果（都府県の事例） 

 放牧活用は、肉用牛の特に繁殖経営では夏山冬里方式など古くから行われている飼養方

通年舎飼 昼間放牧 昼夜放牧

経産牛頭数 頭 109.8 71.7 66.3
経産１頭乳量 kg 8,115 7,039 6,594

乳飼比 ％ 43.6 35.7 32.8
経産牛１頭所得 千円 153 182 178

所得率 ％ 21.6 26.7 27.7

区分

　　表４　飼養方式別技術と収益性

表３　飼養方式別費用内訳（経産牛１頭当たり）（円、％）

科目 通年舎飼 昼間放牧 昼夜放牧 昼夜/舎飼

労賃 50,397 14,913 11,159 22.1

肥料費 24,598 24,489 24,808 100.9
生産資材費 26,850 17,683 15,025 56.0
水道光熱費 40,444 26,612 24,254 60.0

飼料費 297,439 135,289 104,525 35.1
養畜費 48,009 21,050 16,861 35.1

農業共済 31,628 17,528 14,501 45.8
賃料料金 69,614 41,538 37,573 54.0
修理費 31,653 24,389 21,597 68.2

租税負担金 29,481 18,069 15,770 53.5
支払利息 10,667 5,979 5,147 48.3

その他経営費 11,914 7,476 7,249 60.8
経営費合計 672,693 355,014 298,470 44.4

注）北海道根室地域専業酪農調査より



式として定着しています。近年では転作田や棚田での放牧活用や飼料イネの活用方法など

新たな技術としても注目されてきています。日本を全国的に俯瞰してみれば緯度の差や平

地と山岳の高低差など日本独自の多様性があります。こうしたことからも放牧利用の多様

化が当然でもあり、活用の幅が広いことも肉用牛の放牧利用における特徴といえます。以

下に都府県における肉用牛繁殖経営における放牧の効果について検討します。 

 先に放牧の有無による

収益性について表５より

検討します。周年放牧で

はやや売上が少ないです

が、時間制限放牧では放

牧無経営より成雌牛１頭

当たりの子牛販売額が高

く、売上高も多くなって

います。このことの大き

な要因は、酪農経営と同

様、購入飼料費が少ないことです。放牧利用経営では、舎飼経営より２割から３割近く低

減されていることがわかります。自給飼料費と減価償却費も少なくなって売上原価に反映

されています。 

 この結果、放牧利用経

営の経常所得額が多くな

っているのが明らかです。

放牧利用経営では放牧無

経営の 1.4 倍（周年）か

ら 2.9 倍（時間制限）の

格差になって表れていま

す。同様所得率では 1.6

倍から 3.5 倍という大き        写真１． 時間制限放牧事例 

な格差となっています。特に時間制限放牧では５割近い所得率です。 

 これらの経営の経営概要と生産技術の要因分析を次頁の表６に示しました。肉用牛の繁

殖経営では生産子牛の増体成績が販売価格に大きく反映されます。放牧無経営に比べて時

表５　放牧の有無による収益性比較（成雌牛１頭当り円、％）

項目 放牧なし 周年放牧 時間制限放牧
売上高計 313,075 285,154 321,228
子牛販売 309,587 274,364 315,313

当期生産費用 430,324 343,466 424,243
　購入飼料費 120,017 88,493 91,934
　自給飼料費 13,160 10,920 7,597

敷料費 2,624 1,317 642
　労働費 113,743 78,621 170,393

　減価償却費 74,534 50,428 68,955
売上原価 353,791 276,265 310,740
経常利益 -63,921 -20,280 -26,511
経常所得 48,679 69,306 143,377
所得率 13.9 23.0 48.8

注）畜産経営診断全国集計解析編、2010年、中央畜産会



間制限放牧経営では去勢子牛、雌仔牛ともに販売価格が高いことが分かります。販売月齢

が若く販売体重もやや小さいにも関わらず高く評価されていることは、仔牛の骨格形成な

どの強健性が優れていることで市場性を高めているものと考えられます。なお、販売月齢

が若いということは生産費用に大きく影響しています。 

 以上のように

肉用牛の繁殖経

営においても放

牧活用は大きな

効果があること

が認められます。

しかし、周年放

牧経営にみられ

るように、放牧

の利点を生かす

には総体的で日

常的な飼養管理

の改善が不可欠

であることも明らかです。放牧利用のメリットを生かすには、放牧地の植生維持管理と同

時に母牛の放牧管理と併せて放牧時の哺乳子牛の別飼いの導入などのきめ細かな管理も重

要な要素になることが示唆されます。 

 

５．放牧のメリットを生かす多様な技術とその内容 

 以上のように、放牧のメリットは酪農と肉用牛経営の双方においてかなり高く現れます

が、その技術的な仕組みを考えてみたいと思います。酪農経営の実例を参考に検討します。

すでに述べたように放牧酪農のメリットは生産費用面として購入飼料費と労働費、減価償

却費の酪農生産の３大費用に大きく発揮されることを述べました。この中で特に大きいの

が費用の４割に及ぶ購入飼料費の節減効果です。この費用に着目して生産技術と収益性と

の関係を検討してみます。 

（１）放牧利用の多様化 

 放牧技術は、基本的な部分はありますが応用技術ですから地域の自然条件と経営条件に

放牧なし 周年放牧 時間制限放牧
115 5 4

家族労働 人 1.2 0.9 1.6
成雌牛頭数 頭 25.4 30.3 22.1

子牛販売頭数 〃 20.6 23 18.5
自給飼料面積 ha 5.21 3.37 5.78

成雌牛１頭当たり面積 a 20.5 11.1 26.1
家族１人飼養頭数 頭 25 44.0 18.0

成雌牛１頭当たり労働時間 時間 110 56 147
分娩間隔 月 13.1 13.5 13.4

受胎に要した種付回数 回 1.7 2.2 1.8
去勢子牛１頭販売価格 円 444,746 412,573 464,214

販売月齢 月 9.2 9.1 9.1
販売体重 kg 275 281 269
日齢体重 kg 1.02 0.99 1.03

生体１kg当たり価格 円 1,617 1,468 1,726
雌子牛１頭販売価格 円 369,492 337,942 373,399

販売月齢 月 9.5 9.6 9.3
販売体重 kg 263 245 255
日齢体重 kg 0.91 0.84 0.9

生体１kg当たり価格 円 1,405 1,379 1,464

区分
集計件数

　　　表６　放牧の有無経営概要と収益性要因比較

経
営
概
要

生
産
技
術
要
因



よっての多様な方式が可能です。農家の数ほどの放牧技術があるといっても良いでしょう。 

そのモデル的な事例として北海道の釧路地域のある農協管内の例を示しましょう。表７に

多様な個別経営の概要と生産技術の内容と収益性を簡潔に示しました。同地域でありなが

ら経営規模も放牧方式もそして生産技術にもすべてに農家個々の相違（個性）が示されて 

います。放牧区の編成もいわゆる 1 日１牧区利用の集約方式のみではなく、小牧区から中

牧区に止まらず大牧区方式まで、組合せての利用です。つまり、各経営の条件や季節によ

る放牧地の変化と状態にマッチした柔軟な方式を取り入れているのが大きな特徴です。従

って草種や品種も多様な混播草地の利用です。 

 酪農の生産技術の主要な指標である経産牛１頭当たりの年間乳量には経営間格差も大き

く示されています。通常の酪農経営の指標からみれば、技術レベルはそれほど高くない経

営も含まれています。しかし収益性でみるとほとんどの経営で高水準にあることが認めら

れます。これらは、酪農経営の重要な指標項目である乳飼比と飼料効果に大きく反映され

ています。一般経営と比較してもこの水準はきわめて高いといえます。そしてその基礎的

A B C D E 平均

頭 48.0 45.5 118.0 62.5 25.5 59.9
ha 24.0 7.0 14.0 15.0 10.0 14.0
〃 23.5 16.0 0.0 5.0 6.5 10.2

中 中 小～中 小～中 中

１頭当たり乳量 kg 8,300 7,500 8,400 8,200 6,500 7,780
乳脂率 ％ 4.2 4.1 3.99 3.9 4.2 4.08

無脂固形分率 ％ 8.70 8.50 8.59 8.70 8.60 8.62
濃厚飼料給与量 kg 1,526 1,678 2,039 2,288 1,118 1,730
購入TDN給与量 1,538 1,758 2,310 2,158 1,260 1,805

乳代 千円 601 527 585 687 529 586
購入飼料代 〃 122 115 219 190 103 150

乳代－購入飼料代 〃 479 412 366 497 426 436
飼料効果 5.4 4.5 4.1 3.6 5.8 4.7
乳飼比 ％ 18.3 20.1 33.0 24.7 17.6 22.7
FCM kg 8,549 7,613 8,387 8,077 6,695 7,864

自給飼料産乳量 kg 3,888 2,285 1,387 1,538 4,256 2,671
円/kg 52.0 57.6 62.2 64.0 73.0 61.8

〃 29.2 31.3 29.4 36.6 24.4 30.2
千円 337 363 250 215 263 286
％ 45.2 44.9 33.0 24.8 41.4 37.9

　　　　　　　　　表７　放牧経営の産乳実績

　　注）　 　自給飼料生産乳量＝FCM乳量ー購入飼料生産乳量
　　　　　　　FCM（４%補正乳量）＝（１５×脂肪率÷100＋0.4）×乳量
　　　　　　　購入飼料生産乳量＝（購入飼料量×TDN率）÷0.33ｋｇ
　　　　　　　0.33kgは脂肪率４％の牛乳を生産するために必要なTDN量

