
飼料自給率３５％を達成するために！ 
『粗飼料だって地産地消』 

国も地方も団体も生産者も一緒に取り組もう！ 

  安全で安心な国産畜産物の
供給、飼料自給率の向上を通じ

た食料自給率の向上、国土の有

効活用、資源循環型畜産の確立

などを実現するためには、粗飼

料まで輸入に頼るような大家畜

生産であってはいけません。 

 これからは自給飼料基盤に立

脚した大家畜経営により、健康

な家畜から生産される牛乳・乳

製品や牛肉を供給することが重

要です。 

 こうした大家畜生産の方向を

示すため、農林水産省は、１７

年３月に「酪農及び肉用牛生産

の近代化を図るための基本方

針」（いわゆる酪肉基本方針）

を定めました。 

第１号 

５月１３日発行 

農林水産省生産局畜産部畜産振興課    

 このなかで、自給飼料生産に

ついては、その拡大を図り飼料

自給率を向上させることが、緊

急の課題であると位置づけてい

ます。 

 農畜産物について消費者の

方々に「地産地消」を求めてい

るのに、粗飼料を輸入に頼って

いるって、なんだかおかしくあ

りませんか？ 

 一方で、荒れ果てた耕作放棄

地や水を張っているだけの水田

など、飼料作物を作れる土地、

牛を放せる土地はたくさんあり

ます。 

 今、一度、大家畜生産の原点

に返って、自給飼料増産のため

に、ともに頑張りましょう！ 

自給飼料増産通信 

国産稲わらの飼料利用を進めよう 

稲発酵粗飼料の生産を拡大しよう 

放牧を進めよう 

飼料生産の外部化を進めよう 



自 給 飼 料 基 盤 に 立 脚 し た 

畜産経営を育成しましょう！ 

耕作放棄地や水田での放牧を拡大しよう 

 ソーラー電気牧柵の普及な

どにより、「いつでもだれで

も」放牧が出来るようになり

ました。 

 小さい水田や耕作放棄地で

も、それらを組み合わせて一

体的に利用すれば、肉用牛の

周年放牧も可能です。 

 水田の場合は、稲発酵粗飼

料と同様、転作助成金が受け

取れます。 

 また、中山間地域では、

「中山間地域直接支払い」を

活用して電気牧柵などを購入

することも出来ます。 

 放牧に取り組む地域から、

イノシシなどの獣害が減少し

たとの報告もあります。 

 稲発酵粗飼料は、稲作農家に

とっては作りやすく、畜産農家

にとっては栄養価の高い作物と

して、急速に拡大してきまし

た。 

 稲発酵粗飼料は、水田で作れ

る「転作作物」です。作付けし

た農家は転作のための助成金

を、給与する畜産農家は「給与

助成金」を受け取ることが出

来ます。 

 また、稲わらの多くがすき

込みや焼却されており、有効

活用されていません。 

 稲発酵粗飼料や稲わらを集

団的に収集する取組などに対

しては、「強い農業づくり交

付金」が利用できます。 

2 

水田を活用して、耕畜連携による稲発酵粗

飼料生産、稲わらの飼料利用を拡大しよう 

自給飼料増産通信 

水田放牧風景（島根県） 
水田放牧も全国的に増加中 

稲発酵粗飼料を食べる乳牛 

＋ 

産地作り

交付金 

給与助成 

耕畜連携助成 

畜産農家が受ける 

「酪肉基本方針」の内容を紹介します。 

転作の助成金 

単位：㌶ 
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優良品種の導入や計画的な草地更新を進めよう 

らに進めることになりました。 

 また、耕作放棄地の利用について

も一層の取組が期待されています。 

  飼料生産の担い手（畜産農家だ
けでなくコントラクターも重要な担

い手です）に、農地を集約し、効率

の良い飼料生産を行うことが重要で

す。 

 今般、農業経営基盤強化促進法が

改正され、担い手への農地集積をさ

第１号 

 我が国の飼料作物の単収は、

