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４ 配合飼料費の低減策 

畜種によって差はあるものの畜産物生産費に占める飼料代の割合は、４０～６０％である。な

かでも、一般的に配合飼料（濃厚）を給与される肥育豚では６０％以上を占める。そのため、畜

産経営においては、配合飼料費の低減を図ることが肝要である。 
その対策として、①飼料用トウモロコシや牧草等自給粗飼料の生産拡大や稲発酵粗飼料の利用

等良質自給粗飼料の生産及び確保に努めるとともに、②遊休農地の繁殖和牛放牧利用、③稲わら・

麦わらの収集、飼料用米の生産及び利用及び食品製造副産物等未利用・低利用資源をできるだけ

活用するとともに家畜への給与飼料の適正化があげられる。 
また、燃油高騰対策としては、冬季間の家畜の保温管理の適正化を図るため暖房機器の効率的

な稼動、保温効率を高めることで燃料消費量の削減に努める。あわせて、家畜の飼養管理の総点

検を実施し、家畜の生産性を向上することが重要である。 
 
○配合飼料価格の推移  

トウモロコシの国際価格は天候や需給動向等に左右される。主産国の米国において、作付

面積の減少やエタノール需要の増加に伴い、飼料穀物の国際相場の高騰し、併せてフレート

（海上輸送費）が上昇傾向にあること等から１８年３月と比較して平成２０年４月の配合飼

料価格は１．３４～１．３６倍に上昇している（表Ⅱ-4-1）。 

 

表Ⅱ-4-1 配合飼料価格の推移                            （円/t） 

※ 農水省農業価格物価指数から算出 

 
○畜産物生産費と所得試算 

畜種によって差はあるものの畜産物生産費に占める飼料代の割合は、４０～６０％である。

なかでも、一般的に配合飼料（濃厚）を給与される肥育豚では６０％以上を占める（表Ⅱ-4-2）。 

 

表Ⅱ-4-2 飼料代に占める配合飼料の割合 

 
飼料費が生産費

に占める割合 

うち配合飼料

の割合 

配合飼料が生産費

に占める割合 

乳 牛 ４２．７％ ６１．９％ ２６．４％ 

肥育牛 ４１．９％ ８６．９％ ３６．４％ 

肥育豚 ６３％ １００％ ６３％ 

飼料代の変動による所得を試算すると配合飼料価格が７０円／kg で推移した場合，平

成１８年３月時点の５０円／kg の場合と比較して，酪農で約２６％，肥育牛で約５４％，

肥育豚に至っては約８０％の所得減少が予測される（表Ⅱ-4-3,図Ⅱ-4-1）。また，その

他生産資材費等も上昇しており，さらに所得減少が考えられる。 
 

  H１８．３月 H１９．３月 H２０．３月 H２０．６月 上昇率(倍)

若豚用育成 ５０，０９０  ５４，７００ ６３，２６０ ６８，３５０  １．３６

乳用牛飼育 ５２，０９０  ５７，７８０ ６５，３５０ ６９，９３０  １．３４

肉用牛肥育 ５１，８５０  ５７，１６０ ６５，８００ ７０，４６０  １．３６
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図Ⅱ-4-2 配合飼料価格差補てん金の推移 

 表Ⅱ-4-3 飼料代の変動による所得指数の試算 

 
試算にあたっての設定条件は、次の通りである。 
・試算値は茨城県農林水産統計（2006～2007）の数値にもとづき算出した。 
・飼料価格は農業物価指数を用いて算出した。 
・配合飼料価格安定基金等の補填金は考慮していない。 
・変動は飼料費のうち配合飼料のみとした。 
 

