資料 ４−３

これからの自給飼料政策について

平成１６年１０月
農林水産省
生産局畜産部

自給飼料政策の基本的な考え方
○ 輸入飼料への依存から脱却し、自給飼料に立脚した安全で安心な畜産物の生産を図ることが重要。
○ 飼料自給率が仮に１０％上昇した場合でも、食料自給率の上昇は１％に止まるが、食料自給率を向上
させるためには、自給飼料の生産拡大が重要。
○ 国内における自給飼料生産の意義は、耕作放棄地の解消や水田の機能維持という国土の有効活用の
観点から、また、家畜排せつ物の適切な利用による資源循環型畜産の確立の観点からも評価し、その生
産拡大を図るべき。

食料自給率の向上

畜産的利用が
可能な国土を
確保・維持する
ことが、潜在的
な自給率向上
対策となる

○自給飼料に立脚した安
全で安心な畜産物の生
産を図り、大家畜生産
を振興することが重要

国土の有効活用
○稲発酵粗飼料、水
田放牧により水田
でも飼料を増産。
○放牧により耕作放
棄地、野草地、林
地も利用が可能。

飼料自給率１０％のアップのた
めには、青刈りトウモロコシの
場合、２５万㌶の作付増加が
必要。

飼料自給率１０％のアップ
↓
食料自給率１％のアップ

資源循環型畜産の確立
三位一体

食品残さなどの
飼料利用も重要

○牛ー草ー土の「循
環」を作ることによ
り、持続的な畜産
経営の維持、地域
の環境保全が可能。

国内で生産可
能な粗飼料を
輸入に依存し
ていては、畜産
経営から排出
されるふん尿
の適切な利用
は困難
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自給飼料生産基盤の拡大と
大家畜経営における自給飼料生産拡大のあり方
○ 自給率向上、国土の有効活用、資源循環型畜産の確立の観点から、更に飼料の増産を図る必要がある。
大家畜畜産農家は、自給飼料の重要性は理解しつつも、利用可能な農地や労働力の不足、新たな投資への
不安等から、経営体毎の飼料生産拡大は困難な状況。
○ 今後は、転作田における稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）の作付拡大や放牧による未利用地の活用が重要。そのた
めには、畜産農家と耕種農家や森林所有者等と連携を進めることにより、地域における土地利用の課題として
飼料増産を進めることが重要。
○ また、畜産農家の労働負担を軽減するため、飼料作物の生産を請け負うコントラクターの利用など外部化を
進めるとともに、大幅な省力化が可能な放牧の取り組みを経営内外で進めることも重要。

９４万㌶

田 １３万㌶
非耕地放牧 １万㌶

万㌶
万㌶

どうすれば、畜産農家が利用できるか
労働力不足への対応は飼料生産だけでな
く飼育管理を含めトータルに考える必要
外部化

畑 ８１万㌶

万㌶

土地利用調整

どこで飼料作付けを増やすか

コントラクター等
ＴＭＲセンター化により、
更に労働負担を軽減

公共牧場等
万㌶

ほ育センター化、放牧期間延長
等により更に労働負担を軽減
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耕畜連携の展開方向
○ 飼料自給率の向上、資源循環型畜産の確立を図るためには、耕種農家と畜産農家の連携が不可欠。
○ 飼料自給率向上を図るため、耕種農家が所有する農地の畜産農家への集積、水田での稲発酵粗飼料
等の作付推進、水田放牧、稲わらの飼料利用の促進を図る必要。
○ また、畜産サイドから良質堆肥の流通・利用の促進を図る必要。
○ 耕畜連携推進のためには、畜産農家、耕種農家双方が組合員であるＪＡが中心的な役割を果たすとと
もに、地域の行政組織等が積極的に農家等の取り組みを支援することが重要。
耕種地域と畜産地域が重なる場合

