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事務局からのお知らせ 

 

これまで（社）日本草地畜産種子協会の広報誌としてグラス＆シードをお送りし

てまいりましたが、飼料増産運動のいっそうの強化を図るため、グラス＆シードを

「飼料増産広報誌」として位置づけ、関連する情報を中心にお届けすることといた

しました。 

はじめに、さる９月２１日～２２日の２日間にわたり山口県において開催した「第

５回放牧サミット」の概要をお送りいたします。萬田北里大学教授の特別講演及び

近畿中国四国農業研究センターの土肥畜産草地部長及び山口県畜産試験場澤井育成

業務課長による基調講演を加筆修正いただいて掲載するとともに、「事例発表」、「現

地視察」の内容及び、この中で行われたパネルディスカッション「放牧が及ぼす効

果とその普及について」の内容をご紹介いたします。 
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(１） 第５回放牧サミットの全体概要  
 第５回放牧サミットは、地域特性を活かした放牧の普及を図るため、耕作放棄地の解消、

獣害防止等の放牧による地域活性化等の効果及び放牧畜産物の機能性成分等の放牧の効果

を明らかにし、放牧の普及方策を検討するため「放牧が及ぼす効果とその普及について」

をテーマとして平成１７年９月２１日～２２日の２日間にわたって全国飼料増産行動会

議・日本草地畜産種子協会の主催により山口県下で下記の日程により開催されました。 
 
第１日目（９月２１日） 
 （１）主催者、来賓挨拶 
   （社）日本草地畜産種子協会会長     浅野 九郎治 
    農林水産省生産局畜産部畜産振興課長  姫田  尚 
    山口県議会議員農林水産委員長     大西 倉雄 
 （２）特別講演 
   「放牧がもたらす効果について」 

（講師：北里大学教授 フィールドサイエンスセンター長  萬田 富治） 
 （３）基調講演 
   ①「中山間地域における日本型放牧による地域再生について」 

（講師：近畿中国四国農業研究センター畜産草地部長  土肥 宏志） 
   ②「耕作放棄地を活用した山口型放牧技術の確立と推進体制の構築」 
   （講師：山口県畜産試験場育成業務課長  澤井 利幸） 
 （４）事例発表 
   ①島根県の事例「山地畜産と地域活性化について」 
   （発表者：木次乳業相談役  佐藤 忠吉） 
   ②富山県の事例「立山地域における水田放牧について」 
   （発表者：富山農業普及指導センター園芸畜産課  佐丸 郁雄） 
   ③山口県の事例「山口油谷水田放牧（山口型放牧）特区について」 
   （発表者：山口県長門農林事務所畜産部畜産振興課長  岡田 講治） 
 （５）パネルディスカッション 
   テーマ：「放牧が及ぼす効果とその普及について」 
   司 会：近畿中国四国農業研究センター畜産草地部長  土肥 宏志 
   パネラー：農林水産省生産局畜産部畜産振興課長 姫田 尚 

ジャーナリスト 増田 淳子 他上記講演者及び発表者 
第２日目（９月２２日） 
 現地検討会 
 （１）千人塚放牧場 稲作農家が水田放牧利用組合を設立し、地元畜産農家から牛を借

りて耕作放棄水田に放牧（美祢郡秋芳町） 
 （２）奥畑放牧場  放牧開始１５年を経過し、みごとな芝草地となっている。また、

水田跡の石垣も素晴らしい景観をおりなしている（長門市畑） 
 （３）山本放牧場  棚田保全のために放牧を実施し、放牧開始後５年目の放牧地 

（長門市油谷） 
 （４）特区放牧場  前日に事例発表された特区の棚田放牧地。本年２月に向津國十牛

（むかつくじゅうぎゅう）放牧組合を設立し放牧開始。 
（長門市油谷） 



(２ )  挨  拶  

１ ． 主 催 者 挨 拶  

社団法人日本草地畜産種子協会 会長 浅野九郎治 
 

 本日は第 5 回放牧サミットを開催しましたところ、地元山口県の皆様をはじめ、北は北

海道、南は沖縄県に至るまで、今回は韓国からもご参加をいただくなどこのように盛大な

催しになりましたこと主催者を代表して心から厚く御礼を申し上げます。 

 また、本席には公務ご多忙の中を農林水産省から生産局畜産振興課の姫田課長、大橋草

地整備推進室長をはじめ幹部の方々、また中国四国農政局の平尾畜産課長、山口県議会の

大西農林水産委員長、農林部の伊藤次長にもご来賓としてご臨席賜り心から厚く御礼を申

し上げます。 

 さて、国におかれては、この度「食料・農業・農村基本計画」や「酪肉近代化基本方針」

の見直しを契機に食料自給率の向上、国土の有効利用等を推進するためにこれまでの輸入

飼料に依存した経営体質の畜産から自給飼料に根ざした資源循環型の畜産への転換が強く

打ち出されることになりました。飼料自給率の目標を早期に実現するために去る 5月、国、

都道府県、市町村、関係団体、生産者一丸となって取り組む「飼料自給率特別プロジェク

ト」が発足し、国を挙げて飼料増産運動が一段と加速されることになりました。 

 飼料増産運動の事務局を仰せつかっております日本草地畜産種子協会といたしましては、

放牧の果たす今日的意義、その多面的な役割の重要性に鑑み、年に一度関係の皆様方が一

堂に会し、放牧への熱き思いを十分吐露し、お互い意見交換、技術研鑽を深めつつ、今後

のわが国畜産のあるべき方向等を見出すための一助とするために平成 13 年度からこの「放

牧サミット」を立ち上げ、以来国のご指導、都道府県、市町村、関係団体、企業のご支援

の下に毎年開催をさせていただき、今回で早くも 5回目を迎えることになりました。 

 回を重ねるにつれ、いまや放牧に対する関心、取り組みも大きく様変わりをし、従来の

抽象的な建前論から、具体的な実践の段階に入り、着実に大きな手応えと、全国的に普及

拡大の動きがみられるようになってきました。これもひとえに本日お集まりの皆様方の放

牧に対するご熱意、日頃のご尽力の賜と心から深く敬意を表する次第であります。 

 放牧のもたらす効果は単に畜産経営の改善、所得の向上、生活面にゆとりをもたらすの

みでなく、地域資源の有効利用や環境保全、雇用・福祉の増進、人と家畜とのふれあい、

食育・農育の具体的な実践の場として極めて多岐に亘り、地域の活性化等に大きく貢献す

ることが各地で実証されるようになりました。 

 また、放牧等によって生産された牛乳や牛肉にはビタミンやミネラルが多く含まれてい

るのみでなく、抗酸化、抗ガン作用等免疫力を高める健康増進機能成分が多く含まれてい

ることが最近の研究結果で明らかとなり、消費者の関心を一層と高めるところとなってお

ります。 

 



 こうした放牧のもたらす様々な効果が全国各地で明らかになってきているにもかかわら

ず、放牧等自給飼料生産への取り組みの姿勢、動きに農家はもとより地域間、市町村、あ

るいは関係団体等においてかなりの温度差がみられることも事実でございます。この温度

差を解消し、全国的な放牧のネットワークを早急に作り、大きなうねりとすることが当面

の重要な課題ではないかと考えます。 

 今回はこれまでの放牧の実績、成果を踏まえて、放牧のもたらす様々な効果について検

証を行うとともに、今後全国的に放牧を普及拡大していくための課題、方策等について検

討を深めるために、日本型放牧の発祥の地である山口県でサミットを開催させていただく

ことになりました。今回のサミット参加人数は 360 人余を数え、これまでにない記録を達

成しました。このたびの開催に当たり、地元山口県におかれては県を挙げての取り組み、

特段のご尽力、ご高配を賜りましたことを心から厚く御礼を申し上げます。 

 また、本日特別講演をしていただく北里大学の萬田先生をはじめ講師の方々、パネラー

として体験報告、ご提言をいいただく各専門の諸先生や地域のリーダーとして活躍されて

おられます畜産農家の皆様方の格別のご協力、ご支援に対し、併せて心から厚く御礼を申

し上げます。 

 本日から明日にかけての 2日間、このサミットが記念すべき成果を納めるとともに、放

牧に懸ける皆様方の熱き想いが大きな炎となり全国各地に一斉に燃え拡がることを皆様と

ともに強く念じ、確信しまして、開会のご挨拶といたします。本日は誠に有難うございま

した。 

 

２ ． 来 賓 挨 拶  

農林水産省生産局畜産部畜産振興課 課長  姫 田 尚  
 

 こんにちは。いま紹介された姫田でございます。よろしくお願いいたします。本日、放

牧サミットの開催にあたりまして一言ご挨拶申し上げます。私、第１回に参加いたしまし

たが、その時はこれほど熱気はなく、ＢＳＥの厳しい中で皆がなんとか放牧を根づかせて

いこうという、非常に力強いけれども、寂しい会議だった記憶がございます。今日はその

中で、そういうものとは一変いたしまして、皆様方の積極的な熱意が感じられるというこ

とで、本当に変わったと思っております。 

 ご存じのように「食料・農業・農村基本計画」が閣議決定された中で、食料自給率の向

上というのが大きな課題になっております。ところが実際に自給率向上できるということ

になりますと、麦、大豆、飼料作物という 3作物があります。もう一方では食料消費の変

化ということがありますが、現実に食料消費の変化というのは国がどうこうしてできるも

のではございませんし、かつ、昔の食生活に戻れといっても、それは今せっかく美味しい

畜産物を食べられるのに、それを美味しくない食べ物に変えるということになるわけで、

それはなかなか出来ないことです。麦、大豆はご存じのように、とくに油料・油脂になる

 



ものが多くございます。あるいは麦の場合は加工品になるということで、その加工適性と

いうことから考えると、なかなか国産に置き換えるというのは難しいということです。で

は、本当に自給率を上げられるものは何かというと、飼料作物しかないのではないかと考

えております。その中で飼料作物、とくにこれもトウモロコシ、穀物を全部国産で自給す

れば、食料も合わせてでございますが、1,200 万 ha の土地が必要です。今の土地の 3倍ぐ

らいの土地を国内で耕さないといけない、それはなかなか難しいことです。そういうこと

になりますと本当に現実的な物は何かというと、粗飼料を確実に国内で 100％自給するこ

とだと考えています。 

 現在の粗飼料の自給率というのが 76％ということで、牧草や稲わらを海外から輸入して

おります。稲わらなどその辺りに転がっているのに、18 万トンぐらいを輸入しているとい

うことでございまして、これは本当に壮大な無駄でございます。しかも、ダイオキシンが

わずかですが出ますけれど、野焼きをされているとか、すき込んでしまっている。これを

なぜ家畜に持ってこられないかということがございます。これはやはり耕種農家の皆さん

方と畜産農家の連携が不十分だということです。それから、とにかく、コンビニエンスス

トアが今の世の中にあるように、お金さえ払って買ってくる方が楽だということがあるの

ではないかと思います。ただ、必ずしも、いつまでもずっと永久に海外から粗飼料が入っ

てくるということを考えていると誤りになるということです。ご存じのように中国からは

稲わらが入りません。なぜか、口蹄疫です。この口蹄疫、いずれ収まるだろうからと思っ

て、いずれ来年あたりには輸入出来るのではないかと思っておられるかもしれませんけれ

ど、もう中国の口蹄疫はロシアまで広がり、これが収まるということはほとんど考えられ

ない状態です。日本で鳥インフルエンザはきっと収まりますけれども、中国の口蹄疫は収

まらないと思っています。そういうことを考えると稲わらが入るとは考えられないという

ことを前提に、やはり畜産経営を構築していく必要がある。そうすると、確実に稲わらは

国内で自給しないといけないのです。 

 もう一方、粗飼料ですが、粗飼料の供給ということになると、必ずしも畜産農家の方々

が土地を全部持っているわけではないのです。その中でいま耕作放棄地は約 40 万 ha ぐら

いありますが、それをどう取り込んでいくかということです。実は耕作放棄地対策プロジ

ェクトというのが農林水産省にありまして、この間もプロジェクトを立ち上げる前の会議

をやってきました。何で耕作放棄地を埋めるかというと、林に戻す、そして市民農園、そ

して担い手に集中するということです。たぶん林に戻すことはできると思います。担い手

に集中するのは、なかなか掛け声だけでしかないだろうと思います。40 万 ha の市民農園

をとても作れるとは思えません。市民農園はアールか、下手したら平方メートルの世界で

しかないのです。そして、もう 1つが放牧を進めていくということだと思います。現実に

できるのは、これも放牧だけしか現実にはなかなか進まないのではないかと思っています。 

 そういう意味で、今日は放牧サミットですから自給飼料、そして放牧に対してのわが国

 



全体の注目度というのは、私が第 1 回に出た時と比べてぐんと上がっていると思います。

先ほどもお話がありました飼料自給率向上戦略会議というのを立ち上げました。私が自給

飼料課にいた 5年前は、会議の議長が畜産部長だったのですけれど、今は岩永さんが副大

臣のときに議長に就任していただきました。今回大臣になられた時に、「どうしますか」と

伺ったら、「当然俺が続けるんだ」ということで、大臣の陣頭指揮で飼料自給率向上戦略会

議をやっているところでございます。やはり、いま自給飼料に対する熱き思いというのが、

国全体として、とくに農林水産省からは大きなものを感じていただきたいと思っておりま

す。 

 今、私がお話をしておりますが、夕方には畜産部長も来て、明日は現地検討会も一緒に

行きたいと言っておりますので、そういうことをやはりやっていこうということです。こ

れから、いま自民党や民主党ではないのですけれども、マニフェストというのが大事にな

ってきておりまして、それぞれの中で確実に仕事をやっていこうということでございます。

放牧ですから毎月結果をというわけにはいきませんけれども、毎年着実に、１つ１つ積み

上げていきたいと思っております。 

 今回は山口県に来させていただいたのは、先ほど浅野会長の方からお話がございました

けれども、やはり日本型放牧発祥の地であるということです。そして、今の放牧にはいろ

いろなタイプがございます。過去にはいろいろと、「これでなかったら放牧はだめなのだ」

というようなことを一杯おっしゃっていましたが、いろんな形、どんなスタイルでもいい

のだろうと私は思っています。山口発祥の水田放牧もいいです。あるいは水田裏作で、稲

の間にイタリアンを播いて、そして冬の間に水田裏で放牧するやり方もございます。ある

いは本当の、北海道の広い土地で集約放牧をやって、酪農経営を発展させるという手もあ

ります。いろんな使い方が放牧というのはあります。それぞれいろいろな放牧を確実に進

めていただくと、それが１頭でもかまわないし、１ha からでもかまわないと思います。そ

れをしっかりとそれぞれ今日明日としっかり勉強して帰っていただいて、地域で、帰った

らすぐ明後日から、すぐ始めていただきたいと思っております。とりあえず連休で頭の中

を整理して、月曜日になればすぐ行動を開始していただくということで、皆さん方が帰ら

れたら、放牧に地域で１ha でも増えたと、１頭でも放牧牛が増えたというようなことをや

っていただければと思っております。 

 本日、山口県で水田放牧特区というようなものをやっていただいたということで、非常

に先進的な取り組みをされているお話があります。いろんな放牧に対するメリットという

のがございます。最後には、先ほど山口県の西村課長ともお話しましたけれど、やはり放

牧をやれるというのは、精神訓話でなくて、儲かる放牧をやらないといけないと思ってお

ります。それぞれ放牧に関わった方が、「儲かっちゃったね」と、「結構楽だったのに儲か

っちゃったね」という話ができるように、それをしっかりと今日明日と勉強して帰ってい

ただいて、放牧が推進できることをお願いしたいと思っております。 

 