伸び悩んでいます。この原因と

して、優良品種への切り替えが

進んでいないこと、牧草地の更

新が遅れていることなどが挙げ

られます。 

 また、ロールベール体系の普

及に伴い、青刈りトウモロコシ

の作付面積が減少したことも平

均的な単収低下の原因です。 

 耐倒伏性の高い品種や病害

虫に強い品種の導入、計画的

な草地更新を進めることで単

収はアップし、生産コストを

下げられます。 

 また、青刈りトウモロコシ

専用ロールベーラー（細断型

ロールベーラー）が開発され

たので、今後、作付面積の増

加が期待されます。 

 畜産農家の飼養規模の拡大

に伴い、飼料生産に向ける労

働力が不足しています。ま

た、農家の方々が個別に所有

する小型の作業機では、効率

の良い飼料生産が困難です。 

 こうしたなか、コントラク

ター（飼料生産請負組織）に

飼料生産を委託することで、

品質の良い粗飼料を安定的に

生産しようとする方々が増え

ています。 

 こうした要望を受け、全国

のコントラクター組織は３０

０を超えるまでに増え、現

在、計画中の地区もたくさん

あります。 

 更に利用が低下している公

共牧場の再編整備や哺育部門

の強化などにより、役割分担

をしつつ、地域全体の飼料自

給率を向上させましょう。 

コントラクターや公共牧場を上手に利用しよう 

農地の集積や団地化を進めよう 

細断型ロールべーラー 
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とうもろこし

牧草

飼料作物の単収 （㎏／10a）

 コントラ

クター 

公共牧場 

北海道 １２２ ２４１ 

都府県 １９５ ７０４ 

全 国 ３１７ ９４５ 

コントラクター、公共牧場の数（16年）

資料：作物統計 

資料：農林水産省畜産振興課調べ 



水 田 を 活 用 し た 飼 料 

生 産 を 進 め ま し ょ う ！ 

4 

自給飼料増産通信 

田んぼが狭くても、放牧なら「牛まかせ」 

 中山間地域の狭小な水田や、棚

田では、人手でも機械でも利用は

困難です。 

 こんなときは、牛に任せて放牧

してみましょう。 

 電気牧柵の利用で、畦畔を痛め

ずに「水田放牧」が可能となり、

稲発酵粗飼料と同様、転作助成金

も受け取れます。 

 稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）の生

産は、大切な水田を守るためにも

有効です。 

 稲発酵粗飼料を生産し、コメと

同様の管理をすることで、雑草の

侵入や田が荒れることが防げま

す。牛にとっては、嗜好性も栄養

価も高い粗飼料となります。 

 耕畜連携により、各地の取り組

みが進んでいます。 

（例１）地域ぐるみの稲ＷＣＳ生産（宮崎県Ｋ町） 

 町と農協が協力して、稲発酵粗飼料生産に取組む

畜産農家１～２戸と耕種農家数戸の「顔の見えるグ

ループ」を単位とした自主的な運営が特徴。 

（例２）稲発酵粗飼料で地域おこし（新潟県Ｉ村） 

 水田単作地帯において、酪農家が稲発酵粗飼料を

給与した乳牛の牛乳を販売。「生産者指定牛乳」と

して学校給食でも提供。地元のホテル、宅配利用な

どへも拡大。 

水を張っているだけの水田はありませんか？ 

専用機械での稲発酵粗飼料収穫

谷の中の棚田放牧（大分県） 

（例１）谷ごと放牧（大分県） 

 繁殖農家が、集落の谷を単位とした放牧地を開場

し「谷ごと放牧」を実施。水田、畑地、林地を組み

合わせ参加農家がそれぞれ放牧。「中山間地域直接

支払い」の集落協定により、土地利用を調整。  

（例２）どこでも放牧（山口県） 

 電気牧柵を利用した移動放牧方式により、水田、

耕作放棄地などを放牧地として利用していくもの。

