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 いつも飼料増産メールマガジンを御愛読頂き、ありがとうございます。第 3号 

をお届けします。 

 この度、台風 15 号や 18号、並びに局地的豪雨により被害にあわれた方々に、 

心からお見舞い申し上げます。一日も早い復旧をお祈り申し上げます。 

 さて、8月 31 日付けで、平成 28年度予算の概算要求がまとまりました。今次 

メールマガジンでは、自給飼料関連対策の概算要求の概要等について、簡単に御 

案内したいと思います。 

 また、このメールマガジンでは、行政からの情報提供にとどまらず、地域で 

の取組状況等についてもメルマガ編集部で取りまとめ、全国の皆さんにお届け 

したいと思っています。地域でのお役立ち情報など、是非ご提供下さい。 

 

 

1.平成 28年度予算の概算要求について 

 

(1)畜産・酪農の競争力強化に向けて 

  農家戸数、飼養頭数の減少といった生産基盤の弱体化が懸念される中、酪肉 

 近等を踏まえ、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 

 を要求しています。 

 

 詳しくは、こちらを御覧下さい。 

 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_zigyo/pdf/28_a3.pdf (305KB) 

 

 畜産部全体のＰＲ版はこちらです。 

 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/kikaku/lin/l_zigyo/pdf/28_g_y.pdf (4407KB) 

 

 

(2)自給飼料関連対策の概要について 

  自給飼料関連対策では、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の支援を予定してい 

 ます。 

  このうち、難防除雑草の駆除等による草地改良については、26年度補正予算 

 で措置したところですが、草地の整備改良は一時的な対策ではなく、安定的な 

 事業実施が求められるため、28年度当初予算として概算要求しています。 



 

 

  また、コントラクター等への支援については、これまで、組織の育成に主眼 

 をおいて施策を展開してきましたが、今後は、これまで行ってきた効果等を勘 

 案し、コントラ等組織の機能強化に結びつくような事業に改めることとしてお 

 ります。 

  なお、地域づくり放牧推進事業や国産濃厚飼料原料の増産への支援、並びに 

 エコフィードの増産対策についても、引き続き要求しているところです。 

 

 詳しくは、こちらを御覧下さい。 

 ⇒ 

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/jikyuu_siryo_yosan/pdf/28_shiryou_jikyuu_ritu_koujyou.pdf 

(930KB) 

 ⇒ 

http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/jikyuu_siryo_yosan/pdf/31_28_jikyuu_shiryou_youkyu.pdf 

(583KB) 

 

 (地域づくり放牧推進事業のパンフレットはこちらです) 

 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/houboku/pdf/houboku_pamp.pdf (1328KB) 

 

 

(3)農林水産省全体予算・組織定員要求等について 

  平成 28 年度農林水産予算概算要求並びに、平成 28 年度組織・定員要求の概要 

 はこちらです。 

 (概算要求)⇒ http://www.maff.go.jp/j/budget/2016/index.html 

 (組織定員要求)⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/bunsyo/pdf/pr.pdf (69KB) 

 (税制改正要望)⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/pdf/150831-01.pdf (55KB) 

          http://www.maff.go.jp/j/press/keiei/tyosei/pdf/150831-02.pdf (83KB) 

 

 

2.お知らせ・ニュース 

 

(1)飼料増産通信について 

 

  農林水産省では、「国産粗飼料の生産・利用拡大」、「放牧活用の推進」、 

 「飼料用米等国産飼料穀物の生産・利用拡大」、「エコフィードの推進」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。 

  国の取組や都道府県・地方の取組を紹介するための一つのツールとして、 

 飼料増産通信や飼料増産ミニ通信を発行しています。 

 

 ○飼料増産通信 第 3号(27年 9月 11日)  

 ・平成 28 年度予算の概算要求について 

 

 ＜A3折り込み版＞ 

 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/pdf/150911_zousan_3a3.pdf (886KB) 

