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 平成28年度予算の概算要求について 

「飼料増産メールマガジン」を配信しています。農林水産省HPからご登録ください。 

畜産物の安定供給のためには、畜産農家の経
営安定は欠かせず、自給飼料の増産の取組は不
可欠な道筋です。 

また、飼料作物の生産・利用を通して、農地
の有効活用や獣害被害の低減、農村地域の活性
化等畜産が果たす役割は大きいと考えられます。 

このように、国産飼料の生産・利用を拡大す
ることは畜産経営の体質強化だけでなく、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。  

農林水産省では、①収益性向上や生産基盤の

維持・拡大のための競争力向上、②輸入飼料依
存から脱却するための自給飼料生産拡大、③経
営安定のためのセーフティネットの３つの柱を
重点的に実施することとし、そのために必要な
予算を概算要求しています。 

今回の飼料増産通信では、このうち、自給飼
料関連対策について、簡単に御紹介します。 

なお、今後の予算編成の過程において、現在
予定している内容等が大幅に見直されることも
ありますので、予め御了知ください。 

☆新規配信登録はこちら ⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/merumaga.html 

 
 
 

◎自給飼料の生産拡大  １７１億円（26補正：９７、27当初：１３９） 
 ○飼料増産総合対策事業 １７億円（26補正：２０、27当初：１１）  
難防除雑草の駆除等による草地改良、コントラクター等の機能の高度化、レンタカウを活用した
肉用繁殖牛等の放牧の推進、濃厚飼料原料（イアコーン等）の増産、エコフィードの増産等を支
援 

 ○飼料生産型酪農経営支援事業 ７０億円（27当初：６６） 
環境負荷軽減に取り組みつつ、飼料の二期作・二毛作等を行う酪農家や、輸入粗飼料の使用量を
削減して飼料作付面積を拡大する酪農家を支援 

 ○草地関連基盤整備<公共> （農業農村整備事業で実施） ８５億円（26補正：１０、27当初：６２）                                                    
農地集積の加速化、農業の高付加価値化のための大型機械体系に対応した効率的な飼料生産基盤
の整備を支援  

◎畜産競争力強化対策  ３５４億円（26補正：２１０、27当初：７６） 
 ○高収益型畜産体制構築事業 １億円（26補正：２、27当初：１） 
畜産農家と畜産関係者（コントラクター、飼料メーカー、実需者等）の結集による地域全体での
収益性向上のための取組（畜産クラスターの構築）を支援 

 ○畜産収益力強化対策 ３５０億円（26補正：２０１、27当初：７５） 
畜産クラスター計画に位置付けられた地域の中心的な経営体が行う収益性向上、畜産環境問題へ
の対応に必要な機械のリース整備、施設整備、家畜の導入を支援   

 
 輸入飼料依存から脱却するため、生産性向上のための草地改良、飼料生産組織の機能の高度化、
濃厚飼料原料の増産、エコフィードの増産等により、国産飼料に立脚した畜産への転換を図る。 
 

自給飼料の生産拡大と畜産・酪農の競争力向上 １ 
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難防除雑草の駆除等による草地改良 ２ 

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
めには牧草地の植生、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
の投入や優良品種の導入などによる草地改良が
必要となります。 

しかし、適期の草地更新が行われず、ギシギ
シやシバムギなど除草剤が効きにくく繁殖能力
の高い難防除雑草の繁茂した草地が多くなって
います。このような草地では、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。この対策として、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。 

このため、地域の条件に合った雑草の駆除方
法の計画を策定・実行し、生産性の高い草地へ
転換する取組を支援する草地難防除雑草駆除対
策事業を26年度補正予算に引き続き、28年度
当初予算として要求しています。 

飼料生産組織の機能の高度化 ３ 

畜産経営の規模拡大や高齢化に伴う労働力不
足等から、近年、畜産農家の代わりに飼料の生
産・調製作業を行うコントラクターやＴＭＲセ
ンター（以下「飼料生産組織」）の設立が増加
しています。その数は、平成15年の349組織か
ら平成26年には727組織と約10年間で倍増して
おり、地域の畜産農家の労働負担の軽減等に寄
与しています。 

