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Ⅰ-１ 諫早市における中山間放牧モデルの構築

 地域の概要
諌早市の繁殖雌牛（18ヶ月以上）の飼養規模は平成29年時点で１戸あたり約11頭で、県平均
と同規模であるものの、飼養戸数、頭数ともに減少傾向で、特に70代以上の高齢農家割合は年々増
加している。また、当地区では中山間地域を多く抱えており、自給飼料の生産基盤が脆弱であった。

 取組みの経緯
平成29年、若手肉用牛研究会グループ（牛友会）の勉強会で、規模が大きいＥ氏から、「今後規
模拡大を予定しており、さらに省力化も図りたく、放牧も拡大したい」と言う意見が出た。活用できるもの
を探していたところ、放牧事業（国庫）があったため、さっそくグループ員と地域のリーダー的生産者が集
まり、振興局に事業を説明してもらった。共同での牧柵設置や牛の放牧管理、情報共有など多くの利
点があることが確認できたため、希望者で諫早北高地区放牧組合を設立した。
設立以降、放牧により耕作放棄地の解消や飼料費等の削減、労力の軽減はできたものの、肉用子
牛生産の基盤強化を図るには、さらなる放牧頭数の増加と放牧期間の延長が必要であったが、近年、
子牛価格が高値で推移しており、牛の導入が困難になっていた。

 取組に当たっての苦慮した点
牛舎に隣接した放牧候補地は少なく、放牧する意欲があっても適した土地の確保が難しかったため、
振興局に協力を依頼し、放牧期間の延長を試みた。放牧期間の延長には、イタリアンライグラスの適期
播種が重要であり、また作付けしやすい平地で耕耘しやすい土地を選定して実施することで延長できた。
牛舎から離れた放牧候補地も農地中間管理事業を活用しながら探しているが、まとまった土地が見つ
からず困難な状況。
放牧に適した子牛・妊娠牛は高値であり市場導入することが困難であったため、自家保留も活用しな
がら少しずつ増頭している。

取組の経緯

組織の概要
✤ 取組地域：諫早市（高来町、小長井町、馬渡町）
✤ 取組開始年：平成30年３月
✤ 構成員：諫早北高地区放牧組合、長崎県央農業協同組合南部営農センター、

諫早市農業振興課、県央振興局諫早地域普及課・衛生課（家保）
✤ 受益農家数：７名
✤ 主な活動内容： 繁殖牛経営の維持・拡大、放牧面積の拡大・放牧期間の延長、放牧の普及・推進
【取組体制図】 【受益農家の位置図】

諫早市

県央農協
県央振興局
（普及・家保）

諫早北高地
区放牧組合

会員

地域へ普及

草地・衛生
放牧指導

取組事例提供
飼養管理
・授精指導

実証
協力

放牧農家４名
（小長井町）

放牧農家１名
（高来町）

放牧農家１名
（馬渡町）
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執筆者：池田辰也
（県央振興局）

✤ 繁殖牛経営の維持・拡大
家畜市場からは、血統・体格等の面から放牧に適した牛を導入し、その子牛を自家保留することで
増頭につなげている。また、地域内肥育牛農家と連携して情報を共有するとともに、子牛生産から肥育
まで地域内で一貫することにより「長崎和牛」という付加価値を高め、経営向上を図っている。

✤ 放牧面積の拡大・放牧期間の延長
長崎県農林技術開発センターの研究成果（バヒア草地にイタリアンライグラスを播種することで冬場
の草量を確保し、放牧期間を延長する）を振興局地域普及課が情報提供し、実施した。家畜保健
衛生所からは放牧場で注意する毒草等についての研修も行った。また組合に耕作を依頼された農地で
新規の放牧場を設置した。

✤ 放牧の普及・推進
毎年２回、ＪＡ、市、振興局を含めた関係機関を交えて、地域内一貫体制推進会議を開催し、ま
た牛友会に加入した新規就農者を放牧組合にも加入推進を行った。

活動内容・取組効果

 現状と課題
放牧によって規模拡大が進んだが、農家戸数は減少し続けているので、放牧の取組を一層推し進め
ていかなければならないが、牛舎に隣接したまとまった土地は少なく、また土地があっても地主不明問題
があり、伸び悩んでいる。

 今後の目標
引き続き、放牧に適した候補地を関係機関と探すとともに、畜産農家だけでなくレンタカウ方式などの
導入も検討し、地域の耕種農家とも連携を図っていく。

今後の展望

【問合せ先】長崎県県央振興局諫早地域普及課
Tel：0957－22－0057

H13 H21 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２

放牧面積 3.7ha 11.9ha 12.8ha 12.8ha 13.3ha 13.8ha

放牧頭数 19頭 35頭 43頭 50頭 64頭 73頭

放牧期間 90日 90日 90日 90日 150日 150日

組合員 年代 母牛
頭数

Ａ
（組合長） 50 35

Ｂ 60 30

Ｃ 30 15

Ｄ 30 50

Ｅ 30 100

Ｆ 20 10

【放牧の取組状況】

 取組効果及び放牧する際の留意点
放牧組合の設立により、共同放牧地の設置が可能となり、効率
化・低コスト化が進み、また、日頃から組合内で情報交換が行われる
など、研鑽しあうことができた。一方、共同放牧地の利用では、健康
牛を放牧馴致した後、入牧させるルールで、事故防止することが重要。

【受益農家の概要】

【元樹園地での放牧】

【組合員での電気柵設置】
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Ⅰ-２ 阿蘇の草原を活用した広域放牧への活動支援

 地域の概要
阿蘇地域は熊本県北東部に位置し、国内最大規模
の草原約22,000haを有している。この雄大な草原の
景観は、約170牧野による採草・放牧・野焼きによって
千年以上にわたって人々の手によって維持されてきたも
のである。その結果、平成25年（2013年） 5月に世
界農業遺産に認定されるなど、国際的にも高い評価を
受けている。

取組の経緯

本県の広域放牧の概要
✤ 取組地域：阿蘇地域
✤ 取組開始年：平成８年度（1996年）
✤ 構成員：県内の放牧利用組合または畜産農家（個人）、県内の農業関係団体、市町村、熊本県
✤ 受益農家数：繁殖農家及び肉用牛一貫農家77戸、放牧頭数810頭（令和元年度実績）
✤ 活動内容：補助事業による放牧牛の導入及び牧柵や簡易給水施設等の放牧条件整備支援、

放牧衛生プログラムに基づく血液検査（ヘマトクリット値及びピロプロズマ原虫寄生度）等
【放牧推進体制図】 【広域放牧実施の位置図】

農業団体、市町村
（事務局）

広域本部
地域振興局

家畜保健衛生所

広域放牧利用組合

阿蘇の牧野組合

指導

・補助事業
・指導 取組状況提供

・指導
・活動支援

取組状況
提供

放牧
実施

牧野貸付

 課題に対する本県の施策的な対応
本県では、肉用牛繁殖経営の飼料費の削減及び高齢化や規模拡大に対応した省力的な飼養管理法
として放牧を推進しており、特に、「水田、畑地及び未利用地等を利用した放牧」や「周年放牧」、「阿蘇地
域外の畜産農家と阿蘇の牧野組合が連携した広域放牧」を熊本型放牧と称して、その取組を支援してい
る。

 阿蘇の牧野組合及び本県の畜産業の課題
阿蘇の牧野組合では、牧野組合員の高齢化や担い手不足により野焼き作業の負担が大きくなっており、
野焼きボランティアとの連携により牧野を維持している状況にある。さらに、牧野組合内での畜産農家も減少
し、放牧や採草など畜産的利用が行われない牧野は増加。阿蘇の豊富な草資源の有効活用が求められ
ている。
また、本県の肉用牛繁殖経営は、高齢化と担い手不足により年々減少が進んでおり、繁殖雌牛の頭数
も昭和49年度の約50,000頭をピークに、現在では約39,000頭を維持している状況にある。そこで、本県
では、高齢化した農家の経営継続や増頭意欲のある農家の規模拡大を推進し、肉用牛繁殖基盤の維
持・拡大を図っているところである。

