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　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　　　　　　　　程　　　　　　　　表

【第１日目】　9月28日(木)

【講演会･シンポジウム】 時　　間 内　　容　　等

受付 11:00～ 「熊本テルサ」

開会 13:00～

基調講演 13:30～ （社）日本草地畜産種子協会放牧アドバイザー（落合一彦）

講演 14:10～ （独）農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小迫孝実氏）

事例発表（１） 14:40～ 熊本県天草地域振興局（鶴田克之氏）

休息 15:05～15:15

事例発表（２） 15:15～ 兵庫県但馬県民局地域振興部新温泉農業改良普及センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（井上智晴氏）

事例発表（３） 15:40～ （独）農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（栂村恭子氏）

事例発表（４） 16:05～ 九州大学大学院　農学研究院　助教授（後藤貴文氏）

休息 16:30～16:40

パネルディスカッション 16:40～17:50 ｢放牧を見直し地域に活力を」-浸透させよう日本型放牧-

閉会 18:00

懇談会 18:30～20：30 「熊本テルサ」

【第2日目】　9月29日（金)

【現地検討会】 時　　間 内　　　容

　バス出発 8:00

・バス移動

　現地検討会 ①鹿子木牧場（菊池郡菊陽町）

・バス移動

　現地検討会 ②上田牧場（菊池郡大津町）

・バス移動

　現地検討会 ③跡ケ瀬牧野（阿蘇市端辺）

・バス移動

　現地検討会 ④緒方牧場（菊池郡大津町）

・バス移動

　閉会(解散) →　15:30 　熊本空港

→　16:00 　JR熊本駅



第 ６ 回　放 牧 サ ミ ッ ト 開 催 要 領

主　催　：　全国飼料増産行動会議　　/　社団法人  日本草地畜産種子協会

　　　　　　　熊本県　/　社団法人 熊本県畜産協会

1. テーマ・目的

｢放牧を見直し地域に活力を」－浸透させよう日本型放牧－

平成12年度から、飼料自給率向上のため、国を挙げて飼料増産運動に取組んでいるところである
が、運動の効果もあって様々の放牧が普及定着しつつある。顧みると、農林水産省は、平成8年度に
「２１世紀に普及定着すべきキーテクノロジー」の一つとして日本型放牧の普及定着を掲げたが、そ
の意味するところは、遊休棚田の省力的放牧、夏山冬里周年放牧、集約放牧、低投入持続型放牧
等の諸外国には見られない様々な放牧技術を普及定着することであった。

日本型放牧という概念がうちだされて10余年が経過し、放牧の進展とともに当初想定されなかった
多くの放牧の類型が現れるようになった。

このため、現在の放牧の類型についてわかりやすく整理し、様々な放牧類型が出現した背景、取
組みの経緯、普及に際しての留意点等について検討して、放牧の一層の普及定着に資するものと
する。

２． 開催日時
　９月２８日（木）　午後１時　～　９月２９日(金）　午後４時

３． 開催場所　：　熊本県
　講演・パネルディスカッション　：　「熊本テルサ」

〒862-0956　熊本市水前寺公園２８－５１　℡：096-387-7777
　現地検討　：　熊本県菊陽町、大津町、阿蘇市

４． 日　　　程

　「講演会・パネルディスカッション」 １３：００～１８：００

（受　　付） １１：００～１３：００

開会・挨拶 １３：００～１３：３０

基調講演
　　「進化し始めた日本型放牧について」 １３：３０～１４：１０

　　　　　　（社）日本草地畜産種子協会放牧アドバイザー 　　　落合　一彦
講　　演
    ｢牛を放牧するときの馴致について」 １４：１０～１４：４０
　　　　　　（独）農業・食品産業技術総合研究機構

　　　　　　　　　　畜産草地研究所　放牧管理研究チーム 小迫　孝実　氏
事例発表
（１）熊本県の事例
　「天草における遊休農地を利用したシバ草地放牧について」 １４：４０～１５：０５
　　　　　　熊本県天草地域振興局農林水産部　 鶴田　克之　氏
（２）兵庫県の事例
　｢但馬における集畜連携放牧について」 １５：１５～１５：４０