○配合飼料基金制度の仕組みと補填状況 

   配合飼料基金制度は原材料の高騰対策としての異常補てん基金（国・メーカーによる積み

立て）と配合飼料の高騰対策としての通常補てん基金（メーカー・団体・農家による積み立

て）によって運営されている。また、補てん金の算定は、全畜種平均価格の４半期ごと価格

と過去１年間を比較した上昇分が補てんの対象となる。原材料が高騰した場合（４半期ごと

と過去１年間を比較し

15％、現在は 12.5％）
は、異常補てん金が支

払われる仕組みである。 
平成１９年４月～平

成２０年６月は別途

４％ルールによって前

４半期から４％以上の

負担増加が追加補てん

金によって支払われて

いるが、配合飼料価格

が高止まれば補てん金

は減少することになる。 
 
 
 
実際の補てん金の支払い状況について示した（図Ⅱ-4-2）。配合飼料価格はこの２年間で約

21,500円／t上昇しているが、補てん金の支払いによって、抑えられるものの畜産農家の実
質負担額は約 14,800円／tと厳しい状況にある。 

 

 

円 
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図Ⅱ-4-1 飼料代の変動による所得指数の試算
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（１）良質自給粗飼料の生産と確保 

  ａ 自給粗飼料（トウモロコシ・牧草類）の生産拡大 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
低コスト生産することで自給粗飼料は輸入粗飼料と比較してＴＤＮ１ｋｇあたり約５０％で

生産可能になる（表Ⅱ-4-4）。  

 
表Ⅱ-4-4 自給飼料（トウモロコシサイレージ）生産コストと輸入飼料価格（畜草研） 

 
 
 
 
 
 

 
特に、トウモロコシサイレージは濃厚飼

料の特性と粗飼料の特性を持ち合わせてお

り、上手に利用すると濃厚飼料を減らすこ

とが可能である。トウモロコシサイレージ

を最大利用した場合、乳量を維持しながら

飼料費を１割弱削減することが可能という

報告がある（表Ⅱ-4-5）。 
また、遊休水田が見受けられるので、排水対策を施して飼料用麦類やイタリアンライグラス

等の牧草を作付する、栽培農家のクリーニングクロップを飼料化する、新たな草種を導入して

作付け面積を拡大する等積極的に粗飼料を確保する。 
 
自給粗飼料生産するにあたり、県内で普及する作業機械に応じたロスを抑えるために重要と

思われる技術について整理した。 
 

＜トウモロコシサイレージ機械化作業体系＞ 

①刈取り適期と切断長 

未熟なトウモロコシでは詰め込み量の１割以上が排汁として流出され、乾物回収率は黄熟後

期を 100とすると乳熟期から黄熟初期までの乾物回収率は約１割減少する（図Ⅱ-4-3）。また、
収穫時期別の養分回収割合は可消化養分（ＴＤＮ）で黄熟後期を 100 とすると乳熟期 78、糊
熟期 85、完熟期 92となっており、乾物収量は 1割の損失であっても可消化養分では２～３割 

ＴＤＮ ＣＰ ＮＤＦ 価格 飼料成分 
飼料名 ％ ％ ％ 円/TDN1kg 
自給飼料（トウモロコシサイレージ） ６６ ８ ４８ 30～60 
輸入チモシー ５５ ８ ６７ １１８ 
輸入ルーサン乾草 ５８ １９ ４４ １１２ 

自給粗飼料を低コストで生産するため①多収穫が狙える作型と地域の土壌や天候にあっ

た優良品種の選定、②栽培基準に基づく適期は種・適期収穫の実践、③土壌分析に基づく施

肥設計、④除草剤の適期施用による雑草防除の徹底、⑤共同作業による省力化および機械の

共同利用・作付面積拡大による機械費の節減、⑥貯蔵ロスの低減等を実践する。また、遊休

水田等へ排水対策を施し飼料用麦類やイタリアンライグラス等の牧草を作付する。 
その結果、自給粗飼料は輸入粗飼料と比較してＴＤＮ（可消化養分総量）１ｋｇあたり約

５０％で生産可能でありコスト面で優位になる。 

 

表Ⅱ-4-5 乳牛 1 日あたりの給与事例（農水省） 
 現行（㎏） 多給型（㎏）
配合飼料 ８．７ ４．０ 
ﾄｳﾓﾛｺｼｻｲﾚｰｼﾞ ４．８ ２０．０ 
アルファルファ ０．６ １．５ 
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図Ⅱ-4-4 黄熟期後期を 100 とした時の収穫期別養分回収率（北海農研）

