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阿蘇の草資源を利用した褐
あ か

毛和
げ わ

種
し ゅ

の 

繁殖・肥育一貫で低コスト経営を実現 
 

報告者：総括畜産コンサルタント 川﨑広通 

 

はじめに 

今回は令和元年度全国優良畜産経営管理技術発表会に参加された、阿蘇郡高森町の

荒牧光博氏の事例を報告する。 

 

１ 地域の概況 

熊本県の阿蘇地域は、中央部に根子
ね こ

岳
だけ

、高岳
たかだけ

、中岳
なかだけ

、烏帽子
え ぼ し

岳
だけ

、杵島
き し ま

岳
だけ

からなる阿蘇五
あ そ ご

岳
がく

がそびえて

いる全国的に

知られた 85 年

の歴史を持つ

国立公園であ

る。また、周囲

には外輪山を

めぐらし、東西

18km、南北 25km、

周囲 128kmに及

ぶ世界最大級

のカルデラ地形の上に広大な草原が広がっている。 

草原は千年の昔から、そこに住む人々が牛馬を飼い、草を利用するために手を加え、

野焼き、干し草刈り、草小積みなど独自の草文化を生み出して自然環境を維持してき

た。阿蘇地域の年間平均気温は 13℃、降水量は約 2,800㎜で、熊本平野に比べて霜の

降りる期間が 40日も長く、夏が涼しく冬が寒い地域である。 

阿蘇全体の牧野面積は約 22,000ha にのぼり、農家で組織された約 170 の牧野組合

が草原の維持管理を行っている。また、阿蘇地域では、熊本県内の肉用牛繁殖雌牛

37,503 頭のうち 9,695 頭（約 26％）を飼養、なかでも褐毛和種（あか牛）繁殖雌牛

は、県内飼養頭数 6,647 頭のうち 4,348 頭（約 65％）が阿蘇地域で飼養されてお

り、褐毛和種（あか牛）子牛生産地として県内最大規模を誇っている。（熊本県畜産統

計 平成 29年 2月 1日現在） 

阿蘇には、年間 1,000 万人（平成 29 年）を超える観光客が、のどかな風景を楽し

 

阿蘇の雲海（北外輪山よりの様子） 
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みに訪れ、県内外から訪れる多くの人たちに愛される放牧風景は阿蘇の大きな価値と

いえる。その中の草原は牛の放牧地として、安全な肉用牛を生産するだけでなく日本

の畜産業を支えていると言える。また、草原に降りそそぐ多量の雨は、広大な大地に

滲みこみ、白川などの一級河川の水源となり、約 230万人に水を供給する九州の水が

めとなっている。 

 今回報告する荒牧光博さんの住む阿蘇郡高森町は、熊本県の最東端にあり、東部は

宮崎県西臼

杵郡、東北部

は大分県直

入郡と竹田

市に隣接し

ている県境

の町である。

同町は阿蘇

くじゅう国

立公園内阿

蘇カルデラ

の南東部に

位置し、雄大

な南阿蘇の

山と緑の豊

かな自然環境に恵まれ、熊本市から北東へ約 50ｋｍ、車で約 1 時間 20 分程度の距離

にある阿蘇山と外輪山に囲まれた大自然豊かな地域である。同町の令和元年 6 月 30

 

 

阿蘇の原野 

草千里より中岳を望む 
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日現在の世帯数は 2,903戸、人口 6,403人、面積 175.06ｋ㎡ となっている。 

 この地域の農業は、古くから畑作、稲作と和牛褐毛和種（あか牛）の複合経営を中

心に放牧畜産を行っており、平成 29年 2月 1日現在、高森町の肉用牛飼養農家は 101

戸で、飼養頭数は 2,683頭となっている。 

 

 前原牧野と荒牧氏 

前原牧野 
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２ 経営・活動の推移 

  

年次 作目構成 飼養頭羽数 

（肉用牛：頭） 

飼料作付面積 

（a） 

経営・活動の内容 

平成 

17年 

  
 