　　　　　　兵庫県但馬県民局地域振興部
　　　　　　　　　　新温泉農業改良普及センター 井上　智晴　氏

第1日目　9月28日　（木）



（３）栃木県の事例
　「都府県における搾乳放牧について」 １５：４０～１６：０５

　　　　　　（独）農業・食品産業技術総合研究機構
　　　　　　　　　　畜産草地研究所放牧管理研究チーム 栂村　恭子　氏
（４）大分県の事例
　「耕作放棄地放牧と新規就農について」 １６：０５～１６：３０
　　　　　　九州大学大学院　農学研究院　助教授 後藤　貴文　氏　

「パネルディスカッション」 １６：４０～１７：５０

　　｢放牧を見直し地域に活力を」－浸透させよう日本型放牧ー

コーディネーター 野口　政志　 （日本草地畜産種子協会専務理事）

パネラー 大橋　史郎　氏 （農林水産省畜産振興課草地整備推進室長）
増田　淳子　氏 （ジャーナリスト）
神田　敏子　氏 （全国消費者団体連絡会事務局長）

　 　他、講演者及び事例発表者

閉会・挨拶 １７：５０～１８：００

懇談会 「熊本テルサ」　 １８：３０～２０：３０

「現地検討」 (バス利用） ８：００～１６：００

集合・出発 熊本県庁 ８：００

（１） 鹿子木牧場 （菊池郡菊陽町）

（２） 上田牧場 （菊池郡大津町）

（３） 跡ケ瀬牧野 （阿蘇市端辺）

（４） 緒方牧場 （菊池郡大津町）

解  散 熊本空港 １５：３０

ＪＲ熊本駅 １６：００

第２日目　9月2９日　（金）



ム

目　　　　　　　　　　　　　　　　　　次

基調講演

　　「進化し始めた日本型放牧について」

　　   　　（社）日本草地畜産種子協会放牧アドバイザー 落合　一彦 ・・・・・・・１

講　　演

    ｢牛を放牧するときの馴致について」

　         （独）農業・食品産業技術総合研究機構

　　　　　　　　 畜産草地研究所　放牧管理研究チー 小迫　孝実 ・・・・・・・９

事例発表

（１）熊本県の事例

　　「天草における遊休農地を利用したシバ草地放牧について」

　　　     熊本県天草地域振興局農林水産部　 鶴田　克之 ・・・・・・１７

（２）兵庫県の事例

　　｢但馬における集畜連携放牧について」

　　　　   兵庫県但馬県民局地域振興部

　　　　　   　　 新温泉農業改良普及センター 井上　智晴 ・・・・・・２３

（３）栃木県の事例

　　「都府県における搾乳放牧について」

　　　   　（独）農業・食品産業技術総合研究機構

　　　　　　　   畜産草地研究所放牧管理研究チーム 栂村　恭子　 ・・・・・・２７

（４）大分県の事例

　　「耕作放棄地放牧と新規就農について」

　　　　    九州大学大学院　農学研究院　助教授 後藤　貴文　 ・・・・・・３１

◇現地検討会資料◇

①鹿子木牧場 （菊池郡菊陽町） ････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・４５

②上田牧場 （菊池郡大津町） ････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・４９

③跡ケ瀬牧野 （阿蘇市端辺） ････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・５３

④緒方牧場 （菊池郡大津町） ････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・５９



 

                                                                               

進 化 し 始 め た 日 本 型 放 牧 

－各地で進化し始めた日本型放牧の発展と今後の定着のために－ 

  

