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牛の放牧入門 おすすめ資料リンク集 
 

『イチからわかる 牛の放牧入門』の巻末「おすすめ資料リスト」の中から、ウェブで公開

されている資料のリンク先を紹介します。書籍については、購入できるサイトを紹介してい

ます。本と一緒にぜひご活用ください。 

＊インターネットの情報は、URL の変更や情報公開の停止があるので、必要なファイルは保存して手

元に保管することをお勧めします。 

 

＜第 1章＞ 

●アニマルウェルフェア（本文 18 ページ） 

「アニマルウェルフェアに配慮した飼養管理指針」（農林水産省） 

『最新農業技術 畜産 Vol.5 特集 アニマルウェルフェア』（農文協、2012） 

 

●放牧による草原の植生と生態系の維持（本文 20 ページ） 

「放牧で草原を維持する-半自然草地の草とチョウ」（農研機構、2007） 

「全国草原再生ネットワーク」 

全国の草原の情報や本・文献のリストなど。 

「阿蘇草原再生プロジェクト」 

阿蘇の草原に関する環境学習情報などが充実しています。 

『草地と日本人 増補版』（須賀丈ら、2019、 築地書館） 

『草地農業の多面的機能とアニマルウェルフェア』（矢部光保、2014、 筑波書房） 

 

●放牧に適した牛の品種（本文 32 ページ） 

「ブラウンスイス種の特性と飼養管理技術」（家畜改良センター、2016） 

ブラウンスイス種について詳しく解説しています。 

 

＜第 2章＞ 

●耕作放棄地を含む水田・里山での放牧（本文 50 ページ） 

小規模移動放牧をはじめとした、水田・里山などにおける放牧の参考マニュアルは数多く

発行されています。 

「小規模移動放牧マニュアル」（農研機構 2002） 

小規模移動放牧を始める際の基礎的なマニュアル。 

「小規模移動放牧マニュアル」（農研機構、2006） 

より実践的な記述や事例も含めた小規模移動放牧のマニュアル。 

「小規模移動放牧技術汎用化マニュアル（Q&A）」（農研機構、2011） 

当時の最新事例も踏まえ、水田跡地から里地まで幅広く対応したマニュアル。  

「中国中山間地域を活かす里地の放牧利用」（農研機構、2003） 

西日本農研の作成した、中山間地の放牧マニュアル。 

https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/animal_welfare.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011206.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011206.html
http://sogen-net.jp/
https://www.aso-sougen.com/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_80671576/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_80671576/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_81190437/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_81190437/
http://www.nlbc.go.jp/gijutumanyuaru/manual22/
http://www.nlbc.go.jp/gijutumanyuaru/manual22/
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011164.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011164.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011176.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011176.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/028428.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/028428.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011217.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011217.html
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「よく分かる移動放牧 Q&A」（農研機構、2009） 

放牧牛の栄養管理、脱柵や水質汚染に対する回答など、Q&A方式で解説したマニュアル。 

「水田放牧の手引き」（農研機構、2013） 

水田地域における放牧に関するマニュアル、リスクや環境への配慮についても記載。 

「水田里山の放牧利用による高収益和牛繁殖経営モデル」（農研機構、2020） 

西日本における各種取り組みと最新の試算について記載されている。 

「山口型放牧マニュアル 農家普及編」（山口県、2004） 

「山口型移動放牧マニュアル 放牧技術編」（山口県、2004） 

放牧の先進地である山口県のマニュアル。移動式スタンチョン作成マニュアル、放牧事前

チェック項目、放牧施設設置チェック項目など参考になる。 

※こちらの資料は現在ウェブで公開されていません。入手したい場合は農文協編集局

（03-3585-1147）へお問い合わせください。 

 

●牛の放牧馴致（本文 66 ページ） 

「集約放牧導入マニュアル」（農研機構、2008） 

乳牛の馴致について詳細に記載。 

「牧場管理効率化マニュアル-放牧馴致とマダニ対策編」（農研機構、2017） 

牛を運搬車に乗せるための馴致について詳しく紹介。 

 

●放牧牛の害虫・病気対策（本文 72 ページ） 

「放牧における家畜の衛生管理」（農研機構 寺田裕、2014） 

「牧場管理効率化マニュアル アブトラップの利用」（p138-148） 

アブの生態やアブトラップの設置の注意点などを詳細に記載。 

「アブ捕殺用トラップ」（農研機構 中央農業研究センター、白石昭彦） 

ボックストラップの作り方を紹介。 

 