耕種地域と畜産地域が離れている場合
森林所有者との
連携も、下（舌）
草刈りによる保全
管理で可能に。

ストックポイント，ＴＭＲセンター

耕種農家群
畜産農家群

稲ＷＣＳ、稲わら
農地利用権等

農家集団
コントラクター

肉牛の出前放牧（注）

肉用牛放牧
堆肥

稲ＷＣＳ、稲わら等

農家集団
コントラクター

○畜産農家と耕種農家が混在している地域
でも、畜産農家は労働力不足等により、また、
稲作農家は兼業化等により、農家だけでは、
連携が進まない現状。
○畜産農家への農地利用の集積を進める一
方、コントラクター等による作業の外部化も
重要。

畜産農家群

堆肥

堆肥センター

（注）肉牛の出前放牧
畜産農家が転作田や耕
作放棄地等へ肉牛を移
動放牧すること。

○畜産農家と耕種農家が
離れている地域では、耕
種農家側の組織化（コント
ラクターを含む）による自
律的な飼料生産等が必
要。
○あるいは省力的な「肉牛
の放牧」も可能。
○双方の都合の良い時期
の作業を可能にする「ストッ
クポイント」の設置も重要。
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稲発酵粗飼料生産利用の展開方向
○ 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飼料価値の高い「飼料作物」として、
転作田での作付が増加。酪農経営、肉用牛経営とも有効活用が可能。
○ 最近は、稲作地帯でも作付が増加し、稲作農家が生産・収穫し、畜産農家へ販売する事例が増加。
○ 今後も増加が見込まれる一方、ある程度の財政負担が避けられないことから、国民のコンセンサスが必要。

１５年度
５２１４㌶

更に稲ＷＣＳの作付を拡大するための課題
○ 耕種農家による生産・調製の拡大
○ （総合）コントラクター利用の拡大
○ 水田地帯での畜舎建設
○ 直播き等の低コスト栽培技術の普及
○ 栄養収量の高い専用品種の開発
（特に東北以北で栽培可能なもの）

牛に可能な限り稲ＷＣ
Ｓを給与した場合

１３７千㌶

（最大採食可能量の６ヶ月分として）

輸入乾牧草を稲ＷＣＳ
で置き換える場合

１４２千㌶

転作作物を作付けして
いない水田を利用

１１２千㌶

ストックポイ
ントの整備
や再梱包な
ど長距離輸
送が可能な
工夫も必要。

稲発酵粗飼料生産拡
大のためには、ある程
度の財政負担が必要。
産地づくり交付金
（実際の農家への助成水準
は地域で設定）
＋耕畜連携助成
１．３万円/１０a
＋給与実証
１. ０万円/１０a
(農畜産振興機構助成)

（調整水田、自己保全管理田の合計）
稲ＷＣＳ作付け田とハウス
繁殖牛舎

稲ＷＣＳ用ベーラーの
利用も増加
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コントラクターの展開方向
○ コントラクターは、畜産経営を支えるサービス事業体として、飼料作物生産の受託から、多角化
（ふん尿処理・堆肥等の散布など）、総合化（他の作物の取り入れ）へ発展。今後、畜産における
これらの重要な機能に応じた位置付けを行うことが必要。
○ 更にＴＭＲ化により、「飼料生産組織」から「飼料供給組織」へ進化することで、大きな効果。
・コントラクターが受託された農地を一元管理し、効率的な飼料生産を実現
・良質かつ均質なＴＭＲ（自給飼料の他、濃厚飼料も混合）給与により、飼料費の低減、乳量向上
等の生産性が大幅にアップ
○ 今後、ＧＩＳ（地理情報システム）を活用した作業・農地利用の効率化、地域の食品産業、飼料会
社との連携による地域資源の活用を図るとともに、建設会社（大型機械を保有し、雇用の確保
のための事業を模索）、運送会社等との連携による地域の機動力の活用等も推進する必要。