 最後になりましたが、本日ご列席の皆様方のご健勝を祈念するとともに、戦略会議の行

動計画がしっかりと実践できて、そして飼料自給率、あるいはわが国の食料自給率が向上

するということを結果として残したいと思っておりますので、そういうことを祈念して、

私のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

３ ． 開 催 県 挨 拶  

山口県議会議員 農林水産委員長 大西 倉雄 
 

 皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました山口県議会の農林水産委員長の大

西倉雄でございます。本日は第 5回の放牧サミットがこのように盛大に、そして過去最大、

そして海外からもお迎えをして盛大に開催できましたことを、本当に、心よりお喜びを申

し上げたいと思いますし、地元山口県の１人として心よりご歓迎を申し上げる次第でござ

います。 

 なぜいわゆる政治家がこんなところへ来て歓迎の挨拶をするのかと、奇異に思われた方

もたくさんいらっしゃるのではなかろうかと思いますけれども、実は、明日皆さん方が現

地検討会にお見えいただく長門市の出身であるわけでございます。そして併せて、私は県

議会議員に就任以来、棚田に対して、棚田報告というのを毎回一般質問のたびにいたして

いるわけでございまして、今回、また９月議会で一般質問をしようと思っております。今

回で 13 回目を数えるわけでございます。いわゆる棚田のもつ多面的機能の有益性、そして

併せて、片一方ではいわゆる経営者がいない、高齢者だけになっている、そして条件不利

地で大変耕作が不可能になっている実態をきちんと報告をし、「なんとかしなければこれら

がだめになっていってしまうよ」という報告を続けて、今日まで参ったわけでございます。

そういう中において、山口型水田放牧、いわゆる日本型放牧でございますけれども、この

発祥の地ということで、なんとかそれと結びつけることができないのかという思いを、私

自身も強く持っておりますし、そして私の選挙区の中にはたくさんの方々がそういった思

いで頑張っていらっしゃるわけでございます。 

 明日お見えになる長門市の油谷（ゆや）地区というところは 600ha という棚田を有して、

西日本有数の棚田地帯であるわけでございますし、そして教科書にも載った「耕して天に

至る」という写真が皆さん方の記憶の中にあるかもしれませんが、そういった地であるわ

けでございます。そういう中、なかなか人の力だけで農地を、棚田を守っていくのは大変

だということで、なんとか牛の力を借りて守っていく方法を追求し、そして今日、特区に

まで発展をいたしたわけでございます。私ども、とくに市町村合併が進み、そして中山間

地域になかなか目が行き届かない中において、やはり私はそれらをきちんと守っていくの

が、第一次産業、とりわけ農林業であろうと思っているわけでございます。そういう中、

農地を守っていく大きな役割を牛が担ってくれると確信をいたしているわけでございます。

そういう中において、どうか、限られた時間でございますけれども、ぜひ山口県の水田放

 



牧をご覧いただき、そして全国の中でそういった普及ができればという思いでございます。 

 せっかく山口へお見えいただきましたからおみやげを 1 つと思っております。実は山口

県は維新胎動の地でございまして、多くの政治家等も生み出しているわけでございます。

政治家だけではございませんで、山口県にはすばらしい文化人もいるわけでございます。

明日お見えになる長門市は金子みすゞの生誕の地で、そして生誕して今年が 100 年であっ

たわけでございます。金子みすゞの詩の中には「大漁」だとか「私と小鳥と鈴と」だとか、

そういった歌は皆さん方もご存じだと思いますけれども。先ほどここへ来る前に、牛の何

か歌はないのかなとインターネットで調べてまいりましたら、こういう歌がありましたの

で、おみやげにお持ち帰りをいただきたいと思います。「草原の夜」という詩でございます。 

 

ひるまは牛がそこにいて、 

 青草たべていたところ。 
 

 夜ふけて、 

 月のひかりがあるいてる。 

 

 月のひかりのさわるとき、 

 草はすっすとまたのびる。 

 あしたもごちそうしてやろと。 

 

 ひるま子どもがそこにいて、 

 お花をつんでいたところ。 
 

 夜ふけて、 

 天使がひとりあるいてる。 

 

 天使の足のふむところ、 

 かわりの花がまたひらく、 

 あしたも子どもに見せようと。

 という歌でございます。水田に草が生え、放牧をされた牛がまた食べ、そうしてまた伸

びていく、そうした循環型社会の典型であろうと思います。こういったことがぜひ末永く、

そして普及できますことを心より念願いたしますとともに、今回の第 5回の放牧サミット

が有意義な会になりますことを心より念願を申し上げ、私の挨拶に代えさせていただきま

す。本日は誠におめでとうございます。 

 

 



 

( ３ )  講 演 等 の 概 要  

 

特 別 講 演  

  「放 牧 が も た ら す 効 果 に つ い て」 

 

          北里大学獣医畜産学部 

附属フィールドサイエンスセンター長 教授 萬田 富治 

 

１．放牧は世界の畜産で常識  
 

 現在、地球上の土地の２６％で家畜が放牧されている。この広大な面積で行われる放牧

システムは化石エネルギーの投入が少なく、草地の炭素収支はプラス、すなわち蓄積型に

なると言われており、適度な放牧は畜産物の持続的生産手段として見直されている。草地

面積の過半数が集中する北海道では放牧は省力・低コスト技術としての期待が大きく、舎

飼・多頭飼養酪農から集約放牧酪農への転換により、高額の負債を大幅に縮小し、経営的

にも労力的にもゆとりを創出した事例も見られるようになった。一方、西南日本の中山間

地域では、野草資源や短草型草地を活用した周年放牧システムと、水田や林業などとの結

合による有畜複合農林業システムなど、新たな農法の取り組みが始まっている。このよう

な事例は国土保全、水源保全、生物多様性等の自然資源・基盤保全の面からも重要である。

今後は小規模農業及び家族経営の複合農業でも、養分とエネルギーの経営内あるいは地域

内フローの向上により、持続的生産を図ることが期待される。特に地形が複雑で高齢化が

すすむ中山間地域では、こういった有畜複合農林業システムの構築が、国土保全をはじめ、

国民への安全・安心な食料供給面からも大切となっている（表１、２）。 

  

２．放牧畜産再生の取り組み 

 

 中・四国地方の中山間地域でノシバなど短草型草地利用と電気牧柵利用を軸にして復活

した和牛放牧は、各地域へ普及を始めている。一方、山地酪農は生産性・所得向上優先の

当時の時代背景に圧され、広く普及するには至らなかった。近年になって、道東のマイペ

ース酪農など、ゆとり追求型の低コスト・低投入持続型酪農としての放牧酪農が見直され、

集約放牧酪農にも期待が寄せられている。 

 しかし、我が国では放牧乳・肉の生産量には自ずから限界があるが、放牧は地産地消運

動や食育教育まで密接に関連しており、消費者・国民に対する波及効果は大きい。 

 

３．放牧酪農技術の現段階 

 

１）山地酪農 

 山地酪農は日本のどこでも見られる傾斜地の利用において、今後とも期待されるが（写

真１）、この生産様式を本格的に展開するためには、 

 



 

 ①山と平場（水田・耕地）をしっかりと結合した資源循環系を構築すること。その基本

は肥料・飼料・生産物（牛乳）の資源・物質循環の確立にある。 

 

 ②放牧酪農（自然循環的酪農）を支持する消費者への販売・流通方法の確立。双方にと

ってのメリットの追求が必要。 

 ③乳肉兼用種も視野に入れた風土適応品種の導入・改良、供給・流通体制の整備が必要。

山地酪農の生産様式は安全・信頼できるものとして消費者には受け入れやすいものであり、

放牧適応品種について生産・消費の双方向からの論議には格好の材料である。 

 

２）集約放牧酪農 

 集約放牧酪農は穀物飼料を節減しても良質放牧地があればホルスタイン種の遺伝的泌乳

能力を十分に発揮できる（写真２）。その生産様式は消費者から受入れやすいものであり、

生産と消費の連携関係を強化することにより、国際化の中でも十分に持続できる生産様式

と考えられる。 

 集約放牧酪農は文字どおり集約的な草地の放牧利用が牛と草地と飼育者の絶妙なバラン

スで成り立っている。酪農家自らの経験・知識の相互交流や視察研修などによって経営技

術が改善されており、極めて経験的な技術である。この技術に習熟するためには、牛にも

人にも一定の経験年数を必要とし、飼育者の周到な観察と経験が経営収支に反映される。

このような放牧酪農家の固有の技術的特徴は反面で、コントラクターなど支援組織の利用

で支障を生じやすく、工夫が必要である。この集約放牧酪農技術の普及のためには土地集

積の方法や放牧施設に対する初期投資、経営が軌道に乗るまでの資金支援など、関連施策

の十分な手当が大切である（表３）。技術課題としては、放牧適性牛とはどのような能力

の牛か、どのようなパラメーターで評価したらよいのか、季節繁殖技術、搾乳場周辺の泥

濘化対策、衛生的乳成分対策、施肥などの土壌管理技術、ミネラルの過不足と乳牛の栄養

生理など、基本的には山地酪農とほぼ同様な課題がある。 

 

４．肉用牛放牧技術の現段階 

 

  放牧は農家経済のみならず、国土保全や多面的機能の発揮など、公益性や社会性の面で

果たす役割が大きい（写真３）。放牧に関連する技術としては、草種・品種の開発、電気

牧柵など放牧施設の開発、放牧衛生技術の進歩などがあり、放牧畜産物の機能性成分の検

出や評価など、一連の研究成果が公表されており、放牧は中山間地域農業振興の切り札と

して大きく期待されている。しかし、日本の肉用牛経営は繁殖経営と肥育経営に分業化さ

れており、肉用牛一貫経営は少ない。繁殖経営から出荷される和子牛は市場で取引される

ため、血統と増体重が重視される。そのため、市場評価の高い種雄牛の精液を利用した人

工授精と早期離乳で発情回帰を早める哺育法により、舎飼される。乾草など子牛に粗飼料

を十分に給与した肥育素牛の市場評価が高まっているが、親子放牧で育成した肥育素牛は

斉一性の面で見劣りがし、舎飼育成牛と同等な価格で市場で取引されるまでには至ってい

ない。つまり、肉用牛における放牧普及の現状は繁殖用成雌牛と育成後継雌牛が中心であ

り、肥育素牛の放牧育成はごく限られた地域でしか行われておらず、放牧肥育に至っては

 



 

現状の牛肉格付けのもとではほとんど普及していない。 

  
 

５．和牛放牧の効果 

 

 繁殖経営は、零細な小規模農家が多い。小規模繁殖経営では、高齢化がすすみ、和牛飼

養を中止する経営が増えており、肥育農家の安定した素牛確保面で問題が生じている。繁

殖農家数の減少は、優良和牛遺伝資源の保持からみても問題となる。一方、十分なサシ（脂

肪交雑）を草主体飼養で、形成することは不可能である。牛肉のサシは穀物飼料の多給に

よって達成できる。したがって、牛肉の自給率向上戦略は、繁殖経営（子取り経営）から

取り組むことになる。繁殖経営では１年１産という繁殖技術の優劣が収益性を左右し、そ

れは農家の技術水準で異なる。成雌牛の栄養要求は、野草のような粗剛な飼料でも十分量

を採食させることで賄うことが可能であり、比較的、飼養管理は容易で、高齢者でも飼育

できる。 近、見直されているノシバ短草型草地への和牛放牧は、この成雌牛の栄養要求

特性を活用した放牧技術である。放牧頭数が適性であれば、ノシバ草地は無肥料で草勢を

長期間にわたって維持出来ることが実証されており、極めて、低コストで省力的である。

環境保全効果も高く、良好な景観も維持され、子牛への栄養補給を適宜行うことで、子付

き放牧も可能である。強調すべき点は、荒廃農林地の草資源の有効利用が可能なことであ

る。温暖地では野草放牧と冬季用草地との組み合わせにより、周年放牧も行われている。

このように、繁殖経営では、放牧を取り入れることにより自給飼料主体の飼養が可能な段

階に達している。しかし、肥育素牛の放牧育成技術については、市場評価の問題もあり、

今後の課題である。粗飼料主体による黒毛和種の育成技術についてはすでに多くの試験成

績が報告されており、粗飼料確保が十分な経営では粗飼料主体育成、その後の肥育仕上げ

まで、粗飼料を十分に活用して高級肉を生産することも出来る。中山間地域の遊休農林地

や平地の遊休水田を活用した繁殖用和牛放牧が、牛肉の自給率向上を図る第１段階となる。

第２段階、すなわち、肥育技術については穀物多給が前提になるが、代替飼料として高エ

ネルギー含量の各種食品副産物を活用した取り組みが大切である。牛肉自給率向上の当面

の重点戦略は繁殖用和牛の舌刈りによる国土保全による地域振興がキーワードとなる。 

 

６．八雲牧場における放牧牛肉生産の追究 

 

 牛肉自由化が一層進展する状況下で、肉用牛の純粋種にこだわらず、放牧と貯蔵自給飼

料で発育する風土適応牛を選定し、消費者と直結した販売・流通ルートの開発まで取り組

む意義は大きい。１９９４年以来、北里大学八雲牧場では消費者者の支持のもとに穀物飼

料の給与を完全に取り止め、夏期は放牧のみで補助飼料無給与、冬期は自家産貯蔵飼料の

みで牛肉生産を開始し、これまでの多種類の肉用牛および交雑種のデータから、風土に適

応した交雑種を造成しつつある。以下にその取り組みの概要を紹介する。 

 

１）自給飼料 100％で肥育した肉用牛品種の特性比較 

 日本短角種、外国種の純粋種やそれらの血統を有する交雑種は、穀物飼料に依存した肥

 



 

育方法よりも自給飼料を中心とした肥育方法で発育がよい。日本短角種やアバディーンア

ンガス種を母牛とし、黒毛和種を父牛として生産した交雑種は自給飼料による肥育で優れ

た能力を示し、自給飼料による牛肉生産が充分可能である。 

２）品種選定および交雑種利用 

 自給飼料 100%の牛肉生産は、牧草などの飼料の品質特性から見て、自ずから赤肉生産を

目指すことになる。雑種利用を前提にすれば、以下の要件を満たす交配計画となる。 

①自給飼料利用性に優れ、放牧適性の高い品種としては日本短角種、外国種ではアバディ

ーンアンガス種やヘレフォード種が優れている。 

②泌乳能力に優れ、子育ての上手な品種は改良の過程で乳用ショートホーン種の血が入っ

た日本短角種が優れている。 

③雑種強勢は母の哺育能力、子牛の発育、育成率などに強く現れるので、一代雑種雌を母

畜として実用畜（コマーシャル）生産に供することが有利となる。交雑すれば必ず雑種強

勢が発現する品種の組み合わせが求められる。具体的には純粋種の日本短角種雌と皮下脂

肪厚が薄く、赤肉量の多い外国種（サラー種）との一代雑種雌を母畜とする（写真４）。 

④雑種強勢は一代雑種に現れるので、2 代目雌は肥育して出荷されるが、肥育しながら 1
産させる 1 産取り肥育法を取り入れる。自給飼料 100%の牛肉生産の場合は過肥の問題はな

いので、難産問題は回避出来る。また、地元レストランや地元精肉店へのフレッシュミー

トでの通年供給には、１産取り肥育牛が適当ではないかと考えている。 

 

３）放牧牛等の牛肉中の機能性成分に注目したマーケティング開発 

 放牧や粗飼料主体で生産した牛肉には、舎飼や濃厚飼料主体で生産した牛肉よりも抗ガ

ン活性など人の健康との関心が持たれている共役リノール酸（以下、ＣＬＡと呼ぶ）が多

く含まれている。そこで自給飼料 100％で肥育した肉用牛（以下、「北里八雲牛」と呼ぶ）

について牛肉のＣＬＡ等の機能性成分をコンセプトとする新たなマーケティング手法の開

発について検討した（表４）。アンケート回答者の 60％が、この牛肉の存在を知らず、15
％しか過去に購入経験がなかったが、今回のアンケートで「北里八雲牛」の存在を知った

ことにより、この牛肉に対する関心を高め、購入未経験者の 3 分の２が共同購入で注文し

たいと意識が変化した。さらに放牧牛肉のＣＬＡについての情報伝達後には、組合員の関

心はさらに高まり、購入経験者を含め、実に 8 割が購入の意思を示す結果となった。こう

した調査結果は、消費者の購入意思に対する情報の影響力の大きさを示すものだが、それ

だけに伝達される情報内容が十分に吟味されなくてはならない。今回のアンケートでは、

a.「北里八雲牛」が夏放牧・冬貯蔵飼料の自給飼料 100%で肥育された安全で信頼出来る牛

肉であること、b.「北里八雲牛」に代表される放牧牛が、機能性成分を有し、健康によい

牛肉であること、を分かりやすく説明したことが、消費者（回答者）にプラスの影響を与

え、購入意思を飛躍的に高める結果になったと考えられる。 

 ＢＳＥ問題と米国産牛肉の輸入再開問題で高まった消費者の安全・安心意識を、さらに

健全な方向に誘導していくためにも、自給飼料を活用した自然循環的畜産の振興に努め、

こうした生産者を支える消費者を増やすための啓蒙活動の推進が大切であろう。また、こ

うした考え方に基づいたマーケティング開発は、消費者の健康ニーズを掘り起こすうえで、

効果的であることが推察された（写真５）。 

 