表Ⅱ-4-6 切断長と消化率 

図Ⅱ-4-3 黄熟期後期を 100 とした時の収穫期別乾物回収率（北海農研）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の損失になる（図Ⅱ-4-4）。そのため、 
黄熟期刈りを徹底する。 
切断長は長すぎるとサイロへの詰め 
込み密度が低下するため、1cm以下 
とする。切断長を 1cmとしても消化 
率は、2cm より高い（表Ⅱ-4-6）。 

 
②トウモロコシの破砕処理 

近年、カーネルプロセッサ、コーン 
クラッシャといわれるトウモロコシの破砕 
処理機が導入されている。この機械はトウ 
モロコシを収穫する際に、細かい溝の付い 
た２本のローラーで子実（カーネル）を押 
しつぶす（破砕）ので消化性を高め、収穫 
時の天候や大面積を収穫する場合の刈り遅 
れに対して、完熟期でも消化率を落とさず 
に収穫が可能になる（表Ⅱ-4-7）。 
さらに破砕の効果としては、子実の消化 
性向上、繊維の消化性向上、切断長の増 
加、可食部の増加、サイレージ詰め込み密 
度の増加等が期待できる。この方法を用い 
ると子実以外の全てがローラーを通過するため、茎葉や芯も破砕されることから切断長は 2cm
程度を標準とする。機械価格は 200万～300万円。 
 

③雑草防除 

   収量を確保するためには、雑草防除が重要である。特に、難防除雑草には適期に除草剤を施

用するよう心がける。また、トウモロコシ＋ソルガム混ぱ栽培体系では、ソルガムが薬害を受

けないように除草剤の施用時期には十分注意すること。また、圃場内での優先雑草を見極めた

薬剤防除を実施する。 
 

切断長

サイレージ中の子実サイズ

未消化子実
の排泄率

消化率

<2 mm 2-6 mm >6 mm Starch ADF

10 mm 24% 37% 39% 7.9% 87.9% 56.3%

20 mm 9% 39% 52% 14.1% 77.8% 61.3%

切断長

サイレージ中の子実サイズ

未消化子実
の排泄率

消化率

<2 mm 2-6 mm >6 mm Starch ADF

10 mm 24% 37% 39% 7.9% 87.9% 56.3%

20 mm 9% 39% 52% 14.1% 77.8% 61.3%

名久井ら (1979)

表Ⅱ-4-7 トウモロコシの破砕処理が消化性に及ぼす効果（道立畜試）  
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＜ロールベールラップサイレージ機械化作業体系＞ 