生乳生産コスト
自給TDN生産コスト
経産牛１頭所得額

所得率

農家名
飼養頭数（経産牛）

放牧面積
兼用地

放牧方式（牧区編成）



な技術が自給飼料由来の産乳量の高さです。これも経営間格差が大きいのですが平均して

2,500kg以上、中には 4,000kg 前後の極めて高水準の経営もあります。自給飼料由来の産

乳量の乳牛検定成績における北海道平均は 2,000kg 程度ですから、Ａ・Ｅ経営事例ではそ

の倍以上を生産していることです。 

 こうした自給飼料由来の産乳量を算出する方式は、20 年以上も前から EU 諸国では利用

されているもので現在では生産技術指標として一般的に活用されています。しかし、アメ

リカ酪農に大きくシフトとした日本においては研究面でもほとんど考慮されていないのが

実態です。筆者は 20 数年前にイギリスの全英農業センター（当時）の試験成績で確認し

ました。当時の搾乳牛１頭当たりの年間乳量は 6,000kg 程度でしたが、その半分の 3,000kg

を粗飼料より生産することを目標にしていました。これが季節単位で月別の実績としてグ

ラフ化されており、当時筆者が探していた資料でしたので大いに感激した記憶があります。 

 北海道では北海道立根釧農業試験場（当時）において和泉康史氏が中心になって実施し

たサイレージ給与試験があり、その結果から自給飼料からの１乳期の産乳可能量を試算し

ています。経産牛１頭当たりで年間 6,000kg の産乳が可能であることを理論的に示しまし

た。良質な自給飼料の給与によって十分可能であることが示唆されているのです。当時の

酪農情勢の中ではかなり先駆的な研究でしたが、近年に至りこれを実証する経営が現れて

います。この紹介はまたの機会に譲ります。 

 さて、本論に戻りますが、紹介した経営では、このような放牧を中心据えた自給飼料を

基本にした飼料給与の組み立てによって自給率を高め、購入飼料への依存を極力低減して

いるのです。これは放牧

期間のみでなく年間を通

じて自給飼料中心の飼料

給与体系を構築している

ことでもあります。放牧

技術は年間の約半年の限

定された技術であり、自

給飼料活用の一つの方式

に過ぎません。したがっ   写真２． 年間を通じて自給飼料中心の飼養体系に 

て、放牧を中心に据えた年間の飼料給与体系をグラスサイレージや乾草などの貯蔵飼料も

活用した自給飼料中心の給与にすることがきわめて重要になります。 



 こうした観点からすれば放牧活用とは単なる放牧期間の技術ではなく年間を通じた総体

的な自給飼料重視の飼養管理技術であることです。このことを十分認識しなければ放牧の

効果を十分に享受することにはなりません。そしてその方式は各経営の条件あるいは生産

方針からも多様な内容になります。このことを 5 戸の事例の実績を毎月の搾乳牛１日１頭

当たりの乳量の変化を見

ると図４のとおりです。 

 各経営によって多様な

月別の産乳曲線が描かれ

ています。ここにはまさ

しく放牧活用の方法の相

違や年間の飼養管理にお

ける経営の個性と多様性

が示されていると言えま

す。 

（２）年間の自給飼料由来の産乳量の季節変化 

 次に紹介した５事例の中で、高水準の A 経営の産乳実績の内容について月別に検討して

みましょう。年間の飼料給与体系から月別に自給飼料と購入飼料の栄養計算を行い、給与

量が把握でき計算出来る配合飼料の TDN 給与量から産乳可能量を計算して FCM 乳量か

ら逆算で自給飼料由来の産乳量を試算する方法です。 

 短草利用の放牧草は元来高蛋白であり、TDN／CP 比は３前後です。一方、配合飼料の

TDN／CP も CP の割合で若干変わりますが平均的には４～５以内です。つまり放牧草と

配合飼料の栄養バランス（TDN／CP 比）はきわめて相似しているのです。このため、良

質の放牧草を飽食した乳牛は配合飼料を欲しません。つまり放牧草は配合飼料の唯一の代

替え飼料になりうるのです。したがって、放牧期は TDN（エネルギー）中心の配合や単

味飼料を補完給与する事が必要になります。配合飼料は CP の低い飼料に変える事は絶対

条件ですが、それも限界がありますので基本的には給与量を減らす、という対応が必要に

なります。 

近年において測定されるようになった毎月の MUN（バルクミルク中尿素窒素）の変化

を注意深く観察することで、適時 TDN と CP のバランスを適正に保つような飼料給与の

組み立てと修正を行う事ができます。 



さて、A 経営の毎月の産乳量の内容を搾乳牛１日 1 頭当たりの乳量で図５に示しましま

した。放牧期には、乳量

が大きく上昇しています。

配合飼料由来の乳量はほ

ぼ一定で季節変化はほと

んどありません。したが

って、放牧期の乳量の増

大は放牧草によって得ら

れたと考えられます。自

給飼料由来の乳量の変化

とその向上がそのことを

物語っていると言えます。放牧草が配合飼料と同様乳牛の泌乳能力を大きく引き出してい

るともいえます。 

この産乳内容から、放牧の経済的メリットも推測できるのです。放牧草など自給飼料の

生産コストと購入飼料のコストの関係です。これを TDN１kg 当たりのコストを試算する

と購入飼料では 70～80 円になりますが、自給飼料のコストは A 経営の場合 TDN１kg 当

たり 29 円と安価です。放牧草ではより安価になります。つまり、自給飼料由来の牛乳は

TDN コスト 29 円で産乳でき、購入配合飼料由来の牛乳は概ね 75 円以上の費用で産乳し

ている事になります。その差は 2.6 倍にもなります。自給飼料の乾物摂取量の限界はあり

ますが、最大限の栄養を安価な自給飼料から摂取して産乳できれば必然的に生産コストが

低減できることは自明といえます。逆にいえば産乳を購入飼料に依存している限り TDN

コスト 70～80 円の壁から逃れることはできません。購入飼料依存では、相対的に産乳コ

ストを下げる手段として永遠に産乳量を伸ばすこと以外に方法はないということです。

TMR 給与方式はその実態を示しているといえます。 

 

６．放牧のメリットをより享受するために 

 今後、より放牧のメリットを享受するための方策策定に役立つように、幾つかの課題を

整理し、６項目の要点として提案しておきます。 

（１） 生産方式を自給飼料主体に転換することが、基本的な条件になります。 

（２） 同時に、放牧草のみならず、自給飼料の栄養収量の向上と栄養バランスとミネラ



ルバランスの適正化が必要になります。土壌養分と牧草の養分の把握と肥培管理

により、土壌と草地の生態系を維持する資源循環の維持が不可欠です。 

（３）産乳量向上一辺倒の乳牛改良の是正が必要です。放牧利用のための乳器の付着や

足腰の強健性、そして粗飼料の利用性を高めるルーメン機能の向上を基本にした

改良が不可欠です。従来のアメリカ、カナダ主体の改良から脱し日本の多様性を

生かす多様な乳牛改良が必要とされます。 

（４） 以上の課題を総合的に管理するマネージメントと観察力の保持が重要視されます。

併せて酪農経営は迂回生産でもあり、主生産の搾乳牛部門以外に自給飼料生産や

育成牛部門などが必要です。したがって、各部門間の管理と同時に部門間のバラ

ンスの適正化と併せて､各経営条件を十分に生かす構想力も必要です。 

（５）こうした技術や情報交換を行える仲間作りも必要です。そうした組織力を持って

課題を共有できる場を作ることで、その把握や対策が可能になります。北海道内

に多く組織されている放牧研究会の活動がそのことを示しています。 

（６）消費者の多様なニーズに応えられる牛乳・乳製品の製造は、忘れてはならない大

きな課題です。生産者と消費者の交流や情報交換などによって川下から川上への

要請、そして川中の加工・流通面における多チャンネル化なども、今後の放牧の

発展のために、重要で不可欠な課題といえましょう。 
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放牧のメリットを発揮させる放牧技術の要点

搾乳牛

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 北海道農業研究センター

酪農研究領域 須藤 賢司

１．はじめに

搾乳牛放牧の技術上の要点は、栄養価の高い放牧草を一定量準備し、安定的に牛に食い

込ませることにあります（写真１）。また、草量の不足や季節的な放牧草の質的変化によ

り放牧草採食量が低下する場合には粗飼料を適宜併給し、放牧期間を通じて乾物摂取量に

不足がないように管理することが重要です。これを実現するための方法として集約放牧技

術があります。

２．集約放牧技術の要点

（１）高栄養草種の利用

集約放牧には栄養価が高くて嗜好性に優れ、再生力が高い草種を用います（表１）。放

牧採草兼用地には採草収量が大きいチモシーやオーチャードグラス、放牧専用地には再生

力の季節変動が小さいペレニアルライグラスやメドウフェスクが使いやすいでしょう。

ペレニアルライグラスは再生力と嗜好性に優れ、集約放牧に最も適した草種です。しか

し、耐寒性と耐暑性が劣るため、北海道では土壌が凍結しにくい多雪地帯（道南・道央・

写真１．搾乳牛放牧の様子

（放牧後の草量が少なくなるように強めに放牧すると、次回放牧時の栄養価が高くなる。）

放牧中 放牧後
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道北）に適しています。北海道東部などの土壌凍結地帯では耐寒性に優れたチモシーやメ

ドウフェスクの利用がお勧めです。チモシーは嗜好性に優れますが、夏以降に再生力が低

下します。一方、メドウフェスクは夏以降の再生力に優れますが、採草した場合の収量は

高くありません。したがって、メドウフェスク草地は放牧専用として必要に応じて掃除刈

りを行い、チモシーの放牧採草兼用地と組み合わせ利用するとよいでしょう。オーチャー

ドグラスは株化しやすいため、他の草種よりも集約放牧用として使いにくい面があります

が、チモシーよりも越夏性と1番草採草後の再生力に優れ、草地面積に限りがある場合に

適しています。

草地造成や草地更新に際しては、これらイネ科牧草とシロクローバ（イネ科牧草を被圧

しない中～小葉型品種がよい）を混播します。シロクローバには窒素肥料の節減、裸地の

発生抑制、イネ科牧草の栄養価が低下した際の補完などの効果が期待できます。

（２）短草利用

栄養価を高く維持し、その変動幅を小さくする

ため、放牧草は短い草丈のうちに採食させます。

高栄養草種の短草利用により、放牧草のTDN含量は

70％以上（図１）、CP含量は18％以上を期待でき

ます。なお、たとえ高栄養草種でも、伸びすぎた

り倒伏した際には栄養価や嗜好性が低下し、放牧

地の植生が悪化する原因ともなります。適正な利

用草丈は、ペレニアルライグラスが20cm、チモシ

ーが30cm、メドウフェスクが20-30cmです。ただし、春の放牧利用は前述の草丈にこだわ

らず、放牧地が乾き次第、馴致を兼ねて開始します。適正利用草丈まで伸びるのを待って

いると、草が伸びすぎて短草状態を維持できなくなるので注意が必要です。

（３）転牧と草量の過不足への対応

一つの牧区に放牧する期間を半日～数日とすることにより、常に牛が新鮮な牧草を食べ

図１． 短草利用したペレニアルライグ

ラス主体放牧草のTDN含量の季節変化例

表１．高栄養草種とその特性
栄養価 嗜好性 再生力 耐寒性 耐暑性 再生力の季節変動

ペレニアルライグラス ◎ ◎ ◎ △ △ 小
メドウフェスク ◎ ◎ ○ ○ ○ 小
チモシー ◎ ◎ △ ◎ △ 大
オーチャードグラス ○ ○ ○ ○ ◎ 大
◎：優れる ○：良い △：劣る

60
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られるようにして採食性を向上させ、牧区内の草量をなるべく均一にします。

放牧期間中に牛群が必要とする乾物要求量の変動は、春に高く夏以降に低下する牧草再

生量の変動に比べれば小さなものです（図２）。秋に確保できる放牧地面積が広いほど、

放牧依存度を高めることができます。秋の放牧に充分な面積が確保できる場合には春に草

が余るので、一部の牧区には放牧せず（禁牧）、採草利用します（図３）。逆に、放牧地

面積が不足する場合には牧草の再生力に応じて1日の放牧時間を短くしたり（時間制限放

牧）、併給粗飼料量を増やします。

（４）電気牧柵の利用

細かい牧区の設定や放牧地での機械作業を効率的に行うためには、設置と撤去が容易な

電気牧柵の利用が欠かせません。現在市販されている電気牧柵の性能は高く、電気ショッ

クを牛に覚えさせ、電牧線への馴致を充分行えば、脱柵の危険性はほとんどありません。

バラ線と異なり、乳房を傷つける心配が少ないことも利点です。電気牧柵には様々なタイ

プがありますが、外柵には脱柵防止機能を重視して恒久的なものを設置する一方、内柵は

５－６月 ７月 ８－９月 １０月

牧草再生量

牛群の要求量

図２．牛群の栄養要求量と牧草再生量との関係（イメージ）

放牧採草
兼用

放牧専用

通路

図３．放牧専用地と放牧採草兼用地の配置例

牛 舎
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設置場所を適宜変更できる簡易なものとするなど、用途に応じて使い分けます（写真２）。

（５）通路、飲水場等放牧施設の整備

どの牧区に牛がいても自由に水を飲

めるように飲水施設を設け（写真３）、

牛や作業者（車）が円滑に移動できる

ような通路を整備することは、集約放

牧を行うために欠かせない事項です。

牛は自由に飲水できないと採食量が減

少して乳量に影響しますし、泥濘化し

た通路やパドックは乳房炎の遠因とも

なります。新たに放牧を始める際には

写真２．恒久柵（上）と

簡易柵（下）

写真３．移動式給水施設の例（トラクタ牽引可能）
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施設に対するある程度の出費が避けられま

せんが、無理にケチをしないほうが後々の

ためになります。

牧区は通路と配水管の敷設距離が短くな

ることも考慮して配置し、ゲートの位置に

も気をつけます（図４）。通路がぬかるよ

うであれば、火山礫・灰を投入したり（写

真４）、側溝を掘って排水します（写真５）。

牛舎の出入口など、泥濘が特にひどい箇所は

木製すのこの埋設（図５）や舗装（写真６）

などの対策を行います。飲水場は水が溜まり

やすい箇所を避けて設けます。水槽は常に清

牛

舎

牧区

通路

は につられて出口と反対方向に歩く

牧区のゲートは牛舎側に設置

図４．不適切な牧区ゲート設置位置の例

写真４．火山礫・灰を使用して整備した通路

図５．木製すのこ埋設による泥濘化防止

火山礫に

埋設して鎮圧

火 山 礫

写真５．排水用明渠
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浄な冷たい水を飲めるよう、特に夏場はまめに掃除することも必要です。暑熱対策として

