牧草地における
放射性物質対策
（汚染対策）

の手引き
Ver. 1.00

<東北～北関東地方版>

全国飼料増産協議会
2012年8月3日版

１．放射性物質対策を踏まえた草地更新
（１）牧草地の放射性ｾｼｳﾑ汚染対策の必要性
安全な畜産物を生産するためには、放射性ｾｼｳﾑの
暫定許容値を超えた飼料は家畜へ給与できません。
したがって、暫定許容値を超えた牧草地では、草地
更新などの汚染対策を実施する必要があります。

（２） 牧草地が汚染される仕組み
一般的に放射性ｾｼｳﾑは、土壌に吸着されると、植
物へ移行しにくくなります。H24年産牧草の汚染は、
土壌からの移行よりも、ﾙｰﾄﾏｯﾄ※１やﾘﾀｰ※2の分解と
共に放出された放射性物質が直接根などから吸収さ
れたものが多いと考えられます(図1)。そのためﾙｰﾄ
ﾏｯﾄ等を破壊し、土壌と混和させることにより、放射性
ｾｼｳﾑの吸収を抑制させることが重要となります。
※１ 表面～5cm程度の深さで根がﾏｯﾄのように積み重なった層
※２ 枯れた葉などのあまり分解されていない有機物

図1 牧草汚染の仕組み
単位：Bq/kg
草種：ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ
品種：ｱｷﾐﾄﾞﾘⅡ
播種：H23.9.30
採取：H24.5.10

（３） 草地更新による牧草地の汚染対策
牧草地の汚染対策としては、ﾙｰﾄﾏｯﾄを含む表土等
の削り取りの他に、草地更新（完全更新）が効果的で
す。草地更新時の①ﾙｰﾄﾏｯﾄの破壊、②高濃度な表
土等の鋤込み及び③土壌の撹拌に伴う希釈等により
牧草中の放射性ｾｼｳﾑ濃度が低減します。

図2 草地更新による牧草中の
放射性ｾｼｳﾑ濃度の低減効果
（独）農研機構 畜産草地研究所の調査結果

ﾌﾟﾗｳとﾃﾞｨｽｸﾊﾛｰを用いた反転・耕起により更新した
牧草地の牧草中の放射性ｾｼｳﾑ濃度は、更新してい
ない牧草よりも濃度が低くなりました(図2)。なお、ﾌﾟﾗｳ
を利用せずﾃﾞｨｽｸﾊﾛｰのみを用いた場合は、その低
減効果が小さくなりました(図2)。このような場合は、耕
起や砕土等を入念に実施してください。
なお、ﾙｰﾄﾏｯﾄ等を完全には破壊しない不耕起播種
機等による簡易更新(写真1)は、前植生が残るため低
減効果が小さいことから汚染対策としては不適切です。 写真1 不耕起播種機による播種溝
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汚染対策として草地更新を実施する際には、耕起前に除草剤の
汚染対策として草地更新を実施する際には、耕起前に除草剤の
散布などして、必ず現在の牧草を枯死させた後に鋤込んでください。現在
散布などして、必ず現在の牧草を枯死させた後に鋤込んでください。現在
の牧草が再生すると濃度の低減効果が不十分になることがあります。
の牧草が再生すると濃度の低減効果が不十分になることがあります。

２．草地管理と牧草等の処分
（１）牧草地の施肥管理と放射性セシウム濃度

ﾍﾞﾗﾙｰｼの例

牧草が土壌から吸収する放射性ｾｼｳﾑは、土壌の
pH(酸性度)やｶﾘｳﾑ(K)含量等の影響を受けるため、
これらが低下しないよう留意する必要があります(図3)。
そのため草地更新時には、土壌診断結果に基づき土
改材の投入や施肥を実施してください。
さらに、生育に適した土壌は牧草の生長を促進する
ことから、牧草の放射性ｾｼｳﾑ濃度が相対的に低下し
ます。そのため、窒素(N)やﾘﾝ酸(P)等についても同様
に、土壌診断結果に基づき、牧草の生育に必要な養
分を供給できるような施肥を実施してください。
なお、土壌中のpHやｶﾘ含量等は時間の経過ととも
に変化します。更新後も適宜土壌診断を実施して、
目標水準が維持できるよう土壌管理を心がけましょう。