 

おわりに 

 

 放牧酪農は日々の搾乳作業を伴うため、まとまった広い土地の確保が必要であり、そ

れは山地といえども容易ではない、多額の資金もいる。仮に取得できても経営確立ま

で相当な時間を有する（山地酪農では十数年）。この間、経済的にも精神的にも大き

な負担を覚悟しなければならない。当然、仲間や周りの支えが必要である。しかし、

一旦経営が確立されれば永続的に安定経営が可能である。自然に順応し、マイペース

で生きたい人は山地酪農。一方、舎飼酪農と同等かそれ以上の所得を上げたい人は集

約放牧酪農、この中間タイプの放牧酪農もある。 

 放牧肉用牛は黒毛和種繁殖用雌牛の環境保全型放牧からスタートし、次の目標は、放牧

育成牛の産肉特性を生かした肥育技術の開発となる。さらに自給飼料適合牛を造成し、国

土資源を利用した新たなる肉牛生産へ挑戦する道もある。それぞれの風土を活かした安全

・安心な牛肉生産の取り組み。こういった取り組みを広く、国民・消費者に開示し、わが

国の大家畜畜産の振興に大きく貢献することを期待する。 

 

 





 



基調講演１ 

｢中山間地域における日本型放牧による地域再生について｣ 

近畿中国四国農業研究センター 畜産草地部 

土肥 宏志 

 中山間地域において過疎化及び高齢化が急速に進行し、地域社会の維持存続が困難な状

況にあるなか、中山間地域の活性化を図るため畜産、特に、放牧の活用が注目を集めてい

ます。また、我が国の土地条件や自然条件に適応する放牧技術や、家畜の能力を活かすこ

とができる放牧技術である｢日本型放牧｣についての研究や普及への取り組みが行われてい

ます。｢日本型放牧｣の分類は、時間の経過とともに移り変わっていますが、①集約放牧、

②公共牧場、③牧野と組み合わせ水田等も利用する周年放牧、④遊休地や棚田における放

牧、⑤シバ利用の低投入持続型、⑥林地を利用する混牧林等に分類されています。しかし、

放牧自体が組み合わせ的な側面を持つ技術であり、単純に上記のように分類できない場合

が多く見られます。中山間地域において、活用が期待できるものとしては、主に④遊休地

や棚田における放牧、⑤シバ利用の低投入持続型、⑥林地を利用する混牧林等が考えられ

ます。 

 中山間地域の放牧による畜産的利用により、①畜産経営の改善、②環境と調和した飼料

自給率の高い畜産の確立、③耕作放棄地の解消と美観の形成、④鳥獣害の被害防止効果な

どを通して、農村居住環境の改善や農家の営農意欲の回復など地域活力の向上に寄与する

ことが期待されています。これまでの中山間地における放牧のメリットとして、①から③

までの報告等は多くありますが、④鳥獣害の被害防止効果についての報告は少ないことか

ら、本講演では、放牧による鳥獣害（イノシシ）被害防止について、研究を中心に話すこ

ととしました。 

以前より、ウシの放牧地の近くにはイノシシの被害が少ないという話が農家の方などか

らあり、これを実証するため、滋賀県農業技術振興センター湖北分場、滋賀県畜産技術振

興センターおよび滋賀県立大学が協力して、イノシシのすみかとなっている山と田畑の間

にウシの放牧地という大きな空間（放牧ゾーニング）を設けることで、イノシシの侵入を

防止しようという研究を行っています（図１）。 

 

 

図 1 放牧ｿﾞｰﾆﾝｸﾞのしくみ（滋賀県農業技術振興センター湖北分場より） 



この研究結果は、イノシシが侵入経路として放牧地を避けるようになり、隣接する農地に

おいてイノシシによる農作物被害が減少することを示しています（図２） 

 

放 牧 前 放 牧 後 
図２ 放牧前後の農地被害状況（滋賀県農業技術振興センター湖北分場より） 

ヌタ場 放牧地 獣道被害農地 

 

しかし、しばしば放牧地においてウシとイノシシが一緒にいる姿も見られることから（図

３）、なぜウシを放牧するとイノシシ侵入に対し牽制の効果があるのかは不明でした。 

 

図３ 放牧地におけるウシとイノシシ（近畿中国四国農業研究センター鳥獣害研究

室 仲谷室長より） 



そこで、ウシのそのものに対するイノシシの拒否反応を調べるため、近畿中国四国農業研

究センター・地域基盤研究部・鳥獣害研究室では、ウシとイノシシとの対面試験という研

究を行いました（図４）。柵越しに一定時間イノシシとウシとが対面できるようにし、対面

時のイノシシの行動を観察したところ、ウシの存在を意識して探査（視る・嗅ぐ）する行

動がわずかに見られる程度で、警戒、逃避などの拒否反応は観察されませんでした。 

 

図４ ウシとイノシシとの対面試験（近畿中国四国農業研究センター鳥獣害研究室  

竹内主任研究官より） 

 

また、近畿中国四国農業研究センター・畜産草地部・草地飼料作物研究室では、耕作放

棄地におけるウシの放牧導入による環境の変化、特に、ススキおよびクズなどの植物の種

類や量の変化とイノシシの牽制効果の関係について研究を行いました。その結果、放牧導

入前におけるイノシシ掘り返し跡に最も近い位置にある植物の 93.5％はクズであり、放牧

を開始した後には、主要構成植物であるススキおよびクズはウシの採食により急速に衰退

し（図５）、イノシシによる新たな掘り返し跡も認められなくなることが示されました（図

６）。 



放牧前 放牧後  

図５ 耕作放棄地における放牧によりススキとクズが衰退（畜産草地研究所山地草

地研究室井出室長より） 
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図６ 放牧導入によるイノシシの掘り返し跡等の変化 

（畜産草地研究所山地草地研究室井出室長より） 



 

これらの結果は、ウシの存在自体にイノシシの牽制効果は認められないが、耕作放棄地

での放牧では、人の出現に加え、イノシシから「食料（クズ）」と「隠れ場所（ススキ）」

を奪うことにより、イノシシの牽制に一定の効果があることを示しています。平成 15 年度

における管内の野生獣による農作物被害額は 36 億円に及び、中でもイノシシによる被害が

深刻です（鳥獣害におけるイノシシの割合は、全国 25％に対して管内では 46％を占める）。

こうした獣害は営農意欲を低下させ、離農や離村を誘発しています。中山間地域における

放牧による地域再生を目指し、今後とも、ウシの放牧によるイノシシの農作物被害防止に

関する研究を推進することが望まれます。また、今後の中山間地域における放牧による地

域再生のための鳥獣害関連以外の研究としては、①放牧による付加される牛肉の品質・機

能性等に関するさらなる研究、②耕作放棄地等における放牧による水質汚染に関する研究、

③耕作放棄地における地目別や植生別における牛の栄養管理技術等があり、研究の推進が

期待されています。 

 

 

 

 

 

 

 



基調講演２ 

耕作放棄地を活用した山口型放牧技術の確立と推進体制の構築 

 

                        

－いつでも、どこでも、だれでも、 

簡単に(山口型放牧)－  

  

                           山口県畜産試験場 

澤井利幸、米屋宏志、森重祐子 

                       恵本茂樹、安部康人、大城健一郎 

 

 

  

山口県においては、水田の耕作放棄面積が昭和 60 年の 1,663ha から平成 12 年には 3,375ha と

２倍に増加し、また肉用牛飼養農家が昭和 60 年の 3,853 戸から平成 14 年の 1,026 戸と減少して

きている。 

 このため、平成元年から牛舎周辺の耕作放棄地に肉用牛繁殖雌牛を放牧する、省力化と同時に

農用地の保全と景観維持をねらった｢水田放牧｣に取り組んできた。当初は、棚田や急傾斜地の耕

作放棄地に、放牧地としての土地造成を行わず、従来の固定牧柵を活用し、低コストで省力的な

飼養管理を行うものであった。 

 更に、平坦地を含めた耕作放棄地の解消を図るため、平成 12 年から電気牧柵を利用して簡易に

移動可能な放牧施設を配置し、移動放牧の飼養管理技術体系を確立した。 

 この移動放牧技術を現地に普及するため、平成 13 年に山口県畜産試験場の放牧牛を農家に貸し

出す制度を創設し、県下８農林事務所と連携し、農家、指導者、地域住人等を対象に各地で移動

放牧技術の現地実証研修会を実施した。この移動放牧方式は、設置が容易な電気牧柵を利用する

ことに加えて、放牧牛や放牧施設のレンタル制度を活用できることから、畜産農家以外でも安心

して取り組むことができることとなった。 

  耕作放棄地への放牧を推進するに当たり、畜産試験場、県出先機関、市町村、農業協同組合等

の指導機関の役割分担を明確化し、｢いつでも｣｢どこでも｣｢だれでも｣｢簡単に｣放牧が実施できる

山口型放牧の推進体制を構築するとともに、畜産試験場が、現地で放牧する上での課題解決に迅

速に対応するほか、耕作放棄地への放牧マニュアルの作成、放牧未経験牛である農家の舎飼牛を

預かる放牧馴致、放牧による環境への影響(水質検査)や有害な植物の調査等を実施する等重要な

役割を果たした。 

 また、平成 15 年には、農村景観と農地保全を図ることを目的とした山口型放牧研究会を設立(会

員：246 名)し、現地研修会や放牧シンポジウムを開催した。 

  この結果、耕作放棄地の放牧利用が平成 16 年度 136ha に達し、中でも移動放牧が、平成 13 年

度の 9.1ha から、平成 16 年度の 66.7ha へと拡大した。放牧実施者も畜産農家だけでなく、耕種

農家、中山間地域直接支払制度の活用集落、自治会等で幅広く実施されるようになった。 

 この結果、肉用牛の増頭効果が認められ、また、集落の景観保全に加えてイノシシ等の害獣被

害の低減傾向や周辺住人への｢癒し｣効果等の放牧の持つ多面的機能が認められる様になった。 



（スライド概要） 

１．山口型放牧とは 

中山間地域などの生産条件が不利な地域において、放牧地としての土地造成を伴わず、棚田や

急傾斜地などの自然条件のまま、低コストで省力的な飼養管理を行う放牧。 

 固定式：牛舎周辺の棚田、裏山等に有刺鉄線を用いた固定柵による放牧(Ｈ元年～) 

 移動式：電気牧柵を用いた簡易に移動可能な放牧(Ｈ13 年～) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

畜舎周辺の棚田等で行う固定式の放牧

水田放牧 水田放牧１７年目

スライド 1：固定式放牧              スライド 2：シバ地化している状態     

２．移動放牧に必要なもの 

移動放牧に必要な４つの条件 

①可食草のある土地 

・ 牧草がなくても雑草があれば補助飼料無しで分娩２カ月前まで飼養可能 

・ キョウチクトウ、シキミ等の猛毒を含む植物には要注意 

②電気牧柵の設置（面積 1ha の試算経費約 19 万円） 

・ 電源が確保できない場所でも、ソーラー式で対応 

・ 軽量で持ち運びが便利なため、段差のある悪条件の場所でも設置が容易 

 ・ 電牧線は高さ 60cm と 90cm の二段張りを推奨 

③飲水の確保 

・ 放牧牛１頭あたり多い時で 45 ㍑/日の飲水が必要 

・ 水源が確保できない場所でも、農業用貯水タンクを応用し、定期的に給水 

④放牧経験のある繁殖雌牛 

・ 放牧や電牧に慣れている４才以上の落ち着いた牛 

・ 離乳、妊娠鑑定済みから分娩２カ月前までの牛 

・ 放牧頭数は１カ所につき面積と草量、放牧期間により調整するが、原則２頭  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 3：電牧器               スライド 4：電気牧柵・警告版 

②電気牧柵の設置

　電牧器

牧柵・碍子・電牧線



移動放牧現地実証研修会 (H13/07/31)

出席者：約100名
電牧線への馴致

殺ダニ剤の滴下

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水路から落差を
利用して引水

余剰水は地面を泥濘化させる

③飲み水の確保 水が確保できない場合の移動式飲水施設

スライド 5：飲水施設(経費約３万円)       スライド 6：飲水施設(経費約 10 万円) 

３．移動放牧技術現地実証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 7：移動放牧現地実証研修会       スライド 8：放牧実施時注意点の実演 

   

 

○参加者が電牧の設置等を直接体験 

                      

○腐葉土のような状態の牛糞 

                          （補助飼料無しで草だけ食べた牛の糞） 

 

 

 

 

放牧地内の牛の糞

（排泄直後の糞）

（排泄後２カ月後の糞）

スライド 9：放牧地内の牛糞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 10：現地実証(水田)            スライド 11：現地実証(水田)  

柳井市
放牧期間：H13/07/31～09/04(35日間)

地　　　目：水田

面　　　積：24a

電牧施設：畜試貸付(ソーラー)

放 牧 牛：２頭（畜試貸付)

放牧前

放牧後

（クズ・セイタカアワダチソウ主体）

岩国市
放牧期間：H13/09/04～10/29(55日間)

地　　　目：水田

面　　　積：90a

電牧施設：畜試貸付(ソーラー)

放 牧 牛：２頭（畜試貸付)

放牧前

放牧後

（クズ・ススキ主体）

放牧前

放牧後

クズ＋ススキ主体の耕作放棄地

面　　積　90a
放牧日数　62日間



畜産試験場

東部地域レンタ東部地域レンタカウカウ放牧の実施体制放牧の実施体制

・地域住民との事前調整・地域住民との事前調整

・地権者の・地権者の了解了解

・放牧場の確保・放牧場の確保

市町村･ＪＡ

地域住民地域住民

耕作放棄地・水田等で放牧

畜産農家

農林事務所畜産部
（家畜 保 健 衛生 所）

支援支援 誘誘　　導導

　衛生　衛生管理管理

要請・連携要請・連携

管理管理・観察・観察

牛の貸し出し牛の貸し出し

誘導誘導
放牧牛・放牧施設放牧牛・放牧施設

技術指導技術指導

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 12：現地実証(みかん園)          スライド 13：耕作放棄地の放牧可能日数 

４．普及・指導体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 14：移動放牧貸し出し体制整備       スライド 15：移動放牧指導体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 16：放牧馴致               スライド 17：水質検査 

 

 

だれでも 

                          安心して 

放牧可能な        

指導体制の整備 

 

 

 

 

スライド 18：レンタルカウ放牧実施体制 

橘町
放牧期間：H13/10/29～11/09(11日間)

地　　　目：ミカン園

面　　　積：30a

電牧施設：単町貸付(ソーラー)

放 牧 牛：２頭（畜試貸付)

放牧前

放牧後

（クズ・セイタカアワダチソウ主体）

耕作放棄地の放牧可能日数

※草丈は放牧前のもの

３０アールに２頭で１カ月が大まかな目安

草　種　　　　　　　　　地　目　　　　　草丈　　放牧日数

ｽｽｷ主体　　　　　　　　　水　田　　　　　１５１　　　 ２０

ｽｽｷ＋ｾｲﾀｶ主体　　水田＋ﾐｶﾝ園　　 １３３ 　 ２０　

ｸｽﾞ主体 　　　　　　　　　 梅　園　　　　　 ５７　　 １８

ｸｽﾞ＋ｽｽｷ主体　　　　　 水 田　　　　 １４８　 　 ２５

単位：ｃｍ、（頭・日）/10a

畜産試験場
１．放牧未経験牛の馴致

２．技術サポート

移動放牧の指導体制

農林事務所
１．日常的な技術指導
２．組織間の連絡調整

市町村・JA
１．放牧希望者の窓口

２．地元調整

農家が安心して放牧に取り組める体制の構築が重要

移動放牧４点セット

放牧経験牛（妊娠中のもの）

電牧施設飲水施設

捕獲施設

放牧地

上流

直下

１０メートル下流

河川

水質検査の実施

放牧実施前と放牧実施後に
放牧地の上流、直下流、１０ ｍ
下流からサンプリングし、以下

の項目について分析を行う

ＳＳ、BOD、DO
全窒素、全リン

大腸菌群数

舎飼い牛の
　　　　　放牧馴致

－群行動への馴致－
初めはパドック内
で群への適応を

－放牧地への馴致－
約１ヵ月で立派な

放牧牛の誕生



５．多方面での放牧実施 

 

