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１．調査の背景と目的

⑴　調査の背景
　福島県相馬郡飯舘村では2011年の原発事故以後，
丸６年にわたる全域避難を経て2017年度から段階的
に住民の帰還を開始した。以後，村のいくつかの地
区で，避難指示解除前からの準備のもと，農業の活
用や助け合い，生きがいとなりわいの両立による「ま
でい」の地域づくりの再スタートを切っている（林
2018）。一方で帰還した住民は限られ，農地の耕作
の担い手は不足しており，施設園芸や畜産業は徐々
に回復しているものの，農地の多くが遊休化し荒廃
する可能性が出ているのが現状である。こうした中
で除染後の水田を牧草地にして肉用牛を放牧する取
り組みが始まり，著者らは畜産農家の協力を得て水
田放牧の可能性を検討してきた（福島県農業総合セ
ンター畜産研究所ほか編2021，林・原田編2021）。
　飯舘村では震災前，200経営体が販売目的の肉用
牛2866頭を飼養していた（2010年世界農林業センサ
ス）。繁殖農家が多かったが，1980年代に村営肥育
事業が始まり，畜産振興策として和牛の牛肉販売を
戦略的に進めてきた（稲田1989）。村で肥育した牛
の肉を「飯舘牛」としてブランド化するミートバン

ク事業は村おこしの成功事例として注目され，営農
を再開した畜産農家からは飯舘牛のブランド復活を
望む声も多い。
　以上のような経緯から，飯舘村では，①放牧畜産
による農地（水田・畑）の保全管理や耕作放棄地の
活用，②水田を活用した採草と放牧による飼料の自
給増加と省コスト化，③放牧を活用した畜産の省力
化と規模拡大，④放牧を活用した景観形成や観光利
用，ブランド化―の４点が，当面の条件の下で農
地の保全・活用と村の生きがいとなりわいの再生を
実現していく具体的な方向性の一つとして浮かびあ
がっている。その可能性を検討するために今回，先
進地である兵庫県但馬地域の調査を実施した。
　調査は2021年３月15～16日に行った。以下の調査
データ（年齢，肩書含む）は，いずれも調査日時点
のものである。

２．但馬牛ブランドの確立と農業遺産

⑴　但馬地域の概要
　但馬地域は，兵庫県北部に位置し，豊岡市，養父
市，朝来市と美方郡香美町，同新温泉町の３市２町
からなる。今回調査に訪れた美方郡は但馬地域の北
西部にあり，北側は日本海，西側の新温泉町は鳥取
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県に隣接している。美方郡は，山陰海岸国立公園な
どの自然公園に指定された区域も多く含む自然豊か
な地域で，冬は豪雪地帯となる。
　「2015年農林業センサス」によれば，販売目的の
肉用牛飼養経営体数は，香美町41，新温泉町51であ
る（表１）。肉用牛部門が農産物販売金額１位の農
業経営体数は，香美町37，新温泉町46である。但馬
地域の他の３市は合わせて43で，美方郡の２町で特
に盛んであることがわかる１。ちなみに，兵庫県全
体で見ると，肉用牛飼養が最も盛んなのは淡路島で，
洲本市，南あわじ市，淡路市の３市で625の経営体
があり，兵庫県に886ある肉用牛部門が１位の農業
経営体数の７割を占めている。兵庫県では，但馬地
域と淡路島に繁殖経営が多く，都市部に近い神戸市，
加古川市，西脇市，三田市，丹波篠山市に肥育経営
が多いのが特徴である（図１）。

⑵　但馬牛の地域固有遺伝子の維持
　但馬牛は，兵庫県内で生まれた黒毛和種で，県外
の牛と交配していない県内純血種である。つまり，
先祖を遡っても兵庫県の牛しかいない。しかも，美