●放牧地での補助飼料の給与（本文 75 ページ） 

「ほ場で飼料ロールベールを牛に無駄なく給餌できる可搬給餌装置を開発」 

「らくらくきゅうじくん」の詳細や問い合わせ先を掲載。   

「放牧地における移動式セルフロックスタンチョンによる人工授精効率化」（福島県畜産試験場、

畜産技術協会） 

移動式スタンチョンの設計図を公開。低コストで手軽につくれ、軽トラ等で離れた放牧地

に移動させることもできる。 

 

●牛の捕獲、頭絡作成、保定（本文 79 ページ） 

『牛の結び方 増補版 畜産に関わるロープワーク集』（青木真理、2015、酪農学園大学エクステンショ

ンセンター） 

 

●ムギ類による放牧延長（本文 90 ページ） 

「耕作放棄地放牧実施圃場におけるライムギを用いた放牧延長」（農研機構、2018） 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011196.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011196.html
https://fmrp.rad.naro.go.jp/publish/ruralvision/paddygrazing/
https://fmrp.rad.naro.go.jp/publish/ruralvision/paddygrazing/
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/134187.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/134187.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011199.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011199.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/074180.html
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/074180.html
http://www.naro.affrc.go.jp/archive/nilgs/kenkyukai/files/houboku2014_koen01.pdf
http://www.naro.affrc.go.jp/archive/nilgs/kenkyukai/files/houboku2014_koen01.pdf
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/065850.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/065850.html
http://cse.naro.affrc.go.jp/siraisi/trap/
http://cse.naro.affrc.go.jp/siraisi/trap/
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/press/laboratory/carc/006600.html
http://jlta.lin.gr.jp/report/techinfo/houkoku/h11_115.html
http://jlta.lin.gr.jp/report/techinfo/houkoku/h11_115.html
http://jlta.lin.gr.jp/report/techinfo/houkoku/h11_115.html
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_90278622/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_90278622/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_90278622/
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/nilgs-kenhou18-3.pdf
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/nilgs-kenhou18-3.pdf
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●シバ型草地の作り方（本文 94 ページ） 

「耕作放棄地放牧等における省力・低コストなシバ型草地化技術マニュアル」（農研機構､

2015） 

「シバ型草地の造成と利用マニュアル」（日本草地畜産種子協会、2005） 

 

●周年親子放牧 

「周年親子放牧導入マニュアル」（農研機構、 2021）（本文 96 ページ） 

 

●周年親子放牧の事例（本文 98 ページ） 

「肉用牛の周年親子放牧の勧め」（日本草地畜産種子協会、2018） 

「日本型放牧の普及に向けて」（日本草地畜産種子協会、2018） 

 

＜第 3章＞ 

●牛のボディコンディションスコア（BCS）（本文 104ページ） 

＜肉牛＞ 

「アニマルウェルフェアの考え方に対応した肉用牛の飼養管理指針」」付録 II（畜産技術協会） 

「よくわかる移動放牧 Q＆A」p104-105 

黒毛和種雌牛用の簡易な方法が記載されています（5段階）。 

＜乳牛＞ 

「簡易ボディコンディションスコア（BCS）」の比較（家畜改良事業団） 

 

●ルーメンフィルスコア（本文 105 ページ） 

『日本語版 カウシグナルズチェックブック』（Jan Hulsen、デーリィマン社、2013） 

『COW SIGNALS―乳牛の健康管理のための実践ガイド』（Jan Hulsen、デーリィマン社、2008） 

「よくわかる移動放牧 Q&A」（農研機構、2009） 

 

＜第 4章＞ 

●草地造成のやり方（本文 136 ページ） 

『草地開発整備事業計画設計基準』（農林水産省生産局、2014）  

基本的な草地の造成手順の教科書。山間地の大規模な造成方法（ブルドーザーで山を削

り・谷を埋めて土地をなだらかにする山成工法）なども記載。 

「牧草播種晩限日計算プログラムおよび利用マニュアル」（農研機構） 

北海道における牧草の播種晩限日の計算プログラム。 

 

●草地更新のやり方（本文 137 ページ） 

「牧場管理効率化マニュアル」（農研機構、2016） 

 畜産草地研究所が草地更新機シードマチックを用いて草地更新した際の試験が掲載されて

います。 

 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/055277.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/055277.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/055277.html
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/shiba.pdf
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/shiba.pdf
https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/140413.html
https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/140413.html
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/parent-child_grazing_of_beef-cattle.pdf
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/parent-child_grazing_of_beef-cattle.pdf
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/diffusion_of_Japanese-grazing.pdf
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/diffusion_of_Japanese-grazing.pdf
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/pdf/beef_cattle.pdf
https://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/pdf/beef_cattle.pdf
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011196.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011196.html
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/BCScomp2.pdf
http://liaj.lin.gr.jp/japanese/kentei/BCScomp2.pdf
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_86453019/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_86453019/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=02_93844576/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=02_93844576/
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_99043414/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_99043414/
https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/078866.html
https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/078866.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/065850.html
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/065850.html
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「採草地における植生改善マニュアル」（北海道自給飼料改善協議会、2013）  

