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和牛繁殖基盤の強化および子牛育成技術の高位平準化 

河内農業振興事務所経営普及部 

 

普及指導計画の戦略課題名 「地域と共存した収益性の高い畜産経営の確立」 

 

【キーワード：和牛繁殖経営、子牛育成技術 活動期間：平成 28 年～令和 2 年】 

抄録 

・高品質な子牛生産を支援するため、哺育・育成マニュアルの作成や子牛の認定制度を設け、

飼養管理指導行ったところ、子牛の増体量が 0.92kg/日から 0.98kg/日に増加しました。 

・繁殖成績の向上を目的に、地域支援チームを組織し、定期巡回指導や血液分析等に基づく飼

養管理改善を実施したところ、モデル農家で繁殖成績と疾病発生率の改善がみられました。 

 

１ 取組の背景・ねらい 

  飼料費の高騰や高齢化に伴い、特に和牛の繁殖基盤の弱体化が問題となっています。そこで、

（１）JA うつのみやと連携し作成した哺育・育成マニュアルによる技術指導、（２）事務所独

自の子牛の認定基準を用いた育成指導、（３）各指導機関や開業獣医師で組織した地域支援チー

ムによるモデル農家の繁殖改善の３つを実施し、地域の和牛繁殖基盤強化について支援しました。 

目標項目 H27 現状 Ｒ１実績 Ｒ２実績 R２目標 

子牛増体量 0.9２kg/日 0.98kg/日 0.98kg/日 0.98kg/日 

２ 活動対象                                        

(1)  対 象 名 

   JA うつのみや和牛繁殖専門部 

(2)  対象の概要 

   JA うつのみや和牛繁殖専門部は令和元（2019）年 3 月現在 3７戸であり、令和元年度は

389 頭の子牛を矢板家畜市場に出荷しています。中小規模の家族経営が多く、都市化が進む本

地域において、悪臭や害虫の発生抑制に気を配り、地域と調和した畜産経営に取り組んでいま

す。 

３ 活動の内容          

 (1)  指導・支援の体制 

      JA うつのみや、地域の開業獣医師、畜産酪農研究センター、県央家畜保健衛生所等とプロジ

ェクトチームを結成し、哺育・育成マニュアルの作成およびそれに基づく技術指導、定期巡回

による繁殖指導等を実施しました。 

 (2)  活動経過 

  ア  哺育・育成マニュアルの作成およびマニュアルに基づく飼養管理指導 

    JA うつのみやと協力し、管内肥育農家の意見を取り入れながら、肥育農家のニーズに合

わせて、第一胃の発達に重点をおいた子牛の哺育・育成マニュアルを作成しました。 

さらに、本マニュアルを用いて JA うつのみやと連携して子牛の哺育・育成指導を実施し

ました。 
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  イ  事務所独自の認定基準「四つ☆子牛プロジェクト」による農家支援 

    哺育・育成マニュアルの効果の検証および生産者のモチベーション向上を目的に、市場で

子牛の体高、胸囲、腹囲の測定を実施し、事務所で設けた４つの基準を満たした子牛を「四

つ☆子牛」と認定する取り組みを行いました。なお、認定基準は①体高・胸囲が一定以上、

②育成度指数（体重÷体高×100）が一定以上③胸腹差（腹囲と胸囲の差）が一定以上④過

肥、瑕疵・損微のないことの 4 点です。 

  ウ  地域支援チームによるモデル農家の繁殖成績改善 

    ５戸の和牛繁殖農家をモデル農家とし、月に 1 回定期巡回を行い、繁殖雌牛の受胎状況や

飼養管理状況について確認しました。獣医師による繁殖機能の確認や家畜保健衛生所による

代謝プロファイルテストを活用し、飼料設計や繁殖管理の見直しを支援しました。 

 

   

 

 

 

 