放牧地に木陰があれば最適（写真７）ですが、庇陰林内が泥濘化することもありますので、

暑熱時には夜間放牧に切り替えるなどの工夫をすることで庇陰林の設置を省略する選択も

ありえます。

３．搾乳牛の放牧飼養管理上の要点

（１）土地条件と草地生産性

搾乳牛の昼夜放牧に必要な面積は、地域と季節、草地の状態（植生）や管理（施肥量）

等により一概にいえませんが、1日1頭当たりでは2aが目安です。実際には、牧草が再生し

て次回に放牧できるようになるまでの間（休牧期間）は別の牧区が必要ですので、これら

を含めた1頭あたりに必要な面積は、牧草が良く伸びる6月頃は20a強、牧草の伸びが落ち

着く8月頃は40-50aが大まかな目安となります。これよりも放牧地面積が少ない場合には

時間制限放牧を検討します。1日8時間および3時間程度の時間制限放牧に必要な面積は、

それぞれ昼夜放牧の6割および4割程度を見込みます。

なお、牧草再生力の大小により放牧に必要な面積が左右されますので、夏以降の再生力

に優れた草種の利用により放牧地面積は少なくて済みます。草地生産性の向上にはペレニ

アルライグラスやメドウフェスクを追播することも有効です（写真８）。効果が出るまで

に2-3年を要しますが、完全更新よりも経費が少なくてすみ、更新失敗による雑草繁茂の

心配もありません。また、トウモロコシサイレージは収量とTDN含量が高く、CP含量が低

いという特性を持つため、放牧草との組み合わせ利用に適しており、圃場面積が限られる

畑地型酪農地帯では特に有効です。

写真６．一部通路を舗装した例 写真７．庇陰林
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（２）割り当て草量

放牧牛1頭当たりの草量が多いか少ないかの目安に割り当て草量という考え方があり、

牧区内の全草量を牧区内に放牧されている牛の合計体重で割って求めます。以下に割り当

て草量の算出方法を示します。この例では体重1kg当たり0.05kg（＝体重の5％）の牧草が

牛に対して準備されたことになります。

例）草量（乾物）：0.13kg/m2（130g/m2）

牧区の面積：10000m2（1ha）

放牧牛の合計体重：26000kg（1頭平均650kgで40頭牛群）のとき

割り当て草量＝0.13×10000÷26000＝0.05kg

写真８．追播機の例と追播後の様子
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搾乳牛の昼夜放牧で体重比2％の放牧草採食量量を期待し、利用率を40％とした場合、

準備すべき割り当て草量は体重比5％程度が目安になります。

割り当て草量が一定水準以下ならばその大小が放牧草採食量に大きく影響し、一定水準

以上ではその影響は小さくなります。昼夜放牧では割り当て草量が5％を超えると食い残

しが増え、次回以降の放牧時に枯れ葉が増えて嗜好性や利用率が低下します。このような

場合、搾乳牛の放牧後に育成牛や乾乳牛を放牧し、残った草を採食させるとよいでしょう。

（３）放牧地の施肥

雑草が少なく嗜好性に優れた放牧地にするためには適切な施肥が欠かせません。放牧地

は定期的に土壌診断を行い、必要に応じて石灰等の土壌改良資材を投入するとともに、不

足する成分だけを追肥します。土、草、牛へのバランスのとれた目配りが放牧には求めら

れます。

早春の窒素施肥はスプリングフラッシュ（6月頃の急激な再生力の上昇）を助長します

ので、放牧採草兼用利用などにより有効活用します。一方、採草が困難で春に草が余る場

合には早春の窒素施肥を控え、必要に応じてスプリングフラッシュ後に施肥します。家畜

に有害な牧草中硝酸態窒素濃度の上昇防止や嗜好性を維持する点から、1回当たりの窒素

施肥量は2kg/10a以下とすることが無難です。牧草のCP含量は施肥後の降雨により急上昇

することがありますので、乳中尿素態窒素（MUN）の変動にも注意します。また、牧草乾

物中の硝酸態窒素濃度は0.2％を超えないようにします。さらに、低マグネシウム血症予

防のため、牧草乾物中のK／（Ca+Mg）値が当量比で2.2以下となるように管理します。

（４）食草行動の把握と放牧スケジュール

割り当て草量が充分でも、補助飼料量の過剰や放牧前の給与、不適切な施肥や牧区内の

肥料成分の偏在による放牧草の嗜好性低下、暑熱等々の理由で期待するほど放牧草採食量

が得られない場合があります。漫

然と放牧地に牛を出し入れするの

ではなく、牧区に入ったときの食

いつきはよいか、2-3時間は食べ

続けるか、牛舎に戻りたがってい

ないか（写真９）、放牧地から帰

ってきたときに（充分採食して）

腹が膨らんでいるか（写真１）な

写真９．牛舎に戻りたいため、ゲート付近に集まった牛群

（放牧草に不満な場合によく認められる現象）
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どの点に目を配ることが重要です。

補助飼料摂取量も放牧草採食量に大きく影響します。放牧時の飼料設計は、放牧草採食

量をはじめに設定し、不足する分をサイレージ、濃厚飼料の順で補うようにするとよいで

しょう。昼夜放牧の場合、放牧地で牛群が1日7時間程度の食草行動を示していれば放牧草

採食量は乾物で12-13kgを見込み、乳量・乳成分・牛の状態を勘案して補助飼料給与量を

調整します。昼夜放牧を行う草地が十分ある場合の年間放牧スケジュールと放牧草採食量

の見込みを表２にまとめました。

４．おわりに

放牧は土－草－牛が相互に関連する総合的な技術であり、飼養形態を通年舎飼から放牧

主体へ移行する場合には経営に大きな影響があります。放牧導入に際してはどのような経

営を理想とし、何を重視するのかを明確にすることが大切です。頭数規模や乳量水準は、

求める所得と労働時間から逆算し、圃場面積や自然の条件を加味して決めます。放牧では

草にも牛にもまずまずな選択をしていくことが多くなり、両者の妥協点をどの辺に置くか

で、乳量水準や適切な放牧方式が定まってきます。また、北海道では1年の半分は舎飼期

間であり、この間にどの程度の手間をかけるかでも、乳量水準や必要な労力は異なってき

ます。さらに、自ら積極的に草を食べようとする牛造り（育成と放牧馴致）とそのための

環境を整えてやることも繁殖成績や経営の改善に結びつきます。

引用文献

集約放牧導入マニュアル編集委員会（2008）集約放牧導入マニュアル．北海道農業改良普

及協会（北海道農業研究センターのホームページからPDFもダウンロード可能）．

集約放牧マニュアル策定委員会（1995）集約放牧マニュアル．北海道農業試験研究推進会

議．

農林水産省（2011）草地管理指標－草地の放牧利用編－ －放牧牛の管理編－．日本草地

畜産種子協会．

表２．昼夜放牧の年間スケジュールと見込み放牧草採食量

時期（目安であり、草量次第で変化） 放牧法など 放牧草採食量（DMkg）

4月～5月中旬 馴致とスプリングフラッシュ抑制を兼ねて牧区が乾き次第放牧開始 見込まず

5月
日中放牧
放牧専用地は草が伸びる前に牛を一巡させる
草量不足時は複数牧区利用

2（草が少ないうち）
～8（日中放牧可能になったら）

5月下旬～10月上旬
昼夜放牧
兼用地は採草、必要ならば放牧専用地は1回程度掃除刈り
併給粗飼料は最小限

10～15
（牛の慣れ、乳量、補助飼料量による）

10月 日中放牧に移行 8

10月下旬
～降雪期または草がなくなるまで

複数の牧区を統合して自由に食わす
積雪地帯では食い込まして雪腐れの発生防止

2



「放牧のメリットを発揮させる放牧技術の要点」肉用繁殖牛	 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構	 北海道農業研究センター	 酪農研究領域	 	 

主任研究員	 八木隆徳	 

	 

１．はじめに	 

	 肉用繁殖牛を放牧するメリットは、飼料費低減、除糞や給餌等の飼養管理の軽減、耕作放棄地等の管

理の省力化、繁殖性の改善、有害野生動物の忌避効果など多くの利点があります。ここでは、肉用繁殖

牛を放牧する際の基本的な考え方を中心に解説します。	 

	 

２．栄養管理の基本	 

（１）繁殖牛の養分要求量はステージで違う	 	 

	 肉用繁殖牛が必要とする栄養水準はその牛のステージによって異なります（表１、日本飼養標準から

作成）。授乳していない牛や妊娠中期までは体重

を維持するだけなので養分要求量はそれほど高

くありません。シバやススキなどの野草地や耕作

放棄地など栄養価の低い草地でも草量が十分あれば

要求量は満たされます。かえって、牧草地などでは

栄養価が高すぎて栄養過多となり、難産や受胎性の

低下、乳量低下などの悪影響が現れることがありま

す。	 

	 一方、妊娠末期 2 ヶ月間と授乳時には胎児の発育やほ乳のための養分がさらに必要となるので、野草

類だけでは栄養が不足することがあり、

この場合は栄養価の高い草地を組み合わ

せるか、補助飼料を必要とします。	 

	 また、放牧は舎飼いに比べ採食時間や

歩行距離が増加するので、維持エネルギ

ーが増加します。日本飼養標準によると、

この増加割合は平坦地で 10-20%、傾斜地

では 20-40%と推定されており、摂取エ

ネルギーの不足に注意する必要があり

表１．繁殖⽜牛が１⽇日に必要なTDNとCP量 

（鈴 、1991）

図１．ボディコンディションの測定部位 

ステージ TDN (kg) CP (g)
妊娠 3.02 479
妊娠末期 * 3.85 691
授乳 ** 4.82 964
TDN：可消化養分総量、CP：粗タンパク含量、体重450kg
*：妊娠末期２ヶ 間、**：授乳量5kg/



ます。	 

	 

（２）大事なのは栄養状態の確

認	 

	 放牧に限りませんが栄養状

態の確認は家畜飼養の基本で

す。特に、放牧飼養では放牧草

の栄養価や草量の変動が大き

い事や採食量の把握が難しい

事などから、結果的に放牧牛が

栄養を過剰摂取していたり、逆

に不足していたりすることが

あります。放牧牛の栄養状態を

知るため、定期的に体重や血液

成分を調べる事ができれば理

想的ですが、実際には困難な場

面が多いです。見かけや触診に

よるボディコンディションス

コア（略：BCS）により栄養摂

取の状態を判断する方法が実

用的です。BCS は牛体の主要な

部位を触診し、脂肪あるいは筋

肉の蓄積程度から判定する方

法です。肉牛では 10 段階で評

価することが多いです（図１、

表２）が、放牧飼養条件下での

栄養状態をチェックする目的

であれば、「やせている」、「普

通」、「太っている」の3つに大

別することで、「やせている」

表２．ボディコンディション・スコアの判定基準 

コンディション・スコア 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

コンディション・クラス

背 および肋

き甲部

臀 部

尾根部

繁殖 ではコンディション・クラス「普通」が望ましい

尾根の下はへこみ、この部分
の 格は鋭 的である．

いスコアをもつ で
は丸みを帯び、脂肪の
蓄積が感じられるよう
になる．

丸くなり、脂肪蓄積が
明らかである．脂肪瘤
が現われる．

（Bellowsら 1978、鈴 改変）

とがった峰状を呈し、 組み
の様 が明らかである． 常
に鋭く、脊椎は つ つ明瞭
である．４のスコアをもつ
は、少し がついている．

丸みを帯び、滑らかで
ある．７のスコアをも
つ では、かなりの圧
で触れないと、個々

の突起を区別できな
い．

組みの様 は外観か
ら明らかでない． 下
脂肪の蓄積が顕著であ
る．

腰 端および座 が鋭 的に
突出し、わずかの しか付い
ていない．臀部は極端にへこ
んでいる．

腰 端、坐 はやや丸
みを帯び、臀部は平た
くみえる． いスコア
をもつ では脂肪が感
じられる．

丸みを帯び、脂肪蓄積
が明らかに分かる．腰
と腰 の間は完全に

平たくなる．

やせている 普通 太っている
明らかに突出していて、 ま
たは脂肪が全く付いていない
か、わずかの しか付いてい
ない．先端は鋭 的である
が、スコアが４の ではやや
丸みを帯びる．

を軽く圧することに
よって、背 と肋 が
識別される．ある程度
の または脂肪層が感
じられる．

相当の圧 なしでは背
を識別することがで

きない．肋 は軟らか
い と脂肪でよく覆わ
れている．

「太っている」
スコア：９~１０

「普 通」
スコア：７

「やせている」
スコア：４

写真は北海道農業研究セ
ンター 真理 提供

図２．ボディコンディション・クラスの例 

表２．ボディコンディション・スコアの判定基準 



場合は増し飼いや放牧強度の低減、「太っている」場合は栄養価の低い放牧地へ移動させるなどの対応が

可能となります（青木	 2008、図２）。	 

	 	 