放牧に関する
情報ネットワークの構築

山口型放牧研究会

平成15年設立
会員246人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お寺周辺の景観保全

檀家さんに代わって

牛が草刈りを

岩国市自治会による放牧

スライド 19：草刈の省力化              スライド 20：癒しの風景をもとめて 

 

ゴルフ場の未使用コースでの放牧 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 21：海岸部の景観保全            スライド 22：ゴルフ場の保全 

海岸部での放牧

塩害により耕作放棄
された干拓地

６．山口型放牧研究会設立、構造改革特区認定 

山口油谷放牧特区

新規雇用を確保し、棚田の
再生を目指す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スライド 23：山口型放牧研究会設立          スライド 24：山口油谷放牧特区認定 

７．成  果 

                       ・放牧に関わる各種事業の展開 

                       ・レンタルカウシステム構築 

                       ・山口油谷放牧特区の認定 

                       ・畜産のイメージアップ 

(周辺住人の理解) 

                       ・新規肉用牛農家、経営再開農家誕生 

                       ・畜産経営の規模拡大 

                       ・山口型放牧研究会の設立 

100箇所66.7ha

移動放牧の実施状況(平成16年度)

（山口型放牧面積：136ha）



（参考資料） 

放牧地の調整 連携
放牧の斡旋 市町村
放牧施設の確保 農林事務所畜産部
地元説明・調整、現地実証、放牧牛の確保 技術指導
各種事業の調整・説明等 山口県畜産試験場

適正な飼養管理条件下で舎飼い牛と同等
の保証

県下の貸し出し可能な畜産農家を登録

（ホームページで検索可）

１カ所当たり原則２頭の貸し出し 山口県畜産試験場

市町村、ＪＡ

カウバンクによる牛の貸し出し （貸し出し元）
（主に市町村内） 畜産農家、肉用牛生産

組合、有限会社、無角
和種振興公社

馴     致 舎飼い牛 放牧未経験牛の放牧・電気牧柵・馴致 山口県畜産試験場

山口型放牧に適した農地の情報提供、
斡旋

権利調整 農地法関係 利用権設定、貸借契約等 市町村農業委員会

山口県畜産振興協会、
家畜保健衛生推進協議
会、市町村（一部）、

電気牧柵 市町村普及協議会（一
飲水施設 部）、市町村水田農業
移動スタンチョン 推進協議会（一部）、
その他 無角和種振興公社、

ＪＡ（一部）、中山間等
直接支払制度協定集落
（一部）

放牧牛が放牧柵を越え、近隣施設や人に危害を加え

法律上の損害賠償請求を負った場合

家畜の運搬料、人夫賃、指導料、殺ダニ
剤等の支援

水質検査 環境基本法に基づく水質検査 山口県畜産試験場

交付金 産地づくり、耕畜連携推進対策事業に 市町村水田農業推進協
助成金 対応 議会（一部）

情報提供 現地研修、講演会、放牧マニュアル、
研修 ホームページの掲載等

各種調整

放 牧 牛

事     故

貸し出し

山口型放牧研究会

放 牧 地

貸し出し放牧施設

そ の 他

事     故

支     援

山口県農業会議水田農業斡     旋

山口型放牧バックアップ体制（平成16年度現在）

民間損保

畜産農家 山口県畜産振興協会

レンタル

家畜共済 ＮＯＵＳＡＩ

放牧牛登録 山口県畜産振興協会

総合窓口

 

 

 

 

 

 荒れ地に牛を放しましょう荒れ地に牛を放しましょう
                             

 

 



事例発表１ 島根県の事例 

「山地畜産と地域活性化について」     木次乳業相談役 佐藤 忠吉 
 

 今日の課題は、「山地酪農と地域活性化について」となっているが、山地酪農というこ

との前に、私たちはなぜそういうところへ辿り着いたかという過程を述べさせていただい

て、私たち農民としての立場をご理解いただきたい。 

 第１次世界大戦の好景気から昭和初期の世界的大恐慌の時代となり、農村は疲弊困憊の

極に達していた。しかしその中でも集落は苦楽の大半を共有し、遊びから教育、福祉、と

きには裁まで自分たちでする仲であった。特にそういう暗い世情からどう立ち上がるか、

農民自らが本当に自由な気持ちで、自主独立の気概にあふれていた。 

 そういうことも一転して、第二次世界大戦に入り、農民は完全にサーベル農政の下に置

かれ、戦後しばらく続いた。それが 1950 年の朝鮮戦争によって農村型国家は一転して都市

型国家になり、いままで生きるための「たべもの」が政策のための食糧になり、次には儲

けの対象としての食品に変質していった。そういう中で、いままでの地場産業であった、

養蚕業、製炭業というようなものが崩壊してしまった。 

それに代わるものとして、酪農を始めたのが 1955 年で、しばらくはそうした近代農業を

行っていたが、その近代農業の利便性、速効性の裏に大きなリスクがあることを、あるこ

とで感じた。それは 1960 年化学肥料によって作られた牧草によるとみられる牛の硝酸塩中

毒だった。乳房炎の多発、繁殖障害、起立不能で牛が荒れた。そういうことがあって、私

たちは自然に対する考えの甘さ加減を反省し、いまでいう有機農業らしいことに帰ってく

るわけだが、当時はそういうことをやる人はほとんど日本にはいなかった。だから、あの

男たちは反権力的だと、世の痴れ者だといって蔑まれ、馬鹿にされ、嗤われて、除け者に

された期間がかなり長かった。私とともにそのことをやりはじめたのが大坂貞利と申しま

して、無教会派のクリスチャンで、私よりも 20 歳ほど若い男でしたけれども、この男の発

想はすばらしいものがあり、ああ、これが本当だなということで、彼の言うことを信じな

がら二人三脚でやってきた。 

 しかし、私たちだけでこんなことをやっても結局人は１人で生きられない動物です。隣

が安泰で初めてわが家も安泰だということに気がついて、環境問題に入っていった。それ

が 1965 年。電磁波の問題。続いて、1967 年にダイオキシン、小さな紙工場の排出の問題。

続いて合成洗剤を考える会等々をやってきた。 

一方、われわれが酪農を始めてほぼ 10 年経ちますと、乳量もかなり多くなって、穀物依

存型の酪農になりつつあった。そうした姿を自然回帰していろいろ見ている中で、これは

おかしいんじゃないかと。牛本来の生理は草を動物タンパクに変えるのが本当じゃないか

ということで、1967 年国有林を借りて乳牛の試験放牧をやったけれども、見事に全頭をピ

ロによって殺した。私たちで緑と健康を育てる会を立ち上げ、そこでいろいろ話し合われ

たのが、この土地に人として生まれて、農民の前にまず人であること。この人がどう暮ら

すかを討議して。そのためにはこの土地で何をどう使って暮らし、とくに食べ物について

は何をどう食べ、それをどう作るかが問われた。 

 そういう中で、われわれがやっております酪農も異常ではないじゃないかと。たかだか

学校給食で普及し、まだ 10 年の歴史しかない。なれば、定住民族としての食べ物じゃない

ではないかという極論まで出た。彼らの情報から北欧の酪農思想、すなわち伝統を大切に



して、自給を組み入れた複合経営の中で、生産された牛乳を神聖なものとして、生に近い

姿で利用するという考えに接して、早速彼らに見習って、パスチャライズ牛乳の開発に１

９７２年から取り組んだ。 

 食べ物で牛が心から躰の健康までよくなるのなら、人間もそうだろうということで、病

弱で入院退院を繰り返していた私は、食べ物を整理し、おかげで、30 数年風邪ひとつひか

ないで過ごすことができ、いま 85 歳でこうして皆さん方の前にいる。 

 これはどうしてもその土地でできたものをその土地で食べることが基本じゃないかとい

うことで、地域自給がまだ残っていたので、それを大切にしながら、この運動を進めてき

た。 

 自然と共生する山地酪農なるものを承知し、それで再び 1978 年に 10 町歩ほどの山地で

ジャージー、ホルスタイン、和牛の試験放牧をしたけれども、ここでもあまりかんばしい

効果がなかった。北海道から沖縄まで、北方系のホルスタインでいくというこれ自体もお

かしいということで牛種の選定に入り、欧州からアメリカ、イスラエルまで飛んでいろい

ろ検討した。その結果、これからの時代、日本はおそらく製造業がこのままであるはずが

ないので、外貨不足の場合どうするかということを考えても、乳は乳に肉は肉でという時

代じゃない時代が来るだろうと思い、乳肉兼用で、しかも暑さにある程度強い、牛がおと

なしくて、乳質もまあまあのものということで、ブラウンスイスを見にいった。その牛の

特性は、おとなしく、いま申し上げたようにいろいろな利点があったので、農林省にお願

いして１９９１年に試験輸入をした。そのときに同僚の大坂貞利君が、ただ放牧だけでは

だめだということで、障害者、老人の働き場としても活用できる牧場として日登牧場を開

設した。 

 牧場の土地は北向き斜面で、大変条件の悪い地帯だが、中山間地域で、30ha とか 20ha

をまとめようと思うとなかなかない。行政の仲介もあり、こういう悪条件地帯でもできる

ということは、どこでも出来るということでそこで始めた。いま、ブラウンスイスが、40

頭ぐらいの搾乳と、ほかの２カ所で放牧育成を 30 頭ばかりやっている。 

 そういうことでだんだんやっていると、ただ酪農というもの、山地酪農というものは、

人が生きるための手段のまた手段にすぎません。まず人が現世を健康で楽しく、愉快に、

しかも他人から見れば少々おかしいぐらいな人生を全うする、これが１番最高じゃないか

ということで、地域内自給を完全にしようと、いま、「食の杜」なるものを作り、そこの周

囲に、われわれのグループでベジタリアンのフルコース、日本酒からお茶まで、フランス

料理のフルコース、ワインから紅茶まで自給をできるようになってきた。それに関わる者

は医療関係者、医者、児童心理学者、素人画家、農民、主婦、いろいろいる。それらが青

写真なしに、ただ自分の思いをそこへ懸けている。その思いの主なものは、次に来るであ

ろう心の時代に備え、どう伝えるか。それを形あるものとしてやろうということで、いま

取り組んでいる。 

 そこにはパン屋があり、豆腐屋があり、障害者の働く場所があり、後継者が２人ほど入

っている野菜畑があり、観光ぶどう園がありというような形で、山地酪農だけでなく、こ

れを核にして、そういうつながりを見せている。おかげで、市の基幹事業として、山地酪

農を公営で２カ所、今年から１カ所は事業に入り、そういうところまで広がりが出てまい

り、やろうという若い人がだんだんと研修に来るようになってきた。 



事例発表２ 富山県の事例 『立山地域における水田放牧について』 

―富山県立山町における水田放牧の取り組み事例― 

富山県農業普及指導センター 園芸畜産課 主任 佐丸郁雄 

● 取り組みの概要 

富山県立山町は、常願寺川扇状地と弥陀ヶ

原・立山・後立山連峰の間に位置し、立山黒部

アルペンルート観光の玄関口として豊かな自然

と農村地帯が広がっている。また、昔から繁殖・

肥育和牛の飼育が盛んであり、県内では立山牛

の名前で親しまれてきている。 

（写真１）放牧前の横江地区（Ｈ

しかし、立山町横江地区では、近年、農業者

の高齢化等から休耕田が増加し、長年の不作付

けにより、カヤなどが優占するとともに低木が

入り込むなど、荒廃が進行していました。また、

町内の和牛繁殖農家も牛肉自由化などにより、

一層の低コスト化と労働力の軽減が必要となっ

ている。（写真１） 

このため、農村の景観保全と畜産の省力低コスト化の観点からも未利用圃場に生育する

カヤなどを草資源として有効に活用するための手法が模索される中で、平成 14 年に初めて、

町、普及センター、家畜保健衛生所など関係者が仲介し、地元耕種農家と町内肉用牛農家

の話し合いがなされた。 

当初、県内では他に水田での放牧事例がまったく無く、地元耕種農家の不安が大きかっ

たため、関係者が他県の事例や放牧方法等を示して説明し、放牧を了解してもらうよう説

得を行った。 
 その結果、平成 14 年の秋に、試験的な取り組みとして、不耕作地約１ha の圃場周囲に
牧柵（有刺鉄線と電気牧柵の二重張り）を設置するとともに、給水設備等を設け、繁殖和
牛３頭の放牧を実施した。 

放牧した牛は、町の牧場で放牧経験のある妊娠中の繁殖和牛で、事前にﾋﾟﾛﾌﾟﾗｽﾞﾏやＯ157

等の県家畜保健衛生所が衛生検査を行い健康状態が良好であることを確認した。 

牛は放牧後、電気牧柵にすぐ馴れ、当初心配した脱柵等の事故はなかつた。また、健康

状態は終始良好であった。給与飼料は自生のカヤや下草の採食で充分であり、フスマ等の

補助飼料の給与はほとんど必要なかった。 

日常管理は、立山町肉牛農家５名で構成する立山放牧組合が行い、実際の管理としては

給水状況や牛の健康状況を確認することが主体だった。 

 下牧時には、カヤの葉や雑草がほぼ食べ尽くされ、踏圧により株が小さくなるなど景観

の改善にも大きな効果があった。なお、畜産環境汚染の問題も発生しなかった。 

 また、副次的な効果として、放牧後周辺の野猿の姿が見えなくなったことから、獣害対

策としての効果も期待できた。 

一方、問題点としては有刺鉄線の設置に労力を要したこと、硬化したカヤの茎部は牛が

採食しなかったこと、蹄圧により畦畔の一部が崩壊したことなどが挙げられるが、全体と

しての感触は概ね良好だった。 

 平成 14 年度は、試験的な実施であり脱柵防止のため有刺鉄線と電気牧柵（三段）の二重

張りとしたが、通常は電気牧柵だけで放牧可能であり、1ha の面積であれば柵の設置に 2

～3 人で約半日、施設コストも 30 万程度と、労力及び経費面からも、十分普及可能な技術

であることが実証された。 



このため平成 15 年度は、5 月中旬から、同

地区で面積を 4ha に拡大するとともに、立山

町野村地区の転作田において電気牧柵のみに

よる放牧実証を行った。（写真２) 

（写真２）転作田での放牧（Ｈ15

更に平成 16 年度には、地域水田農業ビジョ

ンに水田放牧を位置付け、従来の地区の面積

拡大に加え、新たに立山町目桑地区で耕種農

家が中心となった放牧にも取り組んだ。これ

により、水田放牧の全面積は 8ha となった。

また、立山町以外にも当技術が波及し、氷見

市において耕種農家が水田放牧に取り組み、

新規畜産農家が誕生した。 

なお、3 年間放牧を継続した横江地区にお

いては、カヤ株等のほとんどが消滅し、荒廃地が農地として再利用できる程の状態までに

復元された。（写真３、４） 

（写真３）放牧中の横江地区（Ｈ （写真４）放牧後の横江地区（Ｈ

● 今後の展開  
 耕作放棄地は雑草種子生産の場や病虫害の温床となり、それ自体が景観を損ねる原因と

なる。しかも、更に大きな社会的影響としては、農家の農業生産に対する活気が無くなり

集落機能が停滞することが上げられる。畜産サイドでも高齢化や環境問題などにより経営

の縮小や中止が表面化している。  

 その双方の問題点を解消する対策の一つとして、荒廃水田を活用した小規模放牧の活用

を推進するとともに、地域水田農業ビジョンの中で農地を有効に活用することにより、県

内和牛繁殖基盤を拡大していきたいと考えている。 

 また、最近では、子供たちが牛（特に和牛）を見る機会はほとんどないため、町内外か

ら、子供連れが牛を見るため多数訪れた。このため、今後は、子供達に放牧されている牛

を観察させたり、地場産の牛肉を食べさせるなど、命と食のかかわりを気づかせるような

体験を与える場所を提供していくことも重要と考えられる。 

 今後、本県において水田等における放牧を推進していくためには、放牧実証事例を増や

し耕種農家の放牧に対する偏見を軽減するとともに、安心して放牧を実施できるような体

制や指針作りが必要だ。更に、放牧面積を拡大していくためには、放牧可能な繁殖和牛と

管理者の確保も重要だ。 

 いずれにしても、景観維持、労力やコスト、生き甲斐対策など種々の要因を総合的に検

討しながら、この技術を積極的に取り入れていきたいと考えている。 



 