図3 土壌中のpH及びｶﾘ含量が牧草の
放射性ｾｼｳﾑ濃度に与える影響

（２） 堆肥の活用
施肥基準等で推奨されている3t/10a程度の堆肥の
継続的な施用は、青刈ﾄｳﾓﾛｺｼへの放射性ｾｼｳﾑの
移行を抑制することが分かっています(図4)※。
牧草や飼料作物の栽培時には、適正に発酵させた
堆肥を積極的に活用し、安全な飼料を生産しましょう
（なお8,000～400ﾍﾞｸﾚﾙ/kgの堆肥の利用は、自家用
に限定されます）。

図4 堆肥施用量の違いがﾄｳﾓﾛｺｼの
放射性ｾｼｳﾑ濃度に与える影響

※(独)農研機構 畜産草地研究所の調査結果による。

（３） 利用できない牧草のほ場還元（鋤込み）
放射性ｾｼｳﾑ濃度が8,000ﾍﾞｸﾚﾙ/kg以下の牧草等
は、生産ほ場への還元(鋤込み)による処分が可能で
す。生産される牧草への影響は小さいと考えられます
が、念のためこの鋤込みが牧草中の濃度に与える影
響の確認調査を実施しているところです (写真2)。
なお、草地更新時における鋤込みの機会を逃すと、
牧草等をほ場へ還元することは困難となりますので、
予定している場合は実施できるよう準備してください。

写真2 汚染牧草の鋤込み調査
（（独）農研機構 畜産草地研究所）
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３．草地更新に利用する牧草等の種子について
オーチャードグラスの種子について
今回の汚染対策（草地更新）が必要な地域の基幹草種は、
オーチャードグラスです（写真3）。しかし、更新予定面積が非
常に広い（本年だけでも東京ドーム1万5千個分以上！）ことか
ら、種子の需要がオーチャードに集中・急増した場合は、種子
の入手が困難となる事態も予想されます※。そのような場合の
対応策を紹介しますので、草地更新時の参考としてください。
※ 現在、民間種苗会社等と連携し、アメリカ等でオーチャード種子の緊急的な確保に取り組んでいます。

（１） 他草種（品種）の利用
東北北部の高標高地帯（400m以上）で
は、北海道で育成されたオーチャードグラ
スやチモシー（極早生）が利用可能です。
その他、ペレニアルライグラス（放牧向
き）、トールフェスク（暑さにも強く、肉用牛
向き）等も利用可能です。

写真3
オーチャードグラス
（独）家畜改良センター提供

（２） 単年生作物の活用
標高400m以下の地域では、単年生牧
草のライグラス類（イタリアンライグラスな
ど）が栽培・利用可能です。来年秋に更
新予定の場合は、今年の秋に晩生のイタ
リアンライグラスを播種すると、来年の夏
まで利用可能です。
また、青刈トウモロコシが栽培出来れば、
収量と品質がアップします（獣害に注意）。

→ 詳しくは、Q.1 ～ 1-3

なお、草地更新前に単年生作物を栽培
すると、雑草の低減効果も期待できます。
→ 詳しくは、Q.2
写真4.
シードドリルに
よる播種
（独）家畜改良
ｾﾝﾀｰ熊本牧場

