
●発情見逃しや繁殖機能の不順等による長期不受胎牛及び高齢牛の存
在が繁殖雌牛の平均分娩間隔が長期化の原因の一つとなっている。

●高齢化、労力不足により畜産農家戸数は減少傾向にある。また、飼養
環境が畜舎内中心で、繋留したままであることが発情見逃しの原因にも
なっている。

●関係機関と連携して巡回指導を行い、個別に作成した長期不受胎牛、高
齢牛一覧表により廃用・更新を推進した。●省力化と牛舎内から牛を開放
することが期待できる放牧を推進した。

●分娩間隔 (H28)470日 ⇒ (R元)422日
放牧頭数 (H28)151頭 ⇒ (R1元199頭 ら増頭を

行う中核農家があり、飼養頭数は微増している。しかし、繁殖雌牛の
平均分娩間隔は４００日を超えてお

り、発情見逃し、繁殖機能の不順等による長期不受胎牛がその原因
の一つと考えられる。

２ 近年の飼料、生産資材等の高騰により農家の経営が圧迫されて
おり、収益性の改善が必要である。その

ため、肉用牛農家において飼料費の削減には自給飼料の拡大が重
要である。特に放牧は飼料費に加え労働
費のコスト縮減にも期待が持てるため、推進する必要がある。
○ ・適宜、赤太字でポイントを強調

（体言止めでポイントを分かりやすく記載）

具体的な成果

１ 分娩間隔の短縮、子牛出荷頭数の向上
・分娩間隔

診療による長期不受胎牛の受胎で分娩
間隔は長期化傾向にあったが、廃用・更
新が進んだことで短縮してきた。
(H28)470日 ⇒ (R元)422日

・子牛出荷頭数
巡回指導における栄養管理指導、診療
等により出荷子牛は増加してきた。
（H28）170頭 ⇒ （R元）211頭

２ 放牧頭数の増加
・放牧頭数の増加

放牧意向調査に基づき、事業等を活用し
て新規に6戸の農家が牛舎隣接地に施設
を整備した。
（H28）151頭 ⇒ （R元）199頭

普及指導員の活動

H28～
・全農家を対象に巡回指導により栄養管
理指導、診療等を実施した（1回/月以上）。
・重点農家（担い手）を選定し栄養管理、
診療、飼料作物栽培指導、規模拡大に伴
う補助事業の申請支援等を行った（2回/
月以上）。

H29～
・個別に長期不受胎牛・高齢牛一覧表を
作成して廃用を勧めた。
・繁殖センターの設立と初妊牛生産を支援
した。

H28～
・放牧意向調査を実施した。
・牛舎隣接地での放牧を勧めた。
・放牧意向調査に基づき新規の放牧実施
農家へ施設整備を支援した。

普及指導員だからできたこと

・関係機関との連携が取れる立場である
ことから、農家個別の情報を共有するこ
とができ、データに基づいた改善指導を
協力して進めることができた。

・電気牧柵を活用した放牧技術（馴致、
管理作業等）を適切に指導できる技術者
がいなかったため、農家の放牧場整備を
通して、関係機関の担当者にも技術を伝
えることができた。

長崎県
（重点プロジェクト計画）

子牛の生産性向上と放牧の推進
活動期間：平成２８年度～継続中



長崎県 

 

子牛の生産性向上と放牧の推進 
 

 

活動期間：平成 28 年度～継続中 

 

１． 取組の背景 
対馬では「あか牛」と呼ばれる褐毛和種が飼養されており、そのルーツは朝鮮から移入された

「朝鮮牛」が母体となっている。島内では役牛（農耕、運搬等）として利用されていたが、戦後は産

肉性を求めた改良が進められ、現在は繁殖経営（肥育経営は無い）が行われている。 

繁殖経営農家は高齢化が進んでおり、60 歳以上が約 70％を占めている。また、4 頭以下の小

規模農家が半数を占めており、牛舎内での繋ぎ飼いによる飼養形態である。 

繁殖雌牛は高齢化した牛も多く、管理不足の影響から繁殖機能が低下した牛も見られ、分娩

間隔は長期化している。また、繋ぎ飼いの農家における発情見逃しも散見される。 

そのため子牛の生産頭数は低下している。 

 

２． 活動内容（詳細） 
（平成 28 年度） 

関係機関と連携した農家巡回指導 

・繁殖周期と分娩予定日が一目で分かる繁殖分娩カレンダー（資料 1）、発情見逃し防止の

パンフレット（資料 2）を作成、配布して繁殖管理を徹底するよう啓発した。 

 

（資料 1）                                （資料 2） 

対馬地域肉用牛　繁殖分娩カレンダー　(H29/3/26～H30/4/7)
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8
1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18

4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29
1/26 1/27 1/28 1/29 1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8

          
 

