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農林水産省生産局畜産部畜産振興課    

飼料自給率目標の達成に向け、１７年度の取組

を点検･検証し、１８年度の運動方針を決定。 

 平成１８年２月に、「飼料自給率向上戦略

会議」と「全国飼料増産行動会議」を開催

し、１７年度の行動計画の点検・検証と今後

とるべき対応の検討を行いました。 

 本年度においては、自給飼料増産に向

け、全国や地域の行動会議を中心に関係

機関が一体となって、これまで、①行動会議

の開催と行動計画の策定、②実態調査に

基づいた飼料生産に関するネットワークづ

くり、③地域の専門指導者の養成などに取

組み、特に、稲わらについては、中国からの

輸入停止による不足を解消するため、国産

稲わらの広域的な需給調整を進めるなど

重点的に取組んできました。 

 この結果、国産稲わらは、前年に比べ16万

トン程度増の108万トンの確保が見込まれ、

稲発酵粗飼料の作付面積や放牧の取組

みについても、増加が見込まれるなど、一定

の成果が出ているところです（詳細は２～３

貢参照）。 

 また、地域において重点的に指導･支援す

る「飼料増産重点地区」については新たに46

地区を追加し137地区となり、行動計画の数

値目標(120地区)を達成しました（同６～７貢

参照）。 

 しかしながら、耕畜連携が不十分で、地域

の取組みにもばらつきがあるなど、自給飼料

増産に向けた課題も多く残されており、今後

とるべき対応方向が明らかになったところで

す（同４～５貢参照）。 

 今後は、３月までに開催される地域ごとの

行動会議等において、全国行動会議で取り

まとめた課題と対応方向、地域の実態を踏ま

えつつ、地域で取組むべき来年度以降にむ

けた対応を十分ご検討いただくとともに、関

係者の皆様が自らの課題として具体的取組

を積極的に進められるようお願いします。 
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稲発酵粗飼料の収穫 



●全国会議等の開催 

  ・第１回全国飼料増産行動会議(5月13日：行動計画の策定等) 

  ・第２回全国飼料増産行動会議（2月7日：取組の点検・検証等） 

  ・農林水産省飼料自給率向上戦略会議・現地検討会(8月5日、滋賀県下） 

●飼料増産に関するブロック行動会議の開催 

  ・地域ブロックごとに飼料増産行動会議等を設置し、行動計画を策定 

●啓発資料の作成配布 

  ・自給飼料増産通信（１～４号）の配布(8万部程度作成し、生産者まで配布) 

●飼料増産重点地区の設定 

  ・飼料増産の取組を点から面に拡大するため、地域において重点的に指導・支 

  援する飼料増産重点地区を第２回全国行動会議で追加登録（４６地区）し、既存 

  の登録地区を含めて１３７地区に拡大（６～７ページ参照) 

●需給マップの作成、ネットワークの構築、国産稲わらの飼料利用の仲介･斡旋 

  ・飼料用稲わらの耕種農家の供給可能量や畜産農家の需要量等に関する意向調査の実施と調査結果に基 

  づく国産稲わら需給マップの作成 

  ・当該マップに基づく稲わら収集・供給拡大のための仲介･斡旋活動の展開 

●17年度産稲わらの収集重点活動 

  ・地域内自給の難しい地域への広域流通のための地域間調整等の意見交換 

  会の開催(9月30日) 

  ・ブロックごとの地域間調整会議等の開催 

  ・17年産の国産稲わら108万トン(対前年比１６万トン増）を確保（見込み） 

  ・また、１７年9月時点での不足量16万トンのうち、9万トンを確保(１２月時点、見込み) 

  ⇒北海道、東北、関東で完全自給を達成！ 

国産稲わらの利用拡大 

稲発酵粗飼料（ＷＣＳ）の作付拡大 

●需給マップの作成、ネットワークの構築、自給飼料生産者と利用者の仲介･斡旋 

  ・耕種農家の稲発酵粗飼料の生産意向や畜産農家の利用意向に関する調査の実施、調査結果に基づく需  

  給マップの作成 

  ・当該マップに基づくネットワークの構築と稲発酵粗飼料生産･利用拡大のための  

  仲介･斡旋活動の展開 

●ＷＣＳコーディネーターの育成 

  ・稲発酵粗飼料の生産･利用に関する専門指導者(ＷＣＳコーディネーター)を育 

  成するための養成講座の開催(都道府県、団体職員等31名が受講） 
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平成１７年度 