方郡の牛は，先祖がすべて美方郡生まれの牛という
美方郡純血種である（野田資料）。どのようにして，
このようなシステムが成立したのか。
　美方地域は，1849年に但馬村岡藩主が子牛市を開
催して養牛を奨励したことから，良い子牛を全国へ
供給する繁殖経営地域として発展したという。当
時，水系ごとに改良が行われるようになり，一群の
優れた特性を持つ雌牛の家系は蔓牛（つるうし）と
呼ばれた。矢田川の「あつた蔓」，岸田川の「ふき蔓」
などは今も続いている。こうした考え方が，牛の台
帳である「牛籍簿」の整備へとつながったという。
1897年頃に美方郡畜産会が組織されて牛籍簿が整備
され，これが日本における和牛登録システムの元祖
とされている。この後，1903年に外国種のブラウン
スイス種との雑種交配が奨励されるようになり，一
時ブームとなるが，1909年の第１回兵庫県畜産共進
会で美方郡産純粋但馬牛が優勝したことにより，純
粋な美方郡産への回帰が進んだ（「美方郡産但馬牛」
世界・日本農業遺産推進協議会 2019）。
　現在，和牛改良が進む中で，全国の繁殖雌牛の遺
伝的多様性は以前に比べて減っているという。そう
した中で，地域の血統にこだわる但馬牛は遺伝的に
も地域固有性が高く，種の遺伝的多様性の維持の側
面から見ても重要な存在である。
　但馬牛の種雄牛は，兵庫県によって次のように維
持されている。まず，優秀雌牛に指定交配して生産
した中土井系雄子牛12頭と，北部農業技術センター
の雌牛に受精卵移植して生産した熊波・城崎系雄子
牛４頭の計16頭から，７頭を選抜する。これが待機
牛となる。この待機牛の産んだ子牛を検定調査牛と
して肥育し兵庫県における平均的な出荷月齢で枝肉
市場に出荷し，その枝肉成績に基づいて父である待
機牛の能力である育種価を算出する。算出された育
種価と血統構成により，次年度の新基幹種雄牛12頭
を選抜する。この種雄牛の精液が繁殖農家に配布さ
れ，但馬牛雌牛に人工授精されるのである（兵庫県
立農林水産技術総合センター資料）。

表１　香美町と新温泉町の概況

町名 総面積
（㎢）

人口
（人）

世帯数
（世帯）

農業経営体数（経営体） 肉用牛
飼養

経営体数

肉用牛
飼養頭数
（頭）計 家族経営体

（法人経営）
組織経営体
（法人経営）

香美町 368.77 15,688 5,889 698 680（-） 18（5） 41 2,137
新温泉町 241.01 13,095 4,912 853 835（-） 19（5） 51 X
資料：兵庫県推計人口（2021年６月１日現在）https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/jinkou-tochitoukei/suikeijinnkou.html
　　　2015年農林業センサス

図１　兵庫県の肉用牛の主産地
資料：野田昌伸「世界に誇る兵庫の宝物」
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⑶　但馬牛（たじまぎゅう）と神戸ビーフ
　兵庫県内の繁殖雌牛と県有種雄牛との交配（人工
授精）によって生まれた但馬牛（たじまうし）を県
内で肥育して屠畜して食肉となった牛肉が「但馬牛
（たじまぎゅう）」である。兵庫県産但馬牛とは「兵
庫県の県有種雄牛のみを歴代に亘り交配して本県で
生まれ育成された但馬牛を，肉牛として出荷するま
で本県内で肥育し，本県内の食育センターに出荷し
た生後28カ月齢以上から60カ月齢以下の牛で，歩
留・肉質等級が「Ａ」「Ｂ」２等級以上のものをいう」
とされる（野田資料）。つまり，但馬牛は，遺伝的
な血統に加え，出生・育成・肥育・屠畜の場所，歩
留・肉質等級による格付けの条件をクリアしたもの
となる。
　神戸肉・神戸ビーフは，兵庫県産但馬牛のうち，
さらに以下の条件を備えたものを指す。その条件と
は，未経産または去勢牛であることに加え，枝肉
格付けが①肉質等級で脂肪交雑の霜降り度No.6以
上，②歩留等級が「Ａ」または「Ｂ」，③枝肉重量
が雌牛で270㎏以上499.9㎏以下，去勢牛で300㎏以
上499.9㎏以下，である。なお，神戸肉・神戸ビー
フを，KOBE BEEFや神戸牛と呼ぶことができる（野
田資料）。