県畜産試験場が「レンタルカウ（放牧に慣れた牛を

農家に貸し出すこと）」を行うなど創意工夫に富ん

でいる。 



畑や耕作放棄地などを活用

した飼料生産を進めましょう！ 
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自給飼料増産通信 

大きく集めてコントラクターを利用 

 １枚１枚は小さな面積なため、

使い道が無い農地でも、大きな単

位にまとめていけば、コントラク

ターの活用などにより効率的な粗

飼料生産が可能となります。 

 畑の場合は、青刈りトウモロコ

シやイタリアンなどの牧草を、水

田の場合は、稲発酵粗飼料も含め

て作付けを拡大しましょう。 

 各地で耕作放棄地が増加し、大

きな問題になっています。狭い、

傾斜がきつい、不便、作る作物が

ないなど、一般の作物を生産する

ことは難しいですね。 

 しかし、肉用牛を放牧すれば、

きれいな牧草地に生まれ変わりま

す。また、育林のための下草刈り

にも活躍しています。 

畑や樹園地、作るものが無くて荒れてませんか？ 

みかん廃園での放牧（佐賀県） 

廃園となった桑園での放牧（福島県） 

（例１）遊休桑園の活用（福島県Ｓ村） 

 繁殖農家が遊休化した桑園を蹄耕法（桑を抜根せ

ず、上を切っただけで牛に下草を食わせて牧草を播

き、草地化する方法）で立派な放牧地に。 

 現在では９戸の農家が遊休桑園をそれぞれ草地化 

（例２）漁協有の魚付き林を復活（島根県Ｋ町） 

 繁殖農家が、松枯れなどで荒れた「魚付き林」の

育林のため、和牛を放牧して下草刈り。魚付き林の

復活と合わせ、近隣住民の憩いの場に変身。 

（例１）コントラクターで稲ＷＣＳの生産を拡大 

  （岡山県Ｔ市） 

 畜産農家１８戸で組織するコントラクターが、周辺

５３戸の酪農家から稲発酵粗飼料やとうもろこしの収

穫作業・堆肥散布作業を受託。農協が稲発酵粗飼料専

用収穫機械を導入し、コントラクターに貸し付け。 

（例２）とうもろこし生産の受託（長野県Ｍ村） 

 畜産農家６戸の集団が周辺１４戸の酪農家からとう

もろこしサイレージの収穫作業２８㌶を受託。ＪＡ所

有の収穫機械も借りて、料金の軽減化を図っている。  



飼料増産 Ｑ＆Ａ 
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自給飼料増産通信 

Ｑ  自給飼料は品質が不安定で、

夏場は乳脂率の

低下につながる。 

 分かっちゃいるけど、

輸入粗飼料を使わないわ

けにはいかないんだ。 

Ｑ  自給飼料を生産しようとして

も、牛の管理で

手一杯。コントラクター

に頼みたくても、地域に

はコントラクターがな

い。どうすれば、コント

ラクターができるのか？ 

Ｑ  自給飼料を   生産しても、

す ぐ、利 益 に

結びつかない。安い輸

入粗飼料が利用できる

のに、どういうメリッ

トがあるのか。 

Ａ 
輸入粗飼料は便利な

面がありますが、自

給飼料を上手に作れ

ば低コスト生産が可能です。何

より、家畜ふん尿を適切に還元

するためにも、自給飼料生産を

基本とした「資源循環型畜産」

を確立する必要があります。 

濃厚飼料
２．３TDN
㌧／頭・年

自給飼料
２．２TDN
㌧／頭・年

ふん尿排出量
２１．５
㌧／頭・年

作付面積 ３０ ㌃／頭（全乳牛）

飼料給与とふん尿排出の関係

乳牛は生乳とふん尿を生産する。飼料の海外依存度が高
まる一方、ふん尿は全て国内で処理せざるを得ず，Ｎ（窒
素）収支のバランスが崩れている。

生乳
７．５㌧/
頭／年

主要県別における牛群検定牛の乳脂肪率の推移(平成16年)
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熊本県資料：(社)家畜
改良事業団調