⑫

①
②
③
④

⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

【広域放牧実施一覧】
番号 牧野名 市町村 放牧実施者 戸数 頭数

① 瀬田立野牧野組合 南阿蘇村 畜産農家（個人） 2 20

② 跡ヶ瀬牧野組合 阿蘇市 県畜協・第２集団 8 68

③ 狩尾牧野組合 阿蘇市 県畜協・第１集団 25 173

④ （農）狩尾牧場 阿蘇市 畜産農家（個人） 7 35

⑤ 西湯浦牧野組合 阿蘇市 畜産農家（個人） 3 16

⑥ 山田西部牧野組合 阿蘇市 畜産農家（個人） 2 55

⑦ 木落牧野組合 阿蘇市
JA菊池・

菊池阿蘇広域放牧利用者組合
12 333

⑧ 笹倉牧野組合 阿蘇市 菊陽町放牧組合 7 46

⑨ 馬場豆札牧野組合 阿蘇市 畜産農家（個人） 2 7

⑩ 町古閑牧野組合 阿蘇市 畜産農家（個人） 1 4

⑪ 小倉原牧野組合 高森町 小倉原牧野利用組合 5 32

⑫ 宮山牧野組合 西原村 畜産農家（個人） 3 21
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執筆者：堺 久弥
（熊本県畜産課）

✤ 放牧牛の導入や放牧条件整備への支援
阿蘇の草原維持や未利用牧野の解消及び肉用牛繁殖基盤の維持・拡大を目的に、阿蘇の牧野等
を利用する放牧等に対し、放牧牛の導入や放牧に必要な牧柵、簡易給水器、捕獲施設などの放牧条
件整備などの支援を行っている。

✤ 熊本地震などの災害で被害を受けた牧道復旧への支援
平成28年（2016年） ４月の熊本地震では阿蘇地域の55牧野が被災し、草地での地割れや牧道
の破損などの被害が発生した。迅速な牧野の復旧を図るため、 JRA事業の活用や県単事業により採
草・放牧用の牧道復旧整備の支援を行ってきた。

✤放牧衛生プログラムの作成及び放牧期間中の血液検査支援
県内の農業団体が広域放牧を開始する際の放牧衛生プログラム作成支援やそれに基づくダニ駆除指
導、血液検査（ヘマトクリット値及びピロプロズマ原虫寄生度）による治療や退牧時期の決定など、放牧
事故の低減に取り組んでいる。

✤ スマート農業技術を活用した放牧牛の安否確認技術の実証
阿蘇の放牧地は広大で、急傾斜地が多いため、放牧牛の確認に要する労働負担が大きい。また、携
帯電波圏外の放牧地が多いため、ICT、IoTを活用したスマート農業の進展が困難である。そこで、県農
業研究センターを中心としたコンソーシアムにより、スマート農業技術の開発・実証プロジェクトに取り組み、
放牧地に長距離無線LAN、LPWA（省電力長距離）通信システムを導入し、牛に装着したRFIDタグ
の検知情報やカメラ画像による安否確認の実証を行っている。

本県の支援内容

【問合せ先】熊本県農林水産部 畜産課
Tel：096－333－2399

【広域放牧の実績】

①熊本型放牧拡大のため、阿蘇地域以外の畜産農家の放牧に対する不安払しょく及び放牧管理の省
力化のため、放牧におけるICT機器の実証及び実装を推進する。

②牧野組合が、就農希望者を放牧牛の飼養管理を含めた看視員として雇用することで、牧野を放牧技
術や飼養管理技術の学び場として活用する取組を推進し、就農につなげ、牧野の新たな担い手確保を
図る。

今後の展望

阿蘇の風景 牧柵整備
放牧マニュアルの掲示

牧道の復旧

復旧前 復旧後

スマートフォンによるリアルタイム
での放牧牛の確認

H27 H28 H29 H30 R1
戸数 70 74 82 81 77
頭数 715 724 789 836 810
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Ⅰ-３ 阿蘇の牧野を利用した組織的な広域放牧の構築

 地域の概要
阿蘇地域は熊本県北東部に位置し、世界最大級のカルデラや約22,000haに及ぶ草原が存在し、
約170の牧野組合が放牧や採草、野焼きなどにより、特有の草原景観を維持してきた。畜産業におい
ては、この草原を飼料資源として活用しており、県内最大の肉用牛繁殖経営地帯となっている。

 取組みに至った経緯
阿蘇の草原は放牧と人の手によって維持管理されてきたが、畜産農家の減少とともに放牧頭数も減り、
放牧地の荒廃・遊休化が急速に拡大しており、放牧と草原による美しい景観の維持が困難になっていた。
また、県畜産農協においても、少子・高齢化による担い手不足や子牛価格の低迷等により、平成２
年をピークに肉用牛繁殖雌牛の頭数が減少しており、この状況を解決するため、新たな肉用牛振興策
として、放牧による足腰の強い経営体の育成を検討していた。

組合員からも放牧実施への要望があり、県畜産農協が牧野組合との間を仲介する形で、平成８年
（1996年）に、県畜産農協の中央、城北、城南支所で放牧を希望する組合員において、阿蘇の牧
野（山田東部牧野）への広域放牧が始まった。

平成９年（1997年）から狩尾牧野、平成13年（2001年）からは跡ケ瀬牧野においても事業を
開始。放牧実施者で構成する放牧集団（事務局は県畜産農協）の結成や関係機関と連携した放
牧衛生プログラムを作成するなど、組織的な広域放牧の先駆けとして、本県における広域放牧体制を
確立した。現在は、放牧集団２組織で狩尾牧野及び跡ヶ瀬牧野において広域放牧が続いている。

取組の経緯

組織の概要
✤ 取組地域：阿蘇市
✤ 取組開始年：平成８年（1996年）
✤ 構成員：熊本県畜産農業協同組合（以下、「県畜産農協」） 、狩尾牧野組合、跡ケ瀬牧野組

合、熊本県県北広域本部、熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局、熊本県中央家畜
保健衛生所、熊本県城北家畜保健衛生所、熊本県阿蘇家畜保健衛生所

✤ 受益農家数：40名（R3年度取組予定農家）
✤ 主な活動内容

県畜産農協が阿蘇地域外の組合員からなる放牧利用集団を立ち上げ、阿蘇の牧野における広域
放牧を実施。

【取組体制図】

県畜協
（事務局）

県北広域本部
阿蘇地域振興局

中央家保
城北家保
阿蘇家保

県畜協・放牧集団

狩尾牧野組合
跡ケ瀬牧野組合

指導

・補助事業
・指導

取組状況
提供

・指導
・活動支援 取組状況提供

放牧
実施

牧野貸付

【受益農家の位置図】
狩尾牧野組合
（阿蘇市）

跡ヶ瀬牧野組合
（阿蘇市）中央支所

城南支所

城北
支所
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担当者：江藤将仁
（熊本県畜産農業協同組合）

✤ 放牧牛の遵守事項と放牧衛生対策のマニュアル化
組織的な広域放牧は初めての取組であり、地元の畜産農家の牛と同一牧野に放牧するため、様々

なルール作りやマニュアル化を行った。
• 放牧における遵守事項
放牧経験3年未満の肉用繁殖雌牛（妊娠牛）が対象牛であり、夏山冬里方式で放牧を実施す
ること。また、放牧馴致や妊娠鑑定を行ってから放牧すること、分娩1ヶ月前には退牧することなどを義
務付けている。

• 放牧衛生プログラム
入牧前の各種血液検査とによる健康検査や放牧時のピロプラズマ対策（バイチコール（隔検査ご
と）及びカイザード液（入牧・退牧牛のみ）の塗布、血液検査結果による退牧勧告）をマニュアル
化。血液検査によるヘマトクリット値及びピロプラズマ寄生度による退牧基準を設定したことで、ピロプラ
ズマ症等による放牧事故は減少した。

✤ 広域放牧による省力化・低コスト化と規模拡大
糞尿処理及び飼養管理、粗飼料確保の省力化、濃厚飼料や購入粗飼料費が削減され、また、畜

舎周辺の環境問題の解決や増頭に必要な飼料基盤の確保が進み、放牧実施農家の規模拡大が図ら
れた。

✤ 阿蘇の牧野における維持管理及び草資源の有効活用
熊本型放牧事業が実施されたことで、地元の牧野組合だけでは困難であった牧野の維持管理が可能
となっている。さらに、広大な阿蘇の草資源の有効活用にもつながり、阿蘇地域外の畜産農家においても
大きなメリットとなっている。