㈱はざま牧場に研修（一年

間） 

18年 肉用牛 肥育 86 200 
就農 

両親とともに肥育経営 

19 肉用牛 肥育 80 200  

20 肉用牛 肥育 87、繁殖 11 500 
繁殖部門開始。 機構事業

（新規参入円滑化事業）活用 

21 肉用牛 肥育 103、繁殖 19 500 肥育（黒毛 2、褐毛 101） 

22 肉用牛 肥育 87、繁殖 19 500 肥育（黒毛 3、褐毛 84） 

23 肉用牛 肥育 94、繁殖 20 500 肥育（黒毛 11、褐毛 81） 

24 肉用牛 肥育 93、繁殖 20 500 肥育（黒毛 19、褐毛 74） 

25 肉用牛 肥育 92、繁殖 21 500 肥育（黒毛 27、褐毛 63） 

26 肉用牛 肥育 87、繁殖 23 500 
繁殖牛舎を買取（自己所有） 

肥育（黒毛 12、褐毛 75） 

27 肉用牛 肥育 87、繁殖 23 500 肥育（黒毛 4、褐毛 83） 

28 肉用牛 肥育 74、繁殖 23 500 肥育（褐毛のみ） 

29 肉用牛 肥育 77、繁殖 23 500  

30 肉用牛 肥育 77、繁殖 22 500  
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３ 経営・技術の特色等 

(１) 経営管理・生産技術の特色 

 

①就農の動機 

・・・牛は｢あか牛が普通｣ではなかった・・・ 

 （荒牧光博氏より聞きました。） 

我が家は、褐毛和種（以下：あか牛）の肥育経営を行っており、しかも、周り近所

の牛もあか牛ばかりで、産まれてから大学入学までずっとあか牛に囲まれて育ってき

たので、日本の肉用牛のほとんどが、あか牛だと思っていた。ところが、大学であか

牛は和牛全体の 2%しかいないことを知り驚いた。 

高校生の時は、牛には全く興味がなかったが、我が家があか牛の肥育農家なので、

漠然と自分が継ぐのかなと思い、畜産が学べる東海大学農学部に進学した。 
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阿蘇の草原とあか牛は自分にとって、当たり前の風景だったが、大学在学中に現状

を知り、「このままでは草原とあか牛はいなくなってしまうのではないか。｣｢自分が

あか牛を飼わないといなくなってしまうのではないか。｣と思い始め、卒業時には、自

分もあか牛を飼育しようと思うようになった。 

しかし、就農後当時の肥育成績が良くなかったこともあり、そこまで牛を好きにな

れず、そんな状況であったが、｢どうせやるなら肥育成績をあげてやろう｣と思い、い

ろいろ取り組んでみて、3 年目から成績が良くなってきて、肥育がだんだん面白くな

ってきた。 

 

②経営管理面 

ア 経営概要 

・・・阿蘇の草資源を利用した繁殖･肥育一貫経営で低コスト経営・・・ 

飼養頭数は繁殖牛 22頭、肥育牛 77頭（平成 30年 12月末）で、県内ではめずらし

いあか牛のみの繁殖・肥育一貫経営を行っている。繁殖部門で生産した去勢牛は、肥

育部門に振替し、雌牛は繁殖用として保留する牛以外は子牛市場で販売している。 

子牛価格が高騰している現在、一貫経営をしているおかげで大幅なコスト削減にな

り、安定した経営となってきている。荒牧牧場が平成 30 年に熊本県家畜市場から導

入した去勢牛の平均価格は 761,464円であった。当牧場では、136,800円/頭で肥育部

門に振替しており、平成 30年に振替した去勢牛は 10頭であるため、その分を家畜市

 
繁殖牛舎（敷料は刈干） 
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場で購入した場合と比較すると、素畜費が 6,246,640 円のコスト削減となっている。 

就農当初は、肥育経営のみであったが、一貫経営への転換は、経営安定のため良い

選択だったと思われる。 

基本的に、両親が肥育経営を、光博氏夫婦が繁殖経営部門を担当しているが、実際

は、誰かいなくても大丈夫なように、日々の管理は主に光博氏夫婦と母親が情報を共

有し、3人で肥育、繁殖を管理している。 

繁殖雌牛は、粗飼料のコスト削減、管理の省力化のため、地元の前原
まえばる

牧野
ぼ く や

に放牧し

ている。前原牧野は、周年放牧も実施しており、牛舎から 1kmと近いため、放牧を活

用した低コスト経営が実践できている。あか牛は、病気に強く、人に慣れている（性

格温厚）ので、放牧に適している。また、阿蘇には豊富な草資源があるので、地域特

性にあった経営ができている。 

牛舎内で与える粗飼料は、子牛以外 100%自家産で、イタリアンライグラスと稲わら

を与えている。3 か月齢から 9 か月齢までの子牛には、タンパク含量が高く安定した

品質の輸入乾草も与えている。これは、第 1胃の発達を促し、肥育期間に飼料を十分

食べられる牛に育てるためである。 

粗飼料収穫の機械は、近隣農家 4 戸で共同購入･利用しているため、こちらもコス

ト低減になっている。 

繁殖雌牛の管理面では、分娩前 2～3週間で牛舎へ連れ帰り、牛舎で分娩させ、3カ

 繁殖牛舎（子牛群） 
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月で子牛を離乳する方法で管理しているため、事故はほとんどない。 