自給飼料増産の 

取組実績 

H16年度 H17年度 
(見込) 

4,375ha 4,600ha 

○稲発酵粗飼料の作付面積 

飼料増産運動 



●需給マップの作成、ネットワークの構築、放牧利用への取組推進の仲介･斡旋 

  ・放牧利用可能地や放牧地の貸借を希望する農家の意向調査の実施、調査結果に基づく放牧利用可能地マップの 

  作成 

  ・当該マップに基づくネットワ－クの構築と放牧利用推進のための仲介･斡旋活動の展開 

●放牧サミット 

  ・耕作放棄地解消や獣害防止等の地域活性化等の放牧利用の効果を明らかに 

  し、放牧利用への取組を推進するため、放牧サミットを開催(９月21日～22日、 

  山口県下：行政、研究機関等約３６０名が参加)) 

●放牧伝道師の育成 

  ・放牧地や放牧牛管理に関する専門指導者(放牧伝道師)を育成するための養成  

  講座の開催(都道府県、団体職員等36名が受講） 

●木質系粗飼料の実用化の推進 

  ・スギ間伐材を利用した木質系粗飼       

  料の生産･給与技術の普及と利用拡   

  大を推進するため、指導的な畜産農 

  家におけるモデル飼育展示や木質系 

  粗飼料の給与意向調査等を実施 

放牧の推進 

その他 

飼料生産の外部化・組織化の推進 

●需給マップの作成、ネットワークの構築、飼料生産作業等の受委託の仲介･斡旋 

  ・コントラクターの利用を希望する農家の意向調査の実施、調査結果に基づく作業受委託需給マップの作成 

  ・当該マップに基づくネットワークの構築と作業受委託推進のための仲介･斡旋活動の展開 

●コントラクターアドバイザーの育成 

  ・コントラクター育成に関する専門家(コントラクターアドバイザー)を育成するための  

  養成講座の開催（都道府県、団体職員等31名が受講） 
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 H15年度 H16年度 

頭数  480千頭  501千頭 

面積  260千ha  254千ha 

○放牧頭数･面積 

 H14年度 H15年度 

受託面積  77千ha  90千ha 

組  織  数   267   317 

○コントラクター受託面積等 

 H16年度 H17年度 
(見込) 

製  造  量 567ｔ 701ｔ 

農家戸数 83戸 98戸 

給与頭数 2,061頭 4,086頭 

○宮崎県、群馬県における 
 木質系粗飼料の給与状況 



・飼料生産に対する生産者の認識や
耕種農家と畜産農家との連携が不十
分 
・ネットワークの構築に地域的なばらつ
きや格差 
・取組を点から面に広げるため、重点
的に指導・支援する飼料増産重点地
区数の拡大が必要 

・完全自給のため、保管場所の確保、輸送経費の低減
等による広域流通体制整備が必要 
 
・収穫時期の天候不順地域における収穫体系の確立 

飼料増産運動 

国産稲わらの利用拡大 

稲発酵粗飼料の作付拡大 

・産地づくり対策における稲発酵粗飼料の位置付け
が不十分 
 
・低コスト生産技術や専用品種、湿田で収穫可能な
専用収穫機械の導入が不十分 
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平成１７年度 

自給飼料増産の 

課題と 
対応方向 

・地域水田農業協議会への情報提供や畜産関係者の
積極的な参画を通じた稲発酵粗飼料の位置付けの向
上 
・「生産・給与マニュアル」や研究機関と連携した現地検
討会の開催等による低コスト生産技術等の普及 

・農業団体等が中心となったブロック内やブロック間で
の検討・調整の促進と収穫機械やストックポイント、保管
庫等の整備の促進 
・天候不順に対応するためのラップサイレージ化等の
収穫体系の確立 

・取組主体や地域ごとの工程管理と点
検・検証の徹底や取組が低調な地域へ
の集中的な働きかけ 
・ネットワークを活用した生産者に対す
る取組の斡旋・仲介活動の強化 
・関係者一体となった重点地区に対す
る指導・支援の充実と掘り起こし 