             日本草地畜産種子協会 放牧アドバイザー 落合 一彦             
はじめに－進化し始めた「日本型放牧」－ 

 ここ数年、府県における肉牛放牧の急速な普及、北海道における搾乳牛放牧の広がりな

ど、牛を放牧する動きが全国各地で広がっている。 

 農林水産省では 10 年前の平成 8 年、21 世紀に向けた農業技術革新のため、10 の農業キ

ーテクノロジーを各作目分野ごとに策定した。草地・飼料作分野では日本型放牧技術を位

置づけ、日本型放牧技術の開発と普及を政策の重点項目として取り組むこととした。 

 当時日本型放牧技術として想定されたのは、搾乳牛、育成牛向けの「集約放牧技術」、

夏山冬里型の「周年放牧技術」、シバ型草種を利用する「低投入持続型放牧技術」、低コ

スト草地改良法として「マクロシードペレット」、そして「耕作放棄地・遊休水田放牧」

などであった。 

 この 10 年の間、「アグロキーテク２１」で想定された放牧技術に留まらず、我が国の気

候風土、社会的条件に根ざした様々な「日本型放牧」が各地で生まれ、発展してきた。 

 特に「耕作放棄地・水田放牧」については山口県、島根県、長崎県、熊本県、福島県な

どの各地域で先駆的な実践があり、それらが契機となって急速に全国的な広まりを見せて

いる。 

 また、搾乳牛の放牧についても、北海道を中心として、集約放牧や低投入持続型放牧（必

ずしもシバ型草種の利用ではないタイプ）が確実に広まりを見せている。 

 このように各地域ではこれまで考えられなかったような、それぞれの地域特性、条件に

応じた放牧のやり方、牛と人との関係が生み出され発展しつつある。 

 放牧の効果については、もちろん牛を低コストで省力的に飼養でき、飼料自給率向上に

寄与することがあるが、もう一つの効果として牛が荒廃した耕作放棄地や里山の野草を食

べることによって景観が向上し、農作物に被害を与える野生動物の侵入を防ぐ効果、牛が

いることによって人が集まり、集落を活性化する効果がある。近年高齢化が進み、生活様

式も変化して、里山の管理や急増する耕作放棄地の管理が難しくなっている。特に中・山

間地では自然が野生に戻りつつあって人間が野生動物や生い茂る雑草に追いやられ、過疎

化が加速する状況が見られる。里山や耕作放棄地の荒廃を押しとどめ、回復するために牛

の力を利用する放牧が近年の放牧利用の広まり大きな特徴である。 

 ここではそれらの各地域での放牧の取り組みについて多少類型化を行いながら紹介を行

い、さらに今後これらの動きが一層拡大し、定着するために必要な技術開発や支援、そし

て守らなければならない事項について提案を行いたい。 
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１．放牧牛の荒廃地再生能力の活用－獣害防止、景観向上、集落活性化など、放牧の多面  

的効果を重視する放牧の広まり－ 

①山口県の耕作放棄地放牧 

 山口県で急速に放牧が拡大した大きな動機は急増する荒廃果樹園跡や耕作放棄地の管理

を牛にやってもらって、きれいになるということであった（写真 1、２）。荒廃した果樹

園跡や耕作放棄地に牛を放すことで景観が良くなりイノシシの害も減るということで畜産

以外の分野から牛を放牧して欲しいという要望が出るようになった。それに対して、山口

県畜産試験場がレンタカウを準備して貸し出す、また市町村が電気牧柵一式を貸し出すな

どの事業を実施して応えることで放牧が急速に広まった。 

 放牧を契機に牛を増頭した、あるいは新規に牛飼いを始めたという事例もあるという。 

 最近では放牧できる牛を持っている畜産農家と放牧可能頭数を「放牧牛バンク」に登録

して牛の運搬費のみで耕種農家などが牛を草刈り隊として利用できるシステムも整備され

ている。 

 山口県では耕作放棄地対策として始まった放牧が、肉牛の増頭につながりつつあると言

える。 

写真 1 放牧前の荒廃棚田跡               写真 2 放牧後の様子

 

 

 

②滋賀県の里山・水田放牧による獣害防止と地域活性化 

 滋賀県では里山の荒廃や耕作放棄地の増加によってイノシシなどの獣害がひどくなって

いる。この対策として木之本町で山際の、イノシシの通り道になっている休耕田に牛を放

牧したところ、イノシシは全く出なくなったという（表 1、写真 3）。 

 
   表１ 耕作放棄地への牛の放牧に対する住民アンケート結果（滋賀県農業試験場） 

 

     獣害が少なくなって良かった       41％ 

     地域の憩いの場ができた、活性化した   34％ 

     景観が良くなった            15％ 
     畜産公害悪臭問題が心配               11％ 
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  さらに滋賀県では里山や溜め池の保全対策として牛の放牧を積極的に活用する動きが見