また、輸入飼料の価格が高止まりする中で、

飼料生産組織による自給粗飼料の生産拡大や高
品質化により、飼料コストの低減や畜産物の生
産性の向上による畜産経営の改善への寄与が期
待されています。 

このため、飼料生産組織が、国が示すガイド
ラインに即した飼料生産機能を高度化するプロ
グラムを策定・実行する取組を支援する飼料生
産組織経営高度化事業を28年度予算として新規
要求しています。 

【 １．構造転換目標の設定 】 

■事業実施の要件として、畜産・酪農の構造
転換につながる目標を地区で設定 

 ＜構造転換目標例＞ 
 ・ 草地改良に伴う畜産経営規模の拡大 
 ・ 飼料の共同生産体制への転換 
 ・ 法人化等経営形態の転換 

 【 ２．計画の策定等 】 
 ■難防除雑草駆除対策の活用普及 

 （補助率： 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、 
      会議・研修会等 

【 ３．草地の改良 】 
■調査分析 （補助率：１／２以内） 
  土壌分析、堆肥分析、飼料分析、概況調査 
■高位生産草地への転換 （補助率：１／２以内（上限17万円／ha）） 
   難防除雑草駆除計画に基づき行う、高位生産草地への転換 
   （除草剤散布、耕起、砕土、整地、施肥、土壌改良資材投入、 
   優良品種の導入（畑作物を除く）等による施工） 
  ＜難防除雑草駆除対策例＞ 
  ・ 除草剤の新たな組合せ による 施用法 
  ・ 雑草を完全駆除するために1～2期作を他作物に転換し、草地を再生 

難防除雑草のない生産性
の高い草地に転換し、単収
及び品質が向上 計画に基づき除草剤の散布等を実施 

○ 国が示す「飼料生産組織の機能高度化のガイドライン」（案）は以下のとおりです。 
 ① 飼料生産作業の集積による飼料生産機能の強化 
 ② 自給粗飼料の生産が困難な地域への飼料供給機能の強化 
 ③ 地域の生産構造を改善するための草地コンサルタント機能の強化 
 ④ 他の飼料生産組織等との連携による機能の強化 等 
○ 補助対象経費【補助率】 
 ①検討会の開催、作業集積の効果実証の経費 等 【定  額】 
 ②飼料供給機能の高度化に必要な資材費 等    【１／２以内】 

＜難防除雑草の例＞ 

ギシギシ ワルナスビ 
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レンタカウを活用した肉用繁殖牛及び乳用牛の放牧推進 ４ 

低コスト・省力化、耕作放棄等の再生利用
等を推進するため、平成27年度から、レンタ
カウ放牧や放牧酪農等の取組を支援する地域づ
くり放牧推進事業を実施しています。 

平成28年度においても、引き続き本事業を
実施することとしており、28年度予算におい
ても要求しています。 

イアコーン等濃厚飼料原料の増産 ５ 

濃厚飼料は、畜産経営にとって不可欠である
ことから、その原料として、飼料用米以外にも
とうもろこし等の国内生産について、輸入飼料
の代替可能性を検討する動きが見受けられます。 

例えば、北海道ではイアコーンサイレージが
注目されており、既に、フィールド段階での実
証ステージに入っています。また、気象条件や

農地の排水性等の課題も多くありますが、子実
用とうもろこしの取組にチャレンジされている
事例なども見受けられます。 

このような取組を支援するため、平成27年
度に引き続き、輸入濃厚飼料と代替可能性のあ
る国産原料の生産・給与技術のモデル実証に対
する支援を28年度予算において要求しています。 

畜産クラスターの取組を通じた自給飼料の増産 ７ 

畜産・酪農経営では、高齢化や後継者不足に
加え飼料価格の上昇等により、飼養戸数や飼養
頭数の減少等、生産基盤の弱体化が懸念されて
います。持続的な畜産経営を推進していくため
には、地域の各種支援組織（コントラクター、
ＴＭＲセンター等）や関連産業等の関係者が連
携・結集し、地域ぐるみで収益性を向上させる
畜産クラスターの取組が重要となっています。 

このため、畜産クラスター計画に位置づけら
れた地域の中心的な経営体（畜産農家、飼料生
産組織等）が収益性向上（飼料用米の保管・加
工・給餌や自給飼料の増産・品質向上等の取
組）を図るために必要な機械リース整備、施設
整備への支援を行う畜産収益力強化対策を28年
度当初予算において要求しています。 

 

地域づくり放牧推進事業 検索 
詳しくは、事業のパンフレットを御覧下さい。 
http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/houboku/pdf/houboku_pamp.pdf 