1～3章 

4～5章 

6章以降 

採草地向けですが、北海道における植生改善に関するマニュアルです。草地更新失敗事例

があり、大変参考になります。 

「草地の簡易更新マニュアル」（北海道道立農業・畜産試験場、2005） 

北海道での各種追播機械を使った草地更新のマニュアルです。 

「強害雑草防除マニュアル 2016（北海道版）」（日本草地畜産種子協会、2016） 

「草地難防除雑草駆除対策事例優良事例集」（日本草地畜産種子協会、2018-2020）  

雑草が増えた草地を更新した際の手順や具体的な事例を見ることができます。 

平成 30 年 

平成 31 年 

令和 2年 

 

●シカ対策（本文 143 ページ） 

「電気柵導入意志決定支援シート」（農研機構） 

 

●雑草毒草（本文 43、86、154 ページ） 

「写真で見る家畜の有害植物と中毒」（農研機構） 

『牧草・毒草・雑草図鑑』（清水矩宏ら、2005、畜産技術協会）  

「よくわかる移動放牧 Q&A」（p14-15）（農研機構、2009）  

放牧で牛が食べ残した野草に毒がないか確認するのに利用できます。 

 

●各都道府県の施肥基準（本文 169 ページ） 

「都道府県施肥基準等」（農林水産省、2019） 

「環境に配慮した酪農のためのふん尿利用計画支援ソフト AMAFE」（北海道地域が対象） 

 

●牧草中の硝酸態窒素の評価と対策（本文 170ページ） 

『粗飼料の品質評価ガイドブック』（自給飼料品質評価研究会編、2009、日本草地畜産種子協会） 

 

●土壌診断と施肥管理（本文 172 ページ） 

『だれにもできる土壌診断の読み方と肥料計算』（JA 全農肥料事業部編、2010、農文協） 

土壌診断を元にした施肥管理がわかりやすく書かれています。土壌診断に基づき、地域の

安価に入手・散布可能な家畜糞堆肥資源（牛糞、鶏糞など）を施用しつつ、不足分の肥料

のみを施用することにより施肥コストの削減が可能となります。その肥料の施用量を自ら

算出する上で役立ちます。 

 

 

http://rakutiku.or.jp/pdf/manual2013_1-31.pdf
http://rakutiku.or.jp/pdf/manual2013_32-60.pdf
http://rakutiku.or.jp/pdf/manual2013_61-79.pdf
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/konsen/labo/sakumotsu/kankoumanual1-2.pdf
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/konsen/labo/sakumotsu/kankoumanual1-2.pdf
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/2016_weed-control_hokkaido.pdf
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/2016_weed-control_hokkaido.pdf
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/201803_goodPracticeList.pdf
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/201909_weedcontrol-ExcellentCasebook.pdf
http://souchi.lin.gr.jp/skill/pdf/202003_weedcontrol-ExcellentCasebook.pdf
https://www.naro.go.jp/laboratory/nilgs/contents/program/fidas/index.html
https://www.naro.go.jp/laboratory/nilgs/contents/program/fidas/index.html
http://www.naro.affrc.go.jp/org/niah/disease_poisoning/plants/contents.html
http://www.naro.affrc.go.jp/org/niah/disease_poisoning/plants/contents.html
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=02_4881371142/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=02_4881371142/
https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011196.html
https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/011196.html
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/
https://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/h_sehi_kizyun/
https://amafe.farm/home/index.html
https://amafe.farm/home/index.html
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_99043410/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=05_99043410/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54009288/
http://shop.ruralnet.or.jp/b_no=01_54009288/
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●被覆肥料（本文 175 ページ） 

「牧場管理効率化マニュアル」（農研機構 2016） 

 

●放牧草地に関する、基本的な教科書 

『草地管理指標 -草地の維持管理編-』（日本草地畜産種子協会、2006） 

『草地管理指標 -草地の放牧利用編- -放牧牛の管理編-』（2011） 

『草地管理指標 -草地の土壌管理および施肥編-』（2007） 

『草地管理指標 -草地の管理作業及び草地の採草利用編-』（2018） 

『草地管理指標 -草地の多面的機能編-』（2009） 

『草地開発整備事業計画設計基準』（2014） 

筆者が放牧技術の問い合わせに対応する際は、基本的にこれらの書物を参考にしていま

す。中には少し古い記載があり、注意して補正する必要があります。例えば、近年の温暖

化で牧草利用範囲が少し変化しているなど。 

 