・長期不受胎牛を半数以上飼養している農家を重点指導対象として抽出して、2 回/月以上 

の改善指導を行った。 

・家畜保健衛生所、共済組合の獣医師の協力で不妊牛の診療、妊娠鑑定を実施した。 

放牧意向調査の実施 

・全戸を対象に放牧を希望する農家を調査した。 

・意向調査において、放牧地が牛舎から遠方であれば管理労力が分散するため途中で放 

牧を止めてしまう農家がいたことが分ったことから、放牧希望者へは牛舎に隣接する場所に 

放牧場を設置することを勧めた。また、電気牧柵による簡易施設の整備と放牧管理を技術 

指導した。 

  



（平成 29 年度） 

長期不受胎牛の更新 

・個別に長期不受胎牛の一覧表（資料 3）を作成、配布して更新することを勧めた。 

  

       （資料 3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ対馬和牛繁殖センターの設立 

・繁殖雌牛の更新時の経営リスクの緩和のため、市場で高価取引される初妊牛を生産し農 

家へ提供する和牛繁殖センターの構想をＪＡに提示し、施設整備と運営を働きかけた。 

・ＪＡを核とした対馬地域畜産クラスター協議会が発足し、施設整備に向けた協議を行った。 

・国庫補助事業等の活用を勧め、施設整備への支援を行った。 

新規就農者への放牧推進 

・新規就農者へ国庫補助事業を活用した牛舎整備を支援し、併せて放牧場の整備を勧め、

施設整備と放牧馴致の技術指導を行った。 

 

（平成 30 年度） 

   初妊牛への更新推進 

   ・ＪＡ対馬和牛繁殖センターが設立し、初妊牛の生産・提供に向けて関係機関と連携して技 

術支援を行った。 

・また、県補助事業を活用した初妊牛導入を農家へ推進した。 

牛舎隣接地での放牧推進 

・牛舎に隣接した放牧適地を所有する農家へ放牧を推進した。 

 

  （令和元年度） 

   子牛の生産性向上のための継続活動 

・巡回指導による改善指導、繁殖分娩カレンダーによる繁殖管理の意識啓発活動を継続し 

て行った。 

・長期不受胎牛・高齢牛一覧表を配布し、妊娠牛への更新を継続して勧めた。 

放牧推進のための継続活動 

・牛舎に隣接した放牧適地を所有する農家へ放牧を推進し、施設整備と放牧管理の技術指 

導を行った。 

 

 

 

 

 

 

雌雄 耳標番号

♀ 1510821239

♀ 1510822380

♂ 1510822281

♂ 1510822298

♀ 8/5死（熱中症
うめみや（黒）1299036879 H23.6.25

H27.7.1
受胎

855ともか（黒） 1298985895 H23.2.15
H28.3.3

H28.3.7
851

H28.10.8

はるひら（黒）1337846101 H23.2.27

H28.3.18
第2つる（黒） 0268410245 H21.5.28 840

第2うめ（黒） 0124307252 H18.3.15 受胎 H28.9.23
H27.8.7

分娩後
経過日数

分娩予定日
子牛生年月日

母牛名 耳標番号 生年月日

長期不受胎
 



３．具体的な成果（詳細） 
子牛の生産性向上 

１）関係機関と連携した農家巡回指導 

・子牛の出荷頭数が 170 頭から 211 頭に増加した。 

（H28）170 頭 ⇒ （H29）201 頭 ⇒ （H30）203 頭 ⇒ （R 元）211 頭 

・分娩間隔が短縮した。 

   （H28）470 日 ⇒ （H29）449 日 ⇒ （H30）436 日 ⇒ （R 元）422 日 

  ２）長期不受胎牛の更新 

・令和元年度までに、長期不受胎牛 71 頭が廃用された。 

  ３）JA 対馬和牛繁殖センターの設立 

・補助事業を活用してＪＡ対馬和牛繁殖センターが設立され、平成 30 年度から初任牛の生

産が始まり、令和元年度までに 35 頭の初妊牛が農家へ提供された。 

・ＪＡ対馬和牛繁殖センターでは初任牛生産の他、肉用牛繁殖経営も実践することとなった。 

 

４．農家からの評価・コメント 

 ・高齢牛・長期不受胎牛の一覧表は廃用を決断する際の目安になる。（対馬市和牛部会員） 

・放牧により、発情発見がし易くなった。（対馬市和牛部会員） 

 

５．普及指導員のコメント 
・関係機関との連携が取れる立場であることから、農家個別の情報を共有することができ、 

データに基づいた改善指導を協力して進めることができた。 

・農場に足を運び、農家とのコミュニケーションを図り、一緒に改善に向けた取組を行うことで、

信頼関係が生まれ成果が現れてきた。 

 

６．現状・今後の展開等 
・根本的な目的は農業所得の向上を目指し、補助事業や制度資金等を有効に活用して、農家

の規模拡大を進めていく。 

・目標としている分娩間隔は 365 日（1 年 1 産）であるが、乖離している。 

初妊牛を活用した長期不受胎牛の更新を継続して推進するとともに、飼養管理の改善も進め 

ていく。 

・産地維持のためには新規就農者、後継者の確保が必要であるため、就農希望者の情報を収 

集し、担い手担当と連携して就農へ向けた支援を行う。 

 

JA 対馬和牛繁殖センターの初妊牛 
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