活動内容・取組効果

複数の畜産農家の牛を一緒に放牧するため、牛伝染性リンパ腫対策として、令和2年度から血液検査と
ペルタッグ（外部寄生虫駆除剤）の装着、アブ捕獲機の設置に取組み、今後さらなる対策を検討する。

高齢化が進む一方、新規参加者が少なく、ここ数年、初放牧牛が少ない状態が続いているため、新規
就農者の事業参加や規模拡大している農家を中心に放牧牛の更なる増加を促していく。

今後の展望

【問合せ先】熊本県畜産農業協同組合 生産技術課
Tel：096－369－0077

【取組み実績】
衛生検査 衛生検査

スタンチョン

ペルタッグ

H28 H29 H30 R元 R2

放牧面積 約60ha 約60ha 約60ha 約60ha 約60ha

放牧戸数 31戸 38戸 37戸 28戸 30戸

放牧頭数 262頭 309頭 307頭 272頭 284頭
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Ⅰ-４ 広域放牧による地域内一貫生産体制確立を目指して

 地域の概要
菊池地域は、熊本県の北東部に位置し、東部並びに北部に阿蘇外輪山系を有する中山間地、北

部並びに南部には菊池川、白川流域に台地と平野部が広がる地域である。家畜の飼養頭数では、乳
用牛及び豚が県内の約４割、肉用牛は３割を占め、県内最大の畜産地帯である。

 取組みに至った経緯
JA菊池では、肉用牛生産基盤の強化を図るため地域内一貫生産体制の確立を目指して、平成

11年から繁殖事業に参入し、JA菊池一貫繁殖牛部会を立ち上げ、繁殖雌牛の導入や技術、経営
指導を行い増頭を図ってきた。しかし、規模拡大に伴い、必要となる施設等整備や飼料基盤の確保等
のコストがかかるとともに、堆肥処理及び労働負担の増加も懸念されていた。
一方、放牧による牧野の管理を行っていた阿蘇地域の牧野組合では、近年の農家戸数や放牧頭数
の減少により、牧野の維持管理が難しくなっていた。
このような状況にあって、平成17年、 JA菊池一貫繁殖牛部会員と阿蘇地域の中原原野委員会
（木落牧野）の連携による菊池阿蘇広域放牧利用者組合が設立され、地域を超えた広域放牧を
実施することになった。

取組の経緯

組織の概要
✤ 取組地域：阿蘇地域
✤ 取組開始年：平成17年（2005年）
✤ 構成員：JA菊池、菊池阿蘇広域放牧利用者組合、中通原野委員会（木落牧野） 、熊本県県

北広域本部、熊本県県北広域本部阿蘇地域振興局、熊本県城北家畜保健衛生所、
熊本県阿蘇家畜保健衛生所

✤ 受益農家数：繁殖農家11戸、繁殖肥育一貫農家１戸 計12戸
✤ 主な活動内容：広域放牧による省力化・低コスト化と規模拡大、放牧衛生プログラムや放牧馴致に

よる放牧事故の減少、スマート農業技術を活用した放牧事故の早期発見と省力化
【放牧推進体制図】 【受益農家の位置図】

JA菊池
（事務局）

県北広域本部、
阿蘇振興局

城北家保、
阿蘇家保

菊池阿蘇広域放牧利用者組合

中通原野委員会
（木落牧野）

指導

・補助事業
・指導 取組状況提供

・指導
・活動支援

取組状況
提供

放牧
実施

牧野貸付

 取組に当たっての苦慮した点など
平成17年から広域放牧を開始したが、放牧における衛生管理
や牛寄せ方法等の知識不足等により、事故が多発し、初年度
は13戸の農家が参加していたが、翌年度５戸まで減少。
そこで、関係団体と放牧推進体制を構築し、JA菊池版の衛生
管理プログラムの作成やスタンチョン付きのパドックの整備を行うと
ともに、広大な牧野を区分けできる牧野を探し、平成18年から
中通原野委員会（木落牧野）にて広域放牧を始めることとなっ
た。

中通原野委員会
（木落牧野）
（阿蘇市）

JA菊池
（菊池市）

衛生検査

41km
（片道１時間）
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執筆者：古庄 孝寛
（JA菊池 畜産課）

✤ 広域放牧による省力化・低コスト化と規模拡大
広域放牧は、夏山冬里方式で、妊娠鑑定を行ってから放牧を開始し、分娩前1ヶ月前後で退牧を実
施している。これにより、夏季の牛舎内の飼養管理や糞尿処理に係るコスト並びに労力が削減された。削
減したコストなどを飼養規模拡大へ向けることにより、広域放牧利用組合員の１戸あたりの繁殖雌牛の
平均飼養頭数は令和２年５月時点で8６頭まで増加している。

✤ 放牧衛生プログラムや放牧馴致の徹底による放牧事故の減少
放牧事故防止のため、日曜・祝日を除いて行われる中通原野委員会の看視とともに、放牧衛生プログ
ラムや放牧馴致も徹底している。放牧衛生プログラムにおいては、 ３週間に１回ダニ駆除やピロプラズマ
原虫の寄生状況、ヘマトクリット値等の検査結果に基づく治療や退牧を実施。放牧馴致については、 2
～３日に一度、配合飼料の給与による牛寄せの馴致や急傾斜が少ない牧区を馴致用牧区として利用
することで、スムーズな放牧管理の実施や滑落などの放牧事故の未然防止に努めている。

✤ スマート農業技術を活用した放牧事故の早期発見と省力化
広域放牧により、組合の規模拡大と放牧頭数の増加につながったが、一方で脱柵や放牧事故が毎年

発生している。そこで、脱柵牛の早期発見や捜索の際の人員削減、日々の放牧牛管理の省力化を目
指し、令和元年度にICT技術を活用した放牧牛の位置情報把握システムの現地実証を行った。本シス
テムが省力化につながることが明らかになったため、令和３年に200頭分を本格的に導入予定である。

活動内容・取組効果

【問合せ先】菊池地域農業協同組合 畜産課
Tel：0967－23－3208

【取組み実績】

 放牧する際の留意点
２～３日間隔の牛寄せ馴致時に牛の状態をよく観察し、状態が悪い
と判断した場合、迅速な退牧を実施している。放牧地が広く起伏が激し
いため、事故が発生した箇所は牛が立ち入らないよう牧柵を整備する。

 現状と課題
放牧頭数の増加に伴い放牧事故が毎年発生しているため、事故内容を検証し、再発防止のための
協議を随時行っていく。また、放牧牛の安否は目視確認のみであり、捜索等に時間を要しているため、
ICT機器を導入し、個体管理を徹底する。

 今後の目標
放牧事故の削減、放牧頭数の増加、周年放牧の検討、ICT機器を活用した管理作業負担の軽減
を目指す。

今後の展望

馴致用牧区 ICT機器装着

連動スタンチョン

平成17年度 平成18年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度
放牧面積（ha） 不明 100 125 158 158
放牧戸数 13 5 13 12 12

放牧頭数（頭） 164 81 359 331 399
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Ⅰ-５ 日向市における里山放牧モデルの構築

組織の概要

 地域の概要
宮崎県の北東部にある日向市は、東郷町域から美々津・幸脇地区を耳川が貫流している温暖な地
域であり、国内有数のブロイラーの産地で、農業産出額の87.5％を畜産部門が占める畜産業が盛ん
な地域である。

 里山放牧モデル構築の取組に至った経緯
日向市では、近年、中山間地域のみならず平地地域においても担い手の減少や高齢化等が進んで
おり、特に、昭和46年～59年に国営農地開発事業で整備したみかん園327haのうち87haが遊休農
地化した。
一方、畜産においては、高齢化により自給飼料の確保が難しく、また、放牧は一部農家でのみ実施さ
れており、地域全体に普及していない状況であった。

このため、平成28年、遊休農地の解消や繁殖雌牛の増頭、新規就農者等の繁殖経営への参入を
図るため、日向市が中心となって、取組地域内の繁殖農家で構成する寺迫和牛放牧組合を設立し、
遊休農地を利用した低コスト・低労働力の里山放牧モデルの構築を目指すこととした。
組合設立においては、遊休農地の早期解消のため、国営農地開発事業の土地を所有する有畜農
家（新規の放牧実践農家）の参加とともに、放牧管理方法の指導者となる既放牧実践農家（１
戸）にも参加してもらった。
また、一団地の面積が狭小であったり、周年放牧を目指すには補助飼料を与えながらの放牧となるた
め、県や市の事業を活用し、共同利用可能な給餌施設や放牧地の整備を行い、組合員が放牧できる
環境を整えた。