①フィルムの巻数 

 ラップフィルムも重油高騰のあおりを受けて価格が上昇しているが、コスト削減を狙って巻

数を少なくするとサイレージの品質劣化につながる。 

フィルムの巻数は重複率５０ 

％で２回巻の４層を標準（ただし 

稲ＷＣＳでは４～６層巻き）とし、 

ロールベールの形やトワインの 

結束状態、原料草の粗剛性、運 

搬回数、保管の状況等に応じて 

さらに巻数を増やす。 

   また、収穫ほ場で１回巻後、 

保管場所へ移動してさらに１回 

巻をすることで、運搬時の破損 

による品質低下の防止に努め 

る事例もある。 

②保管方法と保管場所 

平面縦置き保管を基本にする。ロールベールとロールベールの間を２０ｃｍ程度離すことで、

縦積みによる膨らみによってロールベール同士の接触を避ける。このように置くと１００㎡あ

たり直径１．２ｍのラップサイレージの場合、一段積みで約５０梱包、二段積みならば約８０

梱包が貯蔵できる。その際、保管場所を水平にすることで一段積み部分が長期保管に耐えられ

る。また、ロールベールの底部は雨水が侵入し易いので、ビニールシート等は敷かずに水はけ

の良い土間に直接置くか砂利等を敷くことで水はけを良くする。 

③ネズミ・鳥害対策 

それぞれ食害を及ぼすネズミ種毎に対処法は異なるが、牛舎近くで被害がある場合は、見通

しがきくようにロールベール間の間隔をあけて保管すると家ネズミによる被害が減少する（図

Ⅱ-4-5）。しかし、ロールベールの底部に中

途半端な空間があるとネズミが集まりやす

いため底部を守る工夫をする。特に、すの

こ状になったパレットやタイヤは被害が拡

大しやすいため金網を敷いて対処する方法

が検討されている（東北農研）。 
また、鳥害対策としての防鳥ネットはネ

ズミの天敵である鳥を防除するためネズミ

対策として間隔を空けて保管しても被害が

発生する。ネズミ害が発生する場所での鳥

害対策はテグスを利用する。 
 

＜遊休水田への飼料作物導入＞ 

①導入草種の選定と栽培の注意点 

湿害による生育障害や機械作業の効率が低下するため、圃場周囲への明きょは必ず実施する。

また、排水程度に応じて適草種を選定する。 

表Ⅱ-4-8 フィルム巻層別のラップサイレージ品質（ホクレン）

0

20

40

60

80

100

対照区 間隔開け区

被
害
率
(
%
)

図Ⅱ-4-5 飼料イネミニロールのネズミ食害に対する  

     間隔開け配置の軽減効果（東北農研：河本2007） 
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耐湿性の強い夏作物は、栽培ヒエ、ハトム 
ギ、オオクサキビがある。その他、リードカ 
ナリーグラスもほぼ同等の耐湿性を示す。 
シコクビエ、ローズグラス、スーダングラス 
は、湛水が頻繁におきるような圃場では生育 
が抑制されるが、過湿地向きである。 
冬作物では、イタリアンライグラスが有効 
である（図Ⅱ-4-6）。また、永年性の寒地型 
牧草では、トールフェスクが良い。 
 一般的に、水温が高い時期の排水不良は低 

水温時と比較した場合、植物の生育を阻害し、 

また、幼植物は湿害に弱いため、転作田で飼 

料用トウモロコシを栽培する場合は、早期に 

は種し、梅雨前期までに十分生育させると湿 

害が軽減される。 

 

 

＜新たな草種の導入＞ 

トウモロコシサイレージを給与する際にマッチングする作物にアルファルファサイレージが

ある。アルファルファの播種適期は、雑草害を軽減するために９月下旬である。１番草刈取り

後の生育が旺盛で初夏まで草生が維持され雑草も少ないが、２番草の刈取り時期が梅雨となり

刈取りが遅れやすいため、倒伏してむれるため、病虫害が発生して欠株が生じ、これを刈取る

と裸地にメヒシバ、シロザ、イヌビエ及びイヌビユ等が発芽・定着しアルファルファを圧倒す

るため、十分な除草管理が重要になる。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

【参 考】  
・茨城県飼料作物栽培基準 
・トウモロコシのサイレージ調製における留意点（北海農研：牧草と園芸） 
・平成１８年度革新的農業技術習得研修高度先進技術研修資料「飼料給与設計技術とＴＭＲ利

用技術の高度化」（畜草研）     
・牧草用ラップサイレージの取り扱いマニュアル（ホクレン） 
 ・飼料作物病害図鑑、写真で見る外来雑草（畜草研データベース） 

http://nilgs.naro.affrc.go.jp/result/result_index.html#db 
 ・ネズミ食害軽減の決定打！「防鼠配置法」でロールを守る（東北農研） 

○ 実施時の留意点 

・自給飼料給与時は成分分析を実施する。 

・機械を共同利用することで機械費を減らし、共同作業による作業の効率化を可能な限り実施

する。 
・遊休水田への飼料作物を導入する際は、転作作物として位置づけることで産地づくり交付金

の助成対象に適用されることから事前に地域水田協議会と十分連携をとること。 

図Ⅱ-4-6 各飼料の耐湿性（畜草研） 
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ｂ 稲発酵粗飼料（稲ホールクロップサイレージ）の利用 