３．繁殖管理の基本	 

	 繁殖管理の効率化から受精対象牛と妊娠確認牛に群分けするのが望ましいです。放牧条件では発情行

動が顕著になりますが、舎飼い時に比べ観察時間や回数が減りがちになり発情を見逃しやすくなります。

確実に発情発見する

ため、朝夕 2 回の発

情監視をします。監

視時間は短くても各

10分程度は取りたい

ものです。発情記録

表を必ず作成し、発

情予定日前後には特に

念入りに発情監視を行

います。また、テイルペイントや無線式発情発見装置などの発情発見補助資材の活用も有効です。テイ

ルペイントは発情予定日の 3 日ほど前に仙骨部に塗布しておき、この牛が発情して乗駕を許容するとペ

イントがはがれ落ちるので発情の見落としを防ぐこ

とができます（図 3）。また、放牧牛が牛舎などの

施設と行き来する場合には無線式発情発見装置の利

用も可能です。この装置は牛の肢にあらかじめ装着

しておいた発信器（写真１）の電波を施設内で受信

し時刻ごとの運動量を表示するもので、発情開始時

刻や受精最適時刻等が分かります。	 

	 人工授精などで牛を捕獲する必要がありますが、

放牧地に行く度に牛の好む配合飼料や塩などを持参

し、その場で与える事を繰り返せば、そのうち人を

見れば近づいてくるようになり捕獲が容易になります（写真２）。この方法が困難な場合は、移動式スタ

ンチョンや足場パイプを利用した枠場が有効です。	 

	 放牧地での分娩は事故が少ないですが、分娩予定日の１ヶ月前までには分娩用の施設か分娩看視が容

②乗駕を許容
すれば・・ 

①発情予定 までにペ
イントを塗っておく

③ペイントがはがれる

図３．テイルペイントによる発情発⾒見見の仕組み 

写真１．無線式発情発⾒見見装置の発信機 



易な草地に移すことが望ましいです（日本草地畜産種子協会	 2011a）。	 

	 

４．放牧地のタイプ別

管理	 

	 冒頭で繁殖牛のステ

ージごとに養分要求量

が違うため、放牧地を

使い分ける必要がある

ことを説明しました。

ここからは、放牧地の

タイプ別に応じた放牧

管理について説明しま

す。	 

（１）牧草地	 

	 ①過肥に注意	 

	 授乳していない牛や妊娠中期までは、栄養価が高い牧草地での放牧はTDN（可消化養分総量）、CP（粗

タンパク含量）ともに要求量を上回り、過肥や牧草の高タンパクに由来する血中尿素態窒素（BUN）の過

剰による繁殖性の低下が懸念されます。牧草地は妊娠末期や授乳時の利用が適しています。	 

	 ②適草種を選ぶ	 

	 牧草の栽培は地域に応じた適草種を選ぶことが最も大切です（表３）。これを間違うと、牧草がたちま

ち衰退し、代わりに雑草が大繁茂する事がよくあります。また、土壌診断や放牧草の成分分析を行ない、

適切な肥培管理に役立てましょう。	 

	 積雪のない地域で

は牧草地と野草地を

うまく組み合わせる

ことで周年放牧が可

能です。	 

	 なお、高栄養価が

期待できる牧草でも

枯れ草や雑草の割合が高い場合は期待したほどの栄養価が確保できないことがありますので、掃除刈り

写真２．放牧看視時の馴致（⼿手なずけ）．放牧地を訪れる都度、ふ
すまを⼀一握り程度与えることを繰り返した結果、⽜牛が⼈人を恐れずに
近づくようになった. 

表３．牧草地の基幹草種（放牧地向き） 

地帯区分

８℃以下 チモシー、オーチャードグラス、メドウフェスク、ケンタッキーブルーグラス

８-１２℃ オーチャードグラス、ペレニアルライグラス、ケンタッキーブルーグラス

１２-１４℃ オーチャードグラス、ケンタッキーブルーグラス、トールフェスク

１４-１６℃ トールフェスク

１６℃以上 バヒアグラス、ギニアグラス、パンゴラグラス（トランスバーラ）、スターグラス

公共牧場機能強化マニュアル（2011） p８８より改変

基幹草種



を適宜行ない牧草密度の高い良好な植生の維持に努めます。	 

	 

（２）野草地、林地	 

	 ①利点	 

	 野草地や林地の放牧利用は低コストで環境負荷の少ない土地利用が可能です。また、過肥による長期

不受胎牛が栄養価の低い野草地で放牧される事で繁殖機能が改善することも報告されています（リハビ

リ放牧）。	 

	 ②草種の特徴と利用上の注意	 

	 主要な野草はシバ、ササ類、ススキなどでその他の草本や木本類も利用します（図４）。野草は放牧に

対する抵抗力が種によって大きく異なります。そのため、生産量を維持するには利用の時期と利用量に

気をつけます。	 

ア．シバ	 

	 放牧条件で省力的に草地の維持管理ができ、永続的に利用できます。造成も可能で、シバ苗の土壌へ

の植え付けで造成するのが一般的ですが、放牧地に落ちている糞に苗を踏みつける移植法（糞上移植法）

で労力の軽減ができます。	 

イ．ススキ	 

	 春から秋まで強く放牧すると衰退します。春から初夏は軽い放牧にとどめます。衰退した場合は利用

をしばらく休止して回復に努めます。	 

ウ．ネザサ	 

	 放牧などで利用を継続すると小型化します。放牧は夏期以降を中心とします。	 

エ．ササ（ミヤコザサ、クマイザサなど）	 

	 再生力が劣るので10月頃からの秋冬利用を中心とします。毎年の利用で衰退する場合、利用を１年お

きにするなど、利用を控えます。	 

図４．⾁肉⽤用繁殖⽜牛の放牧に利⽤用できる野草（写真：北海道農業研究センター⼩小路敦⽒氏提供） 

ススキ　 クマイザサ　 シバ　 



	 ③その他の注意点	 

	 放牧牛がどれだけ食べているか分かりにくいので、前述したように BCS のチェックや腹の張り具合、

牧柵の下から隣の牧区の草を食べようとしていないかなど、牛をよく観察してこれまでの栄養状態やそ

の時点での充足度を判断します。季節や野草地の種類によっては放牧家畜に必要な栄養分が足りないこ

ともあるので、この場合は補助飼料を給

与します。	 

	 野草地は管理された牧草地に比べ危険

（ワラビ（写真３）、レンゲツツジ、シキ

ミ、ソテツなどの有毒植物、ダニやアブ

などの有害動物、事故）が多いので注意

が必要です。例えば、ワラビ中毒は増血

機能の低下により、貧血、血液凝固不全、

血便等を示します。通常、ワラビを食べ

る事はあまりありませんが、放牧草が

不足した場合には採食することがあり

ます。ダニやアブは小型ピロプラズマ

病や牛白血病を媒介するので要注意です。対策としては、定期的な衛生検査と牛体への薬剤塗布プログ

ラムを実施し寄生中を駆除することが有効です（日本草地畜産種子協会	 2011a）。	 

	 

（３）耕作放棄地等の低未利用地、水田の活用	 

①利点	 

	 集落内の耕作放棄地や不作付地などは家畜を放牧することで管理コストが大幅に低減できます。また、

ニホンザルやイノシシなどの野生動物に対する一定の牽制効果が認められています。その他、水田の有

効活用を目的とした放牧も利用が期待されています。	 

②目的によって管理を変える	 

	 農地の荒廃を防ぐことが目的の場合と、高位生産を狙う場合があります。前者の場合は現状の植生を

そのまま利用し、後者の場合は牧草の導入が必要となります。	 

③放牧施設	 

	 牧柵は設置や移動が簡単な電気牧柵の利用がおすすめです。用水路等の水源が利用できない場合は必

ず水槽を設置します。捕獲施設が必要な場合は拠点となる牧区に設置するのが効率的です。	 

写真３．野草地放牧で気をつけるべき有毒植物の例 
   （ワラビ） 



④放牧方法	 

	 牛を１頭だけで放牧すると挙動が不安定になり思わぬトラブルの原因にもつながります。最低でも２

頭以上で放牧しなければなりません。放牧経験牛がいるとよりよいでしょう。放牧経験牛の貸し出しを

受けられる場合もあります（レンタカウ）。	 

	 放棄棚田での放牧では法面が崩壊する場合があるので、法面へのシバ型草種の導入や牧柵の設置場所

を工夫する必要があります。	 

	 水田で放牧する場合、リードカナリーグラスや栽培ヒエなどの耐湿性の高い草種を用います。この場

合、周辺の水稲への害虫被害を及ぼさないよう、草丈を短く管理する必要があります。	 

	 その他、水田では飼料イネの立毛放牧や食用米のひこばえ放牧も可能です（日本草地畜産種子協会	 

2011a）。	 

⑤地域住民との合意が必須	 

	 放牧を始める前に周辺住民の理解と同意を得る必要があります。市町村などの公的機関職員に協力し

てもらい、丁寧に説明します。	 

	 

５．最後に	 

	 肉用繁殖牛の放牧は地域や立地条件により様々で、数多くの知見やノウハウが蓄積されています。し

かしながら今回ご紹介した内容は、ごく一部の表面的な解説にとどめざるを得ませんでした。より詳し

い内容については研究機関や各種団体等で放牧マニュアルや参考資料が作成されていますので、これら

を参考にして頂きたいと思います。また、疑問や不安を取り除く最良の方法は、実際にうまく放牧して

いる現場へ脚を伸ばして頂くことです。是非放牧の先輩を訪問して下さい。お一人でも多くの方々に放

牧に取り組んでいただければと願っております。	 
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放牧のメリットを発揮させる放牧技術の要点 

③公共牧場における技術・乳用育成牛 

 

畜産草地研究所 草地管理研究領域 主任研究員 進藤和政 

１．はじめに 

 公共牧場において乳用種雌牛の放牧育成を実施するメリットとして、①酪農家の牛舎の

限られたスペースで現金収入を生み出さない育成牛の代わりに搾乳牛を多く飼養すること

ができる、②酪農家の限られた労力を搾乳牛に集中することができる、③育成段階で放牧

することにより粗飼料をよく食べ足腰の強い牛にすることができる、といったことが一般

的に言われています。これらのメリットを享受するためには、酪農家が公共牧場に育成牛

を預託することと、預託された公共牧場が経営的に成り立ち存続し続けることが必須です。

そこで、酪農家が公共牧場に育成牛を預託する条件および公共牧場が経営的に成り立つ条

件と、それらの条件を成り立たせるために必要な技術について述べたいと思います。  

 

２．預託の相互成立要件 

 酪農家が公共牧場に育成牛を預託するか否かを決定する最も重要な条件はコストだと考

えられます。つまり、自分の農場で育成するコストと比較して、公共牧場の預託料金から

上記のメリット（育成牛の代わりに搾乳牛を飼養した時の収入等）を差し引いた金額が低

ければ牧場へ預託するし、高ければ預託しないでしょう。ただし、自家育成費と預託料金

の比較は容易ですが、上記メリットについて金額に換算することが困難なので、この部分

は個々の酪農家の感性によって判断することも多いのです。また、この判断基準で預託す

るかどうかを検討する前に、預託予定先の牧場において、預託した牛が標準的な発育をし

て、さらに、種付けが適期に確実に実施され、健康な状態で自分の農場に戻ってくること

が、預託するかどうか判断する際の最低条件になっています。つまり、酪農家が育成牛を

公共牧場に預託する条件としては、預託した牛が標準発育をして、きちんと受胎して、健

康に帰ってくることが必須で、その上、預託料金から上記の放牧メリットを差し引いた金

額が自家育成費を下回ることが必要です。 

 一方、公共牧場が継続的に成り立つには、支出が収入を長期間にわたって上回らないこ

とが必要な条件です。個々の公共牧場によって、黒字経営ができるか、県や市町村がどれ

だけ赤字を補填できるのか、県や市町村が人件費は出してくれるのか等、条件が異なるの



で具体的な金額自体は一概には言えないのですが、県や市町村から補助される補填分や人

件費分を除いた公共牧場からの支出を、農家が預託しても良いと判断した料金以下の預託

料から得られる収入より、低減させる必要があります。  

 本稿では、まず、放牧のメリットを発揮させるためには放牧を実施してもらわなければ

ならないという前提から、酪農家が預託するための条件を成立させるための技術について

述べ、さらに、実際放牧した時のメリットを実現させるための技術について触れ、最後に、

公共牧場を継続させるための技術について見ていきたいと思います。また、本稿で触れる

技術については、本誌「グラス＆シード」を発行している一般社団法人日本草地畜産種子

協会が平成 23 年に刊行した「飼料生産・利用技術向上事業 公共牧場機能強化マニュア

ル」で述べられている技術から代表的な事項をピックアップし、紹介することとして、現

在開発中の技術については触れないこととします。個々の技術内容については「公共牧場

機能強化マニュアル（http://souchi.lin.gr.jp/skill/4.5.php）」を参照して下さい。  

 