図１ 四つ☆子牛プロジェクト   図２ 地域支援チームの概要   写真１ 地域支援チーム 

の結果様式                             による定期巡回 

４ 活動の成果 

 (1)  子牛増体量の増加および肥育農家のニーズに合った子牛生産への意欲向上 

   「四つ☆」の獲得と子牛の販売価格に正の相関がみられたことから、哺育・育成マニュアル

を基にした飼養管理を実施する生産者が増加したことで、子牛増体量が基準年の平成 27 年度

の 0.92kg/日から 0.98kg/日に増加しました。また、「四つ☆子牛」の獲得自体も生産者の

大きなモチベーションとなり、肥育農家のニーズにあった子牛生産への意欲が向上しました。 

 (2)  モデル農家の繁殖成績および疾病発生率の改善 

   定期巡回によって、繁殖台帳等の整備や飼養管理の改善が進みました。また、血液検査と飼

料分析を組み合わせた飼養管理改善指導を実施したことで、親牛の栄養状態が改善されました。

その結果、長期不受胎牛の妊娠や子牛の下痢発生率が 51.5％から 0％に改善されたモデル農

家もみられました。 

５ 今後の課題と方向 

(1)  肥育農家のニーズに合った高価格な子牛生産の追求 

ニーズに合致した子牛を生産することで、子牛の販売価格が高位安定し、繁殖農家の収益性

向上に資することが期待されます。枝肉の販売成績等の情報を肥育農家からフィードバックす

ることで、マニュアルや四つ☆子牛プロジェクトの認定基準の見直し、ニーズの変化に常に対

応できる体制の構築を支援します。 

 (2)  繁殖成績と疾病発生率の更なる改善による収益性の確保 

   地域支援チームによる巡回指導を継続するとともに、蓄積された血液や飼料分析の結果をも

とに、繁殖雌牛の飼養管理マニュアルを作成し、子牛の哺育・育成マニュアルと共に運用する

ことで、本地域から出荷される子牛が高いレベルで均一化できるよう、支援していきます。
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写真１ 肉質診断機による指導 

肉用牛農家の生産性向上と自給飼料の生産拡大 

 

塩谷南那須農業振興事務所経営普及部 

 

塩谷南那須地域の地域戦略 「国際化に対応した元気な塩谷南那須型経営体の育成」 

普及指導計画の戦略課題名 「畜産の生産性向上と自給飼料の生産拡大」 

【キーワード：肉用牛 放牧 活動期間：平成２８年～令和２年】 

抄録 

・肉用牛農家への増頭推進や飼養管理の改善指導により、経営基盤強化と生産性が向上しました。 

・公共牧場への運営強化支援と農家への利用推進により利用頭数が増加しました。 

・新たに飼料用とうもろこしを生産・販売するコントラクター組織に対して、栽培及び収穫調製

における技術指導により、需要に応じた生産が見込めるようになりました。 

 

１ 取組の背景・ねらい 

飼料価格の高騰等、畜産農家を取り巻く状況が厳しくなる中、効率的な飼養管理の徹底や飼料

自給率の向上による畜産経営の体質強化と経営安定を図ることが重要となっています。 

塩谷南那須地域では、放牧利用拡大とコントラクター組織の育成による飼料増産を基盤に、肉

用牛繁殖経営では優良な繁殖素牛の導入による肉用牛子牛生産基盤の強化、肥育経営では枝肉重

量の増大の取組を支援し生産性向上を図りました。 

２ 活動対象 

 (1)  対 象 名 

肉用牛農家、コントラクター組織 

 (2)  対象の概要 

   ・家畜市場に子牛を出荷する繁殖経営 98 戸、「とちぎ和牛」を生産する肥育経営 7 戸 

   ・管内の公共牧場 5 か所を利用する農家及び今後利用を希望している農家 

   ・新たに飼料用とうもろこしを栽培し収穫調製後、畜産農家へ販売するコントラクター組織 

３ 活動の内容 

 (1)  指導・支援の体制 

ＪＡ及び畜産酪農研究センターと連携を図り、農家及び生産

部会等団体への技術支援や新技術等の情報提供を実施しまし

た。 

 (2)  活動経過 

ア  肉用牛農家における生産性向上支援 

繁殖経営においては、各助成事業を活用し優良な遺伝能力を有する繁殖雌牛への更新や増

頭を推進しました。さらに、繁殖成績の向上に取り組むモデル農家を 2 戸設置し、JA 及び

獣医師と連携の上、定期的に巡回指導を実施しました。 

肥育経営に対しては、JA 及び畜産酪農研究センターと連携を図り、肥育ステージ毎に適

正な飼料構成や給与量を個別に診断するとともに、肉質診断機による飼養管理の改善を指導
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しました。 