（４） 効率的な播種
播種にシードドリル（写真4）等を使うと、
播種量をブロードキャスターより少なくで
きます。なお、ブロードキャスターで播種
する際は、風の弱い時に行い、縦・横方
向に2回以上走るなどして播種むらの発
生を抑え、効率的な播種を行いましょう。
→ 詳しくは、Q.10、Q11、Q13
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（３） 混播（まぜまき）
相性の良い草種の混播は、牧草の生産
性や永続性などを向上させるだけでなく、
特定品種の種子量の節約が可能です（組
合せ例は、表2参照）。
ただし、一般的にマメ科牧草（シロクロー
バ等）の放射性セシウム濃度が高いこと
が知られているため、汚染対策としてのマ
メ科牧草の混播は、あまり推奨できません。
牧草の濃度低下後に追播してください。
→ 詳しくはQ.5、Q.21

※ 県奨励品種の利用が原則となりますが、それ以外の品種利用については、普及センター等へおたずねください。

４．代表的な牧草等の栽培スケジュール
本地域の代表的な牧草や飼料作物の栽培スケジュー
ルを示しますので(図5)、今後の草地更新等の際の参考と
してください。
地域
図5
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宮城県低標高地域における栽培スケジュールの目安を示したものです。実際には、
その年の気候条件や、栽培地の標高、気温・積雪期間などによって変化します。詳細に
ついては、お住まいの地域の普及センター等へお問い合わせください。
注：更新初年目の永年生牧草は、本来の収量を得られないことがあります。
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５．草地更新関係 （Q&A一覧）
東北から北関東において汚染対策（草地更新）が必要な牧草地等における技術的
な事項のQ&Aを以下にとりまとめましたので、参考としてください。
なお、対象地域が非常に広く、地域により気候や土壌条件等の詳細が異なりますの
で、詳しくは、お住まいの地域の普及センター等へお問い合わせください。
P 番 号
Q１
6
１-1
１-2
１-3
7

8

P

9

番 号
Q１０
Q１１
Q１２
Q１３

Q２

単年生牧草（イタリアン等）の利用は？

Q１４

Q３

草種や品種を選ぶ基準は？

Q１５

Q４

牧草の奨励品種を使うメリットは？

Q１６

Q５
Q６
Q７

混播のメリットは？組合せは？
種子の注文は？
転作田に適した草種は？
飼料用ではない緑化用やゴルフ場用等のシバ
やペレニアルの種子は使えますか？
更新（播種）時期は？

Q８
9

内
容
東北～北関東では、どの草種が良いか
品種特性 （オーチャードグラス）
品種特性 （ライグラス類）
品種特性 （その他）

Q９
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Q１７
Q１８
Q１９
Q２０
Q２１

内
容
標準的な播種量と種子の節約法
適期以外に播種する時の留意事項
施肥や土改材の投入量は？
ブロードキャスター播種時の留意事項
傾斜がきつい場合や石礫が多いほ場の草地更
新方法は？
更新後はどのような管理が必要か
多量のカリウム施肥をすれば、牧草中の放射性
セシウム濃度はさらに低下するのか？
牧草地のカリ不足を見分ける方法
堆肥等は、施用すべきですか？
牧草の処分方法は？
ゼオライト等の吸収抑制効果や、放射性セシウ
ムを吸収しにくい草種は？
マメ科牧草について

図6. 永年牧草の地帯区分
東北～北関東

≒標高1,000m以上
≒標高1,000
～300 m
≒標高300m以下

永年牧草の地帯区分
本パンフレットでは、地域が東北～北関東に限定され
ていることから、生産者に理解してもらいやすいよう、地
帯区分については平均気温ではなく、平均気温と関連の
深い標高で区分しています。しかしながら実際には、平
均気温のほか、積雪期間や降水量など様々な要因が牧
草の生育に関係しているため、適した草種も様々となり
ます。草地更新時の草種や品種の選定に当たっては、お
住まいの地域の普及センター等へご相談ください。
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５．草地更新Q&A （草種・品種選定、種子関連）
Q1. 東北～北関東では、どの草種が良いか
A1. 表１に標高による地帯区分と栽培に適した草種の目安
を記載しています。永年生ｲﾈ科牧草は、ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽや
ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ等を基本としますが、高標高地帯ではﾁﾓ
ｼｰ、中～低標高地帯の肉用牛ではﾄｰﾙﾌｪｽｸ等も導入で
きます。また、短期間（1～3年程度）であれば、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾗ
ｲｸﾞﾗｽや極長期用のｲﾀﾘｱﾝも利用可能です。その他、転
作田等の湿地は、ﾄｰﾙﾌｪｽｸやﾌｪｽﾄﾛﾘｳﾑが適しています。
写真5 オーチャードグラス
「まきばたろう」