３．酪農家が預託する条件をクリアするための技術 

 酪農家が公共牧場に預託するか検討する際に、コスト的に預託した方が有利なのかを考

慮する前に、牛が標準発育をして適期に受胎して健康な状態で帰ってくる牧場なのかを確

認します。本稿では、これらの最低条件をクリアする技術について述べたいと思います。 

（１）標準発育をさせるための技術  

 預託された乳用種雌牛を放牧育成した際に、標準発育に近い増体、最低 0.6kg/day 以上、

できれば 0.7kg/day 程度を確保する必要があります。その為には栄養価の高い草を十分に

準備し放牧に用いるか、それが難しい場合には補助飼料を給与する必要があります。  

① 質の良い牧草の供給  

  地形や気象条件によって、品質の良い牧草を十分に供給することは簡単にできること

ではありません。例えば傾斜が急峻であれば、品質の良い牧草を維持するために必要な施

肥が難しくなりますし、夏季の気温が高い地域では品質の良い牧草が夏枯れしやすく数年

で衰退してしまいます。同じ自治体の中の牧場でも、北斜面か南斜面かといった方向によ

って、品質の良い草を供給するための技術が異なります。その中でも基本条項としては、

施肥に関しては土壌診断を実施してそれに合わせた施肥を行うこと、放牧方法として集約

放牧等を取り入れて短草利用をすること、常に草地の状態の良非を診断すること、夏枯れ

防止策を実施すること、雑草対策をすること等が必要です。 

http://souchi.lin.gr.jp/skill/4.5.php


② 補助飼料の給与 

 放牧牛に品質の良い草を十分に供給することができれば問題は無いのですが、それが難

しい場合には補助飼料を給与する必要があります。また、低月齢の子牛や放牧になれてい

ない牛は放牧草の採食量が少ないので、補助飼料の給与が必要です。放牧牛が草だけで標

準発育をしている場合にも、量は少なくても良いので毎日補助飼料を給与すると、集牛し

やすくなり、放牧牛の繁殖管理や衛生管理が確実にできます。それらのためには音響誘導

の利用も有効です。  

（２）種付けについて  

 発情発見には、一般的に 1 日 2 回、20～30 分間の観察が必要です。基本的に管理者の

経験と技量に依存するのですが、テールペイント等の発情発見補助器具を使うことが有効

です。また発情の同期化も、省力化技術として有効です。  

（３）病気について  

 入牧前に衛生検査を実施して問題のない牛を放牧することが重要です。その際、予防接

種をすることをお勧めします。預託酪農家に対し、牧場へ牛を搬入する前に、預託牛の野

外環境や集団への馴致を依頼している牧場は多いですが、実際にやってもらうことは難し

い場合が多いようです。放牧地では様々な疾病が問題になりますが、現在ではそれぞれに

対して適切な対応策がありますので、正確な診断に従って確実に実施して下さい。  

 

４．公共牧場に預託するメリットを産むための技術 

 公共牧場に乳用種雌牛を預託し放牧育成をおこなった際に、酪農家が自分の農場で自家

育成するのと比較してメリットがない場合には、預託料金は自家育成費を下回らなければ

なりません。しかしながら、放牧を実施すると、限られた牛舎スペースおよび労力を育成

牛の代わりに搾乳牛に用いることが可能になるので、新たな収入を得ることができたり、

牛が強健になり医療費が減少し耐用年数が長くなることで、支出を減少させることができ

ます。そうしますと、預託料金は自家育成費にこれらのメリットを加えた金額を下回れば

良いので、メリットが無い場合に比べて預託料金を上げることができます。  

（１）冬季放牧・冬季飼養  

 夏季にしか公共牧場に預託できない場合には、育成牛は冬季に酪農家の牛舎スペースを

利用してしまうので、育成牛の代わりに搾乳牛の頭数を増やすことが難しくなってしまい

ます。その結果、搾乳牛を増やして収入を増やすメリットが無くなるので、預託料金を上



げることができません。したがって、公共牧場における冬季放牧・冬季飼養は重要な技術

だと考えます。冬季放牧には ASP 草地（秋季備蓄用草地）を準備する必要があります。ま

た冬季飼養をするには冬季の飼料を生産するための採草地を別に整備することが重要で、

放牧地とは異なった草種選定・施肥を始めとする草地管理を行う必要があります。  

（２）育成牛に対する放牧効果  

 放牧は強健性、採食能力、粗飼料の利用性・消化性等を高める効果があります。しかし

それらの効果は、数値として比較検討することがなかなか困難であることも事実です。周

辺の個々の事例から判断するしかないのも現実です。そこを克服して、それらのメリット

を金額換算することができれば、その分、預託料金を上げることができます。 

 

５．公共牧場からの視点 

 上記のメリットを生み出すためには、十分な施肥をおこなったり、補助飼料を給与した

り、冬季放牧を実施したりする必要があります。これらを実施するには当然コストがかか

り、牧場の支出から算出した預託料金が、酪農家の支払っても良い預託料金を超えてしま

うことが想定されます。そこで、公共牧場としては新たな業務、例えば、哺育部門の導入

や買い取り育成、自家保有牛として肉用繁殖牛を導入する等を取り入れることも検討すべ

きです。併せて施肥設計や補助飼料設計の検討等により、常にコストを削減させることも

前提として重要だと考えます。  

 

６．最後に 

本稿では触れていませんが、個々の技術を導入した際のコストと、その技術導入から得

られる利益についての具体的な計算・提示が求められています。例えば農家規模による自

家育成費、育成牛を預託した分の余裕で搾乳牛を飼養した時の利益、公共牧場が個々の技

術を導入した際のコストと、その利益分担についても算出方法が提示され、預託側・受託

側とも納得できるものになることが望ましいと思います。これは、預託農家・公共牧場の

両者とともに、後者を運営する自治体からも求められている事項であり、自治体は「納税

者の理解を得るために必要」と言いますので、まずは預託農家・公共牧場が納得できる方

式を検討する必要があると考えています。 



放牧のメリットを発揮させる放牧技術の要点 

③公共牧場における技術 肉用育成牛 

 

（独）農研機構 畜産草地研究所 草地管理研究領域     

山地放牧研究グループ 主任研究員 手島茂樹 

１．はじめに 

 育成牛に対する放牧の効果は、その後の採食能力、粗飼料の利用・消化性、運動機能お

よび抗病性向上等にあります。乳牛であれば、耐用年数や乳生産量の増加に結びつくとさ

れています。ここでは肉用牛について、その育成時放牧の効果と、それを発揮させる技術

の要点を、放牧馴致・野草地の利用・採食量推定・事故対策等について、纏めてみます。  

  

２．育成時放牧の効果の再確認 

放牧育成は、寒冷や暑熱、風雨等の厳しい気象や、害虫等の存在する環境に曝されるた

め、舎飼いのような高増体が一般には望めないものの、それらに対する適応性や抵抗性を

獲得できます。放牧牛は草地を歩き回ることから、まず外面的に骨太な骨格と、強靱な筋

肉と肢蹄が発達し、心肺機能も向上します。 

内面・生理的な面からの放牧のメリットの第一は、生草の飽食によるルーメンの発達で

す。子牛のルーメンは、低級脂肪酸や、粗飼料そのものの物理性の高さが刺激となって、

発達します。放牧経験牛は舎飼いに移行した段階で、粗飼料の食い込みが良く、消化器関

連の罹患率が低いことも知られています。また、ほとんどの牛がピロプラズマ病等の感染

症、下痢等の消化器病・呼吸器病等を経験することから、これらの疾病に対する抵抗性も

付与されます。  

基本的に放牧期の日増体量が0.6kg以上あれば、舎飼いへ移行後、代償性発育（育成期

に発育が抑制された動物が、栄養摂取量の充足に伴い、発育の遅れを取り戻す急速な発育）

が得られ、各種抵抗性のみならず、舎飼いに匹敵する発育も取戻すことができます。 

 

３．その効果を確実に得るために―放牧馴致― 

ほとんどの肉用育成牛は、牛舎で誕生します。放牧環境に牛を円滑に慣らし、放牧初期

の発育停滞、疾病による損耗を防止・減少させるため、気象環境への馴致、放牧行動、特

に採食行動への馴致、第一胃のための放牧馴致が必要です。  



馴致の最も基本的な目的は、牧草を十分採食できるようにすることです。そのためには、

他飼料の補給があっても良いので、家の近くの草地で短期間でも放牧して草の採食方法を

教えることが、放牧初年目の牛では特に重要です。その際、放牧経験牛とともに放牧する

と草の食べ方の覚えが早くなります。集団飼育への適応力をつけることも重要であり、馴

致はできるだけ多頭数を集めて実施します。 

放牧予定牛は、入牧の約１ケ月前からできるだけ昼間は舎外に出し、外気に触れさせ自

主的に運動するようにします。入牧４週間前から良質粗飼料を多給するようにし、濃厚飼

料の給与量は体重の１％以内に止めます。生草を給与し、生草に馴らすことも重要です。

さらに入牧の２週間前からは、放牧地等で昼夜放し飼いし、気象環境に馴致させます。  

最近では電気牧柵を利用する牧場が増えています。あらかじめ、電気牧柵への馴致も必

要です。パドックの隅に電牧線を設置して電流を流し、目立つ空き缶などをぶら下げてお

くと、多くの子牛は興味本位でそれらに接触し、電流を体験します。けして強制せず、牛

自身に学習させることが望まれます。 

また、放牧では採食や歩行距離が舎飼い時より長くなり、舎飼い時よりも維持エネルギ

ーの要求量が増加します。草質の良好な集約放牧では10％程度の増加とされていますが、

傾斜が急な場合や、草量が不足するとさらに増加します。また、放牧馴致が十分になされ

ていないと、放牧初期にさらにエネルギーを消耗するので、放牧前の馴致の有効性がここ

にも表れてきます。 

 

４．野草等を有効利用する  

ススキ、シバやササ類等の在来野草は、伝統的に畜産利用されてきました。わが国の肉

用育成牛の多くを占める黒毛和種は、在来野草により選抜されてきたと言えます。近年増

大する耕作放棄地を放牧地として活用される事例が多くみられ、行政サイドからも耕作放

棄地の解消につながるとして期待されています。耕作放棄地はオオブタクサ・ススキ、ク

ズ、セイタカアワダチソウ等が繁茂していることが多く、その植生の栄養価は肉用繁殖牛

の維持には概ね十分ですが、肉用育成牛には、特に放牧に慣れていない段階では不足する

場合が多いので補助飼料が必要となります。なお放牧継続により飼料としての雑草は衰退

してきます（本来、それが目的の耕作放棄地放牧ですが）ので、引き続き放牧地として活

用する場合は、当然のことながら牧草導入が必要になります。 

一方、今でもシバやネザサ類は放牧利用されています。公共牧場でもササ類は草地化さ



れない二次林内に生育し、東北から関東・東山地方はアズマネザサが、東海以西はネザサ

が分布しています。これらササ草地は、地上部よりも地下茎等が存在する地下部現存量が

はるかに大きく、このために気象変動や被食といった外部要因に対する適応力が高く、生

産が安定しており、持続的な利用が比較的容易とされています。 

 

５．栄養摂取量の推定 

本来、体重と体型を定期的に測定し、その推移から栄養状態や成長を把握するのが、望

ましい方法です。しかし現実的には家畜の外見や行動による判断が行われています。採食

の状態を知るには、一般には、腹の張りや行動で判断します。家畜が十分採食していれば、

腹が張り、落ち着いて寝そべっていることが多くなります。 

通常、公共牧場では、外見や家畜の行動の観察によって、家畜が充分食べているか否か

判断します。代表的なボディコンディションスコア（ＢＣＳ）による判定については、別

項目で詳しく説明がありますが、これは体脂肪の蓄積から比較的長期の栄養摂取の状態を

判断する方法です。それに対して現場で当面する採食量を判断できるルーメンフィルは、

乾物摂取量を推定するひとつの手法で、牛の左側の腰角前のくぼみ程度を指標としたもの

です。牛を直立させ、牛の背中から手をまわし、手の角度の大きさでくぼみをスコア化し

ます。空腹時にはへこんでいますが、満腹時には膨らみます。ルーメンフィルを測定し、

採食後のスコアが3.0を下回るようであれば、乾物摂取量の充足率が不十分と推測できます。  

  