イ 地域内放牧利用の拡大 

公共牧場の運営組織に対して、農家の利用拡大と定着

を図るために、永年草地の土壌診断に基づく肥培管理及

び放射性物質吸収抑制対策に加え、放牧牛の飼養管理指

導を定期的に実施しました。また、肉用牛農家に対して、

資料配付等により放牧利用拡大を推進しました。 

ウ  飼料用とうもろこし生産コントラクターの育成 

コントラクター組織における飼料生産販売の新たな取

組を支援するため、飼料用とうもろこしの品種比較に関

する実証展示ほを設置し、適期播種、除草剤選定及びサ

イレージ調製技術について支援・指導を実施しました。 

４ 活動の成果 

 (1)  肉用牛における生産性向上支援 

繁殖経営においては、繁殖素牛の価格高騰で導入が困難になる中、優良な遺伝能力をもつ素

牛導入の必要性が農家に浸透し、導入頭数は平成 30(2018)年の 82 頭から令和２(2020)年

には 112 頭に増加しました。 

肥育経営では、肥育ステージに応じた飼養管理や肉質診断に基づく指導により和牛の出荷時

の枝肉重量が平成 30(2018)年の 568kg から令和２(2020)年には 578kg と増加し生産性

が向上しました。 

 (2)  地域内放牧利用の拡大 

公共牧場の放牧地管理の改善と新たな農家の利用推進により、放牧頭数は平成 30(2018)

年の 290 頭から 340 頭に増加しました。 

(3)  飼料用とうもろこし生産コントラクターの育成 

コントラクター組織に対する一貫した技術支援により需要に応じた生産が確保でき、飼料用

とうもろこしの作付面積は、平成 30(2018)年の 1.4ha から 3.2ha に拡大しました。 

５ 今後の課題と方向 

 (1)  肉用牛における生産性向上支援 

繁殖経営においては、各助成事業を活用した優良素牛の外部導入を推進するとともに、優良

な遺伝能力を持つ自家産雌子牛については積極的に自家保留を推進します。肥育経営において

は、JA、畜産酪農研究センターと連携し、給与診断及び肉質診断機による適切な飼養管理につ

いて指導を継続します。 

 (2)  地域内放牧利用の拡大 

公共牧場の更なる利用拡大を図るために、永年草地の土壌診断に基づく肥培管理及び放射性

物質吸収抑制対策に加え、放牧牛の飼養管理指導を継続します。また、規模拡大を志向する農

家に対して経営内放牧を推進します。 

(3)  飼料用とうもろこし生産コントラクターの育成 

需要が見込まれる飼料用とうもろこし生産について、コントラクター組織を中心に更なる作

付面積拡大と高品質飼料生産について支援します。

写真２ 放牧推進資料 
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WCS 用稲「つきすずか」の普及拡大 

 

那須農業振興事務所経営普及部 

 

那須地域の地域戦略 「那須の大地に根ざした「畜産経営の基盤強化」」 

普及指導計画の戦略課題名 「水田等を活用した自給飼料の生産利用拡大」 

 

【キーワード：WCS 用稲 極短穂品種 つきすずか 活動期間：平成３０年～令和 2 年】 

抄録 

・WCS 用稲の栽培拡大を図るため、収量性の向上とサイレージの高品質化が期待できる極短

穂品種「つきすずか」の普及推進を図りました。 

・「つきすずか」は、疎植でも収量性が高く有用な品種であることを確認しました。 

・畜産農家、関係機関と連携し、牧草予乾体系で調製された「つきすずか」WCS の発酵品質

は「良」で、牛の嗜好性にも問題ないことを確認し、情報提供することで利用拡大を図りま

した。 

 