Q1‐1. 品種特性 （ｵｰﾁｬｰﾄﾞｸﾞﾗｽ）
A1-1. ｵｰﾁｬｰﾄﾞは本地域に最適な基幹草
種ですが、特に適した品種は、「まきばた
ろう」、「ｱｷﾐﾄﾞﾘⅡ」、「はるねみどり」、「ﾊﾙ
ｼﾞﾏﾝ」、「ﾎﾟﾄﾏｯｸ」などがあります。前2者は
畜草研（栃木県）で育成された品種で、特
に「まきばたろう」（中生、写真5）は、青森
県～関東地方までの全域（東北北部の標
高約400m以上を除く）で、放牧・採草とも
最も推奨できる品種です。また、「ｱｷﾐﾄﾞﾘ
Ⅱ」は、「まきばたろう」と同じ対象地域で
すが、極早生のため採草（主体）利用に適
しています。
一方、東北北部の標高が400m以上の
地帯では、「はるねみどり」（早生）、「ﾊﾙｼﾞ
ﾏﾝ」（中生）などの北農研（札幌）で育成さ
れた品種が越冬性の高さから特に推奨さ
れます。ただし、秋の生育量が少ないこと
にご留意下さい。
その他、「ﾎﾟﾄﾏｯｸ」は、米国の古い品種
ですが、比較的種子が入手しやすく、本
地域でも栽培可能です（東北北部の標高
約400m以上を除く）。ただし、「まきばたろ
う」などの最新の品種と比較して収量性、
病害抵抗性の他、越夏性、越冬性が何れ
も高いとは言えないことにご留意下さい。
多くの品種がありますので、各生産者の
利用地域や利用形態に合わせ、育成地
や品種特性（特に出穂期）の異なる品種
を使い分けましょう。

なお、品種の選定に当たっては、原則、県の奨励品種を
利用してください。

Q1‐2. 品種特性 （ライグラス類）
A1-2. 秋にｵｰﾁｬｰﾄﾞで草
地造成した場合、次年
度の春は、本来の収量
は望めません。更新初
年目に、高品質な粗飼
料を収量も含めて確保
するためには、初年目
に最大収量が見込まれ
るﾗｲｸﾞﾗｽ類（ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗ
ｲｸﾞﾗｽ、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾗｲｸﾞﾗ
ｽ、ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ、ﾌｪｽ
ﾄﾛﾘｳﾑ）の利用をお勧め
します。なお、ｲﾀﾘｱﾝﾗｲ
ｸﾞﾗｽは、通常単年利用
されます（Q2.参照）。

写真6 ﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ
「ヤツユタカ」

ただし混播は、ﾗｲｸﾞﾗｽ類（特にｲﾀﾘｱﾝ）がｵｰﾁｬｰﾄﾞ
の定着を妨げることがありますので、混播ではなく別の
ほ場で栽培することをお勧めします。
放牧地であればﾍﾟﾚﾆｱﾙ（「ﾔﾂﾕﾀｶ」（写真6、「ﾔﾂｶ
ｾﾞ2」など）、採草放牧兼用であれば、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ（「ﾊｲﾌ
ﾛｰﾗ」）やﾌｪｽﾄﾛ（H25年以降なら「東北1号」）、採草専
用であれば極長期型ｲﾀﾘｱﾝ（「ｱｷｱｵﾊﾞ3」）などがそれ
ぞれ利用できます。
また、ﾗｲｸﾞﾗｽ類を複数年利用する場合は、夏期の
高温で枯れることがありますので、年平均気温が12℃
未満の地域（300～1,000mの地域）で利用してください。
また、連続積雪期間が60日以下の場合はｲﾀﾘｱﾝ、90
日以下はﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ、110日以下はﾍﾟﾚﾆｱﾙが利用可能
です。
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５．草地更新Q&A （草種・品種選定、種子関連）
表１．標高による地帯区分及び適した草種の目安
地帯※１
標高区分