さらに、地域全体に放牧を普及するために、日向市から日向農協と東臼杵南部農業改良普及セン
ターに協力を依頼し、日向農協は受益農家へ肥育結果情報を基にした技術指導等を、東臼杵南部
農業改良普及センターは繁殖雌牛への種付けや放牧地の草地管理指導を、日向市は放牧技術指
導を担当し、寺迫和牛放牧組合を中心とした連携体制を構築した。

取組の経緯

✤ 取組地域：日向市東郷町、日向市美々津町、門川町
✤ 取組開始年：平成28年
✤ 構成員：寺迫和牛放牧組合、日向農業協同組合、東臼杵南部農業改良普及センター、日向市
✤ 受益農家数：繁殖農家７名
✤ 主な活動内容：繁殖経営の経営維持及び規模拡大、放牧の推進、畜産物の高付加価値化、

永年牧草の試験・定着化

放牧農家5名
（東郷町）

【受益農家の位置図】

指導農家1名
（美々津町）

放牧農家1名
（門川町）

日向市

日向農協 東臼杵
農林振興局

東臼杵南部農業
改良普及センター

寺迫和牛
放牧組合

受益農家

放牧技術
の普及

種付け
草地管理指導

遊休農地
の解消

技術指導

県単事業技術指導
放牧実証
の協力

【取組体制図】
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✤放牧を活用した肉用牛繁殖経営の経営維持と規模拡大
放牧により、足腰が強くなった、繁殖雌牛の体質が改善した、繁殖雌牛の一部を放牧することにより既
存牛舎に余裕ができた等の効果が得られ、糞尿処理や分娩介助等労働力の省力化や繁殖雌牛の増
頭、受胎率の向上等が図られている。

✤地域の実情に応じた放牧の推進
初めて放牧に挑戦する農家が放牧実践農家等から放牧管理方法を学ぶことができる体制を作り、また、
員外の農家が所有する繁殖成績が低下してきた繁殖雌牛を組合で一時預かり、放牧し、体質改善を行
うことで、員外の農家に放牧の効果を実感してもらう等、地域一体となった放牧技術の確立と放牧の拡大
に取り組んでいる。

✤畜産物の高付加価値化による販売力の強化
日向市は、繁殖農家約150戸に対し肥育農家が１戸と少ないため、日向農協直営の肥育センターを
活用しており、日向農協から受益農家へ肥育結果情報をフィードバックすることで、子牛の育種価の向上
を図り、高資質な子牛生産に取り組んでいる。

✤永年性牧草の試験・定着化
東臼杵南部農業改良普及センターと飼料会社の協力の下、永年性牧草試験展示場を設置し、土地
に適した牧草品種の選定を行っている。

執筆者：阪上真優
（九州農政局）

活動内容・取組効果

平成31年に門川町の繁殖農家が組合に加入し、日向市以外の地域にも放牧が普及しつつある。
今後、寺迫和牛放牧組合の組合員数を増やしつつ、更なる放牧技術の向上と繁殖雌牛の増頭を図り、
繁殖雌牛の増頭方法のモデルとして日向市だけでなく、他地域にも普及させていきたい。

今後の展望

【問合せ先】日向農業協同組合 営農総合センター
Tel：0982－52－6217

組合員 年齢 飼養頭数

A（組合長）
※人工授精師

46歳 8頭

B 70歳 12頭

C 60歳 30頭以上

D 42歳 30頭

E 70歳 6頭

F 51歳 8頭

G 35歳 22頭

H28 H29 H30 R1 R2

放牧面積 3.2ha 3.2ha 3.7ha 5.8ha 6.3ha

放牧頭数 5頭 5頭 5頭 15頭 25頭

放牧期間 180日 180日 180日 180日 180日

 放牧する際の留意点
放牧地や施設を共同利用するため、寺迫地域の繁殖
雌牛全頭についてBL検査を実施し、陰性牛のみを放牧
しており、BL検査は組合加入の必須条件としている。

【放牧の取組状況】 【受益農家の概要】
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Ⅰ-６ 西臼杵型放牧の推進

 地域の概要
宮崎県の北部に位置する西臼杵地域では、急峻な山間地の環境と共生して農林業の複合経営が
営まれており、その営みは棚田をはじめとした美しい景観や伝統文化を次世代に受け継いできた。こうし
た人々の暮らしが、世界的に高く評価され平成27年12月に世界農業遺産に登録された。

 取組みの経緯
西臼杵地域では、農家の高齢化、農家戸数減少による遊休農地の増加や、飼料代や資材価格の

上昇による生産コストの増加が課題になっており、これを解決するため、平成17年度、日之影町において、
飼養管理の省力化及び生産コスト削減を目的に、普及センター主導のもと、遊休農地等を活用した肉
用牛放牧実証試験が行われた。
結果として、遊休農地や山林・樹園地の除草管理、及び給餌や除糞作業の省力化に加え、給与飼
料やノコクズ等敷料の使用量減少による生産コストの削減にも繋がった。さらに鳥獣被害の減少も確認
でき、放牧実証試験から複合的な知見が得られた。
これをきっかけに、平成18年度、肉用牛繁殖農家17人で構成される任意の放牧研究会「西臼杵型

放牧ネットワーク会」を設立し、ネットワーク会員の中で放牧実証試験や視察研修、放牧技術に関する
情報交換を実施し、省力化及び低コスト繁殖経営を目指すこととした。西臼杵型放牧ネットワーク会を
設立して以降、放牧実施件数は年々増加しており、平成25年度では34名であったが、令和元年度に
は48名となっている。

取組の経緯

組織の概要
✤ 取組地域：高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
✤ 取組開始年：平成18年
✤ 構成員：西臼杵型放牧ネットワーク会、西臼杵支庁、西臼杵農業改良普及センター、

高千穂地区農業協同組合、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
✤ 受益農家数：繁殖農家 48名
✤ 主な活動内容：情報交換、繁殖経営の経営維持及び規模拡大、放牧の推進、永年性牧草の

試験・定着化
【取組体制図】 【受益農家の位置図】

高千穂農協 西臼杵支庁

西臼杵農業
改良普及センター

西臼杵型放牧
ネットワーク会

受益農家

放牧技術及び
草地管理指導

遊休農地
の解消

放牧
推進

県単
事業放牧技術

指導

実証
協力 高千穂町

日之影町
五ヶ瀬町

放牧技術
指導

放牧農家 11名
（五ヶ瀬町） 放牧農家 33名

（高千穂町）

放牧農家 ４名
（日之影町）

＜放牧の取組状況＞
ネットワーク会の取組として、地域の土地や気候にあった放牧体
系を選択できるように、日本草地畜産種子協会と連携し、同協
会の放牧アドバイザーの指導の下、西臼杵型放牧の実証を行って
おり、最近では親子放牧（２カ所）や周年放牧（１カ所）とい
う新たな放牧実証にも取り組んでいる。
また、放牧地については、栄養価が高く、草地管理及び電柵の
下草管理が容易なセンチピードグラス等の多年生シバ型牧草で管
理する形態を実証している。
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 実証済みの西臼杵放牧体系の概要
✤移動型放牧（ジプシー放牧）
放牧場を数カ所設置し、牧養力が衰える前に家畜を移動させて圃場を管理して

いく放牧体系。放牧場だけでなく、耕作放棄地の管理にも役に立ち、景観の保全
に繋がる。土地の所有者と合意形成し、計画的に移動型放牧を活用出来れば、
地域の景観保全にも繋がり、遊休農地の有効活用だけでなく鳥獣被害の減少に
も期待できる。

✤山岳放牧
急勾配の地形を利用して家畜を放牧する体系。勾配地の有効活用となるだけ

でなく、家畜による斜面管理も可能（省力化）となり鳥獣被害の防止や、景観保
全に繋がる。急傾斜地での放牧の場合、家畜の転落事故に留意する必要がある
ため、崖地や高低差のある場所については、家畜が安心して入れる境界が分かるよ
うに牧草の草丈管理や電牧線の調整をしっかり実施する必要がある。