・肉用牛については、耕作放棄地や水田等を活用し
た放牧の取組は拡大しているものの地域的に偏り 
 
・乳用牛については、生乳生産拡大や乳成分重視の
傾向から放牧の取組が不十分 

放牧の推進 
・現地研修会等による耕作放棄地解消や獣害防止等
放牧の持つ多面的な効果等についての理解醸成の促
進と補助事業等による条件整備の促進 
・乳用牛については、モデル地区の設定等による乳量・
乳質を維持した集約放牧技術の普及 

・コントラクターは、組織数は増加しているものの、地域
的な偏りや共同作業的な組織にとどまっている例が
散見 
・ 公共牧場は、利用農家戸数・頭数の減少や収益の
悪化により牧場数が減少する傾向 

飼料生産の外部化・生産性の向上 
・補助事業や検討会の開催等を通じた中核的なコントラ
クターの育成促進及び堆肥散布やＴＭＲ等の作業量
確保による組織運営の強化 
・公共牧場の再編・統合と広域利用の推進、周年預託
等による充実・強化 

・収量の高い奨励品種、低コスト生産技術の導入等が
必要 
・適切に草地更新が実施されていない 
・農地の利用集積が不十分 

生産性の向上 
・現地検討会やパンフレットの配布等による奨励品種と
低コスト生産技術の普及 
・計画的な草地更新や簡易更新技術の普及 
・畜産公共事業や農地流動化対策を活用した農地利
用集積の促進 



 全国飼料増産行動会議において「１８

年度の運動方針」が決定されました。 

 今後は、本運動方針に基づき、①１８

年度行動計画については、飼料増産

のためのネットワークの活用体制の確

立やこれによる斡旋･仲介活動の強化

などを、②１８年度運動スローガンにつ

いては、国産稲わらの完全自給などを

内容とした案を作成し、１８年度第１回

の行動会議（５月頃開催）に諮ることとし

ています。 
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平成１８年度 

自給飼料増産の 

運動方針 

18年度の運動方針について

本運動方針は、18年度第1回全国飼料増産行動会議（5月頃開催予定）で決定する18年度の行
動計画や運動スローガンを作成する上での基本方針であり、事務局では、本方針に基づき、行動
計画案や運動スローガン案を作成して、同会議に提示する予定。

○運動方針の位置づけ

○基本的考え方

18年度における行動計画や運動スローガンについては、基本的には17年度の行動計画等を踏襲
しながら、次のような17年度の点検・検証の結果を反映させつつ、取組をより深化させるよう見直す
べきではないか。
①工程管理の徹底と集中的な働きかけによる取組の地域的なばらつきや格差の解消
②ネットワークを活用した生産者に対する積極的な働きかけによる耕畜連携の強化
③検討会やﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等を通じた生産者や消費者に対する技術・生産の情報提供の充実・強化 など

◎18年度行動計画案の骨子

①全国・地域レベルの会議の開催、②ネットワークを積極的に活用するための体制の確立、
③ネットワークを活用した斡旋・仲介活動の強化、④専門指導者の養成、⑤シンポジウムの開
催等による普及啓発 注）アンダーライン部分が17年度からの変更部分

◎18年度運動スローガン案の骨子

①国産稲わらの完全自給、②稲発酵粗飼料の作付拡大、③細断型ロールベーラ作業体系の導
入等によるトウモロコシの作付拡大、④水田放牧や集約放牧等の導入による放牧の推進、
⑤飼料生産の外部化・組織化の推進、⑥奨励品種の導入や草地更新等による生産性の向上、
⑦消費者の理解醸成 注）アンダーライン部分が17年度からの変更部分