６．事故防止対策 

月齢別では６ヶ月齢以下の子牛が様々な事故に遭う確率が高く、放牧経験の有無との関

係は、まだ明確なデータがありません。子牛が崖の上部で採食中や、歩行中に滑落したり、

溝に落ち込む・池や川に落ち溺れる・木の間に挟まって抜けられなくなる、ということも

あります。 

死亡事故については統計があり、傾斜が 30 度以上の斜面で発生、社会的順位の上位よ

り、中・下位牛の事故が多いことが判っています。例えば過放牧になり、草地に草が少な

くなると、順位の低い牛は危険な場所で採食することになり事故に遭遇しやすいと思われ

ます。危険箇所のある牧区での放牧は注意が必要です。また、転落死亡事故の起きた場所

は、牧柵が設置されていない場合が多く、あっても断線等、柵として機能していないとか、

牧柵の設置・保守管理ができていれば多くは防止できたと考えられています。 



牧柵については、有刺鉄線の場合は経年化による切断の他に、固定不良による伸びによ

る弛み、倒木、積雪による障害もあります。電気牧柵については、有刺鉄線同様の破損の

他に、漏電やバッテリー不良による電圧低下が発生します。いずれも日常的な見回りと管

理で解決できることです。 

 

７．運搬車への乗降 

昔から「ウマは引き、ウシは追え」と言われ、特に普段から頭絡の装着や引き運動に慣

れていない牛を引くことだけで運搬車に乗せるのは子牛と言っても困難です。逆に子牛の

時から慣れておけば、跡の管理が楽になります。このことについて、農研究機構畜草研は 

「離乳子牛を訓練することで、車両への積み込み作業の負担が軽減される」との成果情報

（http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/seika/jyouhou/H23/kachiku/H23kachiku006.h

tml）を提示していますので、参照下さい。 

牛は本来、穏和にして臆病な動物です。またそのような選抜を経て今の家畜になったと

も言えます。なので、仲間の牛から隔離され、慣れない場所に行くことを本質的に怖がり

ます。牧場への移動のみならず、耕作放棄地での放牧には運搬車での移動が必須でもあり

ます。それでも運搬車への乗り込みを何回か経験して、運搬車に慣れた牛は、かなりスム

ーズに運搬車に乗ってくれるようになります。そのような牛を先に運搬車に乗せておいて、

慣れない牛は後回しにするのが要点のひとつです。 

そのほか、麻袋などを積み込み路に敷くことで金属音を低減することや、滑りやすい床

面に砂を撒いておくこと等、ちょっとした工夫で牛の怖さを軽減することができます。ま

た、人手があれば、引き手と追い手の最低二人で行うようにして下さい。ただし人数が多

ければよいというわけでもありません。人が多すぎると、かえって怖がって乗らない場合

もありますので、牛の様子を観察して対応することが肝要です。 

 

８．結び   

以上、主に牛の管理・取り扱いを中心に述べましたが、本来、放牧牛の管理と草地の管

理は一体となったものであり、両者のバランスが上手く取れて「放牧管理」と言えます。

そのためには、十分な項目を網羅した放牧管理日誌の作成が必須となります。これからの

ことを考えるとモバイル端末を用い、放牧地を見回りながらその場で直接データ入力・送

信・加工、土壌・植生診断などが帰ってくるようになれば良いなと期待しています。 

http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/seika/jyouhou/H23/kachiku/H23kachiku006.html
http://www.naro.affrc.go.jp/org/tarc/seika/jyouhou/H23/kachiku/H23kachiku006.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒089－0103 北海道上川郡清水町字清水第 6 線 31 番地 
代表者名 橋本晃明    
連絡先 TEL&FAX： 0156-62-3327 

技術的な特徴 
放牧中心の飼養形態により飼料自給率を高めている。ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞ
ﾗｽを積極的に利用し、再生力の大きな放牧管理を行っている。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種(82%)、ブラウンスイス種(16%)、ジャージー種(2%) 
飼養頭数 ８９頭 （成牛５５頭、育成牛１８頭、子牛１６頭） 
うち放牧頭数 ７９頭 （成牛５５頭、育成牛１８頭、子牛６頭） 

経営面積 ６０．０ha （放牧地２１．６、採草地２９．８、飼料畑等８．６） 
草種 ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ 
１頭当り放牧地面積 ３４a  （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）     

放牧期間 4月中旬～11月中旬（昼夜放牧は 5月中旬～9月中旬、他は昼間） 
放牧形態 輪換放牧（12 牧区：各牧区の滞牧日数は半日～1 日） 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-01  橋本牧場 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-02   水本牧場 

所在地 〒061－1403 北海道恵庭市中央 238 
代表者名 水本春雄  
連絡先  TEL：0123‐33‐7453  FAX： 0123-33-7460 

技術的な特徴 放牧により飼料自給率の高い酪農経営を実践している。採草地の
確保のため、離農地の集積に積極的に取組んでいる。 

経営形態 個人経営（酪農） 

飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ９１頭 （成牛５３頭、育成牛３３頭、子牛５頭） 

うち放牧頭数 
６１頭 （成牛４６頭、育成牛１５頭、子牛０頭）※ 
※自己牧場で放牧できない成牛７頭、育成牛１８頭は市営牧場に放牧預託 

経営面積 ４７．０ha （放牧地９．２、採草地３７．８ ） 

草種 ﾁﾓｼｰ、白ｸﾛｰﾊﾞ（追播でﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ） 
１頭当り放牧地面積 １７．２a  （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める） 

放牧期間 4 月中旬～11 月下旬 （全期間昼間放牧：7：00～15：00） 

放牧形態 輪換放牧（８牧区：各牧区の滞牧日数は 1 日） 

 

注………頭数・面積等

の数値は認証時の値

である。以下同。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒089－3874 北海道足寄郡足寄町喜登牛 163 
代表者名 本間 一樹 
連絡先 TEL：0156‐26‐2070  FAX：0156-26-2071 

技術的な特徴 山麓地帯の立地に合った放牧酪農を展開し、安定経営を確立してい
る。追播等による生産性の高い放牧地作りを実践している。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種(78%)、ブラウンスイス種(22%) 
飼養頭数 ９３頭 （成牛７５頭、育成牛８頭、子牛１０頭） 
うち放牧頭数 ８３頭 （成牛７５頭、育成牛８頭、子牛 ０頭） 

経営面積 ７９．１ha （放牧地 28、採草地 25、兼用地２０、野草地・林地等６．１） 

草種 
ﾁﾓｼｰ、ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ、ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、白ｸﾛｰﾊﾞ （放牧地） 
ﾁﾓｼｰ、ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、白ｸﾛｰﾊﾞ （採草地） 
ﾁﾓｼｰ、ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、ﾌｪｽﾄﾛﾘｳﾑ、白ｸﾛｰﾊﾞ （兼用地） 

１頭当り放牧地面積 ５８．５a  （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）     
放牧期間 4 月下旬～10 月下旬（昼夜放牧は 5 月中旬～10 月中旬、他は昼間） 
放牧形態 輪換放牧（19 牧区＋兼用地 3 牧区：各牧区の滞牧日数は 1 日） 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-03 

北里大学獣医学部附属 FSC   八 雲 牧 場 

所在地 〒089－3874 北海道二海郡八雲町上八雲 751 
代表者名 伊藤伸彦 
連絡先 TEL：0137‐63‐4362  FAX： 0137-62-3042 

技術的な特徴 
無化学肥料・無農薬の草地管理で循環型農業を実践するとともに、
自給飼料 100%による肉牛生産を行っている。 

経営形態 学校法人経営（肉用牛繁殖肥育一貫） 
飼養品種 日本短角種、交雑種 
飼養頭数 ２４５頭 （成牛１３５頭、育成牛７９頭、子牛３１頭） 
うち放牧頭数 ２４５頭 （成牛１３５頭、育成牛７９頭、子牛３１頭） 

経営面積 ３５０ha （放牧地６０ 採草地８０ 兼用地２０、林野地等１９０） 

草種 
ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾘｰﾄﾞｶﾅﾘｰｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ（放牧地） 
ﾁﾓｼｰ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾌｪｽﾄﾛﾘｳﾑ、白ｸﾛｰﾊﾞ（採草地、兼用地） 

１頭当り放牧地面積 ２５．３a  （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）     
放牧期間 5 月上旬～12 月上旬 （全期間昼夜放牧） 

放牧形態 
輪換放牧（20牧区＋兼用地 3牧区：各牧区の滞牧日数は 3～5日） 
定置放牧（分娩牧区のみ） 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-04   本間牧場 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒089－3872 北海道足寄郡足寄町芽登 3252 
代表者名 佐藤弘子 
連絡先 TEL：0156‐26‐2402  FAX：0156-26-2408 

技術的な特徴 
緩傾斜地の制約された土地条件であるが、集約放牧によって安定経
営を実施している。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ７１頭 （成牛５１頭、育成牛１０頭、子牛１０頭） 

うち放牧頭数 ６１頭 （成牛５１頭、育成牛１０頭、子牛 ０頭）※ 
※育成牛１０頭は共同牧場に放牧預託 

経営面積 ４９ha （放牧地２０、採草地１６。兼用地１０、野草地・林地等３） 

草種 
ﾁﾓｼｰ、ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ、ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、白ｸﾛｰﾊﾞ （放牧地） 
ﾁﾓｼｰ （採草地） 
ﾁﾓｼｰ、ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ （兼用地） 

１頭当り放牧地面積 ５６．８a （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）     
放牧期間 5月上旬～10月下旬（昼夜放牧は 5月中旬～10月中旬、他は昼間） 
放牧形態 輪換放牧（２０牧区＋兼用地１牧区：各牧区の滞在日数は 0.5～1 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒370－2626 群馬県甘楽郡下仁田町南野牧 250 
代表者名 須山哲男 
連絡先 TEL：0274‐84‐2363  FAX：0274-84-2362 

技術的な特徴 
標高 900～1300mの山地にある我が国初の様式牧場で、ｼﾞｬｰｼﾞｰ種
の放牧主体の経営。ふれあい、体験機能も重視している。 

経営形態 法人経営（酪農） 
飼養品種 ジャージー種 
飼養頭数 １３５頭 （成牛９０頭、育成牛３６頭、子牛９頭） 
うち放牧頭数 １２６頭 （成牛９０頭、育成牛３６頭、子牛０頭） 

経営面積 ７９．１ha （放牧地４５ 採草地２７ 林地２５７） 

草種 
ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ、ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、 
ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾁﾓｼｰ  

１頭当り放牧地面積 ３２．１a （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）     
放牧期間 4月上旬～11月下旬（昼夜放牧は 4月下旬～11月中旬、他は昼間） 

放牧形態 
輪換放牧（22 牧区：各牧区の滞牧日数は 0.5 日） 
       育成・肥育素牛には別に 13 牧区 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-06佐藤牧場 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-05   神津牧場 



 

 

所在地 〒088－1137 北海道厚岸郡厚岸町片無去 665 
代表者名 小野寺孝一 
連絡先 TEL：0153‐57‐2477  FAX：0153-57-2488 

技術的な特徴 
自立した家族経営の確立を目指して昼夜放牧主体の草地畜産を実
践し、飼料自給率の高い経営を確立している。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ６８頭 （成牛４４頭、育成牛１９頭、子牛５頭） 
うち放牧頭数 ６３頭 （成牛４４頭、育成牛１９頭、子牛０頭） 

経営面積 ７４ha （放牧地３５ 採草地３５ 野草地・林地等４） 
草種 ﾁﾓｼｰ （放牧地、採草地） 
１頭当り放牧地面積 ６５．４a  （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）    
放牧期間 5月上旬～10月下旬（昼夜放牧は 5月中旬～10月中旬、他は昼間） 
放牧形態 定置放牧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-07  おのでらふぁ～む 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-08    類瀬牧場 

所在地 〒088－2322 北海道川上郡標茶町中ﾁｬﾝﾍﾞﾂ 125‐3 
代表者名 類瀬好男 
連絡先 TEL：0154‐88‐6332  FAX：0154-88-6335 