Ａ 
コントラクターを立ち上げるためには、自助自立の

精神で十分な準備が必要です。 

農林水産省では、１６年から、「コントラクターを

立ち上げるための実務者研修」を実施しています。 

 この研修では、法人設立、労務管理、会計経理などを具体的

に学ぶことにより、コントラクター運営のリーダーを養成する

こととしています。また、機械の整備に対しては国の補助事業

が、コントラクターの運営に対しては「（独）農畜産業振興機

構」の補助事業がありますので、ご活用ください。 

Ａ  自給飼料から良質なサイレージ・乾草を生産するためには、収穫適期に短時間で作業を行うことがポ

イントです。コントラクターが大型作業機を用い

て、バンカーサイロに詰め込みを行う場合などは、輸入粗飼料

の品質に負けない良質なサイレージが調製できます。 

 また、我が国の乳牛は改良が進み、６～７割の自給飼料給与

でも、３．５％以上の乳脂率は確保できると言われてます。 

乳脂率は夏でも３．７％以上。これは乳牛改良の効果が大きい 
更に、１７年４月から、乳成分の格差金

の変更が行われることとされています。

具体的には、これまでの乳脂肪率等によ

る格差金が原則として1/2に圧縮され、平
均（約４％）以下の乳脂肪率の場合、こ

れまでに比べ、手取り乳価が高くなる方

向で検討されています。 

 こうした動きも、自給飼料生産に有利

に働くものと思われます。 
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自給飼料増産通信 

Ｑ 耕畜連携と一口で言う

けど、誰に

相談すればいいか分

か ら な い。具 体 的

に、どう取り組めば

いいの？ 

Ａ 
畜産農家と耕種農家が、直接話し合うことも重要で

すが、両者を結びつける農協や市町村の働きが重要

です。 

 耕畜連携を具体的に進めるために、農林水産省は、農協、市

町村等と協力して、農地を貸すなどの協力が出来る耕種農家、

自給飼料生産に意欲のある畜産農家の「需給マップ」を作り、

耕畜連携ネットワークを育てたいと考えています。 

 このネットワークは、稲発酵粗飼料、稲わらの利用を中心と

した「水田活用型」と、耕作放棄地や林地、水田を利用した

「放牧活用型」としてまとめる方向です。 

Ｑ 水田に放牧したいけど、脱

柵した場合や

環境問題など、周りに

迷惑をかけるのが怖く

て、先に進まないので

すが。 

Ｑ 稲発酵粗飼料の給与に対す

る助成金が続

くか分からないので、

思い切った拡大ができ

ないのですが。 

Ａ 
肉用牛を水田や耕作放

棄地に放牧する場合、

地域の住民の理解を得

ることが重要です。 

 先進地の取組では、電気牧柵を

用いることで脱柵のおそれがない

ことなど、十分説明して理解を得

ています。また、放牧頭数を調整

することにより、自然の浄化能力

の範囲内であれば、環境への影響

もほとんどありません。 

Ａ 
稲発酵粗飼料を給与す

る畜産農家に対する助

成（１万円／10a。16
年度まで（独）農畜産業振興機構

の補助金）は、１７年度から国の

事業となり、５年間継続すること

としています。 

 国の事業とすることで、予算額

の決定も１２月末になり、翌年の

稲発酵粗飼料の作付計画が円滑に

進むものと考えています。 

ソーラー電気牧柵で安心・簡単放牧 

全国適に作付けが増加した稲発酵粗飼料 

稲発酵粗飼料作付状況（15年） 
単位：㌶ 



  「食料・農業・農村基本計画」（国の食料自給率の目標等を掲げた

農政のもっとも基本的な計画）における飼料自給率目標達成のため、

国、都道府県、農業団体、関係団体などが一体となって、「行動計

画」を立案、実行、点検する「飼料自給率特別プロジェクト」を発足し

ます。 

 農林水産省では、農林水産副大臣が主催する「飼料自給率向上

戦略会議」を設置し、具体的な取組を進めていきます。 

飼料自給率向上戦略会議を設置しました 

〒100-8950  
  千代田区霞が関１－２－１ 
TEL 03-3502-3381 
（事務局：草地整備推進室内）  

農林水産省生産局

畜産部畜産振興課   

自給飼料増産通信 

実行体制 

農林水産省戦略会議
（議長：（衆）副大臣）

農業団体戦略会議 都道府県戦略会議

全国飼料増産行動会議

（衆）副大臣が主催し、飼料自給率向上のため、省内の
関係局庁が連携して行う取組を決定

飼料自給率向
上のため、都道
府県がそれぞ
れ、あるいは連
携して行う取組
を決定、推進

飼料自給率向
上のため、農業
団体がそれぞ
れ、あるいは連
携して行う取組
を決定、推進

機動的に行
動するため個
別の「行動会
議」をおく

飼料自給率向上戦略会議

畜産部長が主催し、自給飼料増産のため、関係団体、都道府県と一体となった
具体的な取組を推進

全国食品残さ飼料化行動会議

畜産部長が主催し、食品残さの飼料化推進のため、関係団体、都道府県と一体
となった具体的な取組を推進

役割を明確に
するため、「主
体」ごとに戦略
会議を置く

（衆）副大臣が主催し、飼料自給率向上のため、関係者が一体となって行動計画を策定、実行、点検

「飼料自給率向上戦略会議（５月１２日開催）で

挨拶される岩永農林水産副大臣。 