＜放牧 Q&A＞ 

●牛の新規就農についての情報（本文 189 ページ） 

「畜産担い手ポータルサイト」（中央畜産会） 

「チクサンデハタラク」（中央畜産会） 

「管理者に必要なストックマンシップ」（深澤充、放牧活用型畜産に関する情報交換会 2018） 

 

●牛の動かし方（本文 190 ページ） 

『最新農業技術 畜産 Vol.6 特集 肉牛の行動制御（ハンドリング）』（農文協、2013） 

 

●シバ型草地を構成する草種を利用したアゼの保護 

「耕作放棄地放牧等における省力・低コストなシバ型草地化技術マニュアル」（農研機構、

2015）  

 

●放牧肥育の技術（本文 197 ページ） 

「周年放牧肥育～実践の手引き～【九州低標高地版】」（農研機構、2016） 

トウモロコシサイレージなどの補助飼料を給与しながら、出荷まで放牧するという方法。

十分な増体が見込め、肉は赤味中心になります。国産 100％の飼養も可能。 

「放牧を活用した黒毛和種経産牛肉の高付加価値化技術」（農研機構 2008） 

黒毛和種経産牛の放牧仕上げ肥育では、CLA（共役リノール酸）などの成分が増えるなど

の報告事例があります。 

 

＜その他＞ 

●公共牧場での集約放牧に関する資料（本文 29 ページ） 

「公共牧場 機能強化マニュアル」（日本草地畜産種子協会、2011） 

Q&A方式で記載された公共牧場管理に関するマニュアル。 
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「牧場管理効率化マニュアル」（農研機構、2016） 

「牧場管理効率化マニュアル-放牧馴致とマダニ対策編-」（農研機構、2017） 

公共牧場管理に関する、比較的新しい知見を中心に記述されています。 

「公共牧場の新たな活用方法に関する報告書」（日本草地畜産種子協会、2019） 

公共牧場に関する、最新の統計情報や優良事例、管理に関するエッセンスが記載されてい

ます。 

 

●放牧酪農に関するマニュアル・事例・参考資料（本文 30 ページ） 

本著であまり触れられなかった、搾乳牛の集約放牧に関するマニュアルや、搾乳牛放牧に

関する等をいくつか紹介します。 

「集約放牧導入マニュアル」（農研機構、2008） 

北海道での搾乳牛の集約放牧に関するマニュアルです。既存の放牧から集約放牧へ切り替

えることを見据えており、集約放牧に関する草と牛双方の管理について詳細が記載されて

います。北海道の放牧農家は多様性に富むため、これが放牧酪農のすべてではありません

が、優れた教科書の一つです。 

「都府県型搾乳牛放牧の手引き」（日本草地畜産種子協会、2014） 

府県での搾乳牛放牧の導入と、当時の個別事例について記載されています。 

「天北･放牧の手引き」（北海道 宗谷支庁、2002） 

北海道におけるマニュアルの一つです。丁寧に作成されており、他の地域でも参考になる

記述が多くあります。放牧依存率の算出法などにも言及されています。 

「日本型放牧の普及に向けて」（日本草地畜産種子協会、2018） 

乳牛の集約放牧のメリットと、乳牛の集約放牧事例が記載されています。 

『よみがえる酪農のまち 足寄町放牧酪農物語』（荒木和秋、2020、筑波書房） 

酪農学園大名誉教授の荒木先生による著書。農家同士・農家を支える多くの人が、放牧酪

農の取り組みにあたり、どのように協力し、新規就農者が増えていき、地域が再生してい

ったのか、その過程について経営資料とともに記述されています。放牧酪農導入による地

方創生、重労働からの開放、農家所得増加などについて学ぶことができます。 

『マイペース酪農―風土に生かされた適正規模の実現』（三友盛行、2000、農文協） 

放牧依存度を高めた一つの到達点としての酪農体系とその思想を学ぶことができます。北

海道は、他にも斉藤晶牧場をはじめ、多種多様な放牧酪農に関する取り組みがあり、全国

を見渡すと山地酪農をはじめとする特色のある取り組みがあります。 

 

●放射線対策技術 関連資料 

「東日本大震災への対応」（農研機構） 

放牧実施にあたり、福島県を含む一部の区域では放射線の除染作業等が必要な場合がありま

す。また、傾斜地における無線トラクタを利用した草地更新法や、カリウムの施肥等、放牧利

用等を行なう上で留意すべき研究成果が、以下に記載されています。 

https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/065850.html
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