導入する肥育素牛は、全頭あか牛（平成 30 年）で、生産者の顔、管理方法がわか

り、安心して導入できる熊本県家畜市場で全て揃えている。さらに、地域内一貫生産

にも協力している。 

平成 21年から肥育経営に黒毛和種（くろ牛）を導入し、平成 25年には三分の一が

くろ牛になった。しかし、我が家の環境にとっても、自分にもあか牛の飼育が合って

いると感じ、平成 28年からあか牛 100％になっている。また、黒毛和種はどこでも飼

えるが、あか牛は自分たちの地域しか飼えないので、地域の産物であるあか牛の方が

価値、魅力があると考えている。 

繁殖牛舎の敷料は、刈
かり

干
ぼし

 (野草を乾燥したもの)を利用している。きっかけは、近隣

の大麦若葉青汁生産農家 5戸から、刈
かり

干
ぼし

堆肥を使いたいから牛糞と混ぜて返してほし

いと依頼があったことである。おかげで、敷料交換時に出た堆肥をそのまま大麦若葉

青汁の生産農家に返しており、資源循環が容易にできている。 

 また、敷料にのこくずを利用している農家が多い中、のこくずが手に入りにくく、

価格が高騰している現在、阿蘇の草原の刈
かり

干
ぼし

を利用することは、敷料に経費がかから

ず、経営上、環境保全上においても大変有益となっている。肥育牛舎の堆肥は、自分

の畑に還元し、牧草の肥料として利用している。 

 

イ 現在の経営に至る経緯 

 肥育牛舎（６頭を１群として管理） 
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・・・将来を見据え、肥育経営から繁殖・肥育一貫経営へ転換・・・ 

就農時はあか牛の肥育経営であったが、近隣・地域を見ると、繁殖農家の高齢化、

繁殖頭数の減少をはっきりと感じていたので、いずれそれに伴う肥育素畜不足、素畜

費の高騰が容易に想像できた。そのため肥育経営だけでは、将来厳しい経営となるこ

とが予想されたので、就農 3年目の平成 20年に新規参入円滑化事業(農畜産業振興機

構事業)を活用し、繁殖部門を取り入れた。 

また、大学卒業後、就農する前に他の場所で研修をしたいと思い、宮崎県の(株)は

ざま牧場(繁殖牛約 3,000頭、子牛約 3,000頭、肥育牛約 1,000頭を飼養する会社)で

1年間の研修経験も繁殖部門を始める一つのきっかけになっている。 

当社には、繁殖も肥育も勉強したいという気持ちで行ったが、偶然繁殖部門の担当

になり、毎日 500頭ほどを管理していた。この 1年間で繁殖に関することをたくさん

学べた。 

しかし、家に戻ったら肥育だけなので、自分の学んできた繁殖技術を活かせず、ずっ

ともどかしい気持ちがあった。 

繁殖部門を始めるときも迷わずあか牛を選択した。それは、①元々、両親があか牛

の肥育経営をしていたこと、②昔から周りにはあか牛がいたこと、③管内は、あか牛

の生産が主力で流通体制も整っていたこと、④あか牛の生産者が減少しており、あか

牛生産の後継者がいないこと等を考えた結果である。 

 牧野内にスタンチョンを設置 
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あか牛の繁殖肥育一貫経営は、県内ではほとんどいない。黒毛和種と比較すると、