※複数の取組がある地区は、主要な取組に分類して記載
※　　　　　枠の地区は１７年度追加登録地区

飼料増産重点地区の一覧

熊本県

えびの市／(有)ながえ村生産組合

宮崎県

津山市／津山地域飼料生産コ
ントラクター組合

吾妻町／吾妻町

長崎県

福岡県

益田市／ＪＡ西いわみ

島根県

滋賀県

日野町／日野町飼料用稲推進協議会

群馬県

下仁田町／(財)神津牧場

葛巻町／社団法人葛巻町畜産開発公社(土谷川牧場）

滝沢村／社団法人岩手県農業公社

西根町･松尾村／岩手山麓TMR利用組合

宮城県内全域／社団法人宮城県農業公社

南方町／宮城県南方地域肉用繁殖雌牛生産拡大･再興戦略会議

岩手県

宮城県内全域／社団法人宮城県農業公社､大衝転作受託組合

宮城県

横浜町、七戸町／七戸畜産農業協同組合

十和田市／千里平放牧組合

六ヶ所村、東北町等／らくのう青森農業協同組合､北栄トラクター利用組合

十和田市、三沢市等／上北郡内関係市町村水田振興協議会

青森県

宮阿武隈南部地域／各営農集団等

市貝町全域／有限会社ＪＥＴアグリサポート

芳賀町全域／芳賀町飼料稲生産組合

氏家町全域／卯の花飼料稲機械利用組合､卯の花飼料稲生産組合

栃木県

美野里町／美野里町土地利用型酪農推進プロジェクトチーム 茨城県

香取郡内の９町及び佐原市／千葉県三和酪農農業協同組合

干潟町／農事組合法人　八万石

下総町／下総町粗飼料生産組合

市原市大桶／市原市肉用牛生産組合

千葉県

前橋市／(財)群馬県農業公社

熊谷市及び近隣市町
善ヶ島地区水田集団転作協議会､古江原地区水田農業集団転作協議会､妻沼町酪農振興会他

美里町／有限会社みのり､美里町飼料イネ協議会､美里町飼料イネ利用会

埼玉県

津久井郡／肉用繁殖雌牛導入による地域農業活性化事業推進協議会 神奈川県

田富町／農家集団（耕種農家及び畜産農家）

長坂町／長坂ファームグループ及び畜産農家集団

山梨県

伊那市／ますみヶ丘フォルト組合

長野県

森町、袋井市／ＪＡ遠州中央稲わら供給組合 静岡県

北秋田市／酪農家､ＪＡあきた北央

美郷町／地域酪農家

秋田市／雄和町飼料増産推進組合､肉用牛飼養農家等

秋田県

朝日町／朝日町自給飼料増産地域研究会

山形県

黒川村全域／黒川地区大豆生産組合新潟県

宇奈月町／新川育成牧場組合

立山町／耕種農家(立山放牧組合)