✤立ち毛放牧
飼料稲やイタリアンライグラスを栽培し、刈取らない状態で家畜を放牧する体系。

刈取りの手間が省け、さらなる省力化が可能。ボディーコンディションを見ながら過採
食を防止するとともに、計画的に牧草を採食させる場合は、電牧柵線で圃場を区
切り、一定の間隔で放牧面積を広げていく方法（ストリップ放牧）を実施すると計
画的な圃場管理が可能となる。

✤水田放牧
水田裏にバヒアグラスやイタリアンライグラス、エンバクを栽培し放牧をする体系。

限られた農地を有効利用し、家畜による圃場管理が可能となるため省力化にも繋
がる。水田としても利用するため、地域で活用する場合は、放牧計画を立てて、土
地の所有者と合意形成をしておく必要がある。

活動内容・取組効果

執筆者：加藤 聡
（西臼杵支庁農業普及課）

西臼杵地域の地形や気候に合った放牧の方法、放牧草種を選定し、西臼杵型放牧マニュアルを作成
する。また、新規で放牧を実施する農家でも取り組みやすいよう、放牧ネットワーク会を中心とした地域の支
援体制を構築する。

今後の展望

【問合せ先】 西臼杵農業改良普及センター
Tel：0982-72-2158 FAX:0982-72-2159

 放牧する際の留意点
１．放牧対象牛については、脱柵の心配が無いパドック等で、電牧線を張って電気刺激の痛みを覚えさせ
る放牧馴致をしっかりと実施すること。

２．脱柵を防ぐため草地や家畜の状態を確認するとともに、下草刈りなど電気牧柵を適正に管理すること。
３．ピロプラズマ病予防のために定期的にダニの駆虫剤を牛に塗布すること（放牧中は月１回塗布する。
また、放牧前後にも塗布する。）。

４．ワラビなどの有毒植物を除草すること。
 地域への普及推進
SNSによる情報共有・先進地視察
放牧技術の資質向上のため、SNS通して情報共有を実施している。
畜産技術や最新情報を普及センターから発信したり、生産者間での情報共有・意見交換の場として活

用することで、遠方でも手軽に情報把握が可能となっている。 また、黒毛和牛の放牧を実施している県内外
の放牧地を研究会で視察することで、放牧技術の見識を深め、技術向上に向けて地域一丸となって取り組
んでいる。
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Ⅰ-７ 山林を活用した小屋近放牧の構築

 地域の概要
宮崎県の南部にある当地域は、東に日向灘を臨み、総面積の半分以上が山林である。平野部では
日本有数の日照時間に恵まれた地域である。畜産だけでなく、柑橘類や甘藷、スイートピー等特産が
多い地域である。

 取組に至った経緯
当地域は、高齢化の進行や担い手の減少による労働力不足に加え、飼料作に適した土地の確保等
の課題があり、これらに対応するための生産システムづくりが必要となっていた。
こうした中、平成20年頃から、放牧に興味を持つ農家が互いに情報交換を行い、地域の関係機関か
ら放牧技術や補助事業の活用について助言を得るようになった。平成21年6月、農家４名が発起人と
なり南那珂地域放牧研究会を設立し、放牧の実施による作業の省力化及び低コスト化に取り組むこと
となった。設立当初からの地道な普及活動により年々会員数を増やし、令和３年２月現在は19名と
なっている。

 現在の活動概況
会員の多くは、牛舎近くに放牧地となりうる山や遊休地を有しており、牛舎と放牧地が隣接している小
屋近放牧を実施し、一部では繁殖雌牛と離乳前の子牛を一緒に放牧する親子放牧も行っている。
また、飼料代の節約及び自給飼料率の向上に役立てるため、草地造成の方法等に関する研修会や
視察研修の開催、県内外の指導者に依頼しての現地指導を継続して行っている。

新たに放牧を開始する生産者に対しては、南那珂農林振興局及び農業改良普及センターが事前に
現地調査に行き、放牧候補地を確認するとともに、放牧全般についてアドバイスを行う。
また、他の会員の放牧地を巡回し、草地造成や馴致の際のアドバイスを受ける機会を設けるなど、会
員同士のサポート体制も構築している。

取組の経緯

組織の概要
✤ 取組地域：日南市、串間市
✤ 取組開始年：平成２１年
✤ 構成員：南那珂地域放牧研究会、南那珂農林振興局、南那珂農業改良普及センター、

管内農業協同組合、日南市、串間市
✤ 受益農家数：繁殖農家 19名
✤ 主な活動内容：繁殖経営の経営維持及び規模拡大、放牧の推進、畜産物の高付加価値、

永年性牧草の試験・定着化
【取組体制図】 【受益農家の位置図】

放牧農家 ８名
（串間市）

放牧農家 11名
（日南市）

日南市

JAはまゆう
JA串間市大束

南那珂農林
振興局

南那珂農業
改良普及センター

南那珂地域
放牧研究会

受益農家

放牧技術
全般指導 遊休農地

の解消
放牧
推進

運営支援放牧牛管理
技術指導

実証
協力

串間市

運営支援
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執筆者：
南那珂地域放牧研究会

 主な活動内容の詳細
✤地域の実情に応じた放牧の推進
山林が多い特性を活かし、牛舎近くの山林を活用し、牛舎と直結した放牧（小屋近放牧）に取り
組んでいる。放牧場を複数有している会員は、昼に牛舎から離れた放牧場、夜に小屋直結の放牧場
へ牛を戻す等、小屋に近い放牧場を活用した放牧技術が定着している。

✤放牧を活用した飼養環境改善と規模拡大
牛舎の飼養密度が低くなり、飼養環境の改善や規模拡大が図られた。
また、糞尿処理の省力化や永年性牧草の定着による飼料代の節約、繁殖雌牛の運動量が増える
ことによる体質改善につながっている。

✤永年性牧草の試験・定着
家畜改良センター熊本牧場の協力の下、永年性牧草試験展示圃を設置し、土地に適した栽培方
法と牧草品種（バヒアグラス）を選定した。また、普及センターと連携して草地管理についての巡回指
導を継続的に実施し、定着につなげている。

✤研修会や県内外視察の実施
放牧技術の向上のため、１年に１回研修会や県内外の視察を実施している。
また、普及センターを中心とした巡回指導を実施し、放牧技術の向上に向け地域一丸となり取り組ん
でいる。

活動内容・取組効果

取組農家や面積が年々増加し、急傾斜地や遊休地の利用、公共事業を活用した放牧地造成、地域
の共有地を活用した放牧等、形態も多岐に及んでいる。それぞれの特徴に応じた放牧を実施しているため、
積極的に意見交換を実施し、地域内のレベルアップを図る。

今後の展望

【問合せ先】南那珂農林振興局 農畜産課
Tel：0987－23－4313

【放牧の取組状況】  放牧する際の留意点
✤衛生面の管理
ダニ対策の薬剤使用を推奨している。
✤電牧線の管理
電圧の確認や周囲の雑木等を随時管
理している。
✤日々の観察
牛の健康状態や牧草の生育状況は、
毎日必ず確認し、必要に応じて牧区や
頭数等の調整、補助飼料の給与を行う。

H21 H28 H29 H30 R1

面積 ０ha 23ha 27.6ha 29.1ha 32.7ha

戸数 ０戸 ８戸 12戸 15戸 17戸

頭数 ０頭 71頭 119頭 143頭 194頭

日数 ０日 250日 250日 180日 180日
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Ⅱ-１ 肉用牛放牧を利用した二次離島の活用モデル

経営の概要

 地域の概要
長崎県小値賀町は、県北地域の離島部に位置し、有人島６島を有する人口約2,300人程の自
然豊かな地域であり、肉用牛・水稲を基幹作物とした農業や漁船漁業が中心の水産業、民泊や古民
家等を活用した観光業が主要産業となっている。

