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☆ お気に入りの天気予報はありますか？ 
夏は飼料生産の季節！私も一昨年まで、この時期は天

気を気にしながら業務を行っていました。乾草、サイ
レージなど調製方法や作業見通しは、天気予報と皆様の
長年の経験による判断かとお察しします。私はいつも同
じサイトの予報を見てましたが、皆様はいかがですか？

サイトによって予報に差がありますので、複数ご覧にな
ることをおすすめします。それでは、今シーズンの増収
を期待しつつ、今後とも飼料増産通信をご愛読頂きます
ようよろしくお願いします。 

   
                           (草地整備推進室 Ｉ係長) 

所属 連絡先 所属 連絡先 

農林水産省生産局 
畜産部畜産振興課 

03-3502-8111(代表) 
03-3502-5993(直通) 

東海農政局畜産課 
 

052-201-7271(代表) 
052-223-4625(直通) 

北海道農政事務所 
農政推進課 

011-642-5461(代表) 
011-642-5410(直通) 

近畿農政局畜産課 
 

075-451-9161(代表) 
075-414-9022(直通) 

東北農政局畜産課 
 

022-263-1111(代表) 
022-221-6198(直通) 

中国四国農政局畜産課 
 

086-224-4511(代表) 
086-224-9412(直通) 

関東農政局畜産課 
 

048-600-0600(代表) 
048-740-0027(直通) 

九州農政局畜産課 
 

096-211-9111(代表) 
096-211-9477(直通) 

北陸農政局畜産課 
      

076-263-2161(代表) 
076-232-4317(直通) 

沖縄総合事務局生産振興課 
畜産振興室 

098-866-0031(代表) 
098-866-1653(直通) 

青森県、岩手県、宮城県、秋田県、 
山形県、福島県 

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 

新潟県、富山県、石川県、福井県 

岐阜県、愛知県、三重県 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県 奈良県、
和歌山県 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口
県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分
県、宮崎県、鹿児島県 

編集後記（事務局から） 

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h 内容 参集範囲等 主催 場所 

27年8月11日 

放牧酪農に関する情報交換会 
放牧酪農に関心のある
酪農家、ＪＡ・行政担
当者等 

農林水産省他 

北海道 標茶町 

27年8月24日 北海道 浜頓別町 

27年8月25日 北海道 豊富町 

27年8月11日 北陸地域 飼料用米生産利用研修会 
農家、生産者団体、行
政担当者等 

北陸農政局他 富山県小矢部市、南砺市 

27年9月1～2日 東海地域 飼料増産推進協議会・研修会 
農家、生産者団体、行
政担当者等 

東海農政局他 
愛知県名古屋市、岐阜県恵
那市 

27年9月7～8日 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 熊本県熊本市、玉名市 

27年9月(予定) エコフィード推進シンポジウム 
農家、生産者団体、行
政担当者等 

農林水産省 農林水産本省 

27年10月8～9日 関東地域 飼料増産行動会議現地研修会 
農家、生産者団体、行
政担当者等 

関東農政局等 山梨県 

27年10月28日 放牧シンポジウム 
農家、生産者団体、行
政担当者等 

農林水産省他 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 福岡県 

27年10～11月 
(予定) 

北陸地域 飼料用米マッチングセミナー
イベント 

調整中 北陸農政局他 調整中 

27年11月(予定) 近畿地域 飼料増産シンポジウム 調整中 近畿農政局他 京都府 

27年11月11日 
研究セミナー「国土資源を活用した酪
農・肉用牛経営のコスト低減の可能性と
条件、及び技術開発方向 

研究者、経営者、行
政・普及指導機関 

農研機構 
近畿中国四国農研
センター 

東京都北区 
(滝野川会館) 

27年11月25日 放牧活用型畜産に関する情報交換会 
試験研究機関、行政・
普及部局等 

農研機構 
畜草研 

東京都文京区大塚 
(林野会館) 

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

 各地域で飼料増産ブロック会議を開催するなど、飼
料増産に向けた運動をスタートしました。 

「飼料増産メールマガジン」を新規配信しました。農林水産省HPからご登録ください。 

中央段階では4月21日(火)に平成27年度第
1回全国飼料増産行動推進会議(全国推進会
議)を開催し、今後の飼料増産運動の推進方
向等に関する方針について決定し、全国的な
展開を図ることとしたところです。 

地方ブロック段階では、4月下旬から各都
道府県担当者や各ブロックの飼料増産行動推
進会議構成メンバー等を参集し、中央段階の
取組方針や都道府県が行う目標設定等に関す
る説明会が開催されました。 

