
＜事例紹介＞ （公社）みやぎ農業振興公社

飼料増産に関するお問い合わせ先

所属 連絡先 所属 連絡先

農林水産省生産局
畜産部飼料課

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
生産支援課

011-330-8800(代表)
011-330-8807(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)

畜産再興プラン実現推進本部飼料増産部会
（農林水産省生産局畜産部飼料課）

平成27年12月22日発行

自給粗飼料の生産費は、輸入乾草価格に比べ
て安価であり、また、国際相場の変動等に左右
されないことから、畜産経営のコスト低減及び
安定に貢献します。

また、自給飼料の利用は、耕畜連携による地
域融和が図られるなどの効果も期待されます。

宮城県の公益社団法人みやぎ農業振興公社で
は、耕畜連携による国産粗飼料の自給率向上と
水田のフル活用を支援するため、公社コントラ
クターによる稲WCS等の粗飼料の収穫調製作業
の受託と販売斡旋を行っています。

稲WCSの作業受託（収穫・調
製）は、麦や大豆への転作が困
難な排水不良田等において、水
田の機能を維持したまま飼料生
産が可能であることに着目し、
平成13年度より開始されまし
た。現在（平成26年度）は、
県内一円から300ha以上の作業
を受託しています。

同時に、耕種農家からの作業受託により生産
した稲WCSを、畜産農家への販売を斡旋する業
務を行う事で、事業を円滑に進めています。一
部は県外への販売にも取り組んでいます。

また、平成16年度からは、細断型ロールベー
ラーによる飼料用トウモロコシの収穫調製の作
業受託も開始するなど、国産粗飼料の利用を推
進しています。

エコフィード
の推進

飼料用米等
国産飼料穀物
の生産・利用

拡大

国産粗飼料の
生産・利用拡大

今回は
飼料生産組織

放牧活用
の推進

農林水産省では、上記の４つのテーマを
大きな柱として飼料増産の取組を推進してい
ます。この飼料増産ミニ通信では、テーマを
絞り込んで、畜産農家の方々や、現場関係者
の方々に参考となる情報を提供するものです。

今回は、国産粗飼料の生産・利用の拡大
を図る上で重要な飼料生産組織（コントラク
タ－、ＴＭＲセンター）の取組に焦点をあて
て発行することとしました。
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全国 北海道 都府県 輸入乾草

※ 「自給飼料生産費」は、農林水産省「牛乳生産費調査」、「日
本標準飼料成分表」から算出

注１：物材費には、材料費、固定材費等を含む
２：輸入乾草価格と自給飼料生産費は１TDNkgあたりに換算

輸入乾草の価格と自給飼料生産費（平成24年）

生産局 畜産部 飼料課

平成18年度 平成26年度

作業受託面積 102.7ha    304.5ha

受託料金（10a） 標準：25,200円、団地：22,700円

ロール重量 300kg 280kg（従来型）／300kg（細断型）

斡旋価格
製品価格 3,000円 2,600円／2,900円

運搬費 1,500円 1,000円（県内）

斡旋数量 1,865個 16,356個

耕種農家 畜産農家農業振興公社

作業受託

販売

代金

斡旋・販売

代金

市町村、JA、普及センター、家畜保健衛生所、畜産振興部

助言・指導助言・指導

栽培管理

生産物

収穫調製

斡旋・販売
（一部公社牧場利用） 給与

新規需要米に
関する契約書

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

（円/TDNkg）

１ 運営体制

２ 実 績

～稲ＷＣＳの生産・流通の取組～



飼料生産の外部化の推進に向けて

畜産経営では、高齢化や飼養規模の拡大によ
る労働力不足により、飼料生産の効率化・外部
化に向けた取組を推進する必要があります。

また、輸入飼料の価格が高止まりし、畜産経
営における飼料コストの負担が増加する中、経
営の安定を図るためには、輸入粗飼料に比べて
安価で、かつ、生産コストが安定している自給
粗飼料の活用が有効です。