 ＜A4版＞ 

 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/lin/l_siryo/pdf/150911_zousan_3.pdf (885KB) 

 

 

(2)飼料増産にむけた会議等の開催状況 

 

 ○放牧酪農に関する情報交換会 

  農林水産省及び一般社団法人日本草地畜産種子協会の主催により、放牧酪 

 農に関心のある酪農家等を対象に、情報交換会が開催されました。 

  今回の情報交換会は、8 月 11日に開催した道東地区(標茶)に引き続き、宗 

 谷管内において、南宗谷と北宗谷に分けて、それぞれ、8月 24日(月)、8 月 25 

 日(火)の 2日間の日程で開催されました。 



 

 

 ア 南宗谷地区 

  日 時：27年 8月 24日(月)10:00～15:00 

  場 所：北海道浜頓別町(ほけんセンター) 

 (配付資料)⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/houboku/hamaton2.html 

 ( 開 催 概 要 ) ⇒  http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/houboku/pdf/kaisai_gaiyou_hamaton.pdf 

(361KB) 

 

 イ 北宗谷地区 

  日 時：27年 8月 25日(火)10:00～15:00 

  場 所：北海道豊富町(定住支援センター) 

 (配付資料)⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/houboku/toyotomi_siryou.html 

 ( 開催概要 )⇒  http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/houboku/pdf/kaisai_gaiyou_toyotomi.pdf 

(384KB) 

 

 ○東海地域 飼料増産推進協議会・研修会 

  東海地域飼料増産推進協議会(事務局：東海農政局)、独立行政法人家畜改 

 良センター茨城牧場長野支場及び一般社団法人日本草地畜産種子協会の主催 

 により、牧草地の管理技術等の現地研修会が開催されました。 

  日 時：27年 9月 1日(火)13:30～16:30 

        9月 2日(水)10:30～14:30 

  場 所：愛知県名古屋市(1日)、岐阜県恵那市(2日) 

 (開催概要)⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/zousan_sympo/pdf/270901_toukai_zousan1.pdf 

(955KB) 

 

 ○九州地域 飼料増産に関する研修会 

  九州農政局、農研機構(九州沖縄農研センター)、独立行政法人家畜改良セ 

 ンター(熊本牧場)及び一般社団法人日本草地畜産種子協会の主催により、放 

 牧や稲 WCSの拡大推進に関する研修会(座学及び現地)が開催されました。 

  日 時：27年 9月 7日(月)13:00～17:15 

        9月 8日(火)8:30～13:00 

  場 所：熊本県熊本市(1 日目)、熊本県玉名市(2日目) 

 (開催概要)⇒ http://www.maff.go.jp/j/chikusan/sinko/shiryo/zousan_sympo/pdf/270907_kyushu_zousan2.pdf 

(608KB) 

 

 

(3)鳥獣による農作物等の被害の防止に係る電気さく施設における安全対策に 

  ついて 

  農林水産省では、本年 7 月の電気さくに起因する事故を踏まえ、既設の電 

 気さくについて、安全対策が適切に行われているか緊急点検を都道府県等へ 

 依頼しました。 

  その結果、先月 17日までに農林水産省に報告のあった全国 99,696 箇所に設 

 置された電気さくのうち、7,090箇所で適切な安全対策が行われていないこ 

 とが確認されたことから、安全対策の周知・指導の徹底を幅広く、継続的・ 

 反復的に行うように都道府県や関係団体に対して改めて依頼しました。 

   電気さく設置者の皆さまにおかれましては、電気さくの設置・管理に当た 

 っては安全対策を徹底していただきますよう、重ねてお願いします。 

    また、一般の方におかれましては、故意に電気さくに近づいたり、触れた 

 りしないよう御注意ください。 

    詳しくは、こちらを御覧ください。 

  ⇒ http://www.maff.go.jp/j/seisan/tyozyu/higai/anzen_kakuho_20150721.html 

 