られる。高齢化とともに里山や溜め池周辺の管理が十分に行われず、荒廃しつつあった場

所に牛を放牧することで草刈りなどの景観管理が楽になり、牛を見に住民が頻繁に訪れる

ようになって地域の活性化が図れているということである。県ではこの動きが繁殖牛の増

頭につながることも期待している。 

写真 3 放牧による獣害防止（滋賀県木之本町）   写真 4 溜め池周辺に牛を放牧して景観管理  

                                              住民の憩いの場となる（米原市） 

 

③島根県の森林－漁業活性化に結びついた放牧 

  島根県では昔から放牧の盛んな地域であったが、近年再びいろいろなタイプの放牧が復

活している。その中でも特に注目されるのは松食い虫によって荒廃した魚付き林を牛を放

牧することで下草の刈り払い、不要木の整理、植林などが省力的に行えるようになった松

江市鹿島町の例である。 

 町漁協が所有する松枯れによる荒廃森林地に和牛改良組合員の牛を放牧し、平成 13 年、

試験的に 2～3ha から始まって、平成 18 年現在 23ha に拡大中ということである。 

 牛を使った山林の維持管理はかけ声ほどにはなかなか進んでいないのが現状であるが、

この例は魚付き林の再生に牛の力が役立つという、森－海－牛のつながりの可能性を示す

素晴らしい事例である。急傾斜の山林への放牧ということで牛には厳しい条件であり、技

術的にいろいろな課題が残されてい

るようである。 

 

写真 5 急傾斜の魚付き林への放牧      図１ 魚付き林再生型放牧システム体系図 
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この例は魚付き林の再生に牛の力が役立つという、森－海－牛のつながりの可能性を示す

素晴らしい事例である。急傾斜の山林への放牧ということで牛には厳しい条件であり、技

術的にいろいろな課題が残されてい

るようである。 

 

写真 5 急傾斜の魚付き林への放牧      図１ 魚付き林再生型放牧システム体系図 
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２．放牧が牛の増頭、新規参入、農家経営の改善に役立つ 

①放牧導入で肉牛増頭－長崎県 

写真 6 牧養力の高いバヒアグラス草地 

  長崎県世知原町の先進的に放牧を取り入れ

て規模拡大を行っている繁殖牛農家、S さんは

平成 11 年から草地造成を行って放牧を開始す

るとともに牛の頭数を増やしてきて、当初 14
頭だった繁殖雌牛を 34 頭まで増頭した。農業

委員などをやっている S さんは放牧を取り入

れなければ労力的に大変でこんなに増頭はで

きなかったという。放牧地はバヒアグラス草

地とイタリアンライグラス草地で、両方を組

み合わせることでほぼ 1 年中放牧ができると

いう。 

 

②放牧で繁殖牛を導入して肥育経営から繁殖肥育一貫経営に－栃木県 

 K さんは和牛肥育牛 200 頭規模の肥育農家だったが子牛価格の高騰に苦慮していたが繁

殖牛を放牧できるという話を聞き、繁殖牛を導入し、放牧主体で飼養することとした。近

くの転作田や耕作放棄地に電気牧柵を設置し、早期離乳した妊娠確認牛を放牧している。 

 導入後 3 年目で肥育牛を 120 頭に減らし、繁殖雌牛を 60 頭まで増頭中。ここ 1 年間の子

牛生産頭数 45 頭、事故率 5%と優秀な成績を上げている。 

写真７ 繁殖素牛を市場から導入       写真 8 近くの転作水田に放牧 

 

③定年後に裏山を利用して新規に牛飼いを始めた－群馬県 

 あと 2～3 年すると団塊の世代がどっと退職して、今のご時世ではなかなか第二の職場が

ないという情勢にある。今時の 60 歳はまだまだ元気だし、近頃定年帰農という言葉も一般

化しつつある。繁殖牛を放牧で飼うくらいなら労力的にもそう大変ではないし、年金があ

るから牛の収入は小遣い程度あればいい。定年後の第二の人生を田舎で暮らし、牛飼いと

家庭菜園を生き甲斐と収入の助けとすることは一つの選択肢として十分考えられる。 

  実際に最近各地でそのような事例が散見される。ここでは群馬県の M さんの例を紹介す
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る。M さんは群馬県の里山地帯の兼業農家で会社勤めを長くしてきたけれど、定年近くな