受託作業の多角化
コントラクター

飼料生産調製＋
堆肥生産・還元
草地更新など

総合コントラクター
稲作作業、堆肥散
布などの取り入れ

ＴＭＲ生産販売
地域で生産した飼料作物、
副産物等と購入する濃厚
飼料を配合した混合飼料
を利用農家へ配達

総合化により耕畜連
携を強化。
○稲発酵粗飼料、稲わ
ら収集
○堆肥散布等

ＴＭＲの効果
①農家の労働時間が大幅に
低減
②利用農家の乳量増加等経
営への効果が顕著
（平均乳量約１０％アップ）
③農地の一元管理により、経
営間の農地の過不足を改
善。飼料生産効率も向上し、
飼料生産費が低下。
④発注量の拡大による濃厚
飼料価格の低減
⑤飼料費全体の低減
（北海道の例：供給価格24〜
27円／TDN㎏）
⑥肉用牛肥育への展開可能

ＴＭＲセンター

バンカーサイロ
で大量調製

自走式混合機で
効率作業
6

公共牧場の展開方向
公共牧場の現状
① 草地面積に対し利用頭数が
少ない。
㌶当たり利用頭数
北海道１．６ 都府県１．４
② １牧場当たりの平均利用農
家数が少ない
（北海道２６戸、都府県１９戸）
③小規模牧場が多い。
（１００㌶以下が７割）
④運営者により利用者が限定
（任意組合によるもの２割）
⑤草地・施設が老朽化
（昭和５０年以前の開設６割）
⑥ 利用期間が限定される。
（夏期利用のみの牧場が７割）
⑦赤字牧場が多い
（３割が赤字。ＪＡ所有も２５％）
⑧ふれあい牧場へ転換しても十
分な機能を果たしていない。

しっかりした乳牛に育成す
るため、北海道に預託して
いる。地元の公共牧場の
成績が良ければ利用した
い（某県の酪農家）

育成だけでなく、最も手間の
かかるほ育期から預託してく
れれば利用するんだけど。
（規模拡大したい酪農家）

預託期間の延長やＥＴの実施
など、いろいろなサービスが
できないかな。
（一応利用している農家）

○統廃合等により、地域の預託牧場
の中核となる牧場を絞り込み、機能
強化対策を実施

生産（預託）部門の強化
○ほ育〜育成〜種付け〜初妊牛まで一貫
的に生産し、初産月齢の短縮、利用農家
の労力軽減を図る。
○草地更新、集約放牧の実施により預託牛
の増体効率を改善する。

付加価値サービスの拡充
農協所有の牧場が赤字のま
までは困る。赤字部門は作り
たくない。
（ＪＡ組合長）

○ＥＴによる優良子牛生産等
○牧場が所有する高性能機械を活用したコ
ントラクター，ＴＭＲ事業の実施

新たな役割モデルの試み
「ふれあい」という曖昧な概念
から抜け出して、「食育」の立
場から、生産現場から食卓ま
でを学べる場になって欲しい。
（厳しい消費者）

○大規模な飼料基盤の確保を図る「メガファー
ム」等との連携
○ふれあい牧場と酪農教育ファームの連携
による「食育」カリキュラムの検討
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酪農経営の展開方向（外部化）
○ 我が国の酪農経営は、経営内の農地、労働力をフル活動させている「成熟」状態。
○ 今後、更なる規模拡大を図る場合には、省力的な飼養管理への転換を図るとともに、飼料
自給率の低下を防ぎ円滑なふん尿処理対策を進める観点から、コントラクター等の外部化を
進める必要。（搾乳作業への特化による経営内労働時間の軽減）