枝肉単価が安く、それに伴い子牛価格も安いことが原因であると思う。しかし、阿蘇

の草資源、あか牛の特性(病気に強く、衛生費がかからない。性質が温厚で飼いやす

い。放牧適正がある。素畜費、精液代が安い。肥育期間が 90日程度短い等)を利用し、

消費者が求める枝肉が作れれば、経営はやっていけると考えている。 

もう 1つ、｢失敗は 2度としないように、生まれた子牛を死なせないように｣をモッ

トーに経営を考えている。 

繁殖部門を始めた 1 年目は失敗が多く、中でも、1 年間に子牛を 4 頭も死なせてし

まったことはとてもショックであった。 

それ以来、獣医師と相談して、分娩 1か月前に下痢等のワクチンを打つようになっ

た。予防を徹底し、発症してもワクチンを接種していれば、軽い症状で済むので、子

牛が回復できた。 

繁殖を始めて 4年から 5年目に初めて子牛に肺炎が発生し、それ以降は、ワクチン

を打つようにした。周りには、衛生対策にお金をかけるのはもったいないと言う人も

いるが、予防にかける費用と子牛を失う損失を比較･検討した結果、予防にお金をか

けることが経営にとって有益であると考えている。 

 

③生産技術面 

 牛舎横にある運動場 
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ア 肥育技術の改善 

 ・・・実際に枝肉を見て、肥育技術を改善していく・・・ 

就農時は、肥育成績は決していい方ではなく、平均かそれ以下の成績であった。 

｢どうにかして上げてやろう｣と、成績の良い肥育農家を回り、ひたすら指導を仰ぎ、

自分でもできるだけの情報収集や勉強をした。 

就農3年目以降は、数字ではっきり確認できるほど、徐々に成績があがっていった。

中でも、実際に自分が出荷した枝肉を見て、どこが悪いかを把握し、技術の改善を行

っていったところ、経費も掛かるようになったが、それ以上にいい成績が出て経営に

プラスになった。 

成績があがってきて手応えを感じていた頃、就農 4 年目となった平成 21 年度に、

初めて熊本県枝肉共進会で名誉賞首席を受賞した。その後、平成 25年度、平成 28年

度及び平成 29 年度にも受賞した。また、熊本県畜連の高品質畜産物生産者(年間 30

頭以上あか牛肥育牛を出荷している生産者の中で 3 等級以上の割合が多い)として、

平成 25年、平成 26年、平成 27年の３年連続及び平成 30年に最も成績が良かったと

いうことで最優秀賞の表彰を受けることができた。 

 

イ 繁殖技術の特徴 

 ・・・導入する際は、繁殖雌牛の遺伝能力調査を行い、実際に牛を見て選定・・・ 

 熊本県枝肉共進会で名誉賞首席を受賞 
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 雌牛を導入する際には熊本県畜産農業協同組合南阿蘇支所で管内生産者の雌牛の

遺伝能力を調べた。 

 特に肉質(脂肪交雑･BMS№)の遺伝能力が高い雌牛を選び、実際にその生産者のとこ

ろへ行って、雌牛の体格を見て、産子の増体能力を想像し、導入する雌牛を選定した。 

そして、1 年 1 産はもちろんのこと、自分にしかできない高能力の母牛群の確立を目

標に繁殖雌牛の選抜、増頭に取り組んでいる。 

また、宮崎県の大規模畜産農場での研修で、毎日、分娩・出産に立会い、母牛、子

牛の飼養管理方法、健康状態の見方、対処方法等を学べた経験が役に立っている。 

これらのことから、分娩の事故はほとんどなく、育成も順調に進んでいる。 

 さらに、３年程前から牛舎にカメラを設置して、観察を強化し、牛温恵などＩＣＴ

を活用して、さらなる生産性の向上を図っている。 

 

④販売戦略面 

・・・販売は農協に任せ、自分は生産面を確実に実施する・・・ 

最近、六次産業化も言われ消費販売まで行っている農家も増えてきているが、販売

業務は、熊本県畜産農協を経由して熊本県畜産農業協同組合連合会が牛肉卸売会社と

相対で取引きされている。 

今まで、売れ残ることもなく安心して生産できているので、今後も個人での消費活

動はやらない。 

仮に、個人で販売となると営業等に時間を取られる割に販売は難しく、生産面がお

ろそかになるのではないかと考えている。 

肥育牛の販売は、現在の方法（農協⇒連合会⇒牛肉卸売会社）で行い、自分は生産面

に集中し、飼養管理を確実にしっかりやっていきたいと考えている。                    

ただ、現在、子牛市場においてくろ牛とあか牛の価格差が開いてきている。子牛の価

格差をなくしていくことが、あか牛の子牛の生産頭数減少に歯止めをかけることがで

きると思っている。色々と困難はあるが、若い仲間とその思いをしっかりと発信して

いきたいと考えている。 

 