氷見市／耕種農家

富山県

八幡町／貢間牧草地管理組合

坂下町／坂下町牛組合

岐阜県

甲賀市／ＪＡ甲賀郡稲わら生産供給組合

京都府

新城市／愛知東飼料生産コントラクター

田原市／田原粗飼料生産組合

愛知県

大宮町、度会町等／ＪＡ伊勢　大宮支店 三重県

淡路地域／地域畜産農家、県畜産課兵庫県

鳥取市､岩美町､船岡町
東部コントラクター組合

鳥取市／山東飼料生産組合

伯耆町／日光粗飼料生産組合

鳥取県

海土町、西ノ島町、知夫村
関係町村

大田市／富山町和牛改良組合

徳島市／徳島県 徳島県

上坂町／徳島県

美馬市
美馬和牛改良組合

高瀬町／比地二酪農組合 香川県

国産稲わらの利用拡大

放牧の推進

草地の更新やトウモロコシの作付等による単収向上

コントラクターの活用

消費者の理解醸成

稲発酵粗飼料の増産

その他

耕畜連携の推進

取組内容区分 地区数

     ３４

        ６

     １３

     ２７

        ３

        ５

     ３４

     １５

笠岡市／(農)干拓コントラ 岡山県

神石高原町／神石高原町

北広島町
芸北和牛放牧部会

広島県

西条市／周桑・三芳飼料生産組合

西予市／大野ヶ原寺山飼料生産組合

愛媛県

高知県

阿武地区／萩農林事務所

長門地区／長門農林事務所

柳井市／田布施農林事務所

山口県

犀川町／下高屋農作業受託組合等

若宮町／直鞍農業協同組合等

大川市／大川市畜産対策振興協議会

柳川市／清和会

都城市／(農)夢ファームたろぼう

宮崎市他／ＪＡ宮崎中央

竹田直入地域／関係町、農協、県等

西高地域／豊後高田営農コントラクター

国東町／国東町飼料生産組合

大分県

霧島市、湧水町、姶良町
(有)アグリセンター栗野ほか

屋久町、上屋久町
屋久町黒崎地区和牛生産グループほか

鹿児島県

阿蘇郡市／ＪＡ阿蘇コントラクタ組合

酪農マザーズ阿蘇ミルク牧場／県酪連

宇城市／小曽部ホールクロップ生産組合

上益城郡内／ＪＡ上益城

栖本町／天草農業活性化協議会

湯前町／湯前酪農組合ほか

小値賀町／地区放牧組合など

五島市／翁頭地区五島牛ヘルパー組合

唐津市／高野飼料生産組合

唐津市／沙子飼料生産組合

唐津市／鶴牧粗飼料生産組合

佐賀県

唐津市／瓜ヶ坂粗飼料生産組合

玄海町／浅木場肉用牛組合

伊万里市／駒鳴飼料生産機械利用組合

伊万里市／山口飼料生産機械利用組合

嬉野市／嬉野地区東吉田飼料生産組合

南あわじ市／南あわじ市ほか

北海道

愛別町／愛別町稲醗酵粗飼料生産組合

深川市、雨竜町、北竜町／きたそらち農協

長沼町／長沼農協

倶知安町、黒松内町ほか／ようてい農協

新得町／新得町、新得町農協

八雲町／有限会社八雲フィードデザイン

北海道

上湧別町／えんゆう農協

紋別市／オホーツクはまなす農協

浜中町／浜中町農協

浦河町／荻伏稲わら生産組合

綾部市／京都府中丹広域振興局

坂井郡／地域肉用牛農家福井県

新潟市／(有)米工房いわむろ

羽後町／地域畜産農家

横浜町／粗飼料生産集団、町営田ノ沢牧場ほか

矢板市／矢板市ＷＣＳ利用組合

那須塩原市／ＳＭＫ組合

西原村／西原村総合コントラクター組合

宇和島市／三間コントラクター組合

窪川町／おきつ和牛組合

岡山市
邑久郡粗飼料生産組合

松本市／倭酪農機械利用組合

福島県

新城市／愛知東農業協同組合

豊田市／加茂和牛改良組合

伊賀市／ＪＡ伊賀北部

粟国村／粟国村、畜産農家等 沖縄県

伊江村／沖縄県農業協同組合

忠類村／忠類農協

別海町／別海農協

下川町／下川町

美瑛町／美瑛町

新十津川町／新十津川町
湧別町／有限会社アグリサポートばろう

陸別町／陸別町農協、コントラクター利用組合等

更別村／有限会社アグリサポートさらべつ

足寄町／足寄町

広尾町／酪農家集団、機械利用組合等

稚内市／沼川農協

大樹町／大樹町農業協同組合

合計

１３７地区

珠洲市
珠洲市農協

松任市
松任農協

石川県

高山市／地域肉用牛農家

真室川町／真室川町コントラクター組合

猿払村、浜頓別町／東宗谷農協

　上段：市町村名等（取組場所）
　下段：実施者
　（市町村名／実施者）

道府県別の凡例
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地域の取組事例 

自給飼料増産通信 

稲わら（わら専用稲）の利用拡大（宮崎県）

宮崎中央農業協同組合

支店ＪＡ（宮崎、佐土原、国富）
（利用・供給契約の取りまとめ）

○ 取組の概要

・ わら専用稲の収集は農協の農作業受委託部門の事業とし

て位置付け、収穫調整用機械を導入、オペレーターは各支店