  

3.今後の催し物のご案内 

 

(1)平成 27年度 (京都府)畜産セミナー(稲 WCS) 



 

 

  京都府の主催(近畿地域飼料増産行動推進会議後援)により、「平成 27 年度 

 畜産セミナー」が平成 27 年 9月 17日(木)に、京都府畜産センターにおいて開催 

 されます。 

  日 時：27年 9月 17日(木)10:15～15:00 

  場 所：京都府畜産センター 

  問合せ先：近畿農政局畜産課(直通)075-414 ｰ 9022 

 

 

(2)平成 27年度 飼料用米低コスト生産等現地研修会 

  一般社団法人日本草地畜産種子協会の主催により、「平成 27 年度 飼料用米 

 低コスト生産等現地研修会」が平成 27年 9 月 25日(金)に、茨城県石岡市におい 

 て開催されます。 

  日 時：27年 9月 25日(金)13:00～17:15 

  場 所：茨城県石岡市 石岡プラザホテル 

  問合せ先：一般社団法人日本草地畜産種子協会(直通)03-3251-6501  

   (外部リンク) 

  ⇒ http://souchi.lin.gr.jp/event/1.php 

 

 

(3)肉用牛繁殖技術シンポジウム 

 

  農林水産省の主催により、「肉用牛繁殖技術シンポジウム」を平成 27年 9月 

 29日(火)に、星陵会館(東京都千代田区)において、開催します。 

  日 時：27年 9月 29日(火)13:00～16:45 

  場 所：東京都 千代田区 永田町 2-16-2 星陵会館 

  問合せ先：肉用牛繁殖技術シンポジウム事務局（一般社団法人全国肉用牛 

       振興基金協会内(直通)03-3234-2605 

  申し込み方法等詳しくはこちらを御覧下さい 

  ⇒ http://www.maff.go.jp/j/press/seisan/c_sinko/150811.html 

 

 

(4)関東地域 飼料増産行動会議現地研修会 

 

  山梨県、一般社団法人日本草地畜産種子協会及び関東地域飼料増産行動会 

 議(事務局：関東農政局)の主催により、中山間等の条件不利地域における青 

 刈りとうもろこし栽培及び集約放牧に関する現地研修会が開催されます。 

  日 時：27年 10月 8日(木)13:00～17:00 

        10月 9日(金)10:00～12:00 

  場 所：山梨県甲府市(1 日目)、山梨県富士河口湖町(2日目) 

  問合せ先：関東農政局畜産課(直通)048-740 ｰ 0412 

 

 

(5)いもち病抵抗性イタリアンライグラス現地検討会 

 

  一般社団法人日本草地畜産種子協会の主催により、「いもち病抵抗性イタ 

 リアンライグラス現地検討会」が平成 27年 10 月 14 日(水)に、鹿児島県霧島市 

 において開催されます。 

  日 時：27年 10月 14日(水)13:00～15:30 

  場 所：鹿児島県霧島市 国分公民館 

  問合せ先：一般社団法人日本草地畜産種子協会(直通)03-3251-6501  

 

 

(6)東海地域 飼料増産推進研修会(稲 WCS) 

 

  一般社団法人日本種子協会、独立行政法人家畜改良センター茨城牧場長野 



 

 

 支場、東海地域飼料増産推進協議会、三重県、東海農政局の主催により、 

 「東海地域飼料増産推進研修会(稲 WCS)」が平成 27年 10 月 15日(木)に、三重 

 県鈴鹿市において開催されます。 

  日 時：27年 10月 15日(木)10:30～15:30 

  場 所：三重県鈴鹿市 ドリームファーム鈴鹿、三重県鈴鹿庁舎 

  問合せ先：東海農政局せ生産部畜産課(直通)052-223-4317 

 

 

(7)中国四国地域 多収品種の導入に関する中国四国地域飼料用米現地研究会 

 