⑤育種改良の成果 

平成 20年に繁殖経営を開始して以来、熊本県が実施する種雄牛を造成する事業（肉

用牛広域後代検定推進事業）に参加している。この事業は成績優秀で能力の高い繁殖

雌牛に計画的な交配を実施して種雄牛を作出するものである。 

平成 30 年 3 月に熊本県畜産研究所に購入してもらった種雄牛候補牛は直接検定を

終了し、令和元年 6月に北海道中川郡池田町に販売移動された。今後は北海道地域の

あか牛改良に活躍することになる。このように荒牧牧場産のあか牛は地元熊本県のみ

ならず、全国のあか牛飼養農家の育種改良に寄与することになった。 
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⑥その他 

本人があか牛を飼っている阿蘇地域は、なんといっても千年の草原と呼ばれる牧野

が広がっている。これ以上恵まれたところはそうそうないと思われる。 

肥育部門に主力をおきつつ、この草資源を有効に利用し、地の利を得た繁殖・肥育

一貫経営ができることが最大の強みと考えており、今後もこれを活用した経営の発展

につなげていきたいと考えている。 

  

 (２) 耕畜連携の活動 

高森町に隣接する阿蘇郡南阿蘇村の水田農家に作付けされた飼料稲の収穫作業を

実施し、ＷＣＳとして利用している。（200a） 

近隣の水田農家から稲わらを収穫している。（堆肥交換） 

 

(３) 地域に対する貢献 

①堆肥の還元 

前述した通り、繁殖牛舎の敷料は、刈
かり

干
ぼし

を利用している。きっかけは、近隣地域の

大麦若葉青汁生産農家 5戸から、刈
かり

干
ぼし

堆肥を使いたいから牛糞と混ぜて返してほしい

と依頼があったことである。おかげで、敷料交換時に出た堆肥をそのまま近隣地域の

大麦若葉青汁の生産農家に還元しており、資源循環が容易にできている。 

 敷料にのこくずを利用している農家が多い中、のこくずが手に入りにくく、価格が

高騰している現在、阿蘇の草原の刈千を利用することは、敷料に経費がかからず、経

営上及び環境保全上においても大変有益となっている。 

 

北海道中川郡池田町に移動された種雄牛 
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肥育牛舎の堆肥は、自分の飼料畑に還元し、牧草の肥料として利用している。 

 

②地域内一貫生産 

・・・地域内一貫生産で改良を進め、地産地消も実施・・・ 

熊本県畜産農協南阿蘇支所管内では、肥育牛の 9割以上があか牛であり、生産者と

畜産団体が一丸となって地域内一貫生産を実施している。地域内一貫生産とは、南阿

蘇支所管内の繁殖農家が子牛を生産し、管内の肥育農家がその子牛を購入･肥育し、

肥育牛の枝肉成績を繁殖農家へフィードバックするもので、管内繁殖雌牛の改良を迅

 繁殖牛舎（子牛群） 
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速･確実に進め、あか牛の産地づくりの基礎となっている。 

我が家でも、南阿蘇管内の生産者から子牛を購入し、枝肉成績をフィードバックし

ており、自家生産した去勢牛は我が家で肥育振替するため、雌牛改良も迅速にできて

いる。 

地域内一貫経営で生産された牛肉は、生協、管内にあるレストラン「あか牛の館」や

地元のスーパーに卸され販売されており、地産地消も進めている。 

 

③組織活動          

・・・仲間とともに地域の子供たちへ食育活動・・・ 

就農と同時に高森町４ＨクラブやＪＡ阿蘇青壮年部に加入し、地元小学校での食育

活動や農業の職場体験を受け入れてきた。 

最近まで、ＪＡ阿蘇青壮年部の副部長を務めており、平成 25年～平成 26年は、高

森町の支部長を務めていた。 

食育活動では、地元の小学 3年生が、高森町発祥の「みさを大豆」（※）を播種、収

穫体験し、㈱マルミヤの協力を得て、豆腐作りを行っている。収穫された種子を次年

度用の種として、次の 3年生にバトンタッチする活動をお手伝いしており、数年続い

ている。 

また、地元保育園の行事等にも積極的に協力している。少子高齢化が進む環境の中で

地元のイベント等を盛り上げる貴重な人材である。 

職場体験では、地元の小学校、中学校、高校から依頼があるときに受け入れている。

将来、畜産関係の職業に就いてくれなくても、畜産に興味を持ってくれれば良いと思

 

