
放牧をめぐる情勢について

農林水産省 生産局 畜産部
畜産振興課

平成27年２月

－農地を守る肉用牛繁殖牛放牧の推進を中心に－

肉用牛繁殖経営のコスト構造の変換へのチャレンジ

○繁殖牛生産費の構造と改善のポイント
(平成25年生産費をモデルとして)

人件費 171千円

飼料費 208千円

流通飼料費 148千円

その他物材費 168千円

・手間を省く手段は何か？

・繁殖牛への濃厚飼料供給は本
当に必要か

・購入する輸入飼料の量を減ら
せないか？

牛1頭あたり生産費（費用合計)
547,152円

人件費とえさ代を合わせて
生産費69.3％の構造

１



畜産・農村の抱える問題

高齢化の進展

担い手・後継者不足

繁殖雌牛減少 ⇒ 子牛生産減少
⇒ 子牛価格高騰

中山間を活用した低コスト手法による
増頭が必要

畜産の抱える課題

人口減少、高齢化の進展

担い手・後継者不足

中山間では効率的な機械作業が困難
⇒ 栽培可能な作物が限定

耕作放棄地の増加

鳥獣被害の拡大

農村の抱える課題

２

肉用繁殖放牧の可能性
＜その１＞畜産農家の所得向上

・繁殖経営の主たるコストの大幅な削減の可能性
・グループによる新規取組や周年放牧による増頭(規模拡大)の可能性

（単位 ：千円/頭）＜条件＞ 繁殖雌牛２～５頭規模（山口県の事例より試算）、
放牧期間：６月～10月中旬(５か月)

３

Total
400千円/頭(65)

Total
620千円/頭(100)

220千円/頭
の削減

（▲3～4割）

○コスト低減…取組事例から試算 [所得向上]



肉用繁殖放牧の可能性
＜その２＞農地の保全と飼料自給率向上の可能性

○肉用繁殖牛の能力

→ 1頭で０．５haの農地を守る。(放牧期間5ヶ月程度)

→ 雑草が繁茂した農地がきれいな草地になり、
その後、田畑への復元が可能

→ 放牧の導入により飼料自給率がアップ
1頭あたりの自給率 ６１％ → ７４％

(北関東肉用牛繁殖経営の事例による)

４

牛が自分の力で
農地を守る

荒れた農地を復元
する能力も持つ

食料生産へつなげる
ことができる

肉用繁殖牛放牧を進めるための課題

○放牧地周辺の住民や近隣農地所有者の理解

○放牧地を確保するための農地の調整
(借り手・貸し手の調整)

○放牧経験牛の確保

○電気牧柵などの放牧地の条件整備

○放牧に関する技術（衛生管理、植生の判断など）
の普及
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今後の肉用牛推進モデル

繁殖農家が
中核となり推進

レンタカウ制度
により推進

集落営農等
により推進

自らの繁殖雌牛を地域
の水田や耕作放棄地を
利用して放牧

周辺農家へ波及すること
で、地域ぐるみで低コスト
肉用牛経営を展開

農協、地方自治体、第３
セク、繁殖農家等が牛の
貸し手として制度化

幅広い地域・多様な借り
手を対象に牛をレンタル
し、放牧を展開

農地の有効活用・景観
保全を目的として、地域
集団が放牧実施

地域内で、レンタカウや
自己所有牛により放牧を
展開

６

レンタカウの取組状況

７

(単位：頭、ha) (単位：頭、ha)