＜県内での栽培および取り組み概要＞ 

県内では稲発酵粗飼料の生産が拡大し、今年度は約３２０ｈａ作付けされている（表Ⅱ-4-9）。

作付面積の約９０％がコントラクターにより収穫調製され、畜産農家に供給されているほか、

作業は耕種農家が栽培（育苗、移植、施肥管理、落水までの水管理、病害虫・雑草防除）を行

い、畜産農家が収穫・調製を行っている事例も見られる。流通価格は平成１９年度の実績で、

ＴＤＮ１ｋｇあたり６２円から８６円であるが、地域によって設定が異なるので確認する（流

通経費は除く）。農業用水が確保できる遊休農地や排水不良の転作田や麦・大豆等との輪作作物

の一つとして、稲発酵粗飼料を作付するよう推進する。 
表Ⅱ-4-9 県内の主な稲発酵粗飼料作付け状況（平成２０年７月現在） 

市町村名 面積(ha) 市町村名 面積(ha) 市町村名 面積(ha) 
水戸市 80.1 石岡市 9.45 筑西市 6.2 
大洗町 55.0 稲敷市 105.2 結城市 20.0 
高萩市 4.60 取手市 7.2 常総市 17.9 
常陸太田市 6.77 つくばみらい市 7.4  
※面積は小数点第 2位を四捨五入した。  （各地域農業改良普及センター調べ） 

 

＜生産コストの現地事例＞ 

事例での生産体系は、地権者が栽培（育苗、移植、施肥管理、落水までの水管理、病害虫・

雑草防除）まで担当し、コントラクターにより専用収穫機で収穫調製されている。  

表Ⅱ-4-10 栽培および収穫調製費用(10a あたり)        （農業研究所） 

 ※ラップサイレージの生産個数は 10 個/10a とした。 

 

＜栽培のポイント＞ 

  ①飼料用稲専用品種の利用 

  本県では飼料用稲奨励品種として、クサホナミ（極晩生）、はまさり（極晩生）、クサノホシ

地権者（86,375 円） 収穫調製（24,350 円） 

費目 内訳 金額（円） 費目 内訳 金額（円） 

資材費 種子・農薬・肥料他 7,321 資材費 フィルム・トワイン等 4,902 

光熱動力費 ガソリン･軽油 3,339 光熱動力費 ガソリン･軽油 911 

農機具費 償却費，修繕費 12,910 農機具費 収穫機械リース代 4,650 

労働費 育苗～収穫前まで 16,905 労働費 人件費 3,359 

土地改良水利費 土地改良水利費 20,900 保険・機械積立費
農機具共済料(機械･障害）等 

償却積立 (専用機償却用 
7,000 

収穫調製委託費 生産ロール 10個 25,000 予備費 資材高騰対策他 3,528 

合計 86,375 合計 24,350 

県内では稲発酵粗飼料の生産が拡大し、平成２０年度は約３２０ｈａ作付けされ、地域内流

通および広域流通し利用されている。流通価格は平成１９年度の実績ではＴＤＮ（可消化養分

総量）１ｋｇあたり６２～８６円と輸入乾草より安価である。チモシー乾草や稲わら等の代替

として乳牛および肉用牛へ給与が可能である。 
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（極晩生）、ホシアオバ（晩生）の４品種を選定している。なお、飼料用稲専用品種の購入方法