  中国四国農政局の主催により、「多収品種の導入に関する中国四国地域飼 

 料用米現地研究会」が平成 27 年 10月 15日(木)に、山口県山口市において開催 

 されます。 

  日 時：平成 27年 10月 15 日(木)13:45～17:00 

  場 所：山口県山口市 

  問合せ先：中国四国農政局生産部生産振興課(直通)086-232-7225 

 

 

(8)公共牧場技術研修会(東日本) 

 

  一般社団法人日本草地畜産種子協会の主催により、「公共牧場技術研修会 

 (東日本)」が平成 27年 10 月 16日(金)に、山形県鶴岡市において開催されます。 

  日 時：平成 27年 10月 16 日(金)13:30～17:00 

  場 所：山形県鶴岡市 いでは文化記念館、月山高原牧場 

  問合せ先：一般社団法人日本草地畜産種子協会(直通)03-3251-6501 

 

 

(9)全国放牧シンポジウム 

 

  農林水産省及び一般社団法人日本草地畜産種子協会の主催により、肉用牛放 

 牧に関する全国シンポジウムが開催されます。プログラム等は決定次第お知ら 

 せします。 

  日 時：27年 10月 28日(水)13:30～17:00 

  場 所：農林水産本省 ７Ｆ講堂 

  問合せ先：農林水産省畜産振興課(草地整備推進室)03-3502-5993 

 

 

4.おわりに(編集部より) 

 季節が移りすぎるのが随分と早くなった気がします。私だけでしょうか？ 

35 度を超える猛暑日が続いたかと思うと、台風や豪雨の襲来等、天気に悩まされ 

る日々が続いています。農作物の生育も気になるところです。 

 さて、このメールマガジンは、畜産振興課の草地整備推進室のメンバーで作成 

しています。既にご案内かと思いますが、農林水産省では 10月に組織の見直しが 

予定されています。畜産部では、畜産振興課が発展的分課をとげ、新たな「畜産 

振興課」と『飼料課』となり、飼料行政を専門的に担う課として飼料課が創設さ 

れます。飼料増産関連施策はこの『飼料課』の担当となります。 

 今後とも皆様のお役に立てるような情報の発信に努めて参りたいと思っており 

ますので、引き続き、飼料増産メールマガジンの御愛読をよろしくお願いします。 

 

 

-------------------------------------------------------------------- 

御注意 

-------------------------------------------------------------------- 

  メールマガジンに記載した URLで、一部 PDF形式のものがあります。PDF 

ファイルを御覧いただくためには農林水産省ホームページ 



 

 

  ⇒ http://www.maff.go.jp/j/use/link.html 

「4 PDFファイルについて」を御覧になり、「Get Adobe Reader」のボタン 

で Adobe Reader をダウンロードしてください。 

 

-------------------------------------------------------------------- 

連絡先等 

-------------------------------------------------------------------- 

 

  発行：農林水産省生産局畜産部畜産振興課 

  (〒100－8950 東京都千代田区霞が関 1-2-1) 

   

  農林水産省の施策、メールマガジンに関する御意見・御要望、転載希望、 

メールマガジンの配信停止や、メールアドレス等の会員情報の変更手続が 

不明な場合は 

 ⇒ https://www.contact.maff.go.jp/voice/sogo.html までお願いします。 

 

-------------------------------------------------------------------- 

  メールマガジンの配信停止や、メールアドレス等の会員情報の変更は、下 

記サイトで手続をお願いいたします。 

  配信停止、メールアドレス等変更には御登録いただいたメールアドレスと 

パスワードが必要です。パスワードをお忘れの場合はパスワードの再発行を 

行ってください。 

 

メールマガジンの配信解除 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/can.html 

メールアドレス等の変更 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/chg.html 

パスワード再発行 ⇒ http://www.maff.go.jp/j/pr/e-mag/re.html 

--------------------------------------------------------------------  