パーラー
あたしたちの世話
でご主人たちは手
一杯みたい。
子牛の世話はどう
するの？

（注）牛舎はフリーバーンや「キャリー
式ミルカー」でも可能。
ほ育労働の軽減は、自らほ乳ロ
ボットを設置することでも可能。

個別経営に比べ、
飼料収穫費用が低
下（事例）
個別経営に比べ、
飼料生産労働時間
が低減（事例）

ほ育センター
公共牧場
堆肥センター

33

25

外部化した作業は︑作
業単位の拡大等により
効率化しコスト低減

これ以上の機
械投資はしたく
ないし…。

農地集約・一括生産等の効果により
コントラクターにおける飼料生産コス
トは低減。

％減

フリーストール

ほ育の作
業が楽になっ
たわ

コントラクター

％減

パイプライン
ミルカー

規模を拡大し
たら、自分で飼
料を作るのは
無理かな？

目
標
フリーストール・パーラー方式（２人）
搾乳牛頭数 １００ 頭
１頭当たり労働時間 ６０時間
１人当たり労働時間２０００時間程度
２０００時間分を外部化

外部化により経営内労働を大幅に削減

現
状
繋ぎ飼い方式 （２．９人）
搾乳牛頭数 ６０ 頭
１頭当たり労働時間１０２時間
１人当たり労働時間２３３０時間
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酪農経営の展開方向（放牧の活用）
○ 我が国の酪農経営は、経営内の農地、労働力をフル活動させている「成熟」
状態。
○ こういう中で、搾乳牛を放牧することで、労働時間の低減、購入飼料費の
低減を図り、所得を確保することが可能な「放牧酪農」の取り組みも重要。
○ 通常、搾乳牛を放牧すると、摂取エネルギーの低下から、１頭当たり搾乳量
が減少するが、「集約放牧技術」により、乳量低下を抑えることも可能。
集約放牧酪農家の１頭当たり

放牧酪農のメリット
○飼料給与労働時間の削減
○購入飼料費の削減
○牛の健康増進
（衛生費の削減、繁殖成績の向上）
○畜舎内ふん尿の減量

放牧酪農転換の課題
○１頭当たり搾乳量は舎飼より減少
○放牧地面積に応じた頭数しか飼
えない。
○放牧利用施設の整備が必要
（牧道、牧柵、水飲み場等）
○放牧草地の高度管理技術が必要
（成分分析、土壌改良等）

集約放牧酪への集団的な転換事例
（北海道足寄町）
○７戸の農家が夫婦での学習会等を重ねな
がら、経営転換を決意。
○畜産振興機構の助成事業により放牧利
用施設を整備。
○集約放牧により、乳量低下を抑えつつ、
労働時間の軽減、所得の向上を実現。
（１頭当たり所得２１千円→２７千円）
○町議会は「放牧の町」を宣言し、今後、町
全体で取り組んで行く意向。
経営者として、意
識改革が必要
個人施設には国
の助成は困難。
栄養価の高い放牧
地への転換は時間
がかかる

「合乳」され
るため、「放
牧牛乳・乳
製品」として
付加価値を
付けるのが
困難

乳量
Ａ牧場（浜中町） ９３５０㎏
Ｍ牧場（幕別町） ８８６０㎏
Ｓ牧場（上士幌町） ８０００㎏
Ｓ牧場（足寄町） ８０００㎏
０牧場（津別町） １１４００㎏
Ｉ牧場（浜頓別町） ８０００㎏
Ｍ牧場（浜頓別町）８６００㎏
Ｋ牧場（猿払村） ８０００㎏
Ｎ牧場（静岡県） ８１００㎏

放牧酪農の推進方策
○ネットワーク作り
（仲間作り、情報提供）

○放牧のメリット等のＰＲ
（放牧サミット等）

○放牧利用施設への助成
○放牧関連技術の統合
（栄養生理、牧草栽培、土壌等）
○放牧による生乳の差別化、商
品化への支援
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肉用牛生産の展開方向（放牧の拡大）
○ 肉用牛繁殖経営は、小規模経営が多いが 労働力が不足する中で規模拡大を進めるために
は、繁殖牛でも利用可能な土地（耕作放棄地、野草地、林地等）での放牧を拡大する必要。
○ 繁殖農家の放牧実施率は５％で、放牧地の５割が共有地。今後は、共有地の他、耕作放棄
地の解消や棚田保全の観点から、転作田も含めた多様な土地を利用した放牧を推進する必要。
○ 荒廃した農地や林地を再生する観点からも、地域全体の取り組みが重要。
優良事例の特徴
単位：ha

