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自給飼料増産通信は、過去に発行していましたが、
平成20年８月発行の第11号をもって、休止しておりま
した。今般、新たな酪肉基本方針の策定を機に、原田畜
産部長から「農家の方々に読んでもらえるような情報を
幅広く発信するように」との指示の下、名称改め『飼料
増産通信』として、リニューアルし復刊することとしま
した。 

飼料増産の取組は、国をはじめとして、都道府県段
階、各地域等でも様々な取組が展開されてきました。関
係者の弛まぬ努力の甲斐もあって、飼料作物の作付面積

は一時的にも増加に転じましたが、その後、東日本大震
災の影響などにより、再び伸び悩んでおります。 

飼料増産の取組は、我が国において酪農・畜産が成
立する以上、常に、継続して取り組んでいくことが必要
です。立ち止まることなく、飼料増産の運動を展開して
いきます。 

今後、飼料増産に係るWebサイトの充実を図ると共
に、Ａ４三つ折りタイプの『飼料増産ミニ通信』や飼料
増産メルマガなども順次発行しますので、乞うご期待く
ださい。       （草地整備推進室 杉山） 
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編集後記（事務局から） 

畜産再興プラン実現推進本部を立ち上げ、飼料増産運動を積極展開します。 １ 

今後の予定等 ～シンポジウム・セミナー等のイベントのご案内～ ４ 

開催時期 内容 参集範囲等 主催 場所 

27年7月10日 
東北地域飼料増産セミ
ナー(SGS) 

農家、生産者団体、行政
担当者等 

東北農政局 宮城県（大崎市） 

27年7月～9月頃 
放牧酪農に関する情報
交換会 

農家、生産者団体、行政
担当者等 

農林水産省 北海道 

27年8月 
北陸地域飼料用稲現地
検討会 

農家、生産者団体、行政
担当者等 

北陸農政局 調整中 

27年9月上旬 
九州地域飼料増産研修
会 

農家、生産者団体、行政
担当者等 

九州農政局他 熊本県(予定) 

27年9月(予定) 
エコフィード推進シン
ポジウム 

農林水産省 農林水産本省７Ｆ講堂 

27年10月(予定) 放牧シンポジウム 
農家、生産者団体、行政
担当者等 

農林水産省 農林水産本省７Ｆ講堂 

27年10月(予定) 
九州地域飼料用米推進
会議 

農家、生産者団体、行政
担当者等 

九州農政局他 調整中 

27年10～11月 
放牧活用型畜産に関す
る情報交換会 

農研機構 
畜草研 

調整中 

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/index.html 飼料増産 検索 

本年３月、「食料・農業・農村基本計
画」（基本計画）及び「酪農及び肉用牛
生産の近代化を図るための基本方針」
（酪肉基本方針）が策定され、４月27日
に公表（官報掲載）されました。 

農林水産省としては、都道府県、市町
村、関係団体などにこの内容等について
周知した上で、酪肉基本方針を絵に描い
た餅に終わらせないためにも、その実現
に向けた行動を直ちに開始しました。 

具体的には、「畜産再興プラン実現推
進本部」（推進本部）を農林水産省内に
設置し、特に３年間で緊急に対応すべき
課題として、①繁殖雌牛の増頭、②酪農
生産基盤の強化、③飼料の増産の３つを
掲げ、重点的に取り組んでいくこととし
ています。 

飼料増産の推進に当たっては、基本計
画や酪肉基本方針に掲げられた目標や対
応方策の達成に向け、推進本部に飼料増
産部会を設置し取組を行っていくことと
しています。今後、地方農政局等、飼料
関連の全国団体・研究機関等を構成メン
バーとした全国飼料増産行動推進会議が
主体となって、具体的な取組運動を展開
していくこととしています。 

 
 
 

キックオフとして去る4月21日(火)に平
成27年度第１回飼料増産行動推進会議
（全国推進会議）を開催し、以下に掲げ
る主要なテーマごとに、具体的な取組内
容を明示し、関係者一丸となった取組を
推進していくこととしております。 
①国産粗飼料の生産・利用拡大 
②放牧活用の推進 
③飼料用米等国産飼料穀物の生産・利用