の青年部が担当。（６３名）

・ 契約農家の取りまとめおよび収穫量の確認は各支店が担

当、農作業受託部門の事業の経理は本店で処理。

○ 取り組み実績

平成１５年度 平成１６年度

わら専用稲収穫面積 ７２ha、 ６１ha

収穫量 ３８８㌧ １４８㌧

（平成16年度は台風被害により収集量が減少）

わら供給農家 ８６戸（肉用牛繁殖77戸、肥育一貫9戸）

わら販売価格

・倉庫引き取り ３５円/kg（税別）

・農家まで配達 ４０円/ｋｇ（税別）

○取組の効果

農協及び稲わら収集集団が取組むことにより、市町村間

を越えた流通が可能となった。

○ 宮崎県は県内で産出される稲わらの飼料利用割合が高く、不足分は佐賀県等からの広域流通により確保。

○ 宮崎中央農業協同組合は、個別農家間の契約では過不足が生じていた稲わら（わら専用稲）を、毎年、耕種農家と畜産農家の意

向調査に基づいて契約を取りまとめ、農協の農作業受委託組織として収穫作業を実施。

畜産農家

農作業受託部門（青年部）

（収穫・運搬作業）

耕種農家

・播種から落水ま
でを管理

保管庫

作
業
委
託
料
負
担
な
し

○収集したわら専用イネは畜産農家が全量引取り

○収穫費用はすべてオペレーター賃金（刈り取り2,000円/10a、反転～梱包30円/kg、

運搬10円/kg）

９kg/１梱包

わら専用稲の刈り取り（モアー） 乾燥後の梱包（ヘイべーラー）

各支店農
協の農作
業受託部
門の経理
管理

意
向
調
査
・契
約

意
向
調
査
・契
約

○取組の概要

ＷＣＳ生産組合（ ９名すべて耕種農家）が平成１５年度に

専用収穫機を導入し、利用促進協議会の需給調整等により、
栽培管理から収穫、調製等の作業を受託。

○取組実績（平成１６年度）

作付面積：２２．３ｈａ（地区水稲農家２２戸から賃借）

給与個数：１，１６８個

利用農家：酪農家７戸、肉用牛農家７戸

販売価格：３，３００円／個

○取組の効果と課題

・利用促進協議会が調整機能を発揮して、生産計画の策定、
栽培利用協定の締結（堆肥散布による地力維持、専用品種
の導入、適期収穫の励行など）、品質保証システムの確立
などが取組まれており、良質な稲発酵粗飼料の安定生産が
行われている。

・作付面積の約８割が直播栽培であるため、直播栽培技術
の向上が課題。

稲発酵粗飼料の作付拡大（秋田県）

ＪＡ秋田ふるさと

（畜産農家）
・酪農家７戸、肉用牛農家７戸

・購入、運搬、保管、給与

○ 秋田県横手市は水稲が基幹作物であるが、排水性が悪い水田では転作作物として野菜等の栽培は難
しく、生産性の高い作物の定着が課題。

○ 排水不良地でも栽培が容易で、従来の栽培技術や作業機械が活用できる稲発酵粗飼料に着目し、平
成１５年度に地区の農作業受託組織が共同で「横手北部ＷＣＳ生産組合」を設立して、稲発酵粗飼料の
生産に取組むとともに、生産組合や利用農家、市、ＪＡ、農業改良普及指導員からなる「横手･平鹿稲発酵
粗飼料利用促進協議会」を立ち上げ、円滑な需給調整を実施。

横手北部ＷＣＳ生産組合

・構成員９名（法人１、任意組合２）

・稲発酵粗飼料の栽培、収穫、調製

・農地の賃借 地区水稲農家

２２戸

ロールベールのラッピング専用収穫機による収穫

横手･平鹿稲発酵粗飼料利用促進協議会

イネＷＣＳ指導機関

連絡会
・ＪＡ、市、地域振興局で構成

・栽培・給与技術指導など

・ｲﾈWCS需給調整会議の開催

・生産計画の策定

・栽培利用協定の締結

・品質保証システムの確立

ｲﾈWCS販売 3,300円/個

農地貸出

技術指導等
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第4号 

耕作放棄地を活用した放牧の取組み（山口県）
○ 山口県では、農家が安心して放牧に取り組めるよう、各行政･研究機関が役割を分担しながら相互に連携する指導体
制を構築。

○ この指導体制のもと、関係者が一体となって放牧を推進した結果、県内耕作放棄地の放牧利用は、７４ｈａ（１４年度）
から１３６ｈａ（１６年度）と拡大し、特に、移動放牧は９ｈａ（１３年度)から６７ｈａ（１６年度）に拡大。

○ なお、１７年９月には、本県で放牧サミット（放牧の普及を図るための全国的な勉強会）を開催し、当該事例の現地調
査を実施。

千人塚放牧場（美祢郡秋芳町）

牛のいる風景に住民が好感
地域との信頼関係築いて放牧拡大

・１３年から転作水田で放牧を開始し、１６
年度には５ｈａに拡大。稲作農家（２１戸）
が放牧管理をしており、肉用牛は畜産農
家から借り受け。転作助成金も有効に活用。
・地域住民の理解･協力により、脱柵時などスムーズな連絡体制を
構築。