事例発表３  山口県の事例 

山口油谷水田放牧（山口型放牧）特区について 

                              山口県長門農林事務所畜産部畜産振興課  岡田 講治 

 

１ 地域の概要         
    本州最西北端に位置する長門市は、北は日本海に接し、対馬暖流が流れる温暖な気候と北長門国 

 定公園に指定された、豊かで美しい自然環境に恵まれている。     家畜飼養頭数  (H16.2.1) 
地区 肉用牛  豚 ブロイラー 

長門   442    408   592 
三隅   819   6,662   234 

日置   717      0   172 
油谷  1,397    136   234 
 計  3,375  7,206  1,232 

  長門市は平成17年3月23日、１市３町が合併して、新長門 市

として活動を始めた。地域の人口は昭和30年をピークに減 少し

ており、65歳以上の割合は平成12年には27.9%と高齢化 が進ん

でいる。 

  産業の中心は農林水産業で、農業産出額の59％を畜産が占 

めており、山口県内における肉用牛、養豚、ブロイラーの主要 生

産地として位置づけられている。 
山口県 18,871  26,756 1,731千羽 

２ 油谷地域の農業 

    油谷地域の日本海側は、急傾斜面の棚田が並び、日本の棚田百選に指定された後畑もこの地域に 

ある。水稲を中心に畜産、施設園芸などを組み合わせた複合経営が営まれている。基幹的農業従事 者

の 80％以上が 60 歳以上で、担い手の高齢化や後継者不足、さらに耕作不利地であることから耕 作

放棄地が急増している。 

       上空から見た棚田           向津具の水田状況（1980 年を 100 として） 

   区 分 地区    
年  1980  1990  2000  (％)

山口県 78,658  70,661 56,205  (71)
油 谷  1,341   1,086   849  (63)

 

農家数（戸）

向津具    365    302   236  (65)
水田面積(ha) 油 谷  1,510   1,450  1,290  (85)

水稲面積(ha) 油 谷  1,150   1,000   702  (61)

山口県  1,524   2,663  3,374 (221)

油 谷     11     15    54 (491)

 

耕作放棄地 

   (ha) 向津具      4      4    18 (450)
 

３ 向津具地区における水田への繁殖牛の放牧 

    油谷地域の中でも、特に向津具地区は農地のほぼ全体が急傾斜面に広がる棚田で占められ、米生 

産の管理作業は労力負担が大きいが、米の品質は高く評価されている。 

    水稲以外では肉用牛の生産が盛んで、長門管内の繁殖雌牛の 49％が向津具地区で飼育されてお 

り、この地域の高齢の畜産農家は、早くから作業条件の悪い棚田に肉用牛を放牧し、飼育管理の省 力

化、飼料コストの低減を実践していた。 

    平成８年以降、ソーラーシステムを活用した電気牧柵、殺ダニ剤の普及により、県畜産試験場、 

農林事務所の指導で「山口型放牧」として、耕作放棄地にも放牧されるなど、急速に放牧面積が拡 大

し、荒廃農地を放牧場として蘇らせるとともに、肉用牛を低コストで生産する有効な経営方法と し

て周知されてきた。 

    管内の「山口型放牧」施設は 32 カ所、31ha で、そのうち向津具地区では 15 カ所、17ha で実施 さ

れている。各種の事業活用によりこれからも放牧計画が予定されており、荒廃農地の増加ととも に

 



 

放牧地の面積も拡大していくものと思われる。 

 

 

 

 放牧当初      ⇒       放牧 終了 

 

 

 

４ 水田放牧特区への取り組み                               油谷構造改革特区の経緯 

    市、町及び学校等公共施設の統廃合が進む中、少子高齢化

 が顕著な向津具地区では、後継者が減少していく現状を憂い

 た住民の提案で、肉用牛を活用した特区に取り組むことにな

 った。 

    平成16年6月から、行政の支援により種々の協議、調査 を

重ね、平成16年10月に知事及び旧油谷町長の連名で「山 口油

谷水田放牧（山口型放牧）特区」として国に申請し、12 月に

承認された。 

５ 特例措置の内容 

    農地の遊休化ゼロ、肉用牛飼養農家の新たな担い手確保、

  定住人口の増加、棚田の再生を目的として、牛の放牧と水田

H16.6：住民による特区の提案 

 ～9：地区代表者、該当者等との協議、打 

   合せ実施 

H16.10：知事、町長の連名で特区申請 

H16.12：内閣府から認定 

H17. 2：向津國十牛放牧組合設立 

H17. 2：企業参入者の農地利用権設定 

     放牧予定地の地権者との協議     
  共同放牧場の設置 

H17. 4：組合員の妊娠牛４頭を放牧 

H17. 6：オーナー牛の導入、放牧 

 の棚田オーナーを軸に、①農地貸付方式による株式会社等の農業経営への参入の容認、②農地取得 

後の農地の下限面積要件緩和(50a 以上→10a 以上）の２点を特例措置として進めることにした。 

６ 向津國十牛放牧組合の設立と活動 

    平成 17 年 2 月、組合員として特区提案者及び企業者を含めた７名、他に関係機関等が参集し、 耕

作放棄地等への放牧による景観保全、オーナー牛の放牧管理、都市住民との交流を目的に「向津 國

十牛放牧組合」が設立された。 

   組合の名称は、地区に伝わる神話、また景観を護るという考え方から禅の「十牛図」から引用し 

た。                                            放牧直後の牛 

    平成 17 年 4 月に、向津具地区のまとまった 

耕作放棄地 4haを確保し、その中の 1haを共同 放

牧場として、電気牧柵で囲い、組合員の放牧 経

験牛（妊娠牛）４頭を放牧した。 

  放牧牛は背丈以上に伸びた茅や矢竹（俗に女 

竹）を早速食べ始めた。 

   放牧牛は分娩予定１ヶ月前には牛舎に戻し、 

別の妊娠牛を交代で放牧している。 

    今後も、耕作放棄地解消に向けて、各種補助 

事業等を有効に活用し、電気牧柵やソーラーシ 

ステムを導入し、放牧地を拡大する計画である。 

７ オーナー牛の制度 

    放牧経験牛が不足しており、組合員による増頭も考慮して、試験的に畜産関係者による１口   

１０万円の繁殖牛購入資金貸出し制度に取り組んでいる。現在１２名の方が資金提供し、５頭の妊 娠

牛を購入した。 

    組合員は５年後に借入金を返済し、オーナーには５年間で出資金に見合う農産物等特産品の送付、 

あるいは出資金の返済を行うことにしている。基本的にはオーナーにはボランティア精神での参加 

を期待している。 

 



(４ )  パ ネ ル デ ィ ス カ ッ シ ョ ン の 部  
 
● テ ー マ 「 放 牧 が 及 ぼ す 効 果 と そ の 普 及 に つ い て 」  

          
◆司 会      土肥 宏志 (独)農業・生物系特定産業技術研究機構 

近畿中国四国農業研究センター 
 
◇パネラー     姫 田  尚 農林水産省生産局畜産部 畜産振興課長 

           増田 淳子 ジャーナリスト 
           萬田 富治 北里大学教授 フィールドサイエンスセンター長 
           澤井 利幸 山口県畜産試験場育成業務課長 
           佐藤 忠吉 木次乳業相談役 
           佐丸 郁雄 富山県富山農業普及指導センター 園芸畜産課 
           岡田 講治 山口県長門農林事務所畜産部畜産振興課長 
           
土肥 それではパネルディスカッションを始めたいと思います。パネルディスカッション

は講演者の方と、新たにお二人が参加しました。農林水産省畜産振興課の姫田課長と、ジ

ャーナリストの増田先生です。お二人とも畜産全体、とくに姫田課長におかれましては畜

産行政、とくに草地整備推進室長をなさったこともあり、国内の放牧全体の行政、とくに

放牧や草地についてお詳しいという方であります。また増田先生におかれましては、NHK

をお辞めになった後は、明治大学の客員教授や農水省の各種委員会等の委員をなさってお

りまして、畜産農業全体、それから畜産、放牧、草地と、大変造詣の深い方でございます。

そこで新たに参加していただくということで、お二人からそれぞれ国の行政、またジャー

ナリストということであれば消費者ということにもなるのかもしれませんが、お二人の立

場で、今日のパネルディスカッションのテーマでございます「放牧が及ぼす効果とその普

及について」ということについて、ご提言いただければと考えております。まず姫田課長

からお願いいたします。 

姫田 姫田でございます。今日いろいろな発表をお聞きして、1 つは、多分平成の初めぐ

らいに日本型放牧というのを打ち出した時からの我々の思いなのですけれど、放牧に対す

る精神的なハードルを小さくしたいということがございます。今日の、とくに山口県、あ

るいは富山県から発表をいただいた水田放牧というのは、かなり放牧としてはハードルを

下げた取り組みだったのではないかと思っています。面的にはそれほど大きな面積にはな

らないけれど、その 1つ 1つの点的なものがそのうち線になり、面になっていただければ

いいので、非常にハードルの低い所からやっていただくのがよいと思っています。 

 どうも過去には、“放牧、かくないといけない”とか、“補助飼料をやってはいけない”

とか、“こういうことで有機でないといけない”とか、そういうことがかなりありました。

放牧というのはいわゆる畜産業からは距離感があるようなものになっていたのではないか



と思います。今日、萬田先生の発表の中に、“世界の農地の 4分の 1が放牧利用されている”

というようなご発表がありましたけれど、要するに放牧がもっと普通になってほしいとい

うのがございます。それと、日本の中に今 40 万 ha ぐらいの耕作放棄地面積がございます。

これは多分牛 1 頭で 1ha とすると、40 万頭繁殖牛が飼えます。日本の繁殖牛 60 万頭です

から 3 分の 2 を増やせて、100 万頭になるのではないかと、いい加減な計算をしておりま

すけれど。そのぐらいのまだ耕作放棄地だけでも保存量があるということです。これをや

はり私ども畜産で、とくに肉用牛の放牧を中心にやっていければと思っております。 

 一方で、萬田先生のお話にもあったように、“経済的にペイしないといけない”のではな

いかということです。要するに放牧というのは、宗教でも精神的な運動でも政治的な運動

でもまったくないわけなので、そこは 後に経済性が確実に確立されないといけないだろ

うということです。当然専業経営をやるのでしたら、少なくとも 800 万円から、できれば

1,000 万円と思っていますけど、所得を得られるような放牧というのをしっかりやってい

かないといけないと思うのです。今日は少し都府県スタイルになりましたけども、ご存じ

のように沖縄の黒島開発は、沖縄地域全体が活性化して、沖縄本島からだいぶ黒島の方に、

もう一度人が戻ってきているというようなこともございます。放牧にはそういうような力

があると思っていますし、それが経済活動にならないといけないと思っています。ですか

ら、集約放牧など、経済的に効果があって、それが持続するものでないといけないという

ことが基本だろうと。いろいろ、当然放牧というのを 1つのアピールの仕方として、自然

だとか、有機だとか、あるいは消費者にアピールするということも 1 つの考え方として大

切なことで、それ全体が畜産のイメージを上げることにはなります。ただ、いずれにして

も長いことやっていただくということになれば、絶対、経済的にペイするものが大事だろ

うと考えております。 
土肥 ありがとうございました。それでは増田先生、お願いいたします。 
増田 私は消費者であり、生活者である立場で思うことがあります。それは、どうも消費

者と畜産の生産者との間には強力な電流の通っている電牧柵か何かがあるのではないかと

いうぐらい隔たりがあると思います。つまり、消費者は畜産のことを知らないのです。何

よりも放牧と言いますと、どこへ行っても草地に牛がいるのだろうと簡単に思っています。

ところが出かけてみるとどこにも牛はいない。そのどこにも牛がいないというのは、私が

初に畜産問題に関わらせていただいた時に、春まだ浅い頃でしたが、北海道に行きまし

て、牛がいるだろうと思っていましたが、どこにもいなかったのです。それで、 近の数

字を見ますと、北海道でさえ放牧は 49％、都府県に至っては 1％、肉牛に至っては全体で

も 5％、まだそれほど自慢できる放牧の実態ではないです。2日前の農業の専門誌の中に、

前年比がかなり伸びて、2 倍近くなっているという嬉しい数字が出ていますので、これか

らは少し消費者も酪農牛だけではなくて、黒い牛やあかい牛も新幹線の車窓から見えるの

が日本の農村の風景に、当たり前になってくるだろうと期待しています。 



 ところで、少し酪農の話ばかりで恐縮なのですけれど、私たちはスーパーマーケットに

行きます。牛乳はいろいろな宣伝文句のちりばめられたパックに入って並んでいます。中

でも私が、こだわりがあってよく買わせていただいている放牧牛乳、というのがあります。

ところがやはりこれはかなり高いのです。ワンパック 270 円です。普通の消費者、家計を

預かっている主婦はつましいですから、安い方を買います。中には 168 円なんていうのも

ありますから、育ち盛りの子供に飲ませようと思うと、敢えて 270 円のパックに手を伸ば

すことはできないのですね。ところが、お父さんたちはどうでしょう。ビールを買いに行

きます。僕は“スーパードライ”にこだわるなとか、“一番搾り”がいいとか、 近は“秋

味”なんていうのを買っている人もいますけれど、平気でこだわりの銘柄のビールをお選

びになる。これは生活防衛 前線にある主婦と、ちょっと気楽なお父さんの立場の違いだ

ろうと思います。 

 それはまた言い換えてみますと、知らないからなのです。畜産を知らない、酪農を知ら

ない。これを知らせなきゃならないのです。ところがテレビを見ていますと、すごく素敵

なコマーシャルが沢山あります。ホルスタインがいっぱい遊んでいるのをバックにして、

牛乳の白いコップがぽんとある、大手牛乳メーカーのコマーシャルです。それから、 近

はアイスクリームのコマーシャルで、いっぱい牛が遊んでいる牧場で、とうとうそのホル

スタインの牛たちがボクシングを始める。それで、“○○アイスクリーム”と言う。そうい

うのを見慣れていますと、牧場に行けば、ホルスタインがああいうふうに一杯いるものだ

と思ってしまう。だから、スーパーマーケットに行って牛乳を選ぶ時に、有効な情報が頭

の中にインプットされていないから、何で選ぶかというと、値段で選んでしまう。とても

残念なことだと思うのです。 

 不況だと言いましても、消費者の懐というのは戦後のように貧しくはありません。ずい

ぶん豊かになりました。ところが、牛乳を選ぶときは値段で選んでしまうというのが残念

ながら現状だろうと思います。 

 それから肉牛は、私も黒い牛は牛舎の中で寝ているのしか見ていなかったので、先ほど

おっしゃった黒島で、初めて、肉牛の放牧を知りました。消費者は肉牛の姿も見ることが

少ない。これもとても残念なことだと思います。 

 ですから、初めて私が北海道に行かせていただいたときに、フリーストールの牛舎の、

これもどろどろの中にいる牛を見て、びっくり仰天しました。今だったら牛舎の労働力の

ことや、牛の習性、どこでも糞をしてしまうという、やはり困ったやつだなということや、

いろいろ思えるのですが、その時はなんてひどい環境で飼われているのだろうとしか思え

ませんでした。 

 それで、大事なことは食育だと思います。私は食育というのは、つまるところ農の教育

だと思っています。そしてこれから取り組んでいく食育の中で、畜産がどれだけ力を発揮

してくれるかというのが期待されるところです。 



土肥 どうもありがとうございました。姫田課長から経済的にペイしなければいけないと

いうような、畜産ですね、話がございました。集約放牧等に関してはその可能性があると

いうことだと思いますが、中山間地における移動放牧等については、後ほど少しお話をも

う一度伺えるか、あるいは他の方にお聞きしたいというふうに考えております。増田先生

の方からは、消費者はあまり畜産関係のことを知らないというか、畜産関係側の方からあ

まり情報を流していないのではないかというご指摘がございましたが、とりあえず、ひと

まずこの場でお二人のご意見、ご提案につきましては閉めさせていただきます。これまで

講演なさっていただきました方、それからいまお二方にご提案いただきましたが、これに

つきまして質問あるいはご意見等がありましたらお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。 
姫田 増田先生から食育の話をうかがったので、少しお話ししますと、いまテレビや週刊