ったある日、山で肉牛を飼うという新聞記事を見て自分の定年後の仕事はこれだと思い、

定年を 1 年残して会社を退職し、自分の家の裏山 1.7ha に牧柵を張り、6 頭の育成牛を自己 
 

写真９ かなりの傾斜もある自宅の裏山に放牧  写真 10 M さんが呼ぶと牛が寄って来る 

資金で購入して放牧で牛飼いを始めた。2 年たった現在、隣り合った山林を無償で借りる

ことができて、放牧面積は 3.5ha に拡大し、周年放牧を行っている。6 頭の育成牛は全頭種

が付き、現在子牛が 4 頭生まれている。牛を飼っている場所が日帰り温泉施設の駐車場の

隣なのできれいな状態で飼うように気をつけ、温泉に来た客もよく見に来るという。 

  M さんは JA の畜産指導員のアドバイスを実によく聞いて、失敗が少なく、順調に技術

を習得しつつある。このように、定年後の新規牛飼い参入者に対しては、地域内でのかな

り丁寧な指導体制が必須条件であろう。 

  今後団塊の世代が大量に定年となり、定年後の新規牛飼い参入者が増えることも予想さ

れるので、Ｍさんのケースは貴重な事例である。 

 

３．過疎地や傾斜地などの条件不利地でも牛を飼うことで生活が立ちゆく 

①山間地で旧棚田をノシバ放牧地に変えて牛飼いで生活－徳島県 

  傾斜地の多い徳島県では耕作放棄され、荒廃が進んでいる棚田が多い（写真 11）。F さ

んはこのような棚田にノシバを移植しながら牛を放牧し、徐々に牧養力を上げてきた。 
 

写真 11 放棄され、自然林に戻りつつある棚田  写真 12 見事なシバ草地になった棚田 
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 現在、20 頭の親牛を 3.5ha のシバ草地で放牧主体で飼養している。冬場は河川敷で刈り 
取った野草や飼料作物を補給している。放牧で飼われる牛たちは繁殖成績も良い。 
 先祖は大変な苦労をして棚田で米を作って生活したが、今はその棚田に牛を放牧するこ

とで山間地でも生活が立ちゆくことができる。 

 

②岩手県の過疎山間地における集落活性化を担う牛の放牧 

  山間地では有力な産業がなく、若年層は都市部に流出して高齢化が進み、ますます山は

荒廃して第 1 次産業は衰退していくというのが全国共通に見られる現象である。 

  奥州市の奥羽山地の山間部にある集落 17戸の大平地区は高齢化と第 1次産業の衰退化が

進む典型的な過疎山間地である。 

写真 13 普及員が湿田の草地化をアドバイス    写真 14 山間の耕作放棄水田跡に放牧

 地区では活性化組合を組織し、18ha の部落の共有地を核に隣接する山林、谷合いの 7ha
の休耕田に牛を放牧して地域を牛で活性化することを計画した。山間地の特性を生かし、

リンドウ栽培や山林も活用し牛の放牧を核にして都会から人が来る魅力的な地域作りに取

り組む。現在 4ha の休耕田に 6 頭の牛の放牧を開始した。将来は集落の全員が 1 頭以上の

牛を飼うことを目指している。 

                                                                

３．今後、放牧がより発展し定着するために 

①牛を必要とするところに牛を増やす 

 牛の力を利用して荒廃した休耕田や耕作放棄地、里山をよみがえらせようとしても近く

に放牧できる牛がいないという状況が各地に見られる。山口県、京都府、島根県では「レ

ンタカウ」制度を作りそのような要望に応えているが頭数に限界があり十分な対応ができ

ない。今後、牛がいない地域にいかに牛を導入し、その牛を馴致して放牧可能な牛にする

かが課題である。ミカン園跡の利用試験として大学が牛を試験的に放牧し、それが契機と

なって放牧なら牛飼いができるのではないかと牛を新たに飼い始めた大分県の事例や、水

田地帯で自分の耕作放棄水田を使って退職を機に牛を新たに飼うことになった富山県の事

例などがあり、これらの動きを関係機関が誘導・支援する必要がある。 

②放牧をする人が環境に配慮し、美しい放牧をする、「放牧の作法」を守る 

 放牧を永続的に行っていくためには環境保全に配慮した美しい放牧をしていかなければ
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ならない。 

