
長崎県県央地域における耕作放棄地を活用した
放牧の推進について

長崎県県央振興局農林部諫早地域普及課 川口 貴之

今回の報告内容

１．長崎県の肉用牛および放牧に関する現状について

２．長崎県県央地域における肉用牛および放牧に関する現状について

３．耕作放棄地を活用した放牧推進手法について

４．管内の具体的事例

５．放牧推進における課題について

６．課題解決に向けた本県独自の取り組みについて

７．まとめ（今後の推進に向けて）



１．長崎県の肉用牛および放牧に関する現状について

（１）長崎県の肉用牛の概況

・長崎県の肉用牛飼養戸数 3,010戸

・長崎県の肉用牛飼養頭数 76,500頭
（うち繁殖雌牛 26,500頭）
・飼養頭数は全国８位、シェア2.98％
（※H26.2.1現在 畜産統計による）

・H25年次農業産出額1,444億円で、肉用
牛は197億円と品目別で１位。

・長崎県の地理的特徴として、離島を多く
有していること、中山間地が多く土地基盤
に恵まれていない。→肉用牛は離島、半島
地域の農業振興に不可欠な作目。



・放牧について、本県ではH23年度に
「ながさき農林業・農山村活性化計画」、
「ながさき肉用牛振興計画」を策定し、
基準年（H21）から＋800haの放牧面積拡
大を目標に、事業を展開中。

H21
（基準年）

H22 H23 H24 H25 H26

放牧面積
（目標）

607 707 807 1,007 1,207 1,407

放牧面積
（実績）

619 646 662 722 747

単位：ｈａ放牧拡大目標および実績

（２）長崎県の放牧の概況

（３）耕作放棄地面積と耕作放棄率（2010年、センサス）

経営耕地総面積
（総農家）①

耕作放棄地面積② 耕作放棄率
②／（①＋②）

長崎県 ３３，４９９戸 １１，７４２ha ２６．０％

全国計 ３，３５３，６１９戸 ３９５，９８１ha １０．６％

北海道除く全国 ２，４１１，２５０戸 ３７８，３４８ha １３．６％

九州計 ３６７，３１５戸 ６０，５７０ha １４．２％

○本県は耕作放棄率が全国で最も高い。
（要因）
・農家の高齢化、担い手不足など構造的

課題
・本県の地理的条件（傾斜地、狭少地）

○農地の荒廃
○地区の景観悪化
○イノシシの被害
等、地域への影響大

放牧での解消、
有効利用を！



２．長崎県県央地域における肉用牛および放牧に
関する現状について

（１）県央地域における肉用牛の概況

・県央振興局管内は４市５町（長崎市、
諫早市、大村市、西海市、長与町、時
津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町）。

・管内の繁殖牛飼養戸数、飼養頭数
（県畜産課調べ）は25年度当初で159
戸（県全体の約6％）、2,029頭（約
7％）



○管内の平成25年度末時点での放牧実施農家は54
戸、放牧面積は67.4ha（県全体は747ha）。

○うち耕作放棄地を活用しているものは約18haで占
める面積の割合は約27％である。

○管内では諫早市の旧高来町、旧小長井町を中心に放
牧が広まっており、畜産農家の労力や飼料コストの低
減および耕作放棄地の有効活用（イノシシ対策、地区
の景観保全）を目的として放牧を推進している。

（社）長崎県畜産協会の経営分析調査では、放
牧技術を導入することで、労働時間が約４０％
短縮され、飼料費が約２０％低減。

（２）県央地域における放牧の概況

３．耕作放棄地を活用した放牧推進手法について



推進手法の例 手順１．農家の意向把握および牛舎周辺耕作放
棄地マップの作成

農業委員会の耕作放棄地リ
ストのなかから、繁殖牛舎
に近いまとまった放棄地を
「放牧候補地」として色づ
け、マップ化。

＋

○畜産農家の
意向把握
・日頃の巡回
で聞き取り
・意向調査の
実施

・模造紙サイズ
・おおまかな場所が畜産農
家にもわかりやすい

手順３．地権者への説明、同意取付け

手順２．候補地の現地確認、提案

○振興局、市町、市町
農業委員会等の支援が
重要。

※同意が得られない場
合も少なくない・・



手順４．放牧地設置に向けた利用制度の検討、牧柵設置支援、
放牧後の技術指導

○放牧地設置にあたって
は、どの事業を活用するか
検討が必要。

○特に、初めて放牧に取り
組む農家に対しては、事業
制度や放牧の管理方法につ
いて、ていねいに、わかり
やすい説明、助言が重要。

４．管内の具体的事例



諫早市小長井町 Ａ氏（63才、後継者あり、繁殖牛30頭）

○Ｈ１２年度から放牧に取り組む。
（最初は２ｈａ。所有地）
○年々、耕作放棄地を利用して放牧面
積を拡大。現在は約８ｈａまでに。
○放牧地は牛舎隣～車で10分の範囲
内。
○「初めは周辺住民から反対の声も
あったが、ちゃんと管理している姿を
見ると、自分の土地も使ってくれと依
頼がくるようになった。」