誌を見ると、これを食べたら健康になるというものがいっぱいあります。はっきり言って

全部ウソです。食べ物で、これを食べたら健康になるという食品は存在しません。そうで

あれば医薬品です。病気が治るとかそういうようなもの。がんが治るなんて絶対ウソです

し、いろいろなものが良くなるというのも全部ウソだと思っています。むしろこれを食べ

ないと病気になるという食品はいっぱいあります。その中の 大のものが牛乳です。これ

を食べないと病気になる、骨粗鬆症になる、いろいろな病気が出てくる。それは牛乳です

とか、あるいは畜産物を食べないと、当然子供は大きくなれませんし、そういう、食べな

いと病気になるものはあります。 

 ですから、これを食べて元気になるというようなことをすぐ信じてしまう状態が、今の

日本の国民であり、世界中多分いろいろなところでそういうことだと思います。それをや

はり科学的に、そうじゃないのだよねということがわかる、国民 1人 1人がわかるという

ことが非常に食育の大切な基本です。そのためには科学的な知識も必要ですけども、やは

り増田さんがおっしゃったように、農が、それぞれの食べ物がどんなふうにできてくるの

かなということ。そして僕ら子供の時からよく言われていましたけれど、お百姓さんがど

うやって作ったのかと、お米を大切にしろと言われたのと同じように、牛乳だの畜産物と

いうのは動物が命を捧げてくれた食べ物だという、それをしっかり知っていくということ。

そういうこと全体が食育だろうと思っています。そして、命を育んでいく教育なのだろう

と思っています。 

 ついでに、せっかくこれだけ人が集まっている中でもう 1つ言っておきたいのですが、

今、ＣＬＡ（共役リノール酸）の話とかいろいろありました。萬田先生からいろいろなお

話がありましたけれど、なかなかこう、それぞれについてパンチ力がある話ではないと思

っているのです。イソフラボンの問題なんて、今テレビやインターネットを見ると、イソ

フラボンがどんなに良いかといっぱい書いてありますけれども、これ、イソフラボンって

発がん物質のエストロジェンと同じものですから、発がん物質の可能性もありますし、い



わゆる女性ホルモンと同じものですので、内分泌かく乱物質で、そして不妊になりやすい

とか、いろんな、いっぱい弊害がございます。だから食べ物というのはそういう面で、た

くさん摂りすぎたらだめなものだということが理解できるような教育というのも食育かな

と思っています。 

 そうすると、牛乳なんかもどうやって作られるのか、そしてどんなふうに作られた牛乳

が美味しいのか。やはり自然の中で絞られた牛乳というのは、それは多分本当に美味しい

かどうかは別にして、きっとおいしいそうな気がするだろうと。それが 1つの放牧のＰＲ

効果にもなるのかなと思っています。放牧が、先ほど萬田先生がおっしゃったように、日

本中の全部の牛が放牧できるわけではないけれどもとおっしゃったのですが、放牧が国民

の目に触れるということが畜産業に対しても非常にＰＲになるんではないかと。そして、

わが国の畜産の応援団になるのではないかということを期待しています。 

 それから、私、儲かる放牧をと言ったのですけれども。これは集約放牧だけじゃなくて、

移動放牧でも、1つ 1つの農家や地域が複合経営の中で、現金収入が得られる手段として、

それは儲かる農業の 1つだと思っています。それに文句を言っているわけではなくてです

ね。1 つはその中で、今はおんぶに抱っこでだいぶ県が頑張っておられますけれど、それ

が早く離陸できるといいなあということを思っています。ただ、その中でレンタカウとか

で非常に放牧に踏み切る、障壁を小さくされている努力というのは、すごく素晴らしいな

と思っている次第です。 

土肥 先ほどの経済的な効果ということで、私も姫田課長のおっしゃるとおりだと思うの

です。山口県なり、富山県において、保全の効果と鳥獣害の防止効果等もあるということ

なのです。その経済的な面に関してはどのような取り組みと言ってはおかしいのですが、

そこに関してある程度でも経済的になるような取り組みみたいなことは考えておられるの

でしょうか。 
澤井 この放牧を経営に採り入れることによって、どれだけコストが削減できるかという

ことですか。 
土肥 コストが削減できるということでもいいかと思うのですが、そういうような考え方

を移動放牧の中にある程度取り入れるということは可能なのでしょうか。 
澤井 単純に 30 頭規模のところに放牧なりを採り入れた場合の飼料費の削減というので

答えるならば、1 頭あたりの購入乾草９キロ、キロ 28 円の餌をやって、濃厚飼料２キロ、

キロ 36 円の餌をやったこの購入飼料が、すべて未利用資源で今まであった雑草を食べるこ

とによって、1 日あたり 324 円の餌代が削減できるという試算はしたことがあります。ま

た、労働費におきましてもだいたい 30 頭規模で放牧前と放牧を採り入れた後の労働時間を

1頭あたり 36％程度の軽減ができたという試算を報告しております。 
土肥 ある程度複合経営的な考え方というのは成り立たないのですかね。移動放牧だけと

いうことではなくて、他の作物をやりながら、なおかつその３頭なりの移動放牧をやって



いくと。 

小山 畜産草地研究所の小山です。その点については前に、いま土肥部長のいらっしゃる

ところで、千田さんが、大田市のところで 3軒ほどの複合経営の農家の、要するに小規模

移動放牧で、当時は耕作放棄地放牧、棚田放牧と言いましたが、それを入れた時に、どれ

ぐらい労働時間が短縮されて、餌代が短縮されて、それでトータルとしてどの儲かるかと

いうような試算をしています。それは近畿農研のホームページの中の放牧マニュアルの中

に載っていると思いますから、詳しいことは見ていただければ。そこで出てきたのは、確

か水稲を作るよりも、牛を入れたほうが全体の収益性が高くなる。そういうようなデータ

だったと思います。 

土肥 佐丸さんのところだったと思うのですけれども、稲作農家が新規参入されたという

事例がありましたが。 
佐丸 それは今まで稲作だけだったのですけれども、氷見市というところなのですが、新

たに牛を県の試験場のほうから購入されて、普及センターの指導で始められたという例が

あります。やはり非常に米の価格がいま下落しているという中で、肉牛、特に繁殖和牛と

いうものを耕種農家さんが採り入れることのメリットというのは、非常に大きいような気

がします。いま、私の立山町でも考えているのは、ある生産組合さんで牛を借りるなり、

飼うなりしていただければ、転作の問題、転作とは今言いませんけれども、産地づくりの

問題と、その副収入を得るという、その両方の課題の解決がいっぺんにできるのではない

かなと思います。ですから、その牛を飼うということのハードルは少し高いのですけれど、

ぜひそういうような形態を今後何か作っていけないかと思います。それから畜産農家にし

ても、柏組合長さんのところなのですけれど、やはり放牧を一旦してしまうと非常に労力

がかからないものですから、もともとの畜産農家の規模拡大に、非常に放牧というのはメ

リットがある。それから糞出しとか、そういうことがなくなりますし、放牧してしまうと、

冬場の糞だけ始末を考えればいいということになりますので、誰でもできるようになる、

というようなメリットがあります。 

土肥 経済的なという、難しいところに入ってしまったのですが。まず 初に、今日のテ

ーマ、“放牧が及ぼす効果とその普及について”ということにつきまして、各立場というか、

大学なら大学、独立行政法人なら独立行政法人の取り組みの現状みたいなものについてお

伺いしたいと思うのです。独法におきましては放牧の研究は昔からそれほど勢力が大きい

というわけではないのですが、継続して研究が行われてきておりまして。 近では、あま

りまずいかどうかはわからないのですけれども、放牧による食肉の品質の変化等の研究、

機能性というような研究も始められているといったような状況になっています。そこで大

学におきまして放牧の研究、または放牧の及ぼす効果みたいなものについての研究という

のは、北里大学では大変盛んにされているというのはご発表でわかるのですが。ほかは、

日本全体についてはどんなものなのでしょうか。 



萬田 その前に、いま論議があった中山間地域の和牛振興についてから意見を述べさせて

頂きます。農家が放牧を導入する理由は次の通り明確です。農家にとって放牧は放棄農林

地の管理と牛の飼養管理が楽になり、子牛の販売収入も他作物に比べて大きいことです。

それと、農家ばかりではなく地域にとっては放牧による放棄農林地の保全的管理が出来る

こと、この二つが大きな理由でしょう。 

 ですから、コメントがありました放牧導入による経済効果は、個別農家にとって所得の

大きさだけではなく、地域全体としての経済的波及効果を評価する必要があると思います。

したがって、放牧は小規模頭数であってもいいし、大規模頭数ももちろんあっていいし、

そういう地域資源利用や地域社会の活性化のための和牛放牧という位置づけが大切ではな

いでしょうか。 

 また、放牧の効果は、事例発表でも報告がありましたが、放牧導入は地域のいろんな関

係機関の連携・協力により、取り組まれております。つまり、農家、家畜保健衛生所、普

及センター、試験場、役場など地域の関係組織が有機的な連携のもとに取り組むことが、

荒廃農林地の土地保全をはじめ、農家経営の活性化、高齢者の生き甲斐や地域交流まで、

たくさんの波及効果があることです。また、放牧は一定の面積が必要ですから、土地集積

をはじめ地権者との権利調整等が必要です。この取り組みは零細的土地所有から担い手に

よる地域的土地利用まで、これまで中山間地域農業の取り組みの遅れていたこととして、

今後の農業振興を考えた場合、このような取り組みは非常に大切であると思います。この

経験の蓄積はこれからの地域振興にとって大きな力を発揮するでしょう。放牧は中山間地

域の国土保全や棚田保全に貢献し、地域住民の理解のもとに取り組まれていという荒廃農

林地における放牧の先進事例は、本来あるべき姿の畜産の出発点として位置づけられます。 

 しかし、只今の放牧の姿は終着点ではありません。出発点です。この後、放牧をどのよ

うに展開するのか。現在の放牧は子牛生産段階でとどまっています。やはり消費者の立場

からみれば、さっき程の増田さんのコメントでスーパーの例もありましたが、消費者は食

材である牛肉を見たいのですよ。しかし、放牧で育成された牛もやはり肥育したら高級肉、

霜降り肉なのかと。放牧でも霜降り肉を消費者が求めているのかどうか。放牧や粗飼料主

体を始め地域資源を利用して生産した牛肉の品質まで追究しないと、放牧は消費者にとっ

て身近のものにはならないと思います。そういう意味で放牧はやっと出発点に立ったと思

います。これで日本の畜産も世界では当たり前の畜産を歩み始めたというふうに思います。

さて座長からの質問、大学等における研究はどうなっているのかということですが。残念

ながら、さっきの食育・農育も含めて、大学の教育はほとんど全体の生産システムをやる

教育・研究体制は弱体化しています。ご存じのとおり、平成１６年４月から国立大学は大

学法人に移行して、農学部の農場、牧場は再編・縮小が進行しています。学生の志望動機

は動物が好きだからが多く、畜産だとか食糧生産を考えて進学してくる学生は少数派です。

そういう状況ですから、学生たちに畜産、農業の大切さをどのように教育するのか。今の



教育制度、これは農業高校も含めてですがどのような体制に再編するのか、早急に取り組

むことが大切です。若者達の人材養成に真剣に取り組まないと、農業生産のあり方や先進

的な実践例を消費者に提示し、理解して頂くことは難しいと思います。 

 比較的食料の安全性や生産地をこだわる生協の組合員でも牛肉トレーサビリティのこと

を知っている人は少ないです。畜産関係者では常識ですが。これが消費者の現状です。で

すから消費者や国民ともっと交流しながら、われわれの現状を知っていただく、これが大

事ではないでしょうか。 

 大学の研究は外部評価が厳しくなり、研究はすぐ成果が出る短期決戦型あるいは予算が

獲得し易いトピックス型のテーマを追っています。その例として牛肉にサシを入れるため

にビタミンＡ欠の研究がかなり行われました。これは牛肉が高く売れ、農家経済をうるお

すからです。研究予算もつきました。しかし、短期間のうちに消費者は健康に関心を高め

ています。いずれ、そのような生産方式の霜降り肉についても大きく関心を示すようにな

るでしょう。 近、放牧畜産物の機能性成分の研究などが始まっています。これはこれで

大切な分野と思います。私たちは放牧牛肉の機能性成分を提示したアンケートを行いまし

たが、その結果からは、機能性成分の消費者への情報提供は有効ですが、まず一番に大切

なことは安全で美味しい畜産物を安全な生産方式で、生産していること、これを消費者は

第一に評価してくれるのですよ。その上で、放牧畜産物には機能性成分が増加することを

情報として提供するとさらに購買意志を示す方が増えます。畜産物の機能性成分の情報は

有効です。しかし、家畜にとっての生理的存在意義は？家畜にとって免疫力が増強される

とかですね。放牧畜産物を食べた人が健康になるかどうかは別として、家畜にとっての機

能性成分の存在意義の研究をもっと行う必要があります。まだそこまでは研究はすすんで

おりません。 

 大学の研究は遺伝子レベルの研究や環境にシフトしています。このような研究も大事で

すが、やはり食べ物と人の健康、食品としての安全性の研究をもっと取り組むことが大切

です。そのためには医学、医療領域と連携した、そういう共同研究体制を大学や研究期間

で構築することが必要です。私どもの大学は医療系の学部が多いものですから、全学的な

取り組みとして農・医連携の推進が始まっています。その具体例として、放牧牛肉の大学

病院患者食への提供を始めました。また、機能性成分の抽出・精製・評価研究を開始し、

疾患モデル動物試験、臨床試験などを行う予定にしております。このような研究をすすめ

ることにより、放牧畜産物の人の健康との分野で科学的なデータを集めて、それこそ姫田

課長から、なんでもかんでも体にいいなんて、あんなのウソだということを言われないよ

うに、きちっと疫学的な調査でいいですから結果を示すことが課せられた使命だと思いま

す。 

 それから、放牧畜産物の販売にとって大切なことはマーケティングです。安全で美味し

い畜産物を、どうやって有利に販売していくか。従来の販売ルートだけではなくて、もっ



と良い販売方法を追究すること。これは生産者だけでの取り組みでは達成出来ません。そ

れこそ、放牧普及で見られた関係機関の密接な連携協力の経験を生かして、経営分野の方

にも参加頂き、われわれ関係者が力を合わせて、知恵を出して、マーケティングに取り組

むことが大事ではないでしょうか。 

 放牧による畜産物生産は大量生産は出来ません。舎飼に比べて省力的ですが、出荷まで

時間がかかります。牛に穀物飼料を給与すれば乳量が増える、肉牛は短期間で増体し、牛

肉にサシが入る、これまでこういう技術を追究してきました。しかし、放牧技術の開発は

物質循環が基本ですから、それこそ、土地・草（地域資源も含める）・牛・人の適切な循環

を図りながら研究をすすめることになります。当然、成果が出るためには牛も人も慣れな

いといけない。時間もかかる。さらに技術普及のためには放牧アドバイザーも必要になっ

てくる。ですから、われわれの頭の中も従来型の畜産研究で染みついた考えを大幅に切り

替えて頂かないと、うまく放牧技術の開発や普及もすすまないと思います。大学での研究

紹介になりませんでしたが、少し辛口になりました。 

土肥 どうもありがとうございます。大変貴重なご意見をいただいたかというふうに思っ

ております。それでは乳業メーカーと言っていいのかちょっと迷っているのですけど、木

次乳業の佐藤先生にお聞きしたいのです。乳業メーカーでの放牧についての現状の考え方、

また木次乳業でブラウンスイスを使って、パスチャライズ牛乳というのを作ったわけです

が、当時、消費者の間にも安全・安心ということに関してはいまほど関心があったわけで

はないんじゃないかと思うんです。それでもなおかつそういうものが普及していった主要

な要因といったものはどこらへんにございますのでしょうか。 

佐藤 私はメーカーのように言われましたけれども、たかだか従業員 50 人ぐらいの小さ