⑷　日本農業遺産の認定
　「兵庫美方地域の但馬牛システム」は2019年２月，
日本農業遺産に認定された。日本農業遺産とは，日

本において「重要かつ伝統的な農林水産業が営まれ，
固有の農文化や農業生物多様性が育まれている地域
を「農林水産業システム」として，日本農業遺産の
認定基準に基づき，農林水産大臣が認定するもの」
で，2021年６月現在，22地域が認定されている（農
林水産省2021）。認定基準は，世界農業遺産の認定
基準である５つの基準に加え，日本独自の３つの基
準が設けられている２。市町村や農林漁業者の団体
を含む協議会が申請者となり，申請すると，一次審
査（書類審査），現地調査，二次審査（プレゼンテー
ション）を経て認定が決まる。
　但馬牛システムは，香美町と新温泉町，たじま農
業協同組合などで構成する「美方郡産但馬牛」世界・
日本農業遺産推進協議会が申請し，日本農業遺産に
認定された後は，世界農業遺産の認定を目指して申
請中である。但馬牛システムは，「全国に先駆けて
牛籍簿を整備し，郡内産にこだわった和牛改良を行
うことで，独自の遺伝資源が保全されてきた」こと
などが評価された。協議会でも，日本農業遺産申請
時は血統登録に基づく育種改良を前面に押し出し
て，その重要性を訴えてきた。しかし，世界農業遺
産に向けて，大幅に戦略を変え，育種改良のアピー
ルは抑え気味にして，牛の放牧が作る景観や人と牛
によって育まれた風土などを打ち出し，「人と牛が
共生する美方地域の伝統的但馬牛システム」として
特徴づけている（図２）。

図２　但馬牛システムの概念図
資料：「美方郡産但馬牛」世界・日本農業遺産推進協議会チラシから転載
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３．放牧による棚田の保全

　香美町村岡区は古くから但馬牛の生産が盛んで，耀
山（かかやま）の共同放牧地に朝夕，牛を送迎して放
牧する但馬型放牧が行われていた地域である。共同放
牧地は30haで，ススキとノシバの草地だが，近年は
シカの食害や牧柵への被害のほか，カシワの繁茂によ
る森林化が進んだため維持が難しくなり，2019年を最
後に利用が中止された。2020年からは共同放牧地の下
のほうに１haの代替地が設けられた。ここは道路か
ら見える位置にあることから，日本農業遺産に認定さ
れた但馬牛のPRも兼ねているという。
　一方で近年，耕作放棄地の増加に伴い，畜産農家に
対して放牧による農地管理の依頼が増えている。放牧
型畜産が続いてきた地域の放牧技術を，耕作放棄地の
管理に生かそうという取り組みである。そこで，耕作
放棄地で放牧を行っている西崎武志さん（60）に取り
組みの様子を聞いた。
　西崎さんは，兵庫県立農業大学校を卒業後，地元の
農協勤務を経て，1992年に31歳で父の経営を継承した。
当時は，繁殖牛４頭，水田50ａだった。その後，牛
舎を増築したり空き牛舎を借りたりして牛を増やし，
1997年に30頭牛舎と堆肥舎を新築した。現在は，水稲
50ａと繁殖牛25頭（成牛23頭，育成牛２頭）の経営で
ある。
　放牧を始めたのは，1995年頃である。増頭により牛
舎が過密になり，規模拡大に伴って自給飼料の確保が
難しくなったところ，共同放牧地で預託枠に空きが出
たので放牧に出したという。放牧によって，①日々の
飼養管理時間が短縮できる，②飼料の節減ができる，
③牛舎に子牛のスペースが広くとれる，④放牧期間中
のふん尿処理が必要ない，⑤妊娠中の過肥や運動不
足が解消される，などのメリットがあった。一方で， 
①放牧時の事故，行方不明が起きる，②流産したとき
に気づきにくい，③放牧に順応できない牛は激やせす
る，④牛が野生に戻って捕まえにくくなる，⑤放牧預
託料が高額である，などが課題となったという。
　耕作放棄水田での放牧を始めたのは，10年余り前で
ある。牛舎の近くに休耕田が増えたことが，取り組み
のきっかけだという。共同放牧地は牛舎から離れてい
るため，休耕田は面積は狭いものの牛舎に近くて良い
と考えたという。電気柵が普及して自分で手軽に柵を
設置できるようになったこと，耕畜連携の助成金が活
用できたことも取り組みを後押しした。耕作放棄水田