技術的な特徴 栄養価の高い短草利用のため、１８牧区を日毎に転牧している。育
成牛は搾乳牛の後追い放牧を行っている。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ８９頭 （成牛５３頭、育成牛２４頭、子牛１２頭） 

うち放牧頭数 
６３頭 （成牛５３頭、育成牛１０頭、子牛０頭）※ 
 ※育成牛１４頭は共同育成場で放牧育成 

経営面積 ４９ha （放牧地１８ 採草地２７ 兼用地４） 

草種 
ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、白ｸﾛｰﾊﾞ （放牧地） 
ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、ﾁﾓｼｰ、白ｸﾛｰﾊﾞ （採草地、兼用地） 

１頭当り放牧地面積 ３３．１a （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）     
放牧期間 5月上旬～10月下旬（昼夜放牧は 5月中旬～10月中旬、他は昼間） 
放牧形態 輪換放牧（１８牧区＋兼用地１牧区：各牧区の滞在日数は 1 日） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒099－0605 山形県置賜郡飯豊町添川 3520-1 
代表者名 遠山和也 
連絡先 TEL：0238‐74‐2304  FAX：0238-74-2132 

技術的な特徴 

放牧は、昼間（10 時～15 時）と夜間（21 時～翌日 6 時）に分けて実
施。 
搾乳頭数が多いため、搾乳はﾛｰﾀﾘﾊﾟｰﾗｰ（30 頭収容）で効率的に行
っている。 

経営形態 会社経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ３０５頭 （成牛２９２頭、育成牛１１頭、子牛２頭） 
うち放牧頭数 ２５６頭 （成牛２４８頭、育成牛８頭、子牛０頭） 

経営面積 １７０ha （放牧地１０９ 採草地２７ 兼用地１８、飼料畑その他１６） 
草種 ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ （放牧地、採草地、兼用地） 
１頭当り放牧地面積 ４６．６a  （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）      

放牧期間 
4 月下旬～12 月中旬 
（昼間放牧は 10：00～15：00、夜間放牧は 21：00～翌日 6：00） 

放牧形態 輪換放牧（１９牧区：各牧区の滞在日数は 14 日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-09    仲 牧場 

所在地 〒093－0651 北海道紋別郡湧別町計呂地 910‐1 
代表者名 仲 正浩 
連絡先 TEL & FAX：01586‐8‐2138   

技術的な特徴 
採草地を確保するため、離農跡地等の借入れなど土地の集積に積極
的に取組んでいる。 生産した乾草ロールの一部は近在の酪農家に供
給している。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ７１頭 （成牛４４頭、育成牛２４頭、子牛３頭） 
うち放牧頭数 ６１頭 （成牛４０頭、育成牛２１頭、子牛０頭） 

経営面積 ７２ha （放牧地１６ 採草地３３ 兼用地２０ その他３） 

草種 
ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾁﾓｼｰ、白ｸﾛｰﾊﾞ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ （放牧地・兼用地） 
ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾁﾓｼｰ、白ｸﾛｰﾊ （採草地） 

１頭当り放牧地面積 ５２．５a  （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）      
放牧期間 5 月上旬～11 月中旬（昼夜放牧は 5 月中旬～10 月下旬、他は昼間） 
放牧形態 輪換放牧（１４牧区＋育成用２牧区：各牧区の滞在日数は 14 日） 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-10 

山形県酪農業協同組合（株） ながめやま牧場 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒038－3301 青森県つがる市富萢町屏風山 1-588 
代表者名 鳴海晴雄 
連絡先 TEL ＆ FAX：0173-56-4080 

技術的な特徴 

砂質土壌を改良し、放牧地における追込柵と飲水場を基点とした放射状
の牧区設置により、省力かつ効率的な輪換放牧を実践している。組合員
交代で朝夕発情看視を行い、嘱託人工授精師 2名により受胎率 95%以上
を達成。 

経営形態 畜産組合（肉用牛繁殖） 
飼養品種 黒毛和種 
飼養頭数 １６４頭 （成牛１４９頭、育成牛１５頭、子牛０頭） 
うち放牧頭数 １６４頭 （成牛１４９頭、育成牛１５頭、子牛０頭） 

経営面積 ７４ha （放牧地５９ 兼用地３０ 野草地・林地等４） 
草種 ﾁﾓｼｰ （放牧地、採草地） 
１頭当り放牧地面積 ６５．４a （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める）       
放牧期間 5 月上旬～10 月下旬（昼夜放牧は 5 月中旬～10 月中旬、他は昼間） 
放牧形態 輪換放牧（１９牧区：各牧区の滞在日数は 14 日） 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-12     野沢牧場 

所在地 〒039－1202 青森県三戸郡階上町赤保内野沢 5 
代表者名 野沢雅彦 
連絡先 TEL ＆ FAX：0178-88-2005 

技術的な特徴 里山に立地しているため、放牧地面積の制約で昼間の放牧に限ら
れているが、粗飼料自給率は 100％を達成している。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ４４頭 （成牛３３頭、育成牛９頭、子牛２頭） 
うち放牧頭数 ４２頭 （成牛３３頭、育成牛９頭、子牛０頭） 

経営面積 ６０ha （放牧地９ 採草地１５ 飼料畑５ 山林等３１） 
草種 ﾁﾓｼｰ （放牧地、採草地） 
１頭当り放牧地面積 ２８．１a （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める）  
放牧期間 4 月上旬～10 月下旬（昼間放牧 9：00～16：00） 
放牧形態 輪換放牧（８牧区：各牧区の滞在日数は 1 日） 

 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A10-11 

つがる市屏風山畜産組合 屏風山牧場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A11-02  吉川牧場 

所在地 〒089－3875 北海道足寄郡足寄町茂喜登牛 104 
代表者名 吉川友二 
連絡先 TEL & FAX：0156‐26‐2082  

技術的な特徴 

周年野外飼養を基本に、３～５月に分娩を集中させる季節繁殖を行
っている。また、一人で１００頭規模が管理できる牧場を目指して、施
設の整備、省力化を図り、化学肥料を利用しない有機酪農を目指し
ている。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種、ブラウンスイス F1・F２ 
飼養頭数 ７０頭 （成牛３３頭、育成牛２７頭、子牛１０頭、育成去勢雄牛６頭） 
うち放牧頭数 ７０頭 （成牛３３頭、育成牛２７頭、子牛１０頭、育成去勢雄牛６頭） 

経営面積 １００ha （放牧地３６．６、兼用地４１．６、林地等２１．８） 

草種 
ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ （放牧地） 
ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾁﾓｼｰ、ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ、白ｸﾛｰﾊﾞ、ﾘｰﾄﾞｶﾅﾘｰ、ｼﾊﾞﾑｷﾞ （兼
用地） 

１頭当り放牧地面積 １０２．５ａ （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める）  
放牧期間 4 月下旬～12 月中旬（昼夜放牧） 12～4 月はパドックでの野外飼養 
放牧形態 輪換放牧（９牧区＋兼用地 13牧区：各牧区の滞在日数は 0.5～1日） 

 

 

所在地 〒089－3875 北海道足寄郡足寄町茂喜登牛 1182 
代表者名 斎藤重信 
連絡先 TEL & FAX：0156‐26‐2265 

技術的な特徴 
放牧によって農繁期の牧草調製に集中することができ、品質の良い
粗飼料を生産している。ＭＵＮデータの活用により、放牧草の栄養組
成を考慮した配合飼料の給与を行っている 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 １１８頭 （成牛８３頭、育成牛２５頭、子牛１０頭） 
うち放牧頭数 ８３頭 （成牛７３頭、育成牛１０頭、子牛 ０頭） 

経営面積 ９２ha （放牧地２０、採草地３０、兼用地１２、野草地等３０） 

草種 
ﾁﾓｼｰ、ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ、ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、白ｸﾛｰﾊﾞ （放牧地） 
ﾁﾓｼｰ （採草地） 
ﾁﾓｼｰ、ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、白ｸﾛｰﾊﾞ （兼用地） 

１頭当り放牧地面積 ３５．６a （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める）  
放牧期間 5 月上旬～10 月下旬（昼夜放牧） 
放牧形態 輪換放牧（11牧区＋兼用地 4牧区：各牧区の滞在日数は１～1.5日） 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A11-0１  斉藤牧場 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A11-04跡ヶ瀬牧野組合 

所在地 〒869－2236 熊本県阿蘇市跡ヶ瀬 
代表者名 江入敏雄 
連絡先 TEL：0967‐35‐0361  

技術的な特徴 
平成 7年よりASP草地を用いた周年放牧を実施している。また、組合
員外の外部預託牛（放牧頭数の約６割）も受入れている。余剰乾草
（野草）は梱包販売している。 

経営形態 組合経営（肉牛） 
飼養品種 褐毛和種 
飼養頭数 １５４頭 （成牛１４９頭、育成牛５頭） 
うち放牧頭数 １５４頭 （成牛１４９頭、育成牛５頭） 

経営面積 １８８ha （兼用地６８、野草・兼用地１００、野草・採草地２０） 

草種 
ﾄｰﾙﾌｪｽｸ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、ﾘｰﾄﾞｶﾅﾘｰ（兼用地） 
ｽｽｷ主体（兼用・野草地、採草・野草地） 

１頭当り放牧地面積 ３１．８ａ （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める）  
放牧期間 １月～１２月（昼夜放牧） 周年放牧（冬期は ASP 利用、乾草給与） 
放牧形態 輪換放牧（５牧区：各牧区の滞在日数は 10～20 日） 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A11-03  佐藤牧場 

所在地 〒089－3872 北海道足寄郡足寄町芽登 1886-2 
代表者名 佐藤伸哉 
連絡先 TEL & FAX：0156‐26‐2785  

技術的な特徴 

１日 1 牧区輪換を基本とした集約的放牧を行っている。短草利用により、
生産量を落とさずに穀類給与量を減少させ、経営全体のコスト削減を実
現している。 生産される堆肥の全量自己草地への還元を通して、自然
循環型農業を実践している。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 １０４頭 （成牛７９頭、育成牛１０頭、子牛１５頭） 
うち放牧頭数 ８９頭 （成牛７９頭、育成牛１０頭） 

経営面積 ８２．３ha （放牧地２６．０、採草地３６．５、兼用地１９．８） 

草種 ﾁﾓｼｰ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ（放牧地）ﾁﾓ
ｼｰ主体、白ｸﾛｰﾊﾞ（採草地） 

１頭当り放牧地面積 ４６．９ａ （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める）  
放牧期間 ５月上旬～10月下旬（昼夜放牧） 開始 2週間前は昼間のみの馴致放牧 
放牧形態 輪換放牧（20 牧区＋兼用地 3 牧区：各牧区の滞在日数は 0.5～1 日） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A11-06  上床牧場 

所在地 〒899－6103 鹿児島県姶良郡湧水町川添 2439-27 
代表者名 竹中勝雄 
連絡先 TEL & FAX：0995‐75‐2310  

技術的な特徴 

霧島山系栗野岳の山麓（標高 600～700m）に展開する山地酪農で、昼夜
放牧により周年野外飼養を行っている。ｵｰﾊﾞｰｼｰﾃﾞｨﾝｸﾞによる冬作ｲﾀﾘｱ
ﾝﾗｲｸﾞﾗｽを利用する他、傾斜地での土壌流亡を防ぐためﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟを利用
している。近年、肉用牛との F1 生産も進めてきたが、今後は搾乳牛の後
継牛を自家生産する方向に切り替えつつある。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ６６頭 （成牛５９頭、育成牛２頭、子牛５頭） 
うち放牧頭数 ６１頭 （成牛５９頭、育成牛２頭） 

経営面積 ３４．０ha （放牧地５．０、採草地３．１、兼用地１２．１、シバ草地２．７、野
草地１１．１） 

草種 
ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ（放牧地）ﾚｯﾄﾞﾄｯﾌﾟ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、ｲﾀﾘｱ
ﾝﾗｲｸﾞﾗｽ（兼用地）ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ、ミレット（採草地） 

１頭当り放牧地面積 ２７．５ａ （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める） 
放牧期間 ２月中旬～12 月中旬（昼夜放牧） 冬期間も野外飼養（給餌は畜舎） 

放牧形態 
輪換放牧（搾乳牛 9 牧区、乾乳、育成牛 2 牧区：各牧区の滞在日数は 4
～5 日） 

 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A11-05 下磧牧野組合 

所在地 〒869－1504 熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関 
代表者名 松岡日出男 
連絡先 TEL & FAX：0967‐62‐9725  