な会社です。私、話の中で長々と大正時代からの話をしました。今、われわれを含めて農

民の農村では、将来、10 年先どうなるか、どういう村づくりを望むか、農民としてどうい

う農民になりたいかという目標というか、姿が見えないわけですね。そういうことを今、

有機農業みたいなことをぱらんぱらんとやる中で、それはおかしいんじゃないかと。とに

かく生産の場にある者は消費者の情報のない中で、われわれが十分に 10 年先のことを考え

て、準備して待つ。これが教育じゃないかと。これが生産者の本当のことじゃないかとい

うことで、いろいろな方策をしました。 

 それは大きなリスクもありますし、失敗もありましたけれども、そういう中で結論とし

ては、まず生産する農民が健康であるべきである。それにはどういうものを食べるか。そ

れを消費者に、その延長線に置けばいいのではないかということで、いろいろと取り組ん

できたのがいまの現状です。そういうことで、山地酪農というものがいかに農民が楽しく

経済活動ができるかということが大きかったと思います。今 30ha の中で実際に使っている

ところは 20ha にもなりませんけれど、そこで約 30 から 40 頭の牛を放牧して、障害者との

関係もございますので、夜は舎に入れますけれども、牛がものすごくおとなしくなる。ま



た管理する人の人柄が変わってまいります。事実、土づくりやパスチャライズ牛乳を開発

する中でわかったことは、夫婦喧嘩をした農家の牛乳は飲めたものではございません。そ

れほど牛というものは感情豊かなものです。だから、そういう意味で放牧することによっ

て自然界に戻って、自然の中で自己防衛能力を与えられたのか、ストレスがなくなったの

か、とにもかくにも全然内容が違ってまいりました。エメンタールチーズは日本ではおそ

らく乳質の関係、技術的な問題でできないだろうと言われたのを、いろいろやってみまし

て、 後はそうした放牧牛のお乳を使って 1990 年に完成させたわけです。それほど、目に

見えないところで効果がございます。 

 また、働く者自体が楽しいわけですね。そのことが私は 1番大事ではないかと。また、

そういうことをやりますと、だんだんだんだん欲が出て、もっと他の物もいいものがある

んじゃないかということで、いろんなことに手を出して、 初に言いましたようにすべて

充足するわけです。そのことを今度は消費者がきて、うちのものが良いとか悪いとかじゃ

なしに、いわゆる 20 年、30 年どころじゃない、半世紀我慢した甲斐がようやくいま出つ

つございます。そういうことでございます。 
土肥 どうもありがとうございました。それでは次に、各県におきまして耕作放棄地の放

牧は、富山、山口で取り組んでいるところでございますが、たぶん近県においても取り組

みが弱い県があるのではないかと思うのです。なぜ、ある県が取り組みが弱く、富山、山

口において、とくに山口においてはその取り組みが強くなされたのかといったようなとこ

ろがどういうところにあるのか、現状を含めて教えていただければというふうに思ってい

ます。 
岡田 理由がどういうことかということは、結果がどうかということだろうと思うのです。

山口県、とくに油谷の場合は米の生産調整が昭和 40 年代の後半からだったと思うのですが、

始まりました。その中で、今日もスライドでお見せしましたように、非常に急峻で、そし

て 1枚の水田が非常に小さい。そういう中で高齢化していくと、牛は当然、それまでは肉

用牛というのではなくて、労働力としてどこの農村にも、日本の中では家族の一員・労働

力として位置づけられておったわけですが、それが肉用牛という見方になってきて、ああ

いう非常に不便な土地柄ですから、もう高齢化してきた中で管理が大変です。土地も空い

ているし牛を放そうというのが、実は昭和 50 年代に、先ほどお見せしました棚田百選の、

あの地から始まったわけです。それを県として、あの当初はそういう中でも頭数が少ない

中での放牧だったから、とくに糞が流れたとか、大きな反対運動とかいうのもなかったの

だろうし、また始められた方が非常に人間性があるといいますか、地域の人から理解され

る方だったからか、というふうには思いますけれども、とくに反対はなかったのです。そ

ういう中で平成元年ごろから県の事業として取り組んでみようというのが出てきまして、

その時には結構、下流の地域住民の方からの反対もずいぶんあったように聞いております。

それを説得する調整等も大変だったというふうに聞いております。そういう中で、数が増



えていって、そして、“何でもないね”と、“牛も怖くないね”、“あまり汚れも目立たない

ね”とか、そういう情報といいますか、モデル的なところが蓄積されていった中で、だん

だん理解いただいて、さらに広がっていきました。 

 とくに一気にぐっと拡大していったのが、平成 8年ごろのソーラーパネル、電気牧柵、

そして殺ダニ剤、この 3 つが非常に水田放牧なり耕作放棄地放牧への取り組みが容易にな

った要因です。移動放牧ですけれど、簡易な放牧 3点セットができて、一気に広がってき

たということだろうと思います。 

 だから、新しく始めるにあたりましては、とくに環境問題というのが非常に、ハエも出

ますし、糞も出しますので、水質汚染とかいろいろな面で住民の方に納得していただける

ような説明の仕方というのが大変難しいのではないかと思います。山口県はそのへんがモ

デル的なところがあって、それが拡大していったということだろうと思います。 

土肥 富山県の場合は。 
佐丸 先ほども申しましたけれども、やはり富山県では初めての事例ということで、今ま

で水田で放牧をしているというものを誰も見たことがなかったのです。その心理的なこと

が 1番大きかったわけです。富山県は水稲、水田を大事にする県ですから、水田は自分の

財産という捉え方をしていました。そこで牛を放すということに対して、こんな獣を放し

てもらっては困るというような、そういう意識がありました。放牧を実際に始めるにあた

って、いろいろ地域の住民の方、地権者の方にご説明した時に、なにしろ 1回放させてく

れというような入り方を 1つはしていきました。あくまでも、今回単年度やって、もし結

果が出なければ、もう 15 年度以降はやらなくて結構ですと。なにしろ 1回チャンスをくれ

という言い方で入っていったのです。 

 それからもう 1つは、立山町が主体的に関わっていただけたということで、何か問題が

あったら町と普及センターが責任をもって対応すると。要は行政が中に入ることで、後の

トラブルがきちんと解決できるという安心感というものがあったと思うのですね。そうい

う約束をして、何かあればすぐに町なり県なりが主導して、普及センターが主導して、牛

もすぐに引き揚げるというような条件で、なにしろ放させてくれと。 

 結果、いま言われましたように、放牧の機材とか非常に性能が上がっていまして、昔の

ようなことはなくて、安心して放牧できる技術というのはもう確立しているのですから、

あとは心理的な壁をどうやって乗り越えるかということが重要になってきます。 
土肥 いま大学と県の現状などをお話しいただいたのですが、これを踏まえまして、消費

者としてどのような面で放牧の畜産物について期待するのか。また先ほどの畜産関係につ

いて情報があまり流れてこないといった問題も含めまして、増田先生のほうからお願いし

ます。 
増田 先ほど、私は消費者と生産者の間では、電牧柵があるぐらい隔たりがあるというふ

うに申しましたけれども、なかなか消費者の見た目というのでしょうか、拙い感想とか、



見たときの印象というのを生産者にお伝えしても、“何を馬鹿なこと言っているの、だから

消費者って困るんだよね”というふうに言われがちなのです。こんな汚い言葉ではなくて、

“そうはおっしゃいましてもね”と、優しげにおっしゃるけれども、多分その態度から、

“消費者って何もわかってないのね、生産者の苦労”というふうに言われているような気

がしてならないことがあります。 

 先日も福島県下に消費者の立場の女性 3人、私を入れて 4人で見学に伺いました。肉牛

でした。Ｆ1 の育成から肥育までをやってらっしゃる。私は多少見せていただいている回

数が多いものですから、先ほど言いましたように、 初別海で驚いた時のように驚きませ

んでした。錚々たる女性ですけれど、“牛って汚いところで飼われているのねえ”と言いま

した。さすが生産者の方には気を遣って、直接には聞こえませんでしたけれども、思わず

言った感想がそうでした。どうして牛がこういうふうに飼われているかということを知ら

ないからなのですね。それはやはり知らせる努力をする必要があると思います。 

 それから放牧地をいろいろな機会に見せていただきます。耕作放棄地、昨日も開拓地の

放牧を見せていただきましたけれど、私など素人の目には日陰が少ないというのはとても

気になりました。牛は寒いところには強いけれど日差しには弱いと聞いております。８月

の 初から始めたと言ってらっしゃいましたけれど、畳 3 畳ぐらいのテントが張ってある

だけでしたから、あれではちょっと牛にはつらいのではないかと。これも、“消費者は勝手

だね”と言うより前に、“あぁ、そういうことを見る人もいるんだな”というところで、少

し立ち止まってほしいなと思います。 

 それから福島の桑畑の放牧を見せていただいた時に、水飲み場の水に手をつけてみたら、

もうほとんど 40 度ぐらいのお風呂のような熱さでした。あれも牛にはつらいのではないか

と思いましたけれども、生産者はあまり気にしてらっしゃらなかったというのが私には気

になったことです。 

 いま、ヨーロッパから来た考え方がいろいろ広がってきているのだと思うのですけれど、

家畜福祉という視点というのを忘れてはいけない、これは自然な時代の流れだというふう

に思います。その中に放牧というのは良い方向にもっていく考え方として、もちろん、経

済性とか生産性とかいろいろあります。ですけれども、家畜福祉の視点というのを大事に

する意味でも、放牧というのは大変大きい、大切な役割だと思っております。 

 経済動物ですから、つないで、お尻のところに糞を落とすときに一定の所に落ちるよう

に、カウセンサーまで張り巡らされてという、ああいう飼い方というのはどうなのでしょ

うか。経済動物だから管理する、ではなくて、やはり家畜をサポートしていくというのが

これからの畜産の方向ではないかというふうに、私なりに考えています。 

 そこで、思ったのですが、これはやはり子育てと同じだと思うのですね。牛を育てるの

も子供を育てるのも同じで、今日事例でいっぱい聞かせていただきましたけれども、経験

牛を一緒に入れるとか、柵を張るにも外側に鉄条網まで入れたりする気遣いとか、それか



ら崖からうっかり滑って転んでしまう牛が出ないというふうに指導するとかいう気遣い、

放牧というのはものすごく手のかかることだということが、素人なりに私にもよくわかり

ました。 

 ここでお願いしたいのは、今日ここにお集まりの方の中には行政のご関係の方、直接担

当の方やら、その関係機関の方もいっぱいおられるというふうに名簿で拝見いたしました。

どうかお帰りになったらば、必ず実践の第一歩を進めていただきたい。 “いい事例聞いた

ね”でお帰りになって、報告書を書いて終わりでは困るのです。どうか実践してください。

ようやく足が地に着いたという感想は、私も放牧サミット、たまたま機会を頂戴したもの

でこれで３回出させていただいています。今年、山口県で初めて、“あぁ、放牧というのは

日本の農業のために、これからものすごく大事な位置づけになるんだ”と実感いたしまし

た。さらなる発展のためには今日お集まりになった三百数十人の方たちの実行力によると

ころが大きいと思います。 

 私自身は牛 1頭も飼ったことがなく、外側から見て、乱暴なことを言っているというふ

うに思われるかもしれませんけれど、素人の発言というのも役に立つことがあるというふ

うに思っております。ですから、これは皆さんへのお願いでもございます。よろしくお願

いします。 

土肥 今後の放牧の展開というような話に、家畜福祉等を含めて、なってきていると思う

のです。先ほどの萬田先生のお話の中で、いまが始まりなのだと、とくに肉用牛に関して

はやっと繁殖牛の放牧が始まった。今後肥育等の放牧が本当に黒毛和種についてできるの

かどうか。それとも適正な品種に変えるのか。そういうことも含めて、また政策的な面に

ついても、今後の放牧をどうやっていくのかといったような点でご意見等がございました

ら、パネラーの方どなたでも結構ですので、お願いしたいと思います。 
姫田 まず、富山と山口の事例を今日は聞いたわけなのですけれど、1 つはやはり山口が

ずっとやってこられた先進的な取り組みというのが、長い間どちらかというとなかなか花

開かなくて、小さくやってこられたのが、おっしゃったように平成 8 年ぐらいからぐっと

開いてこられたという先進的な取り組みを今日は聞かせていただいて、その中にいろいろ

な努力があったと思っています。 

 むしろ今日、その中で、コーディネーターの方から、“できる県とできない県とあるけれ

ど”という話があったのを、富山県は今取り組み始められたところなんですけれど、多分

日本の中でも 1番取り組みが難しい県ではないかと思います。というのは、ほとんど家畜

がいない県であって、周りのいわゆる畜産に対する理解度も 1番低いところだろうと、北

陸 4県は 1番厳しいのではないかと思っています。そこでこれだけ頑張れたのだから、皆

さん帰ったらもう少し環境は良いはずなので、やってくださいというのを言いたかったの

が 1つです。 

 それとこの後、立山町はいいけれども、これを県全体でどうやって展開できるのかとい



うことをまた考えていただければ、あるいはご意見があれば教えていただきたいなと思っ

ております。 

 私ども、今回、この放牧サミットもそうなのですけれども、そういうやっておられると

ころ、あまりトップばかり取り上げると距離感があるなということがあるので、今頑張っ

ておられて、自分のところと同じぐらいのところも見ていただいて、それで、その中でや

って帰れればいいはずです。富山ができたのだったらほかの県でも絶対できますよ。富山

よりはるかに肉用牛農家はいるはずなのです。ですから、そういう意味ではすごく富山は

頑張られたなという感じで思っております。ぜひお持ち帰りになって、さっき増田さんが

おっしゃったように、とりあえず連休ですので、連休が明けたらすぐ動いていただきたい

なと思っております。 

 家畜福祉の話ですけれども、私どもも今、どちらかというと勉強中の状態でございます。

これから、いずれにしても避けて通れないと言うとすごく消極的な感じになりますけれど、

しっかりと考えていかないといけないと思っています。当然、放牧というのは家畜福祉の

上では非常に良いです。私ども、この間もＯＢと話をしている時に、“そういえば放牧どこ

ろかパドックもなくなったよね”という話がありまして、肉用牛経営という、パドックが

だいぶ失われてきており、本当に消費者が見たらびっくりするような、閉じこめたままの

状態での経営というのがたくさん出てきて、とくに肉用牛系で出てきていることは確かで

す。あるいは、せっかくフリーストールにしてあっても、本当にフリーストールだけで、

外に運動場、パドックがないような状態もあるのです。そういうことからも、消費者の視

点というのは、ある意味では家畜の生き物からの視点かもしれませんので、そういう話を

しっかり聞いていかないといけないなと思っています。僕らも、この間滋賀へ行った時に、

同じような気持ちになりました。確かに日陰林がないのですね。木 1 本の問題でうんと違

うと思うのですけれども。そういう意味で、今日見せていただいた写真なんかはもともと

木が生えている所だったから、たくさん日陰林があったな、と思いながら私も見ていたの

です。やはりテントというよりは木 1本の問題なのだろうという気がしております。 

 いずれにしても放牧は、いろいろな放牧があります。“日本型放牧とは何ぞや”というの

は、実は定義がないというのが本当のところでございます。あらゆるスタイルの放牧が放

牧だと思っています。ですから、“こうでないと駄目”というのは、行政としては言う気は

まったくないということす。すべてのスタイルの放牧を、どういう形かで、それぞれの地

域でそれぞれのメリットを出していただいて、やっていただくというのが日本型放牧とい

うものでございます。 