高標高
1,000m以上

中標高
300～1,000m

○

△

○※2

○

○※2

トールフェスク

○

○

○

メドウフェスク

○

○

△

○

草 種
チモシー

オーチャードグラス

寒地型 ペレニアルライグラス
牧草 ハイブリッドライグラス

低標高
0～300m

○

○※3

フェストロリウム

○

○※3

イタリアンライグラス

○

○

ケンタッキーブルーグラス

○

○

△

リードカナリーグラス

○

○

△

暖地型 ミレット（栽培ヒエ）
牧草 センチピードグラス

Q1‐3. 品種特性 （その他）
A1-3. 東北北部の高標高地帯では、
栄養価や嗜好性に優れるﾁﾓｼｰ
（「ｸﾝﾌﾟｳ」（極早生）や「ﾎﾗｲｽﾞﾝ」
（早生））の利用が可能です。なお、
ﾁﾓｼｰは、中～低標高地帯では夏
枯れを起こすため推奨しません。
なお、ﾏﾒ科牧草（写真12）は、放射
性ｾｼｳﾑ濃度が高くなる傾向がある
ため、放射性ｾｼｳﾑ濃度が高い地域
では推奨しません（Q.21を参照）。

○
△

○

注） ○：適 △：やや適～やや難
※1 理解しやすいよう標高で地帯を区分してありますので目安と考えてください。実際には、平
均気温や積雪日数、降水量等により、この区分通りにならない地域もありますので、詳細につい
ては、地域の普及センター等へお問い合わせください。
※2 対応可能な品種の利用（高標高地：北農研育成品種、低標高地：畜草研育成品種）
※3 太平洋沿岸沿いの低標高地帯（夏期比較的冷涼な地域）

写真7 イタリアンライグラス 「ナガハヒカリ」

Q2. 単年生牧草（ｲﾀﾘｱﾝ等）の利用は？

Q3. 草種や品種を選ぶ基準は？

A2. ｲﾀﾘｱﾝなどの単年生牧草も、年平均気温が
10℃以上の地域（中～低標高地帯）では採草用
草地で利用可能であり、栄養価に優れています。
来年秋に永年生牧草への更新を予定している
場合は、本年に晩生のｲﾀﾘｱﾝ等を播種し、夏ま
で利用する方法も推奨できます。

A3. 気候（温度・降水量・積雪期間等）、土壌条件、
利用目的（肉用、乳用等）によって使い分けが必
要です。なお、専門的な知識が必要となることも
ありますので、お住まいの地域の普及ｾﾝﾀｰ等へ
お問い合わせください。なお、標準的な栽培地
帯区分は、図6及び表1を参考としてください。

ただしｲﾀﾘｱﾝは耐雪性が劣るため、積雪期間
により品種を選ぶ必要があり、連続積雪期間が
60日以上の場合は、「ﾅｶﾞﾊﾋｶﾘ」(写真7)等の耐
雪性品種を利用してください。
採草用または放牧採草兼用草地で、数年後に
永年生牧草への更新を予定している場合や数
年おきに蹄耕法で追播を行える場合は、ﾊｲﾌﾞﾘｯ
ﾄﾞの利用も可能です（栄養価に優れ、簡易草地
更新に適しています）。
また前年秋に草地更新できなかった場合は、
ｲﾀﾘｱﾝやﾐﾚｯﾄ（ﾋｴ類）等を春播して夏に利用し
7 た後、秋に永年牧草を播種することも可能です。