 放牧を始めた経緯
長崎県では、昭和50年代から耕地面積の減少、遊休農地の拡大が続いており、特に県北地域等

の離島部では高齢化による飼養戸数の減少により急速に遊休農地の拡大が進んでおり、二次離島の
活用が喫緊の課題となっていた。
そこで、平成26年、長崎県における県北地域プロジェクト課題の一貫として、小値賀町と連携し、小
値賀町の二次離島（斑島）において、遊休農地解消モデルとして肉用繁殖牛の放牧を実証する計
画の検討が始まった。また、放牧地解消モデルだけでなく、小値賀町本島から遠隔地にある斑島の牛
舎を省力的に活用するため、平成27年からICT技術を活用した放牧も実証することとなった。主な実
証内容は、遠隔地にある放牧場において集牛、給餌、給水、転牧、発情・分娩観察に係る作業を
ICT機器により実施し、管理者が現地へ行かなくても、周年放牧の管理が成立することを実証するもの
であった。
実証に当たり、飼養管理・牧草管理の支援は振興局を中心とした県機関が行うこととなった。また地
域内の授精師・獣医師等と連携し、定期的に牛の状態管理や繁殖成績の管理を行うこととなった。
実証結果としては、ICT機器の稼動は順調で、二次離島を活用した放牧の実施が実証できたものの、
カメラの映像精度が低く、発情・分娩の観察がカメラのみでは十分にできないことから、繁殖成績の低下
が危惧されている状況。

 経営の中での放牧の効果
放牧の実施により生産コスト縮減、省力化が図られている。また、牛舎から遠隔地にある遊休農地も
活用することで放牧面積が拡大し、農地保全の面においても地域貢献につながっている。

✤ 名称：（一財）小値賀町担い手公社
✤ 所在地：長崎県北松浦郡小値賀町
✤ 放牧開始年：平成28年
✤ 従業員数：30名（うち牛管理者2名）
✤ 主な活動内容： 黒毛和種繁殖
✤ その他：ICT技術を用いた放牧管理システムの導入
（H27）、永年牧草の試験・定着化（H27~）

H28 H29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２

飼養頭数 11頭 15頭 15頭 15頭 15頭

放牧頭数 15頭 15頭 15頭 15頭 15頭

放牧面積 ６ha ６ha ６ha ６ha ６ha

【経営の推移】

【位置図】

放牧実施箇所

小値賀町 斑島

長崎県
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 現状と課題
カメラのみでは映像精度が低く、発情・分娩の詳細な行動観察が難しく、管理者が直接牛舎へ行き、
放牧場でも観察することとなり、発情発見が十分にできていない。
冬場の草量が不足するため、別途追加飼料（稲WCS）を持ち運び、給与している。

 今後の抱負、経営目標
小値賀本島にある既存牛舎を利用した飼養管理体系（分娩・発情確認・授精を牛舎で行い、受
胎確認後、放牧場へ移動する方法）へ切り替え、繁殖成績向上を目指す。
周年での草量を確保するため、矮性ネピアグラス（永年草）の拡大、牧区の拡大（未利用地の活
用）に取り組む。

＜ 放牧形態 ＞
✤ 放牧地：耕作放棄地(4牧区での移動放牧)
✤ 草種類：バヒアグラス、矮性ネピアグラス、野草
✤ 放牧期間：周年(受胎確認後から分娩前1か月)
✤ 牧柵：ソーラー型電気牧柵（2段張り、海沿いも牧柵設置）
✤ 給水方法：ポリタンク式

【問合せ先】県北振興局南部地域普及課
Tel：0956-41-2033

放牧の技術

今後の展望

 放牧の特徴
• 放牧場に設置したリアルタイムカメラにより、タブレット等で発情、疾病
など牛の観察が可能。

• 音響装置により、給餌時の追い込み等にかかる労力が削減（定時
に自動で音楽を流れ、無人で集牛できる） 。

• 自動給餌機により、飼料給餌作業が省力化（定量給与で個別給
与はできない）。

• 遠隔操作可能な連動スタンチョンや給水時の自動記録体重計によ
り個体管理が省力化。

• 遠隔操作可能な牧区ゲートによる牧区間移動など牛群管理の省
力化

執筆者：松武紘生
（長崎県畜産課）

管理牛舎

 放牧する際の留意点
• 自動記録体重計については、定期的な機器
周辺の清掃や停電時の再起動が必要

• 脱柵対策としては、定期的な巡回や電圧の確
認が必要

• 斑島は通信環境が乏しいため、放牧場牛舎か
ら公社事務所までの通信は電話回線を利用。
事務所からはネット回線で管理者のスマート
フォンと繋がっている。

• ICT機器の利用については、定期的な清掃が
必要。清掃は管理者が行っている。

ＩＰカメラ

自動記録
体重計 自動給餌機

16



Ⅱ-２ 茶園の有効利用による周年親子放牧

経営の概要

 地域の概要
冨貴茶園の所在する大分県豊後高田市は、山間部及び海岸部の自然景観や農村集落景観、六
郷満山文化ゆかりの史跡等、豊かな自然と歴史文化などの資源が豊富に存在する。
また、豊後・米仕上げ牛など交雑牛肥育が盛んなほか、白ネギ、春そば、落花生の産地としても
知られる、県内有数の農業地域である。

 放牧を始めた理由及び経緯
当社は昭和46年に農業組合法人として設立された茶園で、平成16年に現在の（有）冨貴茶園に
改組し、栽培から仕上げ茶まで通してのＪＧＡＰ認証を受け、冨貴茶を生産販売している。
地域では、かつて盛んだったみかん栽培の廃業による耕作放棄地の増加が課題となっていたため、牛
の放牧による耕作放棄地の解消を目指し、平成17年、地域の有志５名（うち畜産農家１名、耕種
農家２名）と共に当社の代表者が会長をつとめる「西高の農地を守る放牧の会」を結成した。
また、同年、かねてより茶園の耕作放棄地の解消法を考えていたところ、県から放牧を勧められ、レンタ
カウ制度を活用し、茶園に隣接する放棄地（林地）で試験的に繁殖牛３頭の放牧を開始した。
初めて放牧したが、放牧牛に事故はなく、無事に子牛も生まれたことで、放牧を活用した省力的な肉
用牛繁殖経営に手応えを感じ、翌年の平成18年に簡易牛舎を建設するとともに繁殖牛２頭を購入
して、本格的な放牧による肉用牛繁殖経営を開始した。

 経営の中での放牧の効果
周年親子放牧体系を確立したことにより、コストを６割削減できるなど省力的な飼養管理が可能とな
り、本業である茶生産に差し障ることなく繁殖牛50頭規模の経営を行うことが出来た。
確立した放牧体系については、永松式放牧として豊後高田市内で普及され、市の新規就農者向け
の研修制度アグリチャレンジスクールの研修先として、年間１～２名の研修生を受け入れており、
後継者育成、地域活性化に貢献できている。
また、茶園周囲の耕作放棄地が解消し、経営地内の景観維持に貢献できた。

✤ 名称：有限会社 冨貴茶園
✤ 所在地：大分県豊後高田市
✤ 放牧開始年：平成17年
✤ 主な活動内容：茶、黒毛和種繁殖
✤ その他：第1回全国自給飼料生産コンクール

農林水産大臣賞 受賞（H26）、
大分県農業賞 最優秀賞 受賞（H28）

H１７ H２０ H２７ R２

飼養頭数 ３頭 ８頭 ２２頭 ５０頭

放牧頭数 ３頭 ８頭 ２２頭 ５０頭

放牧面積 ５ha １２ha １７ha ２２ha

【経営の推移】 （放牧部門）

【位置図】

(有)冨貴茶園＜放牧開始直後＞
竹林が生い茂っており、
牛を見つけることも困
難。

＜現在＞
牧草の草地化に成功
し、茶園の景観保持
に繋がっている。
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 現状と課題
飼養頭数は令和３年２月現在、黒毛繁殖牛が経産牛４７頭、育成牛6頭、放牧面積22ha。
増頭や母牛更新は、すべて自家保留で行っている。

 今後の抱負、経営目標
今後も放牧面積を拡大するとともに、新規就農者を育成し、放牧推進を進めることで地域活性化を
めざす取り組みを続けていく。

＜ 放牧形態 ＞
✤ 放牧地：茶園跡地、雑木林
✤ 草種類：バヒアグラス、野草 など
✤ 放牧期間：周年
✤ 牧柵：ソーラー型電気牧柵（２段張り）
✤ 給水方法：ポリタンク式