土肥 萬田先生、いかがでございましょうか。今後の展開、とくにこの地域における肉用

牛についてお願いします。 
萬田 先ほど、和牛放牧を取り組む理由として２点を挙げました。農家にとって放牧は放

棄農林地の管理と牛の飼養管理が楽になり、子牛の販売収入も他作物に比べて大きいこと



です。それと、農家ばかりではなく地域にとって放牧による放棄農林地の保全的管理が出

来ることです。また、本日の事例発表で放牧の推進のためには農家を支援する地域の関係

機関の役割が非常に大切であることも明らかになりました。これらにもうひとつ付け加え

たいことは、放牧は農家の経営だけでなく、公益性が高い技術であることです。たとえば

国土保全や景観創出など、場合によっては多面的機能の発揮などが挙げられます。このよ

うな放牧のもたらす公益性についてきちんと評価し、中山間地域の振興が図られることを

もっとアピールしていくことが必要であることを付け加えさせていただきます。 

 先ほどの動物福祉の話は、消費者に対して放牧は良いアピールになると思います。EU は

動物福祉について政策課題として取り組んでいますが、日本の場合は動物福祉よりは、食

べ物の安全性に消費者の関心が注がれています。これが大きく違うところです。ですから、

これからは動物福祉のことも視野にいれつつ、当面は放牧などの推進により畜産物の安全

性を確保する取り組みの強化が大切であると思います。 

それから、本日の事例発表は棚田放牧、水田放牧が中心でしたが、当然、林間放牧、あ

るいは海との共生、魚付き林は気仙沼から始まった運動ですけれども、漁業との共生など

についても関心を払う必要があります。このように適度な放牧の波及効果は非常に幅広く、

国土保全につながっていくということで、もっともっといろいろな地域で、いろんな方法

での取り組みが期待できます。 

 放牧技術はやる気さえあれば誰でも取り組めます。便利な電牧もありますし、ピロ予防

用のバイチコールもあります。放牧衛生は家畜保健衛生所が支援してくれます。あとは、

農家が意欲をもち、各関係機関の組織的支援のもとに取り組むことになります。放牧の導

入に際して、農家が対応しにくい課題は特に土地集積と地権者の権利調整です。耕種農家

を始め、住民の理解が必要です。放牧技術は高泌乳牛を飼うようなきめ細かい飼養管理技

術は必要ではありません。野草や、竹林でも、放牧経験牛は立派に適応し、子牛を生産す

ることが可能です、和牛の繁殖雌牛の放牧はそんなに難しいことではありません。要は農

家が放牧をやる気になって、それを関係者がどう支援していくか。その一つ一つの事例を

大切にして地域的な広がりまで取り組むことではないかと思っています。 

 とにかく「案ずるよりは産むが易し」一歩踏み出すことが大切です。そして、牛の力を

信頼する、牛に任せる。これが 1番だと思います。少し補足させていただきました。 

土肥 それでは、放牧について課題はいろいろありますが、どれがいい放牧なんだとあま

り固定的な観念を持たずに、柔軟に対応していくというのが 終的な話なのかなという気

がいたしました。時間が来ましたのでこれでおしまいにさせていただきます。皆様には長

い間おつきあいいただきまして、誠にありがとうございました。 

 
 
 



（５）　現地検討会の概要

牧場名由来の千人塚

　千人塚放牧場
管理人　篠田さん

千　人　塚　放　牧　場

　　・耕種農家の組合が畜産農家から牛を借りて放牧（農地管理）

　　・産地作り交付金は利用組合（地権者）に交付（耕畜連携推進対策も）

　　・放牧施設は県が無料で貸付

　　・畜産農家は放牧牛の貸出料金を受領

　　・牛のいる風景に住民が好感
　　・地域との信頼関係築いて放牧拡大

・水田１７haのうち、５haで放牧を実施。参加耕種農家は２１
戸。放牧牛は地元畜産農家から借り受け。転作助成金も有
効に活用。
・地域住民の理解協力により、脱柵時などスムーズな連絡
を構築。
・放牧管理の後継者作りと夏作牧草の品種選定が課題。



千人塚放牧利用組合 　産地づくり交付金
　・水田農業構造改革交付金
　　　　　４０，０００円/10a
 ・耕畜連携推進対策（水田放牧）
　　　　　１３，０００円/10a
 ・中山間地域等直接支払い（該当な
し）

　　・放牧対象地目：水田
　　・放牧利用面積：５．２６ha
　　・参加農家：２１戸（耕種農
家）

交付金

・放牧牛利用料金
１，０００円/１頭／１年間

　

　　・放牧牛提供畜産農家　１戸
　　・飼養頭数　３５　頭牛の利用料金

　　　放牧 放牧牛飼養農家群

放牧施設
・電気牧柵
・水飲施設

貸
付

県が無料貸出
（２０万円相当）
（※自己施設整備後は返却

２頭で
１セット 簡易電牧・

水飲施設
どこにでも、
簡単に、移
動できる。



・獣害で収穫ゼロのため耕作放棄された水田を活用
・草生が安定したシバ草地を形成

　　・１戸の農家が、放牧中心に３０頭を飼養管理
　　・放牧地面積は２．５ｈａで、全て借地
　　・ヘクタール当たり５頭の放牧圧により、ノシバ優先の放牧地を造成
　　・４牧区をローテ-ション利用
　　・シバ草地は１５年目だが、１０年目ごろから植生が安定

奥　畑　放　牧　場

　【放牧施設】
・電気牧柵（電牧器、
電牧柵、電牧線）
・牛舎（２３０㎡）
・飼料庫（６４㎡）



牛の像がある管理人の自宅

シバ草地
（植生安定後１０年目）

　・地域の耕作者から農地管理の依頼を受けて放牧利用
　・農地管理料と地代は相殺（借地料・管理料なし）
　・県単事業により放牧施設を整備

（草　種）
・バーミューダ、ノシバ
冬季にはトールフェスク、野草

水飲場（沢）

牛舎内
の子牛

豊富な水量



山　本　放　牧　場

　・棚田の保全を念頭に、１３年度
から放牧開始。

　・畜産農家３戸が１．７haを共同
利用、３～５頭を放牧。

　・繁殖雌牛は周年放牧され、分
娩も放牧地で行い、４ヶ月の離乳
まで親子放牧。

海に落ち込む棚田の放牧地

・急峻な棚田の耕作放棄地を活用
・周年放牧による省力生産を実現

牛は、ココ

補助給餌施設
補助給餌施設横
の放牧地



特　区　放　牧　場
　・構造改革特区の中で水田放牧特区に認定
　・放牧牛確保にオーナー制度導入

・６名で放牧組合を設立、本年４月から４ｈａの荒
廃棚田のうち１haで放牧開始
・特区の措置（特定法人への農地貸付、農地取
得の下限面積緩和（５０ａ→１０a))により、新たな
放牧地や参画者の拡大を目指す
・オーナー制度により５頭の牛を確保、常時３～
４頭による周年放牧を実施

牛はココ



　特区牧場
　管理人　元永さん

・農地貸し付け方式による株式会社も参加した放牧利用（特区承認）
・産地づくり交付金（耕畜連携推進対策）は地権者に交付
・県単事業により放牧施設を整備

・産地づくり交付金
　水田農業構造改革交付金         ：１５，０００円/ha
　耕畜連携推進対策(水田放牧） 　：１３，０００円/ha
・中山間地域等直接払い(該当なし：１８年度から協定締結予定）

・放牧対象地目：水田
・放牧利用面積：４００a
・地権者：１３戸（耕種農家）

【放牧施設】
・電気牧柵（電牧器、
ポール、電牧線）
・水飲施設
・避難舎

事業費９８０千円うち自己負担245千円
（県1/2、市1/4、自己1/4）
＊山口型共同放牧推進事業（h17～）

借地料、管
理料とも接
受無し

放牧

交
付
金

向津國十牛放牧組合

・参加農家：６戸

・飼養頭数：167頭（うち繁殖雌牛６３頭、
オーナー牛５頭）

・水田放牧面積　２ヵ所　５ha(7頭放牧）
　　(１７年度に２．８ha放牧面積拡大）

・事業取組みにより、耕作放棄地の放牧面
積が拡大

　イノシシ被害で耕作放棄されていた
棚田が放牧により、よみがえった



３００人を超す研修者

　　　　　　　【構造改革特区】
構造改革特区は、地方公共団体や民間
業者等の自発的な立案により、地域の特
性に応じた規制の特例を導入する特定の
区域を設け、その地域での構造改革を進
めていこうというもの。

　　　【山口油谷水田放牧特区の経緯】
h１６．６～９ ：住民による特区の提案
　　　　　　　　　地区代表者、該当者等との
協議、打合せ
ｈ１６．１０　　：山口県知事、油谷町長の連
盟で特区申請
ｈ１６．１２　　：内閣府から認定
ｈ１７．２　　　：向津國十牛放牧組合設立
ｈ１７．２　　　：企業参入者の農地利用権
設定
　　　　　　　　　放牧予定地の地権者との協
議
　　　　　　　　　共同放牧場の設置
ｈ１７．４　　　：組合員の妊娠牛４頭放牧
ｈ１７．６　　　：オーナー牛５頭導入、３頭放
牧

　　【山口油谷水田放牧(山口型放牧）特区の概要】
１．特区の範囲　　長門市油谷　大字向津具上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大字向津具下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大字川尻
２．申請主体　　　山口県、長門市（旧油谷町）
３．目　　　的　　　・農地の遊休化ゼロ
　　　　　　　　　　　・棚田の再生
　　　　　　　　　　　・肉用牛飼養農家の新たな担い
手
　　　　　　　　　　　・定住人口の増加
４．特例措置の内容
（１）農地貸付方式による株式会社等の農業経営へ
の参入の容認
　　(有）キハラの水田放牧参入
（２）農地取得後の農地の下限面積要件の緩和（５
０a→１０a)
　　水稲への新規参入者（陶芸家）
５．都市住民との交流
（１）放牧オーナー
（２）棚田オーナー

　　　　　【向津國十牛放牧組合】
１．設立　　平成１７年２月２１日
２．組合員　元永素組合長ほか７名（うち、
１名が（有）キハラ）
３．組合員の肉用牛飼養頭数
　　１６７頭（うち繁殖雌牛６３頭、オーナー
牛５頭）
４．水田放牧面積　２ヵ所　５ha(７頭放牧）
　　（１７年度に２．８ha放牧面積拡大）
５．事業取り組みにより、耕作放棄地への
放牧面積拡大

　　　　【放牧牛オーナー制度の試行】
放牧経験牛が不足し、組合員のみでの増頭は資
金てきにも難しいため、放牧牛、増頭、棚田の蘇
生に理解をして預ける方を対象に、資金の支援を
して頂いた。
１．資金の提供　　　１口　１０万円
２．契約期間　　　　５年間
３．返済方法
　・放牧牛を導入する組合員に貸出、５年後に返
済
　・オーナーへは、５年後にし資金を返済するが、
希望により、特産品の送付も行う。
　①５年後に資金を返済
　②５年後に半額資金を返済、半額は１年据え置
きで　　４年間特産品を送付
　③全額分特産品、１年据え置きで４年間送付

(特区における規制されていた特例措置の
緩和－平成１７年１０月から実施-）

①農地貸し付け方式方式による株式会社
等の農業経営への参入
②農地取得後の農地の下限面積要件の緩
和
５０ha→１０ha
については、特区事業承認を受けずに実
施」することが可能となった。

【特例措置の緩和】
－平成１７年１０月-改正



 

牧場の季節を詠う １４ 

 

  牛守の酒かぎつけて兜虫        土男 

 

  牛守は牧夫、牧童のこと、牛の監視人である。山の牧場を思ってもらえばよい。牛を追

っての牧の起伏の上り下りは楽な仕事ではない。一日の労働を終えてのくつろぎのひとと

きである。嘗て、昔ながらの牧場を訪れたときのことである。年配の牧夫がランプの灯り

のもとでひとり一升壜を立てていい機嫌になっていた。満天の星のもと、相手は酒の匂い

をかぎつけてきた兜虫だけである。勿論兜虫は灯につられて飛んできたのであろう。しか

し、樹液の匂いを求めて飛ぶ兜虫なら酒の匂いもまんざらではない、そう思ってできた一

句である。 

  兜虫とたわむれる老牧夫にふと少年の日が蘇ったかもしれない。寂しさもあるが、むし

ろここにはかけがえのない時間が流れているように思うのである。 

    G ＆  S 俳壇                               太田土男  選 

      入 選                                                           
      燕去るわれに課題を残すまま                  世田谷区  亀山久美子 

  別に燕が課題を残していったわけではない。こう表現するところが俳句的である。何か

わだかまっているものが心の中にあるのだ。思いの深い句である。 

      リラ咲くやこれより先は馬の里                横浜市   垂石征一 

  例えば日高、旅心が弾んでいる。明るい句である。 

      
なきがら

亡骸の翅を押したて蟻の列                   府中市   智田喜久雄 

  蝶であろう。蟻の凱旋の行列である。「押したて」に誇らしさがある。 

   牛の目に涙ありけり大花野                    板橋区   横山よしの 

  屈託なく草を食む牛だが。擬人化しておもんばかっている。 

      ジーンズの裾を濡らして花野人                蕨市    赤沢方子 

  「裾を濡らして」に存分に花野を愉しんだ様が見て取れる。 

      陽だまりの寺ひつそりと芝桜                  川崎市   山田茂 

  いかにも芝桜らしい在りよう。寺の静寂の中でそこだけが華やいでいる。 

      忘られて台風一過滑り台                     台東区   山住眞子 

  いつも子供たちが群がっている滑り台だが、台風の余波の淋しげな光景だ。 

      爽やかなブルーの瓶に純米酒                  江東区   望月てる美 

  爽やかは秋の季語。「ブルーの瓶」がよい。こんな酒なら飲んでみたくなる。 

      盂蘭盆にダリアの黄色眩しかり                那須塩原市 及川棟雄 

  亡くなった人にダリアの黄を重ねているのであろう。強烈に生きた人に違いない。 

      かくれたる風に藤花散つてゆく                那須塩原市 及川房子 

  あるとは思えない風に藤が散る。どこかに風が隠れていて散らしているのだ。 

   夕立を断ち切るやうにつばめ飛ぶ              那須塩原市 毛利和子 

   「断ち切るやう」と言ったことで、俊敏さがリアルに描けた。 

      芍薬や今年は旅の庭で愛で                    北京市   山下憲博 

  芍薬は中国の花。家族を離れての赴任の地での感慨である。 

      夫婦部屋閻魔こうろぎ覗きけり                  習志野市    小池純一 

  さてどう解釈するか。俳句ならではの味わい。「閻魔」がいい。 

 



 
 
 
 
 

社団法人 日本草地畜産種子協会は 

飼 料 増 産 運 動  

                            を推進しています 

飼料増産７つの行動 
  

 

 

１ 国産稲わらを利用しよう！ 

２ どこでも放牧しよう！ 

３ 草地をリフレッシュ！ 

４ 稲発酵粗飼料を増産しよう！ 

５ ワンモア・コーンサイレージ！ 

６ 主役はコントラクター！ 

７ 消費者へ情報を！  

◎飼料作物研究所の放牧アドバイザーによる放牧技術の講習、現地指導を実施してい

ます。最寄り駅又は空港までの旅費、アドバイザーの人件費、教材費は、当協会が

負担します。放牧アドバイザーの派遣を希望される団体等の方は飼料作物研究所

（TEL0287-37-6755）までお問い合せ下さい。 

 
飼料イネの生産には専用品種を使いましょう 

― 平成１８年配布予定品種のご案内 ― 

栽培適地 早晩生 品種名 栽培適地 早晩生 品種名
東北南部～北陸地域 早生 　クサユタカ 九州地域 晩生 　ニシアオバ
東北中南部～北陸・関東 早生 　夢あおば 関東～中国・四国 極晩生 　リーフスター
東北南部～中国・四国 中性 　ホシアオバ 中国・四国 極晩生 　クサノホシ
東北中南部 中晩生 　べこあおば 関東以西平坦地 極晩生 　はまさり
関東～中国・四国 晩生 　クサホナミ

新たに「べこあおば」「リーフスター」を加えラインアップを強化しました。

 配布価格は、キロ当たり５２５円（送料別）を予定しています。

 
社団法人 日 本 草 地 畜 産 種 子 協 会 （全国飼料増産行動会議事務局） 

会 長 浅 野 九 郎 治 

〒104-0031 東京都中央区京橋 1-19-8 TEL03-3562-7032 FAX03-3562-1651 

ホームページアドレス http：//souchi.lin.go.jp/ 