Q4.牧草の奨励品種を使うメリットは？
A4. 奨励（推奨）品種とは、各県で試験されその
品種の能力が優れていることが確認された品種
です。奨励品種以外を利用すると収量性、耐病
性、夏枯れ、冬枯れなどの問題が生ずる可能性
があるためお勧め出来ないことから、原則、
県の奨励品種を利用してください。
ただし、最新の品種の中には、試験が未実施
等のため、奨励品種に指定されていなくても、奨
励品種と同等以上の能力をもつものもありますの
で、普及センター等へお問い合わせください。

５．草地更新Q&A （混播、種子関連）
Q5. 混播のメリットは？組合せは？
A5. 牧草地では、生産性・永続性向上を狙って異なる草種を組合わせて利用することが多く(混播)、環境
適応性も増大します。基幹草種は、ｵｰﾁｬｰﾄﾞ、ﾍﾟﾚﾆｱﾙ等とし、補完草種として、採草地ではﾄｰﾙﾌｪｽｸ
（肉用牛）等、放牧地ではﾍﾟﾚﾆｱﾙﾗｲｸﾞﾗｽ等を組合わせます。
特定草種の種子が不足する場合でも、混播により他草種で補うことも可能です。推奨できる地帯別の
混播の草種の組合せ例を表2に示します。

表２． 混播の草種の組合せ例 （地帯別）
地帯

高標高地帯

中標高地帯

低標高地帯

標高

1,000m 以上

1,000～300m

300m 以下

草種名 （品種名）

草種
（基本的な例）
草種
（オーチャード
節約）

播種限界時期

【採草地用】
オーチャード（はるねみどり）
メドウフェスク（ハルサカエ）
【採草地用】
チモシー（クンプウ）
メドウフェスク（ハルサカエ）

8月下旬まで

播種量
（kg/10a)

2.0
0.5
2.0
0.5

草種名 （品種名）
【採草地用】
オーチャード（まきばたろう）
ペレニアル（ヤツカゼ２）
【放牧地用】
ペレニアル（ヤツユタカ）
トールフェスク（ホクリョウ）

播種量
（kg/10a)

1.7
0.3
1.7
0.3

草種名 （品種名）
【採草地用】
オーチャード（アキミドリⅡ）
トールフェスク（ホクリョウ）
【放牧地用】
オーチャード（まきばたろう）
トールフェスク（ホクリョウ）

9月中旬まで

播種量
（kg/10a)

1.5
0.5
1.5
0.5

10月上旬まで

上記は組合せの一例であり、この他にも様々な組合せ
や利用可能な品種があります。奨励品種とされていない
品種の利用と併せて、それらの詳細につきましては、お
住まいの地域の普及センター等へお問い合わせください。

Q6. 種子の注文は？
A6. 公社や農協の事業の場合は、そちらへ連絡
願います。それ以外は、草地更新の計画確定後
速やかに、農協等へ注文してください。
写真8. トールフェスク

Q7. 転作田に適した草種は？

なお、しばらくの間は、汚染対策のため草地更
新が広域で一斉に実施されると推測されており、
種子需要量が膨大になることも予想されます。
種子を迅速に配付するため、種子は原袋（約
20kg）のままで配送されることも考えられ、その場
合は、公社等での小分け等にご協力ください。