放牧の技術

今後の展望

 放牧のこだわり
周年親子放牧を実施し、放牧地内で自然分娩・自然哺乳など、徹底的な省力化、低コストにこだ
わっている。
具体的には、日常的な作業は経営主１人で行い、朝夕２回、母牛・子牛ともにスタンチョンに繋いで
配合飼料を給餌している。粗飼料が不足する冬場は、母牛用に稲WCSを地元のコントラクターから購
入し、飼料費の抑制に努めている。
子牛については、生まれた日からスタンチョン越しに綱でつないで、給餌の際のブラッシングや生後１週
間頃から配合飼料を自ら口に入れて食べさせる等、人に懐かせる調教を行っている。
繁殖については、茶の収穫の最盛期である４月中旬から６月には種付けをせず、冬季の分娩を避け、
分娩事故の防止に取り組んでいる。
放牧地の活用については、牛群ごとに各放牧地で繁殖雌牛を親子で放牧している。

【問合せ先】北部振興局生産流通部
Tel：0978-32-1555

執筆者：夏迫紗綾
（北部振興局）

【牛舎と放牧地の位置図】

大分県豊後高田市

牛舎

第２放牧地
（12ha）

第1放牧地
（5ha）

 放牧する際の留意点
牛を繋いで給餌する際、牛の健康状態や分
娩間近の牛の分娩兆候を確認するだけでなく、
必要時に捕獲・保定できるよう、飼い主との信頼
関係も構築することも重要である。
簡易牛舎による周年親子放牧を新規に開始
する場合、初期コストはある程度かかるので、目
標頭数に応じた資金調達計画の作成を行うと
良い。また、まとまりのある放牧用地の確保や、
地域の飼料生産・供給経営体との連携による
冬期粗飼料の確保も重要となる。
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Ⅱ-３ 持続可能な循環型林畜複合経営の取組

経営の概要

 地域の概要
豊後大野市は日本ジオパークやユネスコ・エコパークに認定される等、自然豊かな地域にあり農林業の

盛んな地域である。中でも朝地町は、標高500～600ｍの準高冷地に位置し、広大な山林を有する
中山間地域である。
かつては、水稲と薪炭林生産の複合経営が一般的であったが、1970年頃からクヌギ林を活用した肉

用牛の放牧利用と原木椎茸生産が盛んとなっている。

✤ 経営者：小野 今朝則
✤ 所在地：大分県豊後大野市朝地町
✤ 就農開始年：昭和48年
✤ 放牧開始年：昭和52年
✤ 従事者数：3名（本人、配偶者、長男）
✤ 主な活動内容： 黒毛和種繁殖18頭、椎茸生産
✤ その他：平成18年度大分県農業賞 最優秀賞

（豊後大野市温見地域畜産振興会）

【経営の推移】

【位置図】

【椎茸のほだ場】

小野牧場
（繁殖） 豊後大野市

（朝地町）

大分県
(豊後大野市)

S52 H30 R1 R2 R3.1
現在

飼養頭数 5頭 15頭 17頭 18頭 18頭

放牧頭数 3～4頭 6～8頭 6～8頭 6～8頭 6～8頭

放牧面積 20ha 12ha 12ha 12ha 12.6ha

 放牧を始めた経緯
昭和48年に父から後を継ぎ、肉用牛繁殖及び椎茸経

営に参入。その際、牛5頭と牛舎も引き継ぐこととなった。
引継ぎ当初、所得確保のため繁忙期が異なる牛と椎茸
の複合経営を行っていたが、原木の取扱いや下草刈り等
の重労働の軽減が課題となっていた。
当時、国でも放牧が推進されていたことから、補助事業
によりクヌギ林の外周に牧柵を設置し、放牧を活用した牛
と原木椎茸による林畜複合経営に本格的に取り組み始
めた。

 経営の中での放牧の効果
クヌギ林放牧により、椎茸と子牛生産の両部門の作業
省力化と経費削減が図られた。特に、糞尿処理作業や
下草刈りにかかる労力の軽減や敷料等の費用削減に効
果があった。
子牛や椎茸の価格が変動するなかで、林畜複合経営に
より安定的所得を確保できた。
繁殖牛の足腰強化やストレスの軽減により、繁殖障害
が改善し、分娩事故も減少した。
放牧による継続的な管理によりクヌギ林が守られ、良質
なほだ木の確保が可能となった。
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 現状と課題
現在、和牛繁殖と原木椎茸生産の林畜複合
経営しており、放牧による両部門の利点を活用
した経営を実践中。
後継者については、長男が兼業で朝の飼養管
理を行っており、今後については家族内で随時
協議を行っている。

＜ 放牧形態 ＞
✤ 放牧地：山林（クヌギ林、1牧区）
✤ 草種類：野草（ササが優先的に植生）
✤ 放牧期間：周年（終日）
✤ 牧柵：固定柵（有刺鉄線、三段張り）
✤ 給水方法：水槽

【問合せ先】豊肥振興局生産流通部
Tel：0974-63-3177

放牧の技術

今後の展望

 放牧の特徴
• 里山を、椎茸用のクヌギ生産と家畜飼養の2つの場として有効利用。
• 繁殖牛を、子牛生産とクヌギ林の下草管理の2つの手段として有効活用。
• 冬季作業の多い原木椎茸生産と夏季飼料作業の多い家畜生産による林畜複合経営により、周年就
労機会を確保。

• 妊娠鑑定により受胎確認後から放牧を開始し、分娩予定20日前に舎飼いに戻す。放牧頭数は飼養
頭数の４割程度の６～８頭。

 放牧する際の留意点
• 放牧未経験牛は経験牛と一緒に放牧し、草の食べ方や給水等についてスムーズに覚えさせること。
• 給餌時にスタンチョンに繋ぎ、朝夕/1日1回、観察を行い、状態確認や退牧のタイミングを見極めること。

執筆者：内村 誠
（豊肥振興局）

100m 牛舎

放牧地
（12.6ha）

【牛舎と放牧地の位置図】【放牧ベース基地、スタンチョンによる飼養管理】

【牛によりきれいに管理されたクヌギ林】

 今後の抱負、経営目標
複合経営の中で一定の売り上げを確保できているので、大規模経営を目指すのではなく、今後も夫婦
の労力のみで可能かつ安定的な経営を実践していきたい。さらに、その中で良い商品を生産するとともに、
積極的に情報発信を行っていきたい。
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Ⅱ-４ 本州最南町での水田を活用した放牧

経営の概要

 地域の概要
南大隅町は、九州本島最南端に位置する高温多湿の土地であり、亜熱帯性の植物も多数みら
れる。この温暖な気候から、肉用牛、養豚、養鶏の経営が盛んであり、農業生産の中核を担っている。

 放牧を始めた理由及び経緯
南大隅町は、中山間地域が多く、担い手の高齢化や耕作放棄地の増加が課題となっていた。
地元の農地が耕作放棄地になっていくのは忍びない、また就農したときに思い描いた「広い放牧地で
のびのびと牛を飼う」ことを実現したいという気持ちと、仕事を引退したことも契機となり、平成21年、
放牧を開始した。
放牧の開始に当たっては、近所の方の敷地内放牧（パドック）を見て、当時、普及する前であった
電気柵で放牧しようと考えた。牛舎から近く（700メートル程）の水田が耕作放棄地となっていたた
め、地主と話し合い、土地を活用してくれるならと快く借りることができ、まとまった土地を確保できた。
放牧技術は、近隣のパドックの事例を参考に、農家自身で経験を積み重ねながら習得し、必要に
応じて獣医等に相談するようにした。

✤ 名 称：南大隅町繁殖農家
✤ 所 在 地 ：鹿児島県肝属郡南大隅町根占
✤ 就農開始年：昭和５３年
✤ 放牧開始年：平成２１年
✤ 労 働 力 ：1名（後継者あり）
✤ 主な活動内容：肉用牛繁殖経営、