 放牧は畜産農家以外に畜産に対する理解を広げられる数少ない手法であり、日本の山間

地や傾斜地の保全・管理にこれからますます重要になってくると思われる。 

 そのためには環境汚染につながる放牧は絶対にしてはいけない。まず、流水には直接牛

を入れない。流水中に直接糞尿が落下するとクリプトスポリジウムや O-157 などの人畜共

通伝染病の発生につながる可能性がある。 

 また、日本は雨が多いのでどうしても放牧地がぬかるみやすい。狭い場所にたくさんの

牛を長いこと入れておくとぬかるみになって、パドック化してしまう。そうなると草地と

しての生産力はゼロに近くなるし、牛に対してもストレスがかかる。糞尿成分の流出も起

こりやすくなる。ぬかるみがひどくなる前に次の放牧地に転牧を行う。 

 日本は傾斜地が多い。山の国でもある。これからはこの山の管理を牛に一部担ってもら

うことになると思われるが、体重の重い牛をあまり傾斜のきつい場所に入れると土を崩し

てエロージョンの原因となる。山に牛を放牧するにはあまり急傾斜には牛を入れない、牛

が上から駆け下りないように柵でコントロールする、牛道をエロージョンが起こりにくい

場所に斜めにつけるなど様々な工夫が必要である。 

 放牧は牛にとって自由に餌を自分で食べることができ、牛本来の能力を発揮させるので

ストレスが少なく、強い牛になる。しかし一方、暑さ、寒さ、アブなど飛来昆虫、餌不足

などの厳しい条件下に置かれることも起こりうる。牛が過度のストレスを受けず、快適に

過ごせるよう人が様々な配慮と工夫を行う必要がある。 

 インターネットが発達した現在、各地で生み出された放牧に関する様々な工夫を全国的

に共有できるようにしたい。 

 

③国や市町村、関係機関の役割 

 放牧は基本的には環境に負荷をあまりかけない牛の飼養方式だし、荒廃が進みつつある

日本の国土を保全管理してくれるという重要な役割を持つ。その意味で、放牧に対して積

極的な支援を行うことについて国民の支持を得られるのではなかろうか。 

 米国でも農務省の自然資源保全局が放牧を行う個人や団体、州、地方公共団体に対して

補助や支援を積極的に行っている。放牧を始める個人には牧柵経費や草地造成などに対し

1／2 補助で支援が行われるし、大学や普及期間で行われる放牧研究や実証試験に対しても

支援を行う様々なプログラムが組まれている。 

 これまでの放牧の普及には畜産草地研究所や山口県や福島県の畜産試験場、滋賀県農業

総合センターなどの試験研究機関、さらには帯広畜産大学や九州大学、宮崎大学などの大

学も大きな役割を果たしてきている。今後放牧が全国的にさらに広まった場合、里山や田

んぼに牛がいて、草を食ってくれることでその地域の植物、野生動物、昆虫、あるいは地

下水や河川などに生態的にどのような影響があるのかについて長期的な調査を行って、安

心して放牧がすすめられるバックデータを示して欲しい。 

 

④乳牛の放牧について 

乳牛放牧についてはまだ北海道がメインであるが、生産調整が厳しくなりつつある現在・

今後の情勢の下では、これまでのように土地基盤とかけ離れた頭数規模拡大の方向では経
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営的にも地域社会的にも行き詰まる。 

 落ちこぼれる酪農家をできるだけ少なくするには現状以下の頭数でも所得率を上げるこ

とが最も重要で、そのための方策として放牧が大きな効果がある。 

 北海道では足寄のグループが地域として放牧に取り組んでいるし、府県でも放牧導入に

より所得率を向上させている事例が見られる。土地が狭い府県でも一定の土地条件があれ

ば放牧導入は大きな効果が期待される。 
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