A7. 一般的にｵｰﾁｬｰﾄﾞ等の牧草は、排水不良に
弱く、十分な能力が出せないものが多くあります。
Q8. 飼料用ではない緑化用やｺﾞﾙﾌ場用等
永年生牧草の中では、ﾄｰﾙﾌｪｽｸ(写真8）やﾘｰﾄﾞｶ
のｼﾊﾞやﾍﾟﾚﾆｱﾙの種子は使えますか？
ﾅﾘｰｸﾞﾗｽ※（どちらも肉用牛向きで嗜好性は劣る）、
H25年以降ならﾌｪｽﾄﾛﾘｳﾑ（東北1号））が比較的
A8. 飼料用として販売されていない緑化用等の品
強いことから、これらの利用を推奨します。
種の中には、耐虫性や耐病性等を高めるため「ｴ
また、単年生のうちｲﾀﾘｱﾝやえん麦（秋播き）は、 ﾝﾄﾞﾌｧｲﾄ」という特殊な菌に感染させたものがあり、
耐湿性が比較的強く、収量や嗜好性に優れる草
家畜が中毒を起こすことが稀にあります。よって、
種です。ｲﾀﾘｱﾝ等の収穫後には、青刈ﾄｳﾓﾛｺｼ
飼料用以外の品種を草地更新に利用しないでく
（排水不良地以外）・ｽｰﾀﾞﾝｸﾞﾗｽや稲WCS等の作
ださい。なお、飼料用として販売されている品種
付けが可能で、通常年間収量は増加します。
のｼﾊﾞやﾍﾟﾚﾆｱﾙに中毒のおそれはありません。 8

５．草地更新Q&A （草地造成関係）
Q9. 更新（播種）時期は？
A9. 冬の到来前に、牧草の根の伸長を確保し低
温、霜、雪などに耐えうるまでに生育させておく
必要があります。したがって原則播種適期は、初
霜の30-40日前となります。大まかに高標高地帯
(標高1,000m以上)では、８月下旬までに播種で
きるように更新準備します。また、中標高地帯
(300-1,000m)では９月中旬まで、低標高地帯
(300m以下)では10月上旬を目途に播種が終了
するようにします(図5参照)。
詳細は、お住まいの地域の普及ｾﾝﾀｰへおた
ずねになるか又は「草地管理指標（草地の維持
管理編）」等を参照下さい。

Q11. 適期以外に播種する時の留意事項
A11. 播種時期を逃して適期から1ヶ月以上遅れる
ようであれば秋播をあきらめ春播とします。やむ
を得ず春播する場合は、雑草に負けてしまうこと
があるため、除草剤等により除草を確実に行い、
必要に応じて掃除刈りを行います。

Q12. 施肥や土改材の投入量は？
A12. 土壌分析を実施し、草地管理指標に基づい
た施肥等を行います。牧草中の放射性ｾｼｳﾑ濃
度は、土壌中のｶﾘ含量やpHの影響を受けるた
め、これらが低下しないよう確実に施用します。

写真10.
ディスク
ハローに
よる整地

写真9.
ブロード
キャスター

Q10. 標準的な播種量と種子の節約法
A10. 草種や品種、播種機によって異なりますが、
ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ-（写真9）ではｲﾈ科牧草単播は2～
3kg/10aを目安とします。ｼｰﾄﾞﾄﾞﾘﾙにより条播す
る場合は、播種量を少なくできます（2割程度減) 。
また、ｵｰﾁｬｰﾄﾞだけでは種子が不足する場合
には、高標高地帯でなければﾍﾟﾚﾆｱﾙやﾄｰﾙﾌｪ
ｽｸ等の他草種も混ぜて播種可能です。
ただし、発芽率が低い種子の使用、播種適期
以外の時期、土壌中の雑草種子が多い場合等
には、播種量を増やす必要があります。

Q13. ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰ播種時の留意事項
A13. ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀｰによる播種は風の影響を受け
易いため、風が弱い時に播種を行ってください。
特にｵｰﾁｬｰﾄﾞ等のｲﾈ科牧草種子は比重が小
さいことから播種むらを生じ易いため、播種開口
幅を絞り込み（播種量を減少）、ほ場の縦横方向
少なくとも２回播種する等の工夫が必要です。
なお、混播時の播種むらを防ぐため、事前によ
く混ぜてから播種機に投入して下さい（先に重い
種子が播種されるのを防ぐため）。なお、播種時
の振動で分離することも有りますので、そのよう
な場合は、草種毎に播種してください。