高森町ふるさと納税返礼品 
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って受け入れている。 

 

(４) 生活の視点の配慮について 

（荒牧光博氏に聞きました。） 

我が家の経営に関しては、現在、定期的な休日はないものの、適宜、休みは取れて

おり、労働力も十分にある。 

 今後、親から経営を受け継ぎ、将来は、労働力が減る可能性があるが、それでも、

適宜、休日をとれる無理のない経営を続けられるようにしていきたい。 

 阿蘇の草原と大自然に囲まれた環境の中で、無理をせず、家族で楽しく生活できて

いることは最高である。 

今後も阿蘇の草原を守り、あか牛とあか牛の生産者が 1人でも増えるように、地域

の仲間達と切瑳琢磨してあか牛の価値(価格)をより高めていきたいと考えている。 

 

(５) 将来の方向 

経営の課題と将来目標 

（荒牧光博氏に聞きました。） 

(1)経営の課題 

 ①肥育部門 

・・・時代に合った肉作りと敷料対策・・・ 

 

職場体験の受け入れ 
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肥育部門では、格付けや枝肉重量はもちろん大事ではあるが、状況に応じて一番収

益を上げられる生産方法を考える必要がある。枝肉単価は変動するので、その時代に

合った牛肉、消費者が求めている牛肉が作れるように、肥育素牛の選定基準を変えた

り、肥育方法を変える必要があると考えている。 

現在、肥育経営の敷料としているのこくずが、バイオマス発電の原料になることか

ら、のこくずが不足がちな状況である。敷料の交換期間を長くするなど対応している

が、肥育牛にとっては、床がふわふわだといつも横たわっている。床が汚れて濡れて

いると牛も気持ちが悪く、ストレスがかかっていると感じている。そこで、繁殖牛と

同じ刈
かり

干
ぼし

を敷料に考えられなくもないが、牛舎の構造上と作業上の手間、刈
かり

干
ぼし

を集め

る手間を考えると、現在は使うことは難しいと考えている。 

ただ、近隣地域の耕種農家は、のこくず堆肥より刈
かり

干
ぼし

堆肥の方がいいようで、大麦

若葉青汁以外の農家からも問い合わせもある。仮に細断された刈
かり

干
ぼし

が手に入れば、肥

育牛舎での利用もできるかもしれないと考えている。 

まだ、肥育素牛価格が高騰しているので、素牛を揃えることに苦労している。この

ため１部屋ごとの肥育牛の頭数を減らし、飼養密度を低くして、肥育牛が快適に過ご

せる環境づくりを行うことが必要と考えている。 

現在、自家産の肥育牛割合が 25%程度であり、今後、素牛を安定的に確保するため

にも、自家産割合を更に増やす必要がある。現在の繁殖牛舎規模では一杯なので、牛

舎新設の検討も必要であると考えている。 

 

②繁殖部門 
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・・・確実な発情発見と妊娠鑑定・・・ 

周年放牧を始めたことで牧野の有効利用はできているが、牛舎管理と比較するとど

うしても観察時間が十分確保できないことで、発情の見逃しがある。 

今後は確実に妊娠鑑定を実施してから放牧し、未受胎牛を出さないことを実践した

い。 

また、牛舎ではイタリアン等全て乾草又はヘイレージ状態で給与している。良い発情

とビタミン不足を解消するため、分娩 1カ月後のビタミン投与を実施する。 

 

(2)将来の目標 

あか牛が減っているのは、もちろん高齢化による繁殖農家の減少が一番であると思

うが、あか牛の価値(子牛価格)がくろ牛に比べて低い(安い)から、特に、若い農家は

あか牛離れという事実もあると考える。現在、赤肉のブームと言われているが、くろ

牛と逆転することは今までにほとんどなく、状況は変わっていない。 

草原を守り、あか牛とあか牛の生産者が 1人でも増えるように、一緒にあか牛を生

産している地元の和牛研究会(繁殖農家の後継者グループ)の仲間達と切瑳琢磨して

あか牛の価値(価格)をより高めていきたい。 

 

おわりに 

 熊本県畜産協会としては、今後も熊本県、高森町等行政機関や諸関係団体と連携を

取り、諸事業を通じて荒牧氏を支援していきたい。 

 荒牧氏の今後の活躍を期待したい。 
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発表会スライド（一部抜粋） 
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