大分：棚田

島根：魚付き林

水田・棚田放牧マップ

○放牧を始める地域住民の理解を
得るために行政が積極的に関与。
○レンタル牛などにより初期投資
を軽減
○地域の実情に合わせ国の事業
の他、県単事業や中山間支払事
業などを組み合わせて実施。

中国地方を中心
に取り組み増加
山口：耕作放棄地

肉用牛放牧の推進方策
○ネットワーク作り

山口：転作田

（仲間作り、情報提供）

○放牧のメリット等のＰＲ
（放牧サミット等）

肉用牛放牧のメリット
○飼育管理・飼料生産労働の削減
○購入飼料費の削減
○牛の健康増進
（衛生費の削減、繁殖成績の向上）
○耕作放棄地の解消、未利用地利用
○イノシシ害等の防止

肉用牛放牧の課題
○放牧可能地でも肉牛が少ない
○耕作放棄地等の場合、土地所有
者や周辺住民の了解が必要。
○放牧利用施設の整備が必要
（牧柵、水飲み場、日よけ等）
○農地以外は「利用権」が弱い

○放牧利用施設への助成
（中山間地域直接支払も有効）

○家畜導入事業の利用
○水田放牧の拡大
（転作田の活用）

○放牧用地の一体的活用
（農地、野草地、林地等を一体
的に放牧利用）
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（参考）飼料増産推進運動の取り組み（１６年度）
１６年度の飼料増産運動については、
① 構成員である都道府県、農業団体ごとにこれまでの取り組み及びその成果の検証を実施。
② 具体的な「１６年度行動計画（飼料増産虎の巻）」を策定し、これらを具体的に推進する「重
点地域」を設定。
③ 農家等へのより一層の進展を図るため、地域水田農業推進協議会や農協の生産者部会等
を活用。
主役はコントラクター（１７道県２４地区）
○農業公社が離農跡地を集積しコントラクターに細断型ロールベー
ラーを貸し付けてトウモロコシを生産（岩手県）
○耕畜が連携してコントラクターを組織し、稲ＷＣＳやイタリアンライ
グラスを生産。（愛知）

飼料増産 虎の巻（５つの行動）
１ 主役はコントラクター
飼料作りの労働力・機械力が足りないの
なら、コントラクターを作ろう！

牛を放そう！（１６県１７地区）
○ 県が牧柵等を設置し、水田放牧の実証展示（青森）

２ 牛を放そう！
放牧できる土地はたくさんある。水田、耕
作放棄地での放牧を進めよう！

３ 耕畜連携を進めよう！
畜産サイドと耕種サイドが話し合って、飼
料生産、堆肥の還元を進めよう！

４ 草地をリフレッシュ！
雑草だらけの草地になっていませんか？
計画的な草地更新に取り組もう！

重点地区選定
３８道府県
７ ９ 地 区

耕畜連携を進めよう！（２４府県２９地区）
○耕種部会と酪農組合が連携し稲ＷＣＳを生産（栃木県）
○畜産農家、耕種農家，ＪＡ等がＨ町飼料用稲推進協議会を組織し、
稲ＷＣＳの生産と堆肥の還元を実施。（滋賀）

草地をリフレッシュ（４道県４地区）
○草地の適期更新を地域全体が計画的（今年は400㌶）に実施
（北海道）

５ 消費者へ情報を
安心・安全な自給飼料を利用した畜産物
の生産を消費者は望んでいます。

消費者へ情報を（５県５地区）
○酪農体験を通じて命や食の大切さを学ぶサマーキャンプを実施
（熊本）
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