では，ノシバが生えているところでは牛はノシバを食
べるが，ないところには西崎さんがソルゴーをまいて
いる。放牧向きの牛とそうでない牛がいるため，放牧
に向く牛を放牧することが重要だという。
　但馬地域は平地が少なく，特に美方郡は山がちであ
る。耕作放棄水田は，ほぼ傾斜地の棚田と言ってよく，
規模も小さい。最初は，西崎さんが牛舎周辺の耕作放
棄地の地権者に放牧利用を提案してスタートしたが，
その後は耕作放棄地の地権者からの放牧依頼が多いと
いう。
　西崎さんは，耕作放棄地での放牧の利点として， 
①牛舎付近の目の届く範囲で牛を管理できる，②耕作
放棄地の景観保全になる，③恒常的に牛がいることで
野生動物とのバッファゾーンになる，④但馬牛のいる
光景が観光資源となる，などを挙げている。一方で，
共同放牧地と異なり，耕作放棄地では管理者がいない，
面積が小さい，人家に近い，などの特性から，①数が
増えると見回りの労力がかかる，②牛への給水が問題，
③脱柵時に危険，④泥濘化やハエ・アブ対策などの環
境保全が必要，などの課題があると指摘している（西
崎 2019）。

４．新規参入者への支援制度

　畜産経営への新規参入は，牛舎の建設や牛の導入，
土地の確保など多額の初期投資が必要であるため，特
に若者にとってはハードルが高い。そこで，自治体で
は畜産振興のための補助事業などを設けて，施設整備
や牛の導入の費用や借入金の利子などに対して一定の
補助を行っていることが多い。このように畜産農業者
の多大な負担の一部を補助するような支援制度に対し
て，新温泉町では新規参入者の初期投資を軽減するよ
うな支援制度を設けているのが特徴である。このよう
な取り組みとして，「但馬牛研修センター」と「アパー
ト牛舎」を報告する。

⑴　但馬牛研修センター「中山ファーム」
　但馬牛研修センター「中山ファーム」は，新温泉
町が整備した繁殖経営育成のための研修施設であ
る。町内外から新規参入者を呼び込み，但馬牛生産
の新たな担い手を確保するため，さまざまな工夫が
凝らされている。施設は，牛舎２棟，堆肥舎，管理
棟からなり，同町が事業費約１億800万円をかけて
整備した。2018年４月から２人が研修をスタートさ
せ，指導を受けながら経験を積み，独立を目指して
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いる。
　研修センターのシステムは，以下のとおりである。
研修生は，研修センターの牛舎を借りて牛を飼いな
がら，技術と経験を身に付ける。月に１度，研修会
があり，農業改良普及センターやJA，獣医師，地
域の畜産農家らが，研修生の支援や指導に当たり，
地域ぐるみで但馬牛の飼養技術の継承を支えてい
る。研修センターの牛舎の無料使用期間は原則５年
となっており，研修生は少ない投資で牛の繁殖・飼
養管理技術を実践的に学びながら独立に向けて準備
ができる。
　研修生１期生の村田瑞樹さん（25）は，大阪府出身。
兵庫県立農業大学校で畜産を学び，2016年度から同
町の但馬牛生産振興担当の地域おこし協力隊員とな
り2018年度から研修センターの研修生となった。こ
の但馬牛生産振興担当の地域おこし協力隊は，但馬
牛の飼養管理技術を学びながら但馬牛の生産振興や
魅力発信を担うもので，これも担い手育成のための
支援制度といえるだろう。但馬牛生産振興担当の地
域おこし協力隊員は，２年目から雌牛の貸与を受け
ることができ，期間中に生まれた牛は協力隊員の所
有にできるため，協力隊員として働きながら，将来
の独立を見据えて少しずつ増頭することが可能であ
る。
　村田さんの地域おこし協力隊の任期は2019年３月
までの３年間だったため，現在は独立に向けて研修
中である。村田さんは，１～２年目は牛の導入経費
などがかかったものの，昨年は１年１産を実現でき
たため見通しが立ってきたといい，「20頭まで増や
したい」と熱心に取り組んでいた。

⑵　アパート牛舎
　アパート牛舎は，賃貸方式のいわゆる貸し牛舎で，
新温泉町が2019年に整備した。木造牛舎が２棟あり，
年間の賃借料は１棟60万円である。牛舎に隣接して
堆肥舎も併設されており，機械とセットで借りるこ
とができる。多額の費用をかけて牛舎を整備しなく
ても，家賃を払って牛舎を借りることで，初期費用
を抑えて増頭が可能になる。
　株式会社但馬中井畜産の取締役，中井崇泰さん
（28）は，アパート牛舎を活用して増頭した（図３）。
但馬中井畜産は，中井さんと父母，従業員２人の計
５人で，繁殖牛120頭，肥育牛70頭を飼育する。こ
のうち繁殖親牛30頭をアパート牛舎で飼養管理して
いる。また，畑1.5haで自給飼料のトウモロコシ，