牛舎（黒丸）と放牧地(緑、約8ha）の所在図
（地図外にも1.5ha）牛舎下の放牧地

（バヒアグラス）

５．放牧推進における課題について



放牧推進上の課題

地域にとっては
○農地の復元
○獣害の低減化
○景観保全
○地域の活性化

畜産農家にとっては

○省力化
○低コスト化
○牛が強健に

・周辺の環境悪化に対す
る懸念
（土や水が汚染、臭い）

・牛が脱柵し、回りの田畑
に被害を与えないか・・

・草だけで栄養が足り
るのか？
・管理に不安
（脱柵、毎日の観察・・）

放
牧
に
よ
る
活
用
が
ス
ム
ー
ズ
に

進
ま
な
い
こ
と
が
多
い
・
・

６．課題解決に向けた本県独自の取り組みについて



１．事業名：「放牧定着化総合対策事業」（H23～25年度）
（放牧理解醸成推進モデル）

２．目的：

地権者や周辺の住民、繁殖農家のかたに放牧の正しい知識を
理解してもらうため、県（振興局）が放牧の実証展示をおこな
うことにより、放牧の理解醸成を図る。

※・期間限定の実証展示（約20日～1ヶ月程度）
・牧柵など資材は県（振興局）が準備。
・脱柵に備えて、損害保険に加入。

（１）理解醸成を深めるために・・「お試し放牧」

※H23年度 東彼杵町の事例

実施前（５８ａの耕作
放棄地）

展示圃（牧柵等設置）

実証展示（放牧）開始

○「放牧で放棄地がこんなに変わる
とは。」「ハエの発生や臭いもな
かった。」、「ぜひ放牧で使ってほ
しい」（地域のかたより）
○「体験できて良かった。」
「遠い場所なら水補給など分担を」
（畜産農家より）

お試し放牧後の検討会



お試し放牧の効果

Ｈ２３年度東彼杵町→Ｈ２４年度に約１．０ｈａを県
単事業、町単独事業を活用して放牧開始。

Ｈ２４年度波佐見町→Ｈ２５年度に約１．０ｈａを耕
作放棄地再生利用交付金を活用して放牧開始。

Ｈ２５年度大村市→Ｈ２６年度約１．７ｈａを耕作放
棄地再生利用交付金を活用して放牧開始。

「お試し放牧」により、地域の放
牧に対する理解が深まった。

Ｈ26年１月24日
全国農業新聞

（２）畜産農家が放牧に取り組みやすい県独自の事業

１．「チャレンジ放牧推進事業（耕作放棄地活用タイプ）

○耕作放棄地周辺の耕地を利用し、耕作放棄地と一体的に放牧
利用する場合の経費の一部を助成（1/2以内、上限275千円）。
○前年度もしくは当該年度に10a以上放棄地を解消済み、見込
みであれば１名でも事業実施可能。

２．「長崎県耕作放棄地解消総合対策事業」
○国事業に該当しないものが対象
○耕作放棄地の再生：3万円/10a。重機加算（1万円/10a）、集
積加算（1ha以上集積なら5千円/10a）



（３）放牧メリットをさらに拡大させるための技術普及

○放牧はコスト縮減に有効な技術であるが、野草利用
が多く、放牧時期が限定される。

放牧期間延長の技術普及を展開中。
（永年性牧草と別の牧草との組み合わせ）

①トールフェスク
・越夏性の高い永年
性寒地型牧草
・暖地型牧草との組
み合わせで放牧期間
延長可能

②矮性ネピアグラス
・暖地型永年性牧草
・5～10月まで利用
可能。秋に畝間にイ
タリアンを播種する
ことで同一圃場で放
牧期間延長可能に。

７．まとめ（今後の推進に向けて）



※参考 県央地域における放牧面積の推移

基準年
（H21）

H22実績 H23実績 H24実績 H25実績

放牧面積 ５１ ５８
（＋７）

６２
（＋４）

６７
（＋５）

６７
（±０）

単位：ｈａ

○放牧推進に力を入れているものの・・
大幅な面積拡大には至っていないのが現状。
（要因として）
・放牧意向農家の面積拡大が一段落。
・廃業、放牧地の管理ができず、逆に減ったところも。

・放牧面積拡大に向けた課題が存在。

放牧推進の課題解決にむけて

１．地権者、地域の住民に対して
○放牧に対する理解醸成に向けた一層の活動
・特に放牧に馴染みのない地区→「牛の力」を見てもらう、感じて
もらう。
・そのなかで、「ハエの発生」、「臭い」、「土や水が汚れない
か」などの懸念を払拭してもらう。

２．畜産農家に対して（特に初めて取り組む農家）
○メリット（労力の削減、飼料費の削減）を十分理解してもらう。
→普及員、関係機関の後押しが重要。
○放牧技術導入後の十分な支援、アフターフォロー
→巡回指導（草の減り具合、水管理、牧柵のチェック）



３．畜産農家、地域双方に対して

・畜産農家→「遠い場所では、観察や水補給が難しい。放牧はしたくてもできな
い・・」（お試し放牧検討会での意見）

→「地域」と「畜産農家」で「win-winの仕組み作り」
（例）
・畜産農家→地域の耕作放棄地で放牧をする。
（＝地域の農地再生、景観保全、イノシシ対策）
・放棄地を抱える地域→「牛の飲み水補給、脱柵してないか観察」を担当する。
（＝畜産農家の負担軽減）

○「畜産農家」、「地域」双方にメリットのある仕組み作り
○これからは、このような仕組みも念頭に推進の必要！

放牧推進の課題解決にむけて

ご清聴ありがとうございました。