１ 取組の背景・ねらい 

那須地域のホールクロップサイレージ（WCS）用稲の栽培は、新規需要米の一つとして拡大し

てきました。しかし、近年はサイレージの品質が安定しないことや未消化籾に起因する牛の消化

器疾病が懸念されること等の理由から面積が伸び悩んでいます。 

そこで、新しく開発された籾が少なくサイレージ品質が安定した極短穂品種を地域に導入し、

WCS 用稲の収量性の向上とサイレージを高品質化することで極短穂品種の栽培拡大を図りまし

た。 

２ 活動対象  

 (1)  対 象 名 

WCS 用稲栽培農家、稲 WCS 給与農家、コントラクター組織 

 (2)  対象の概要 

WCS 用稲栽培農家、稲 WCS 給与農家、コントラクター組織 2 組織 

大田原市酪農組合 20 名、那珂川牛群検定組合員 15 名 

３ 活動の内容 

 (1)  指導・支援の体制 

酪農とちぎ農業協同組合、栃木県酪農業協同組合と連携して研修会を開催しました。革新専

門員や畜産酪農研究センターと連携して、極短穂品種の収量性やサイレージの品質について調

査研究を実施しました。 

 (2)  活動経過 

  ア  極短穂品種「つきすずか」、「たちすずか」、「つきことか」の栽培実証 

「つきすずか」、「たちすずか」「つきことか」の栽培実証を行い、那須地域での栽培適

性及びサイレージの発酵品質を確認しました。実証の結果については、研修会を開催して農
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業者や関係機関に情報提供を行いました。 

  イ  「つきすずか」の疎植栽培の検証 

「つきすずか」は種子の価格が高いため、コ

スト低減のため疎植栽培について検討しまし

た。 

  ウ  「つきすずか」サイレージの給与実証 

WCS 用稲の活用を推進するため、肉用牛繁

殖農家で「つきすずか」WCS の給与実証を行

いました。サイレージの発酵品質について調査

するとともに、肉用牛繁殖雌牛に継続的に 7kg/頭

・日を給与し、牛の嗜好性及び繁殖性への影響も調

査しました。 

４ 活動の成果 

(1)  極短穂品種「つきすずか」の有用性の確認 

極短穂品種の栽培実証で、「つきことか」は出穂未達となり、那須地域の飼料作物の作型の

一つであるイタリアンライグラスとの二毛作に不向きであることが分かりました。また、「つ

きすずか」は「たちすずか」と発酵品質が同等で、収量性も高い（1.63t/10a（乾物））こと

から、有用な品種であることが実証されました。 

(2)  「つきすずか」の疎植栽培によるコスト低減技術の確立 

慣行の 60 株/坪と疎植の 40 株/坪で収量性に差はなく、疎植であっても収量性が高いこと

を確認し、コスト低減が図れることを確認しました。 

併せて、極短穂品種は草丈が高く（145cm）、収穫時の作業速度を落とす工夫等の技術面

についても情報が共有されました。 

(3)  「つきすずか」WCS の品質と給与 

牧草予乾体系で調製された「つきすずか」WCS の発酵品質は、低水分サイレージのため乳

酸含量は少なく pH が高くなりましたが、酪酸含量も少ないために品質は「良」となり牛の嗜

好性に問題が無いことが分かりました。また、給与実証を実施した畜産農家では、肉用牛繁殖

雌牛の繁殖性に影響はないとのことでした。稲 WCS とイタリアンライグラスを交互に給与す

ることで給与粗飼料の季節変動が抑えられ、今後さらに飼養管理を改善していくことになりま

した。 

５ 今後の課題と方向 

(1)  「つきすずか」利用拡大の推進 

極短穂品種を利用することで未消化籾の課題が解消されるとともに、サイレージの発酵品質

や牛の嗜好性の調査結果について給与農家や関係機関に情報提供を行い、さらなる利用拡大を

推進します。 

(2)  新たな極短穂品種の検討 

「つきすずか」が極晩生品種であるために、イタリアンライグラスとの二毛作栽培を行う場

合、その年の天候によっては適期作業を逃してしまう懸念があることから、今後は早生や中生

の新しい極短穂品種について地域の栽培適性を確認していきます。 

写真１ 「つきすずか」WCS の給与 