水田0.7haでコシヒカリと飼料用米を育てている。
トウモロコシと飼料用米は，サイロ３棟を使ってサ
イレージにしている。自給飼料は，冬場だけでなく
なるといい，５月～10月にかけては２カ所で放牧し
ている。放牧は１カ所に10頭程度で，多い時には２
カ所で20～30頭を放牧するという。
　中井さんは，一から牛舎を建設することは考えら
れなかったが，町でアパート牛舎整備の話が持ち上
がったのを受けて増頭を考えたという。アパート牛
舎が，但馬牛の増頭支援策として有効に機能したこ
とがうかがえる。

５．精肉としての但馬牛ブランド

　但馬地域は優良子牛の産地として知られ，但馬牛は
全国のブランド和牛の素牛となっていることが多い。
しかし近年，但馬地域にも肥育まで手掛ける繁殖肥育
一貫経営が増え，但馬牛の両親から生まれて肥育され
た牛の牛肉「但馬牛（たじまぎゅう）」も地域で食べ
られるようになってきた。本節では，精肉としての但
馬牛に着目し，但馬牛料理が食べられるレストランと
但馬牛専門店を併設した道の駅村岡ファームガーデン
と，繁殖農家であり同時に精肉販売を手掛ける田中畜
産を紹介する。

⑴　道の駅村岡ファームガーデン
　道の駅村岡ファームガーデンは，香美町村岡区に
あり，但馬牛を使ったメニューが豊富なレストラン
があるほか，但馬牛専門店「牛将」が併設されてい
る。もちろん土産物などを販売するコーナーにも，
但馬牛をモチーフとした菓子や総菜などが豊富にあ

図３　中井さんが借りている賃貸方式の「アパート牛舎」
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る。敷地入口には但馬牛の像が立ち，店内には但馬
牛に関する大きなパネルやポスターが壁を占領して
いる。香美町の第三セクター・株式会社むらおか振
興公社が道の駅を運営している。
　但馬牛専門店牛将は，但馬牛の肉だけを販売する
精肉店である。ショーケースに並ぶ肉に「母さん但
馬牛」「肥育但馬牛」といった表示があるのが，い
かにも繁殖経営の多い但馬地域らしい。母さん但馬
牛は，子牛を産んだ経産牛で，出産を何度か繰り返
して役目を終えたものが肉になる。肥育但馬牛は，
子牛を肉用に育てた牛で，30～35カ月齢の若い牛で
ある。経産牛の肉は肥育牛の肉に比べて，歯ごたえ
があり，肉の旨みが味わえるとされる。経産牛は一
般的に二束三文で取引されてきたが，近年は再肥育
により経産牛ならではの肉の風味を引き出すことに
よって評価されることも増えてきた。
　牛将では，町内の繁殖肥育一貫経営の株式会社上
田畜産と契約し，契約牧場の牛の肉を「但馬玄（た
じまぐろ）」のブランド名で販売している。私たち
が訪問した日に販売されていた但馬玄のすき焼き用
のウデ肉の価格は，肥育牛が100ｇ1,280円，経産牛
は同760円だった。

⑵　田 中 畜 産
　田中畜産は，田中一馬さん（42）と田中あつみさ
ん（33）夫妻が営む繁殖経営である。兵庫県三田市
出身の一馬さんは酪農学園大学を卒業後，２年間の
研修を経て但馬地域で繁殖経営を始めた。非農家出
身のいわゆる新規参入である。現在，繁殖牛55頭，
肥育牛６頭の経営で，経産牛の放牧肥育も行う。放
牧地は山林も含めて約12haあり，草地管理はせず
に頭数を加減して管理している。ただし，放牧地ま
で片道40分かかるため，毎日見に行けるわけではな
い。放牧するのは，条件に合う牛だけで10頭が上限
だという。
　田中畜産が精肉販売を始めたのは2008年からであ
る。立地上，土地を広げて規模拡大することが難し
く，現在の頭数規模で利益を上げていくために現在，
精肉販売に力を入れている。例えば，経産牛を再肥
育して肉にする場合，そのまま肉屋に販売する通常
の場合と比べて，自分で精肉にして販売すると販売
価格は約５倍になるという。しかし，ベースはあく
まで繁殖経営にあり，利益は牛に還元するという。
　田中畜産の精肉部門は，あつみさんが主に担って
いる。脱骨してブロック肉にするまでを食肉セン