技術的な特徴 

牧野での ASP 草地を用いた放牧期間の延長を図り、周年放牧を実施
している。また、頭数制限により、共同牧野で継続放牧できない一部の
繁殖牛は、冬期間、組合員農家の近傍にある転作田等に放牧され、主
にｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽが放牧利用されている。 

経営形態 組合経営（肉牛） 
飼養品種 褐毛和種 
飼養頭数 １２０頭 （成牛６８頭、育成牛２頭、子牛５０頭） 
うち放牧頭数 １２０頭 （成牛６８頭、育成牛２頭、子牛５０頭） 

経営面積 ７３ha （兼用地３８、野草地３５） 
草種 ﾄｰﾙﾌｪｽｸ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ（兼用地） ｽｽｷ主体（野草地） 
１頭当り放牧地面積 ３１．０ａ （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める） 
放牧期間 １月～１２月（昼夜放牧） 周年放牧（一部は里の転作田で放牧） 
放牧形態 輪換放牧（11 牧区：各牧区の滞在日数は７～１０日） 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒049－3127 北海道二海郡八雲町春日 164-8 
代表者名 小栗 隆 
連絡先 TEL：01376‐4‐3436  FAX：01376-4-6903  

技術的な特徴 

放牧酪農による生産コストの大幅な削減を実現し、ゆとりある生活の創出
に取組んでいる。 無化学肥料による循環型草地管理技術と離農跡地等
の借入れによる草地集積を積極的に進め、粗飼料自給率１００％を実現
するとともに、地域社会と調和した活動に取組んでいる。また、牧場内の
チーズ工房で３種類のチーズを生産している。 

経営形態 個人経営（酪農）、チーズ工房 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ６７頭 （成牛４６頭、育成牛１３頭、子牛８頭） 
うち放牧頭数 ５９頭 （成牛４６頭、育成牛１３頭） 

経営面積 ６０．０ha （放牧地２３．０、採草地３７．０） 

草種 
ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ（放牧地） 
ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾁﾓｼｰ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ（採草地） 

１頭当り放牧地面積 ４３．８ａ （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める） 

放牧期間 ５月上旬～１１月中旬（昼夜放牧） 昼夜放牧の開始2週間前は昼間のみ
の馴致放牧。冬期間も昼間は野外飼養（野外設置の草架で乾草給与） 

放牧形態 定置放牧（２牧区を朝搾乳後から夕搾乳前までと、夕搾乳後から翌日朝
搾乳までの間に牧区を分けて放牧している。） 

所在地 〒099－0703 北海道紋別郡遠軽町生田原八重 96 
代表者名 鈴木智志 
連絡先 TEL：01584‐5‐2687  FAX：01584-5-2687  

技術的な特徴 

圃場の半分以上が緩傾斜地のため、機械に頼らない放牧を取入れる
ことで、大幅な経費節減を図り、ゆとりを創出している。日陰林が放牧
地内に配置されている。粗飼料自給率が高く、乳飼比は 14％と低い。
搾乳牛舎は堆肥を利用した発酵床をもつﾌﾘｰﾊﾞｰﾝ牛舎。 旧牛舎（キ
ング式）は、隔離舎、哺育舎、アブレストパーラーとして利用。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ９８頭 （成牛６７頭、育成牛２４頭、子牛７頭） 
うち放牧頭数 ７０頭 （成牛６２頭、育成牛８頭） 

経営面積 ８０．０ha （放牧地２５、採草地３０、兼用地５、林地その他２０） 

草種 
放牧地：ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾁﾓｼｰ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ 
採草地・兼用地：ﾁﾓｼｰ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊ 

１頭当り放牧地面積 ４２．９ａ （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める） 

放牧期間 
５月中旬～１１月下旬（昼夜放牧） 昼夜放牧の開始２週間前は昼間
のみの馴致放牧。 

放牧形態 輪換放牧（１４牧区に搾乳牛を先行放牧、育成牛を後追い放牧する。 
滞牧日数は１～２日。 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A12-01  鈴木牧場 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A11-07   小栗牧場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒082－0001 北海道河西郡芽室町平和西１３線７番地５ 
代表者名 桜井康博 
連絡先 TEL：0155‐62‐3877  FAX：0155-62-8872  

技術的な特徴 

平成１９年より放牧に取り組む。 搾乳牛群の平均乳量は年間
9,060kg と多いが、乳飼比は 14％と低く抑えられている。堆肥、
スラリー等はすべて活用し、無農薬、無化学肥料の有機農法を
志向している。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ７５頭 （成牛６０頭、育成牛１１頭、子牛４頭） 
うち放牧頭数 ７１頭 （成牛６０頭、育成牛１１頭） 

経営面積 ４９．６ha （放牧地 16、採草地 17.6、兼用地 16） 

草種 放牧地：ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、ﾁﾓｼｰ、白ｸﾛｰﾊﾞ 
採草地・兼用地：ﾁﾓｼｰ、白ｸﾛｰﾊ 

１頭当り放牧地面積 ３８．０ａ（頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める 

放牧期間 
５月上旬～１２月上旬（昼夜放牧） 昼夜放牧の開始２週間前
は昼間のみの馴致放牧。 

放牧形態 
輪換放牧（１３牧区に放牧、９月以降は、兼用地を利用して放
牧する。 滞牧日数は１日。 

所在地 〒747－0102 山口県防府市大字久兼４１０ 
代表者名 山本喜行 
連絡先 TEL：0835‐36‐0337  FAX：0835‐36‐0337  

技術的な特徴 

平成２年より林業・畜産・稲作の複合経営に取り組む。 それぞ
れの機能を最大限に発揮させることで、低投入・省力で持続的
な農業を営んでいる。耕作放棄地や水田裏の積極的な利用を
進め、里山の再生・保全に取り組んでいる。 

経営形態 個人経営（肉用牛繁殖） 
飼養品種 黒毛和種 
飼養頭数 １４頭 （成牛９頭、子牛５頭） 
うち放牧頭数 ７頭 （成牛 7 頭、育成牛 0 頭） 

経営面積 ４９．１ha （放牧地 16.7、採草地 0.5、林地 30、田畑等 1.9） 

草種 
放牧地：野ｼﾊﾞ、林間野草 
採草地：ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ、ｿﾙｶﾞﾑ 

１頭当り放牧地面積 ８２．４ａ（頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める 

放牧期間 １月～１２月（昼間放牧、10：00～18：00）  
周産期の約 3 ヶ月は舎飼いとしている。 

放牧形態 
定置放牧（２～３頭が一群となり、午前中は水田跡のｼﾊﾞ草地、
午後は林道ｼﾊﾞ草地や林間野草地に移動している。） 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A12-03 ふるさと牧場 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A12-02  桜井牧場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒863－1111 熊本県天草市新和町碇石１１１９ 
代表者名 福井 修 
連絡先 TEL：0969‐46‐2549  FAX：  

技術的な特徴 

平成８年より繁殖経営を始める。水田では飼料イネを栽培して
稲ＷＣＳを調製し、冬作にはｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽを播種することで、土
地の有効利用を図るとともに、耕作放棄地や果樹園跡地を利
用した夏作ﾊﾞﾋｱｸﾞﾗｽ、シバ型牧草と冬作ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽを利用
することで周年放牧を実施している。 

経営形態 個人経営（肉用牛繁殖） 
飼養品種 黒毛和種 
飼養頭数 ３５頭 （成牛２０頭、育成牛１、子牛１４頭） 
うち放牧頭数 ２０頭 （成牛２０頭、育成牛 頭、子牛 頭） 

経営面積 １２．２ha （放牧地 8.2、採草地 0.9、兼用地 1.6、田畑等 1.5） 

草種 
放牧地：ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ、ﾊﾞﾋｱｸﾞﾗｽ 
放牧地：ｾﾝﾁﾋﾟｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ｶｰﾍﾟｯﾄｸﾞﾗｽ、野ｼﾊﾞ 
採草地・兼用地：飼料ｲﾈ、ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ 

１頭当り放牧地面積 ３６．４ａ （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める） 

放牧期間 
１月～１２月（昼夜放牧）  
周産期の約 3 ヶ月は舎飼いとしている。 

放牧形態 輪換放牧（牧区数８牧区で、草の状態を見て、７～20 日で牧区
を移動。） 

所在地 〒089-2447 北海道広尾郡 広尾町字トヨイベツ４７ 
代表者名 久保 善久 
連絡先 TEL：01558-5-2158  FAX：同左  

技術的な特徴 

宮崎県出身の経営主が昭和 55年新規就農。平成４年から季節
繁殖・放牧主体の飼養方式。春出産はホルスタイン、夏以降
（一部秋出産もあり）は交雑種（ホル×黒毛のＦ1）としている。購
入飼料はビートパルプ等との専用指定配合を利用。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種、一部ジャージー 
飼養頭数 ６６頭 （成牛４３頭、育成牛９頭、子牛１４頭） 
うち放牧頭数 ５２頭 （成牛４３頭、育成牛９頭） 

経営面積 ８０ha （放牧地１２、採草地 1.5、兼用地 39、林地その他 18） 

草種 
放牧地：ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ﾁﾓｼｰ 
兼用地：ﾒﾄﾞｳﾌｪｽｸ､ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ､ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ､白ｸﾛｰﾊﾞ 

１頭当り放牧地面積 66.0ａ  （頭数は成牛換算、兼用地は 1/2換算で求める） 
放牧期間 ４月下旬～１１月下旬（昼夜放牧） ２１５日。 

放牧形態 
輪換放牧（専用・兼用合計１５牧区）に搾乳牛を放牧、育成牛は
別牧区。 滞牧日数は１～３日。 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A13-01ゼンキュウ・ファーム 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A12-04福井牧場 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 〒044-0461 北海道虻田郡 喜茂別町字中里２－５ 
代表者名 斉藤 信一 
連絡先 TEL：0136-31-3930  FAX：同左  

技術的な特徴 
畑作地帯の中で、平成 11 年から放牧酪農へ転換。平成 13 年
から牛乳販売開始。現在５代目経営主はふれあい牧場として
修学旅行生を多く受け入れる等、六次産業化にも取り組む。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種、一部ジャージー 
飼養頭数 ４５頭 （成牛３４頭、育成牛７頭、子牛４頭） 
うち放牧頭数 ４１頭 （成牛３４頭、育成牛７頭） 

経営面積 １００ha （放牧地１７、採草地３８、兼用地、林地その他６２） 

草種 
放牧地：ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ 
採草地：ﾁﾓｼｰ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ 
兼用地：ﾁﾓｼｰ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ 

１頭当り放牧地面積 ４６ａ（頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める） 

放牧期間 
５月１日ころから～１０月３０日ころまで（昼夜放牧）。初期・終期
は状態により昼間放牧。 

放牧形態 輪換放牧（17牧区、１牧区 0.5～1.5ｈa） 滞牧日数は.05～１日。 

所在地 〒089-3875 北海道足寄郡足寄町茂喜登牛１５３４ 
代表者名 村山昭雄 
連絡先 TEL：  FAX：  

技術的な特徴 
1996 年の足寄町放牧研究会立ち上げから放牧へ転換、15 年
で無借金経営へ。育成牛の個体販売が多く、平均産次 4.1 産。
2012 年の所得率 47％。見学者も多く受け入れている。 

経営形態 個人経営（酪農） 
飼養品種 ホルスタイン種 
飼養頭数 ９７頭 （成牛７７頭、育成牛２０頭） 
うち放牧頭数 ８２頭 （成牛５６頭、育成牛等２６頭） 

経営面積 ９２ha （放牧地、採草地、兼用地、林地その他） 

草種 
放牧地：ﾁﾓｼｰ、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ、ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾞﾙｰｸﾞﾗｽ、白ｸﾛｰﾊﾞ 
採草地：ﾁﾓｼｰ主体 
兼用地：ﾁﾓｼｰ、メドゥﾌｪｽｸ、白ｸﾛｰﾊﾞ 

１頭当り放牧地面積 ４１．ａ（頭数は成牛換算、兼用地は 1/2 換算で求める） 
放牧期間 ５月１日ころから～１１月１０日ころまで（昼夜放牧）。 

放牧形態 定置放牧（大牧区２牧区、兼用地３牧区）  

放牧畜産実践牧場：認証番号 A13-03  村山牧場 

放牧畜産実践牧場：認証番号 A13-0２  牧場タカラ 