頭  数 貸出機関 頭  数 借受機関 頭  数 貸出機関 頭  数 借受機関

東京都 11 八丈島 9 畜産農家 447 島根県 21 県、個人農家 20 集落営農等 7

山梨県 16 小淵沢町 16 耕種農家 6 岡山県 2 県、個人農家 2 市町村、任意団体 2

関 東 計 27 25 453 広島県 個人農家、集落法人 10 集落法人、任意団体

富山県 33 個人農家、畜産研究所 25 営農組合、自治会等 19 山口県 361 個人農家、畜産試験場 223 耕種農家、組合等 84

石川県 6 個人農家 6 集落組織等 3 高知県 4 畜産試験場 4 自治体 5

福井県 102 畜産試験場、個人農家 11 集落組織等 9 中四国計 388 259 98

北 陸 計 141 42 30 佐賀県 40 畜産試験場、個人農家 40 集落組織、放牧組合 32

滋賀県 5 個人農家 4 集落営農等 2 大分県 70 畜産試験場 14 集落組織 10

京都府 10 畜産センター、個人農家 6 集落組織等 2 鹿児島県 4 個人農家 4 自治体 2

兵庫県 90 個人農家 9 放牧組合 5 九 州 計 114 58 43

近 畿 計 105 19 9

放牧
面積

貸出側 借受側 貸出側 借受側 放牧
面積

全国計 775 403 634

※ ※ ※ ※

※貸出側の頭数は貸出可能頭数であり、借受側の頭数は貸出実績頭数である。

(16都府県)



放牧推進のための総合対策

地域レンタカウの
体制整備

（H27当初）

簡易設備、繁殖雌牛の導入、放牧専門家に
よる指導及び地域理解醸成の取組等を総合
的に支援

定 額
１／２以内

２１６

放牧機材等整備
（H26補正）

放牧に必要な電気牧柵等のリース導入を支援
(個人向けリース等)

１／２以内 １０８

放牧プロの育成
（H27当初）

放牧技術の向上に向けた全国段階の取組を
支援(放牧研修会の開催、放牧プロの育成)

２２

水田放牧の推進
（H27当初）

戦略作物助成 (飼料作物)
耕畜連携助成 （水田放牧)

3.5万円／10a
1.3万円／10a

６１８

鳥獣被害防止のため
の緩衝帯整備等

（H27当初）

市町村の「被害防止計画」に基づく鳥獣被害防
止のための取組の中で、放牧活用も可能な緩
衝帯の整備等に対する支援が可能

定 額
１／２以内

３４５

項 目 概 要 補助率等
予算額

（百万円）

８
（総額 １，３０９百万円）

放牧推進のための関連対策

放牧等による荒廃農地の再生利用

荒廃農地の再生作業への支援
(５万円／10a等)

土づくり・営農定着への支援 等
(2.5万円／10a)

放牧利用条件整備

未利用地を蹄耕法等による不耕
起で放牧地等として活用する整備
等への支援
(上限7万円／10a,１／２以内）
(原則5戸以上)

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

【所要額１９億円の内数】
（Ｈ26補正との合計）

強い農業づくり交付金

【２３１億円の内数】
（H27当初）

９



全国研修の開催

繁殖雌牛の導入

簡易施設の設置

専門家による
現地指導

個人向けリース
戦略作物助成（飼料作物） ３．５万円/１０ａ
耕畜連携助成（水田放牧） １．３万円/１０ａ

未利用地の蹄耕法
による放牧活用

地域レンタカウの
体制整備

理解情勢の
ための取組

放牧機材整備

水田放牧の推進

荒廃農地の再生利用

放牧プロの育成

鳥獣被害防止のための
緩衝帯整備

放牧利用条件整備
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耕作放棄地等を活用した放牧の推進のための支援体系

地域づくり放牧推進事業の概要

(平成27年度新規)

事業実施主体

主な支援内容

事業要件

【補助率】

農業者集団、民間団体等

①地域放牧利用推進 【定 額】

②放牧牛（繁殖雌牛）の導入【１／２以内】

③地域放牧条件整備 【１／２以内】

・専門家による技術指導、理解醸成等の取組支援、研修費用
・放牧牛の保険、治療・薬剤費、検査費、移動運搬費、馴致費用
・その他放牧推進に必要な経費

・繁殖雌牛の購入費用
・繁殖雌牛の導入経費（市場手数料、運搬経費等）

・簡易牧柵（ソーラーシステム等）、水飲施設、移動式スタンチョン
・衛生対策（アブトラップ等）、簡易牛舎等のための資材費
・その他放牧拡大に必要な簡易施設の整備

①地域放牧推進計画 を策定していること
②事業の実施により新たに放牧を実施するか、放牧の拡大が見込まれる計画であること
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