ターに委託し，あつみさんが１頭ずつ丁寧に部位ご
とに切り分けている。「こういう商品があったら嬉
しいな」という消費者の視点で考え，試食しながら
カットして商品化する。200ｇずつの真空パックで
冷凍して販売するのが基本で，ハンバーグなどへの
加工も行っている。
　販売は，SNSを活用したインターネット販売で
ある。精肉販売を始めた当初はSNSがなかったた
め，１頭の牛の肉を売り切るのに半年かかったとい
うが，今ではSNSで告知するとすぐに売り切れる
という。SNSはツイッターをメインに，インスタ
グラムやフェイスブックなども活用している。ユー
チューブで牛の管理の様子を動画配信するなど，積
極的な情報発信を行っているのが特徴である。顧客
の半分程度はリピーターで，東京や大阪を中心に各
地から購入されている。牛肉が好きで色々な肉を食
べているような人のほか，田中畜産の牛飼いのあり
方を支持してくれている人もいるという。

６．展　　　望

　本調査は，但馬牛の繁殖経営で知られる兵庫県但馬
地域で，日本農業遺産への認定，そして世界農業遺産
への挑戦という時期に，但馬牛ブランドの確立・維持
をめぐる取り組みを詳しく取り上げてきた。但馬地域
でも過疎や高齢化は深刻な課題であり，急峻な山に囲
まれた棚田は小区画で傾斜もきつく，中山間地域の中
でも条件不利と言えるだろう。こうした中で水田も但
馬牛も担い手不足となっており，従来の延長線上では
ない新たな取り組みによって但馬牛ブランドを維持し
ていこうとしていることが理解できた。その一つが，
日本農業遺産や世界農業遺産の認定申請であり，申請
にあたり但馬牛をめぐる伝統的な農業システムの意義
を現代的な文脈で再評価している。そして，この伝統
的なシステムを守り生かすための革新も，担い手育成
や精肉ブランド化に見られた。本事例は，福島を含む
全国の和牛繁殖地域にも，特に以下のような点で示唆
をもつと考える。
　第一に，繁殖（子牛生産）事業を地域資源を生かし
て展開し，畜産経営と地域資源の保全・管理を両立さ
せていく点である。
　冒頭でふれたように，福島県では，2011年の原発事
故の影響の下，農地の遊休化と農地活用の担い手不足
が進行し，先行して復興しつつある畜産業（とくに和
牛繁殖）と連携して広い農地を活用する方法が様々な
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形で模索されており，自給的な牧草栽培，契約による
WCS用稲栽培，そして水田放牧の組み合わせが萌芽
的方向性として出てきつつある（林・原田編2021，林
2021，原田2021，福島県農業総合センター畜産研究所
ほか編2021）。但馬牛の伝統的システムや，世界農業
遺産に申請している考え方を，福島県の現在の状況を
踏まえて応用していくことは重要である。
　第二に，経産牛の牛肉の付加価値化と消費者に価値
を伝えるような販売手法である。牛将による経産牛と
肥育牛の違いを打ち出した肉の販売や，田中畜産がイ
ンターネットを活用して先駆的に実施している牛肉の
直接販売は，消費者に経産牛ならではの特徴を評価し
て食べてもらう取り組みと言える。経産牛をどのよう
に収益につなげるかは和牛繁殖事業の経営を大きく左
右するため，経産牛の再肥育，その際の牧草などの地
域資源の活用，そして経産牛の流通・販売手法は各地
域で模索しているところである。福島県の場合はそれ
に加えて，経産牛の販売・ブランド化は，福島の農地
から安全で価値のある食料を生み出し，その評価を受
けていくという大きな課題に結びつくものとして重要
な意味をもっている。
　第三に，行政機関の役割である。見てきたように，
但馬地域の場合，担い手育成につながる手厚いサポー
トや，畜産農家と活用できる農地や里山のマッチング
など，県や自治体の行政機関の強い後押しがある点が
注目できる。また，但馬地域の今後の課題として，堆
肥の行き場がないことから多頭飼育の制約が生まれて
おり，この点も合わせて，自治体・郡域を超える広域
の耕畜連携も課題となっている。これらの点は福島県
にも共通する課題である。
　なお，繁殖雌牛を飼う農家と，里山や遊休農地の放
牧管理のニーズと，耕種農業における堆肥の需要を広
くとりまとめて結びつける連携体が行政機関と農協の
二者によって組織されている興味深い事例として，富
山県氷見市を挙げて今後の調査課題としておく（林・
原田編2021，p.15）。
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