拡大 
④エコフィードの生産・利用拡大 

 
また、各都道府県においては、飼料増

産に係る重点的な取組について、各地域
の飼料生産の状況に応じて目標を設定し
ていただくこととしており、今後、関係
者の皆様の結集の下、前向きな議論が展
開されることをご期待申し上げます。各
都道府県の目標設定等の状況等について
は、とりまとめでき次第、順次、お知ら
せしたいと考えております。 

 
本号は、久々の復刊第１号として発行

しますが、この飼料増産通信では、全国
レベルでの飼料増産運動の取組や国の予
算等について紹介するほか、地方レベル
での取組状況や優良事例の紹介等につい
て、畜産関係者の皆様方に耳寄りな情報
をお知らせして参ります。 

○ 飼料自給率の推移と目標 

資料：農林水産省「食料需給表」 

平20 
25 

（概算） 
37 

（目標） 

全  体 26% 26% 40% 

粗 飼 料 79% 77% 100% 

濃 厚 飼 料 11% 12% 20% 
（飼料増産部会長（畜産振興課長） 小林博行） 

＜飼料増産通信の復刊にあたって＞ 



 ○草地の適切な管理で生産力をアップ 
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国産粗飼料の生産・利用の拡大に向けた取組を！ ２ 放牧シンポジウムと飼料用米シンポジウムを開催しました。 ３ 

本年2月16日(月)、農林水産省で放牧シ
ンポジウムを開催しました。今回は『農地
を守る放牧』をテーマとして開催され、畜
産関係者に限らず、農地・農村担当者等の
関係者の方々に幅広くご参加いただきまし
た。 

事例紹介では、栃木県茂木町の瀬尾
ファームをはじめ、耕作放棄地を活用した

放牧事例の発表が行われました。 
また、総合討論では、耕作放棄地の放牧

活用に焦点を絞って、 
演者による討論が行わ 
れました。 
 本年は10月頃開催す 
る予定です。 

本年4月15日(水)、農林水産省で飼料用
米シンポジウムを開催しました。今回のシ
ンポジウムは、基本計画における飼料用米
の生産拡大（生産努力目標110万トン）を
踏まえ、その確実な達成に向け、飼料用米
の生産・利用拡大を円滑に進めて行くため
関係者への周知・理解促進を図るために開
催されました。 

事例紹介では、生活クラブにおける取組

や飼料用米を給与した銘柄卵の取組などの
発表が行われました。 

また、16日(木)は研修 
会として給与技術や栽培 
技術など研究側から技術 
発表などが行われました。 

熱心に聴き入る参加者 

＜コラム＞ 国内での濃厚飼料原料の生産について（コスト試算） 
 

濃厚飼料は家畜にとって不可欠であるこ
とから、その原料として、畜産側において
も飼料用米の生産への期待が高まっていま
すが、とうもろこしの国内生産についても、
輸入飼料の代替可能性を検討する動きが見
られます。 
例えば、北海道ではイアコーンサイレー

ジが輸入穀物の代替飼料として注目されて
います。茎葉部は畑地にすき込むことで緑
肥効果も期待できることから、耕種農家と
連携した畑作体系に組み込むことも可能な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取組であるとされています。現在、研究ス
テージからフィールド段階での実証ステー
ジになっています。 
また、子実用とうもろこしの生産が行わ

れている事例もあります。子実用とうもろ
こしの生産が可能であれば、輸入とうもろ
こしとの完全代替が可能となりますが、我
が国では農地区画が小さいことに加え、主
要輸出国のように自然乾燥することが困難
なため、生産コストの差が大きいといわれ
ています。収穫用の機械や乾燥・調製等に
かかる新たな投資も必要であり、大規模な
圃場を確保できる北海道でも限られた取組
にとどまっています。 
このように、現在、濃厚飼料原料の国内