ブロック推進会議では、都道府県の重点

目標設定の考え方や重点地区を設定した場合
の支援策との関係性等についての質疑が多く
ありました。 

また、国の方針や施策等の情報伝達の迅
速化を求める意見や、行政関係者だけではな
く生産現場の意見も取り入れて欲しいなどの
要望もありました。 

情報の伝達方法等については、ご意見等
を踏まえながら、検討していきたいと考えて
います。 

各地域ブロック別で飼料増産行動推進会議を開催しました。 １ 

農政局等 開催月日 参集範囲 

北海道農政事務所 ５月２７日（水） 北海道、畜産関係団体、試験研究機関等 

東北農政局 ６月 ８日（月） 東北地域飼料増産行動会議構成員 

関東農政局 ５月２７日（水） 各都県担当者 

北陸農政局 ５月２０日（水） 各県担当者 

東海農政局 ４月２３日（木） 各県担当者、農業改良普及センター等 

近畿農政局 ６月１０日（水） 近畿地域飼料増産行動推進会議構成員等 

中国四国農政局 ６月 ３日（水） 中国四国飼料増産行動推進会議構成員 

九州農政局 ６月１０日（水） 各県担当者、畜産関係団体、地域センター等 

沖縄総合事務局 ５月２２日（金） 県担当者、畜産関係団体等 

＜平成27年度 地方ブロック飼料増産行動推進会議の開催状況＞ 

都道府県が設定する目標等については、第2
回全国推進会議において、地方農政局等から報
告されることとなっており、全国的な取りまと
めができ次第、関係者にお知らせする予定です。 

【第2回全国推進会議】 
○日時：平成27年9月16日(水)14:00～17:00 
○場所：農林水産省生産局第1会議室 

☆新規配信登録はこちら ⇒ http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/ssl.html 
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飼料用米の生産・利用の拡大に向けた取組 ２ 東北地域や九州地域で飼料増産研修会等が開催されました。 ３ 

既存の穀物用施設を活用した籾米サイレージ調製技術マニュアル <第2版> 
https://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/058181.html 

飼料用米は、とうもろこしとほぼ同等の栄
養価を有しており、家畜にとって優れたエネル
ギー源となることから、配合飼料の原料として
利用することが可能です。また、地元の米を利
用した特徴ある畜産物のブランド化を図ること
が可能であり、水田活用を通じた堆肥の還元、
地域との結びつきの強化等の効果も期待されま
す。 

本年３月に閣議決定された食料・農業・農
村基本計画では、飼料用米について、平成25
年度の11万トンから平成37年度に110万トン
とする生産努力目標が掲げられたところです。 

飼料用米の作付面積は、平成23年度まで順
調に拡大し、その後、増減を繰り返しており、
26年度は約3.4万haとなっています。 27年産飼

料用米の作付状況(平成27年5月15日現在)は、
全体で6.4万ha(35万トン)程度となっており、
平成26年産実績(取組計画認定)と比べると3万
ha(17万トン)の大幅な増加となっていますが、
飼料用米の一層の生産拡大を推進するため、以
下の対応を行っているところです。 

①関係機関と連携し、本省管理職の重点県への
派遣や農政局職員等による推進活動の実施 

②飼料用米の取組計画書(新規需要米取組計画
書)の提出期限を6月末から7月末へ延長 

③取組計画書の内容に応じ、営農計画書(6月末
までに提出)の内容について必要な変更を申
し出ることが可能 

面積 数量 

平成27年産(注) 平成26年産 
(取組計画認定) 

平成27年産(注) 平成26年産 
(取組計画認定) 

6.4万ｈａ 3.4万ha 35万トン 18万トン 

去る7月10日(金)、東北農政局(東北地域飼
料増産行動会議)と一般社団法人日本草地畜産
種子協会の共催により「東北地域飼料増産研
修会」が宮城県大崎市で開催されました。 

この研修会は、「飼料用米の地域内需給に
よる飼料自給力向上・水田機能の維持に向け
て」と題して、稲SGS(ｿﾌﾄｸﾞﾚｲﾝｻｲﾚｰｼﾞ)にﾃｰ
ﾏを絞って行われました。 

飼料用稲ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ吉田宣夫氏から基調講演
「飼料用米の生産・利用の現状と今後につい
て」が行われた後、①JA真室川町、②SGSﾌﾛ
ﾝﾃｨｱ十和田、③株式会社ゆりファームの取組