特区放牧場（長門市油谷）

・６名で放牧組合を設立し、１７年４月から
荒廃棚田１ｈａで放牧開始。
・特区の措置（特定法人への農地貸付、
農地取得の下限面積緩和５０ａ→１０ａ）により、新たな放牧地や参
画者の拡大を目指す。
・オーナー制度により５頭の牛を確保、常時３～４頭による周年放牧
を実施。

構造改革特区の中で水田放牧特区に認定
放牧牛確保にオーナー制度を導入

県畜産試験場
１．放牧未経験牛の馴致
２．技術サポート

移動放牧の指導体制

県農林事務所
１．日常的な技術指導
２．組織間の連絡調整

市町村・JA
１．放牧希望者の窓口

２．地元調整

レンタカウ制度の実施体制

県農林事務所畜産部・家保

畜産農家

市町村・ＪＡ

地域住民

耕作放棄地や水田等で放牧
・住民との事前調整
・地権者との了解
・放牧場の確保

県畜産試験場支援

誘導

誘導
衛生管理

管理・観察
牛の貸出

放牧牛・放牧施設
技術指導

要請･連携

○取組の概要

・地元農協（ＪＡ稲敷）が中心となり、稲発酵粗飼料の作付
拡大を計画していることから、同組合の受託作業量は今後、
増加が見込まれる。

・１６年度に収穫調製機械（ロールベーラーなど）を新たに
導入し、今後も稲発酵粗飼料の収穫調製や稲わら収集梱
包を中心に受託作業量の拡大を志向。

○今後の課題

・生産された稲発酵粗飼料の販売先の多くは県北部の大
宮町と遠隔地であるため輸送費負担が重く、近隣の畜産農
家への供給比率の向上が課題。

コントラクターによる作業受託（茨城県）

○取組実績 （平成１7年度）

○主な作業料金

1,000ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ

5,000たい肥
散布

25,000ＷＣＳ
収穫
調製

3,500ﾃﾞｨｽｸﾓｱ

5,000ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗｰ

円/10a円/10a 作業名

たい肥散布

円/10a 作業名

稲発酵粗飼料収
穫調製

作業名

牧草収穫

1,000ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ

5,000たい肥
散布

25,000ＷＣＳ
収穫
調製

3,500ﾃﾞｨｽｸﾓｱ

5,000ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗｰ

円/10a円/10a 作業名

たい肥散布

円/10a 作業名

稲発酵粗飼料収
穫調製

作業名

牧草収穫

８０ｈａ２５ｈａ６０ｈａ受託面積

３０戸３０戸１２戸受託戸数

たい肥散
布

稲発酵粗
飼料収穫
調製

牧草収穫

８０ｈａ２５ｈａ６０ｈａ受託面積

３０戸３０戸１２戸受託戸数

たい肥散
布

稲発酵粗
飼料収穫
調製

牧草収穫

○ 茨城県稲敷市の本新草地利用組合（耕種農家３戸で構成）は、転作田における飼料作物栽培作業の共
同化を目的として平成12年に設立。

○ その後、周辺酪農家の要望もあり、牧草収穫の作業を受託開始。現在では、牧草に加え稲発酵粗飼料
の収穫調製、稲わらの収集梱包、普通作のたい肥散布作業などの作業を受託。

たい肥散布作業ＷＣＳの収穫作業



 平成１７年５月、「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」を発足しました。 

 本プロジェクトでは、飼料自給率向上を目指す全国連絡会議として飼料自給率向上戦略会議

(議長：小斎平農林水産大臣政務官）を設置するとともに、中央段階のみならずブロックごとに順

次、「飼料増産行動会議」と「食品残さ飼料化行動会議」を組織しました。 

 １７年度においては、これら会議のもと、飼料自給率の向上に向け、耕畜連携のためのネットワー

クづくりや専門指導者の人づくりなどを積極的にすすめてきたところですが、１８年度においても、５

月頃に全国会議を開催し、１８年度の行動計画を策定することとしており、本計画に基づき、引き続

き、自給飼料増産に向けた取組を積極的に推進することとしています。 

引き続き、自給飼料増産に向けた活動を全国展開 

〒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 

農林水産省戦略会議農業団体戦略会議 都道府県戦略会議

全国飼料増産行動会議

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」を置く

飼料自給率向上戦略会議

戦略会議の下、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

戦略会議の下、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

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

実施体制 
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