このような状況を背景に、近年、自給粗飼料
生産や飼料調製を畜産経営から受託する飼料生
産組織 （コントラクター、ＴＭＲセンター）
が増加しています。

年度 H15 H20 H25 H27

コントラクター 317 522 581 636

ＴＭＲセンター 32 85 110 129

計 349 607 691 765

今後、飼料生産組織は、高まる畜産経営の期
待に応えるため、これまでの「受託組織」から
脱却し、「地域の国産粗飼料の生産を主体的に
担う組織」へと、その機能の高度化・強化を図
り、地域全体の飼料生産構造を抜本的に改革し
ていくための機能の高度化を図る必要がありま
す。

〈飼料生産組織数の推移〉

（注）農林水産省飼料課調べ

（※）

（※）飼料生産組織について
・ コントラクターとは、畜産農家から飼料作物の生産・調製作業等を請け
負う組織。
・ ＴＭＲセンターとは、牧草や濃厚飼料等をバランス良く混合した牛の飼
料（ＴＭＲ：Total Mixed Ration）を製造し、畜産農家に供給する組織。

飼料収穫作業 ＴＭＲの梱包飼料作物の栽培

飼料生産組織が地域の飼料生産の担い手として機
能の高度化を図るため、国のガイドラインに則し、
飼料生産作業の集積等により生産機能の強化を図る
取組を支援

飼料生産組織による
①青刈りトウモロコシ等の前年度からの拡大面積
②ｱﾙﾌｧﾙﾌｧ等のマメ科牧草の牧草地への追播面積
に応じて支援

次のいずれかの取組が対象
①飼料生産作業の集積による飼料生産機能の強化
②国産粗飼料の供給機能の強化
③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

①高エネルギー飼料作物
青刈りトウモロコシ、ソルゴー、飼料用さとうきび

②高タンパク質マメ科牧草
アルファルファ、シロクローバー、アカクローバ－、
ガレガ

○ 検討会の開催費、先進事例の調査費、土壌・飼
料等の分析費 等
…【補助率：定額】

○ 飼料生産機能の高度化に必要な農業生産資材
費、農作業機械のレンタル費 等
…【補助率：１／２以内】

①高エネルギー飼料作物
・飼料作付 （２７千円/ha）
・飼料収穫 （４０千円/ha）
・ＴＭＲ調製供給 （２０千円/ha）

②高タンパク質マメ科牧草
・マメ科牧草追播 （１０千円/ha）

飼料生産組織は、農協、農協連、公社、農事組合法人、若しくは、農協等が株主になっている株式会社、
複数の農業者が構成員となっている組織（法人化することが見込まれること）等であること。

国のガイドラインに則した「飼料生産高度化プロ
グラム」の策定。

①高エネルギー飼料作物は、前年度より１ha以上かつ
５%以上作業面積を拡大すること。

②高タンパクマメ科牧草は、１ha以上作業すること。

飼料生産組織による「国産粗飼料の生産機能を高度化する取組」及び「青刈りトウモロコシ等の栄養価の高い良
質な粗飼料の作付・利用を拡大する取組」を支援します。

飼料生産組織機能高度化の概要（H28新規）

飼料生産組織による粗飼料生産の取組を支援します
～国産粗飼料増産対策事業～

主な
支援内容

主な
事業要件

内 容

対 象

※ 事業内容や要件等は、現在検討中のものであり、今後変更される可能性があります。
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約1.5倍

青刈りトウモロコシ等の単位面積当たりの収穫
量が高い粗飼料の生産・利用拡大により、飼料費
の削減が期待されます。

○ 畜産収益力強化対策
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（飼料生産組織等）が自給飼料の増
産や品質の向上等を図るために必要な機械のリー
ス整備、施設整備等を支援します。

○ 強い農業づくり交付金
地方の高い自主性と裁量に基づく飼料増産に向

けて、国産粗飼料や飼料用米の生産・調製・保管
施設等の整備の取組を支援します。

高栄養粗飼料増産対策の概要

その他、関連施策 青刈りトウモロコシの利用推進