について、事例発表が行われました。 

稲作農家や畜産農家、試験研究機関、県・
市町村・JA等の関係機関の方々約160名が参
加され、総合討論では籾米サイレージの調
製・保管方法や国産濃厚飼料としての可能性
等について、熱心な質疑応答が展開されまし
た。 

7月15日(水)から16日(木)にかけて、鹿児
島県農業再生協議会、一般社団法人日本草地
畜産種子協会と九州農政局の共催により「九
州地域飼料用米推進会議」が鹿児島県で開催
され、稲作農家や畜産農家、九州地域飼料用
米推進会議構成機関等の関係者の方々約200
名の参加が見込まれています。 

この推進会議は、「飼料用米の多収・低コ
スト生産に向けて」と題して、多収性品種の
選定や安定多収・低コスト栽培技術の習得に

向けて、ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝや取組事例の発表、
現地調査等が行われる予定です。 

1日目(15日)は、九州沖縄農業研究ｾﾝﾀｰか
らﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝが行われ、2日目(16日)は、①
姶良市における低コスト栽培実証、②霧島市
における大規模経営実証についての取組事例
の紹介が行われた後、霧島市内の大規模実証
圃の現地調査が行われる予定です。概要につ
いては、Webサイト等でご報告します。 

＜27年産飼料用米の中間的な取組状況(平成27年5月15日現在)＞ 

資料：平成27年5月29日プレスリリース(農林水産省) 
(注)平成27年産(平成27年5月15日現在)は、各地方農政局及び地域センター等から各

都道府県農業再生協議会及び地域農業再生協議会への聞き取りによる。 

飼料用米を収穫した後、乾燥せずに粉砕処
理を行い、加水・密閉し乳酸発酵させサイ
レージ化したものは籾米サイレージﾞやソフト
グレインサイレージ（ＳＧＳ)などと呼ばれ、
乾燥籾米や玄米同様、輸入濃厚飼料の代替飼
料として注目されています。 

飼料用米と比較すると、乾燥調製経費の削
減ができ、保冷庫等の設備が不要となり、屋
外での保管が可能となるなどのメリットがあ
る一方、原料が籾米であることから牛中心の
飼料となること、新たにサイレージ調製作業
必要になること、数量払いの対象外となるこ
と等に留意が必要です。 

我が国で取り組まれている飼料用米を活用
したサイレージは、昨年度(平成26年度)では
全国で500～600ha程度とみられますが、既
に実用ステージへとニーズがシフトしており、
農林水産省では、国産濃厚飼料の生産・利用
を行うモデル的な取組への支援を行っている
ところです。 

地域別の生産状況について、都道府県に聞
き取り調査を行ったところ、全国の約８割が
東北地方に集中しており、次いで九州地方や
北陸地方となっています。また、平成27年産
見込みについては、前年度に比べ２～３割増
加見込みとの結果となりました。 

 

 

 

 

 

なお、籾米は玄米に比べて農薬の残留濃度
が高いため、出穂期以降に農薬の散布を行う
場合は、安全が確認されている農薬  を使用
する必要があります。飼料用米を活用したサ
イレージは、籾殻を含めて給与することとな
るため、農薬の使用には留意が必要です。 

＜飼料用米を活用したサイレージ調製＞ 
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＜コラム＞ エコフィードと飼料用米（籾米）の混合利用 
 

現在、様々な食品残さがエコフィードの
原料として活用されているところですが、デ
パートやスーパーマーケットの総菜の売れ残
りなどの余剰食品や調理屑などを原料とした
エコフィードは、一概に、高脂質な飼料にな
りやすく、養豚用飼料として多給すると、厚
脂や軟脂の原因となる場合があります。 

他方、飼料用米として生産される籾米は、
消化性の低い籾殻を含むため、玄米と比べる
と栄養価が低いという特徴があります。 

このため、両者の混合によって栄養価の
調整を行うことを目的として、高脂質エコ
フィード（リキッドタイプ）に籾米サイレー
ジを混合する取組が行われています。 

現在、フィールド段階での実証を終了し、
発育や肉質は、配合飼料給与と同等の成果を
得られているところです。 

 

この飼養技術により、飼料コストの低減
と飼料自給率の向上を図ることが可能となっ
ています。 

リキッドフィードに 
籾米ＳＧＳを混合 

国産飼料 

籾米サイレージ 

乾燥調整費 
を削減 

高脂質エコフィード 

リキッドフィード 

高脂質なエコフィードを肥育豚に多給すると、 
厚脂や軟脂の原因になる 

余剰食品 

調理残さ 

※飼料用米の生産・給与技術マニュアル(独立行政法人 農業・食
品産業技術総合研究機構)＜2013年版＞206頁参照 