■モデル実証の内容を検証し、現地実証展示や検討会等により、実証内容・実施効果を幅広く普及 【補助率定額】  

■新たな国産濃厚飼料原料の実証生産  ・利用に対して助成 
 【利用拡大分：定額20円/kg以内、最大100t】 

子実用とうもろこし イアコーンサイレージ 籾米サイレージ 

自給飼料生産基盤に立脚した酪農経営の支援 ６ 

輸入飼料価格は、中長期的に上昇傾向にあり、
かつ、為替相場や国際需給の影響を受け変動す
るため、経営にとっては大きな不安定要因です。 

このため、自給飼料生産基盤に立脚した経営
を行う酪農家(自給飼料の生産を行うとともに
環境負荷軽減に取り組んでいる者)が将来にわ

たり安定して経営を継続できるよう、飼料作物
作付面積に応じて交付金を交付する飼料生産型
酪農経営支援事業を実施しています。 

平成28年度においては、輸入粗飼料から国
産粗飼料への転換を図るための取組を支援する
ため、事業内容を拡充して要求しています。 

平成２８年度 事業内容見直しのポイント 

現行の作付面積 拡大面積 

３万円／１ha 

飼料作物作付面積 

従来の交付金(１．５万円／ha)に加え、 輸入粗飼料の
使用量を削減して飼料作付面積を拡大した面積に応じ
て、交付金(３万円／ha)を追加交付します。 

交付金単価 １．５万円／１ha 



飼料増産に関するお問い合わせ先 ９ 
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先日、施設整備をした北海道の某牧場の現地調査をし

た際に、その農場主の方が、『畜産業は裾野が広い産業。
しっかり沢山儲けて返すから！』と言われました。その
農場主の方は、整備した施設を利用し生産活動を行い、
所得を増加させることにより、その一部を納税すること

により社会に還元したり、地域の関連産業で働く方の雇
用の維持をしたりする効果があるという意図の発言だと
思われますが、非常に深い言葉でした。 

 
                           (草地整備推進室 Ｍ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～ ８ 

開催時期 内容 参集範囲等 主催 場所 

9月17日 平成27年度 (京都府)畜産ｾﾐﾅｰ(稲WCS) 農家、団体、行政担当者等 京都府他 京都府京都市 

9月25日 
平成27年度 飼料用米低コスト生産等現
地研修会 

農家、団体、行政・研究機関等 日本草地畜産種子協会 茨城県石岡市 

10月8～9日 
関東地域 飼料増産行動会議現地研修会
(飼料用とうもろこし、集約放牧) 

農家、団体、行政機関等 関東農政局他 山梨県甲府市 

10月14日 いもち病抵抗性ｲﾀﾘｱﾝﾗｲｸﾞﾗｽ現地検討会 農家、団体、行政・研究機関等 日本草地畜産種子協会 鹿児島県霧島市 

10月15日 東海地域 飼料増産推進研修会(稲WCS) 農家、団体、行政機関等 東海農政局他 三重県鈴鹿市 

10月15日 
中国四国地域 多収品種の導入に関する
飼料用米現地研究会 

農家、団体、行政機関等 中国四国農政局 山口県山口市 

10月16日 公共牧場技術実地研修会(東日本) 公共牧場、行政機関等 日本草地畜産種子協会 山形県鶴岡市 

10月28日 放牧シンポジウム 農家、団体、行政・研究機関等 農林水産省他 農林水産本省7F 

10～11月(予定) 
平成27年度 飼料用米低ｺｽﾄ生産等現地
研修会 

農家、団体、行政・研究機関等 日本草地畜産種子協会 熊本県玉名市 

11月5日 東北地域 肉用牛繁殖牛放牧現地研修会 農家、団体、行政機関等 東北農政局他 岩手県奥州市 

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、行政機関等 
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) 

11月25日 放牧活用型畜産に関する情報交換会 研究機関、行政・普及部局等 農研機構 畜草研 東京都文京区 

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 

12月(予定) 九州地域 飼料用米推進会議(第2回) 農家、団体、行政機関等 九州農政局他 調整中 

12月7～8日 
農研機構シンポジウム「自給飼料新機能
活用と低コスト生産に向けた新展開」 

民間企業、生産者、試験研究・
行政機関等 

農研機構 東京都港区 

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