飼料生産3.5ha

昭和53年 H２１ H27 R２

飼養頭数 45頭 30頭 18頭 22頭

繁殖牛 5頭 15頭 18頭 22頭

肥育牛 40頭 15頭 － －

放牧頭数 － 4頭（最大） 4頭（最大） 4頭

放牧面積 －
水田 1ha
山林 50a

水田 1ha
山林 50a

水田 1ha
山林 50a

【経営の推移】

【放牧地入り口の看板】

地元への想いから，言い伝
えを記した看板を作成

 経営の中での放牧の効果
平成21年以降、肥育経営から繁殖経営に移行していく中で、繁
殖経営は出産・分娩・子牛育成等、肥育経営ではなかった作業が
増え、労力負担が大きくなることが課題の一つだった。
繁殖雌牛の放牧を開始したことで、放牧柵設置等の初期労力は
かかったが、放牧頭数分の除糞・堆肥化作業がいらなくなったこと、
牧草の調整作業がいらない等により、自身の経営方針に沿った形
で運営ができ、労力負担の軽減や経営コストの削減ができた。
また、水田における放牧を見た地域の新規就農者が放牧に関心
をもつ等、地域における放牧実施のきっかけの一端を担っている。

【位置図】

放牧地と牛舎
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 現状と課題
適度な放牧環境を維持するため、妊娠牛4頭を目安に放牧して
いる。約10年放牧しているが、流産はなく、牛が脱柵することもめっ
たにない。台風の倒木で電柵が切れたときも牛舎に帰ってきた。

 今後の抱負、経営目標
今後、後継者が農家研修を受け、新規就農者として就農予定。
牛飼いを楽しみながら、後継者への経営移譲にむけ、基盤強化を
図っていく。

＜ 放牧形態 ＞
✤ 放 牧 地 ：水田１ha、山地50a
✤ 草 種 類 ：ソルゴー、イタリアンライグラス、野草等

（11～3月はイタリアン・WCSのロールを給与）
✤ 放牧期間：周年（妊娠鑑定後～分娩2ヶ月前まで）
✤ 牧 柵：ソーラー型電気牧柵
✤ 給水方法：水道（牛舎から水道を引いている）

【問合せ先】大隅振興局農政普及課
Tel：0994-52-2140

放牧の技術

今後の展望

②山地の活用
水田上に50a程の山地があるが、水田には日差しや雨を凌ぐ場所がないため、この山地を牛の
休憩所として活用している。夏の暑い時期は山地の日陰で涼み、冬は日差しの入る水田の放牧
地で過ごすといった、牛にとって快適な環境を確保している。また、台風も多い地域であるため、繁
殖牛の避難場所としての役割も果たしている。
給水については、牛舎から水を引いてきてウォーターカップを設置し、鉱塩のケースを木にくくりつけ
て設置する等土地を活用した放牧を確立している。

【牛舎と放牧地の位置図】

放牧地

牛舎

山地

 放牧の工夫
①ホームセンターの資材の活用
牧柵を設置する際に必要なポールやワイヤーの資
材はホームセンターで購入することで、初期費用を抑
えている。特にポールは、16mm塩ビパイプを必要な
長さに切る等して利用している。

③放牧地の維持と区画分け
放牧地は5～6カ所の区画に分けて利用している。これにより、牧草の再生草を生育させる期間
が確保できる。冬場には自給粗飼料を補助給与することで、放牧地を周年通して活用している。

 放牧する際の留意点
放牧が初めての牛には牛舎の運動場で必ず馴致を行う。
また、放牧を始めた当初は野草も茂っていたため、ダニ対策を放牧導入前後、退牧時に行ってい
たが、現在はダニの発生がほとんどなく、退牧時のみダニ駆除剤を牛に塗布している。

【ウォーターカップ】
【鉱塩】

水田から山地へ帰る牛達
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鹿児島県

徳之島

Ⅱ-５ 離島における放牧を活用した規模拡大と低コスト化の実現

経営の概要

 地域の概要
徳之島町は、鹿児島市から南へ約468kmの距離にある奄美群島に位置し、基盤整備率の高い
神嶺地区を中心とした畑地帯では、その立地条件を生かしてさとうきびを中心に畜産（肉用牛）、
園芸などの複合経営による農業生産が行われている。肉用牛については、温暖な気候と草資源を生
かして繁殖経営が行われており、低コストで高品質な牛肉生産に取り組んできている。

 放牧を始めた理由及び経緯
前身の法人経営を継承する形で、島の若手を雇用して平成27年に従業員５名、飼養頭数300
頭の株式会社ティダファームを設立した。
設立に当たって、従業員４名は新規就農であり、畜産に関する知識がなかったため、分娩前後など
各ステージに合わせた母牛の飼養管理や発情・受胎確認等を適切に実施できるよう、獣医師を従業
員に加えることとした。また、飼養管理方法や放牧技術の指導は徳之島町役場や九州沖縄農業研
究センターに協力を依頼するとともに、種苗業者による牧草の勉強会も実施している。
会社設立以降、離島の飼料価格は本土に比べて生産コストが割高であり、飼料自給率も低く、
経営安定のためには自給飼料生産が不可欠であったため、農場周囲に広がっている未利用地や耕
作放棄地等に着目し、飼料費の低減を図るため、平成30年度から新たに放牧を活用した肉用牛
繁殖経営を開始し、繁殖牛の増頭を行っている。

 経営の中での放牧の位置づけ及び効果
飼料や敷料等の生産コスト削減、糞尿処理や自給飼料生産・運搬にかかる労力の省力化が図ら
れ、経営が安定化した。また、繁殖雌牛の一部を放牧することで既存施設に余裕ができ、さらなる増
頭を行うことができた。
放牧を行うことで受胎率が向上し、良好な繁殖成績を保っている。
（分娩間隔385日、県平均406日（H30））

✤ 名 称：株式会社ティダファーム
✤ 所 在 地 ：鹿児島県大島郡徳之島町山
✤ 就農開始年：平成27年
✤ 放牧開始年：平成30年
✤ 従 業 員 数：5名（平均雇用年齢29歳）
✤ 主な活動内容：黒毛和種繁殖経営

H27 H28 H29 H30 R1 R２

飼養頭数 300頭 350頭 350頭 400頭 500頭 550頭

放牧頭数 0頭 0頭 0頭 60頭 120頭 150頭

放牧面積 0ha 0ha 0ha 15ha 20ha 20ha

【経営の推移】

【位置図】

23



 現状と課題
現在、繁殖牛450頭（うち育成牛50頭）を飼養している。
自家保留がメインであるが、補助事業等も活用しながら、徳之島市場や本土からも妊娠牛を導入
して増頭している。
放牧地と世界自然遺産保護地域が隣接しているため、放牧地を拡大する際には、保護地域に該
当しないか確認が必要である。

 今後の抱負、経営目標
この先数年で繁殖牛500頭まで増やす計画であり、目標は徳之島町の受精卵センター等も活用
しながら1000頭規模を目指す。
また、肥育牛の生産やステーキハウスなどの６次産業化も目指していきたい。

＜ 放牧形態 ＞
✤ 放牧地：耕作放棄地
✤ 草種類：イタリアンライグラス、トランスバーラ、

バミューダグラス
✤ 放牧期間：周年（日中のみ）
✤ 牧柵：ソーラー型電気牧柵

【問合せ先】大島支庁農政普及課
Tel：0997-57-7333

放牧の技術

今後の展望

 放牧の特徴（工夫・こだわり）
• 育成牛、繁殖牛両方を放牧しており、子牛は牛舎で育成して徳之島の子牛セリ市場に出荷して
いる。

• 放牧期間は、基本、分娩を終えてから妊娠するまでとしているが、放牧可能な頭数にも限りがある
ので、種付きが悪い牛を優先的に放牧し体質改善を図っている。また、妊娠後でも群の中で弱い
牛は、しばらく放牧させることもある。放牧地20haに対して、常時放牧頭数は150頭。

• １日１回夕方に補助飼料を給与している。冬場はあまり草が生えず飼料が不足するため、給与
量を増やしている。（夏は７ロール、冬場は10ロール程度）

• 従業員に獣医師がおり、発情・受胎確認や治療などを随時行っているため、良好な繁殖成績を
保っている。

牛舎後ろが放牧地

 放牧する際の留意点
• 電気柵の管理に苦労している。毎日電圧を
チェックしたり、破れているところがないか柵の
周りを歩いて確認したりしている。

• 初めて放牧する牛はリーダー牛と一緒に放牧
させることで馴致期間を不要としている。

• 補助飼料の確保については、島内のTMRセ
ンターを活用するなど飼料調整に係る労力を
削減している。

【農場と放牧地の位置図】

放牧地①
（15ha）

農場
このほか
放牧地②（５ha）
※車で約20分の距離
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