生産の動きが見られますが、マルチなどの
資材費や収穫・調製のため機械投資が必要
となるなど、コスト面での課題があります。 
このため、農林水産省では、国産濃厚飼

料の生産・利用の実証を行うモデル取組を
支援することとしており、点としての取組
から面的な拡大となるよう、平成27年度か
ら実証事業を実施しているところです。 

１ｋｇあたり 参考 

輸入とうもろこ
し 

42円／現物1kg 
(52円／TDN1kg) 

注１ 

国産とうもろこ
し(子実用) 

58円／現物1kg 
(72円／TDN1kg) 

注２ 

イアコーンサイ
レージ 

(51円／TDN1kg) 注４ 

＜とうもろこしのコストの比較＞ 

注１：輸入とうもろこしは、「単体飼料用とうもろこし」工場渡価格で、平成
26年4月から12月までの平均価格 

注２：国産とうもろこし(子実用)は、北海道長沼町Ｙ農場の事例から推計 
注３：とうもろこしのTDN割合は80％として試算 
注４：イアコーンサイレージは、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研

究機構の研究成果から引用 
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（北海道農政部調べ） 

草地 

改良 

草地改良による 

増収が必要 

○ 草地改良の必要性 

 牧草地（永年草地）は、年数を重ねると
生産性（収量）が低下してきます。収量増
を図るためにも牧草地の植生、土壌などの
現状や経年変化を把握し、その状況に合わ
せた土壌改良資材の投入や優良品種牧草の
導入などによる草地改良の対応が必要とな
ります。 

しかし、北海道などの地域では、ギシギ
シやシバムギなど除草剤が効きにくい難防

除雑草が繁茂した草地が多くなっており、
そのような草地では、通常の草地改良を
行っても、十分な効果が得られない、或い
は、工法によっては却って逆効果となるこ
と等が分かっています。 
 このため、除草剤の新たな組み合わせに
よる施用法等の難防除雑草駆除対策が必要
となります。 

畜産経営の生産コストに占める飼料費
の割合は、酪農や肉用牛生産で約４割と
なっています。（豚や鶏では約６割で
す。）収益性を高めるには、いかに飼料
費を低減するかが大きなポイントとなり
ます。 

これまで、我が国では飼養規模の拡大
に伴い、輸入濃厚飼料への依存を強めて
きましたが、国際的な穀物価格の上昇や
為替相場の変動等により、飼料価格は上
昇しており、その価格動向は、畜産経営
に大きく影響することとなります。 

また、乳牛や肉牛は、中小家畜と異な
り一定の粗飼料を給与する必要があるた
め、輸入粗飼料は、利便性や価格の優位
性等から利用されてきました。 

しかしながら中国やアラブ首長国連邦
（ＵＡＥ）などの粗飼料の買付け競争は
激化し、輸入粗飼料の価格も以前より高
い水準となっています。 
 このため、輸入飼料への依存体質から

脱却し、飼料生産基盤に立脚した足腰の
強い畜産経営を実現させることが重要で
す。牧草などの国産飼料の生産・利用を
拡大することはコスト削減や経営の安定
といった直接的なメリットだけでなく、
土地の有効活用や食料自給力の観点から
も大変重要です。 

イアコーンとはとうもろこしの雌穂(しすい)のことで、この一部或いは全部を収穫しサイレージ化した飼料 

 
１ 主な事業の内容 
(１)計画の策定や対策の普及（定額） 
 ①難防除雑草駆除計画の策定 
 ②看板等展示器具、データ収集等 
(２)草地改良（１／２以内） 
 ①調査分析 
 ・土壌分析、堆肥分析、飼料分析等 
 ②高位生産性草地への転換(上限17万円／ha) 

・難防除雑草駆除計画に基づき行う高位生産性
草地への転換 

 
２ 事業実施主体：民間団体 
 

草地難防除雑草駆除対策事業の概要 
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米国からのアルファルファ輸出数量の推移 
（千トン） 

難防除雑草駆除対策の遅れ等により、被度面積が増加するため、早期の駆除対策が必要とされている 

 米国は、アルファルファの世界最大の輸出国であり、
2005年の我が国のシェアは72％であったが、2009年
以降、アラブ首長国連邦や中国への輸出が大幅に拡大
し、2014年の我が国のシェアは25％となっている。 

注３ 

注３ 