Q14. 傾斜がきつい場合や石礫が多いほ場の草地更新方法は？
A14. 現在、傾斜地に対応するため、草地更新法等の技術開発に着手しているところです。現段階では、
傾斜地や石礫が多いような草地は耕起更新が難しいことから、利用状況に余裕があれば、耕起が可
9 能で利用率の高い草地から優先的に更新することを御検討下さい。

５．草地更新Q&A （草地管理及び放射性物質対策関係）
Q15. 更新後はどのような管理が必要か
A15. 更新後の初期は、播種牧草の定着や生育
の状況を確認しながら、雑草等の競合に負けな
いように、必要に応じて除草剤散布や掃除刈り
等を適宜実施します。さらに、土壌診断に基い
た施肥管理を徹底します。

Q17. 牧草地のカリ不足を見分ける方法
A17. 土壌中のｶﾘ不足を、牧草の葉色等外見から
判断することは出来ません。定期的に土壌分析
を行い、ｶﾘ濃度が不足しないようしてください。

Q16. 多量のカリウム施肥をすれば、牧草
中の放射性セシウム濃度は、さらに低
下するのか？
A16. ｶﾘが極端に不足している土壌では、牧草の
放射性ｾｼｳﾑの吸収が促進されることが知られて
いますが、必要以上のｶﾘを施用しても、効果は
小さいと考えられています（図3参照）。加え
て、ｶﾘの過剰な施肥により、家畜にﾏｸﾞﾈｼｳﾑ欠
乏が発生し病気（ｸﾞﾗｽﾃﾀﾆ-）を起こすことがある
ことも知られています。したがって、牧草の養分
が不足しないよう、草地管理指標等に基づいた
適切な施肥を行ってください。

Q18. 堆肥等は、施用すべきですか？
写真11.
マニュアス
プレッダ

Q19. 牧草の処分方法は？
A19. 暫定許容値を超過したことにより、利用でき
ない牧草等については、8,000 Bq/kg以下のも
のは、生産されたほ場への鋤込みが可能です。
なお、鋤込みによる牧草の放射性ｾｼｳﾑの濃
度の上昇は、元の牧草と比較して小さいと考えら
れることや、地域によっては焼却処分等に時間
を要することから、可能であれば、更新前に生産
ほ場へ鋤込み処分をすすめて下さい（更新後に
ほ場へ鋤込むことは困難なため）。

A18. 土壌分析結果から有機質が不足している場
合は、堆肥等有機質資材の投入が必要です。
これまでの調査から、青刈ﾄｳﾓﾛｺｼについて、
土壌中のｶﾘ含量が不足しているほ場において、
継続的に堆肥を施用したほ場では、放射性ｾｼｳ
ﾑ濃度が低くなることが分かっています。したがっ
て、草地更新時等には、堆肥（適正に発酵させ
たもの）を活用してください(写真11)。

Q20. ゼオライト等の吸収抑制効果や、放
射性セシウムを吸収しにくい草種は？
A20. 放射性ｾｼｳﾑに関するｾﾞｵﾗｲﾄなど粘土鉱
物等の吸収抑制効果や、移行等に関する草種
間差や品種間差については、現在研究機関等
で調査試験を実施しているところです。

Q21. マメ科牧草について
A21. ｼﾛｸﾛｰﾊﾞ（写真12）やｱﾙﾌｧﾙﾌｧなどのﾏﾒ科
牧草は、ｲﾈ科牧草に比べて放射性ｾｼｳﾑ濃度
が高くなることが知られています。よって、土壌中
の放射性ｾｼｳﾑ濃度が高い地域で、ﾏﾒ科牧草を
栽培することはあまり推奨できません。
なお、ﾏﾒ科牧草を利用する時は、牧草中の放
射性ｾｼｳﾑ濃度が低下してから追播してください。

写真12. マメ科牧草の例 （シロクローバ）
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