は、本庁畜産課→地方総合事務所畜産担当課→市町村へ需要量調査（購入希望量、配布時期、

購入希望者等）を２月に実施し、一括して供給元である（社）日本草地畜産種子協会へ書類を

提出し、希望月に購入希望者へ配送される。 
②施肥設計 

収量を確保するためには、施肥窒素量はコシヒカリとの対比で基肥＋追肥体系１．３～１．

５倍、基肥のみ体系１．６～２倍が必要である。多収品種であっても窒素施肥量が不足すると

コシヒカリ以下の収量となった事例がある。 

③農薬の使用 

 稲発酵粗飼料は収穫時期が通常の水稲と異なり黄熟期が収穫適期である。そのため、農水省

が作成している稲発酵粗飼料生産・給与マニュアルに掲載された家畜への安全性が確認された

薬剤を利用すること。 
④収穫調製 

刈取適期となる黄熟期は、中生や晩生で出穂後３０～４０日前後になる。収穫作業上、可能

ならば利用する畜種に応じて、乳牛向けではやや早めに、肥育牛向けではやや遅めに収穫する。

収穫が遅くなると稲発酵粗飼料中のβ－カロテン含量が低下し、生体内で変換されるビタミン

Ａが低下する（１ｍｇのβ－カロテンは４００ＩＵのビタミンＡに変換される）。黄熟期では

乾物中に約２０ｍｇ/ｋｇ含まれている。 
 
＜家畜への給与の考え方＞ 

飼料用輸入のチモシー乾草や稲わら等の代替として家畜へ給与が可能である（表Ⅱ-4-11）。 
表Ⅱ-4-11 稲発酵粗飼料の粗タンパク質、総繊維及び可消化養分総量（単位：乾物中％） 

項目 
刈取時期 

粗タンパク質 デンプン ＮＤＦ ＴＤＮ 

糊熟期 ９．０ ２６．２ ４３．２ ５６．５ 
黄熟期 ６．９ ２９．１ ４４．１ ５８．９ 

（稲発酵粗飼料生産給与マニュアル）      
 

 
 

 
 
 
 
 

 

【参 考】  
・茨城県飼料作物栽培基準  
・農水省稲発酵粗飼料生産給与マニュアル 

http://www.maff.go.jp/lin/wc_silage/manual/index.html 
 ・（社）日本草地畜産種子協会 http://souchi.lin.go.jp/ 

○ 導入に当たっての留意点 

・飼料設計の際には成分分析を実施する。 
・多数のロールベールを安定的に長期保管する必要がある。保管場所の選定や貯蔵中の管理

方法，鳥獣害対策に心がける。 
・転作作物として位置づけることで産地づくり交付金、耕畜連携事業等の助成対象に適用さ

れることから栽培する際は事前に地域水田協議会と十分連携をとること。 
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（２）遊休農地の活用 

 
 
 
 
 

＜遊休農地の放牧の概要＞ 

簡易電気牧柵とは，軽量な電牧線（ポリワイヤ線）を放牧地周囲に張り，高電圧（電流が

ほとんど流れていないため感電はしない）をかけ，そこに牛が触れることでショックを与え，

心理的に放牧地内に囲い込む方法である。導入することで、飼料費を約４０％削減（表Ⅱ

-4-12）し，あわせて飼養管理の省力化が期待できる。 
 

①設置に必要な主な資材等 

電気牧柵の設置費用は，設置や移動が簡単な電牧線をポリワイヤーにした場合，放牧面積

２０ａあたり約７万円から８万５千円である。また、電気牧柵の耐用年数は、約５年間の利

用が見込める。 

◇設置コスト（20a設置時の資材例）合計 77,216円 
①電牧器（バッテリー式）29,400円  ②電牧線（ポリワイヤ）6,000円 
③電牧柱（ラクラクポール）35,516円 ④コーナー用絶縁ポール 6,300円 

また、ラクラクポールを利用する場合は，コーナーには丈夫な支柱が必要であり、あわせ

てゲート作成時は，ゲートハンドルが必要である。 
価格が販売店により差が見られるため、見積書をとり比較検討することが望ましいが、単

価が安い資材（例：碍子）の中には、作業中破損しやすい場合がある。 
 

 
 

 遊休農地を簡易な電気牧柵で囲い、繁殖和牛２頭を６ヶ月間放牧し、野草を採食させるこ

とで、飼料費を約４０％削減することが期待できるとともに、飼料給与や畜舎清掃等の飼養

管理の省力化が図られる。 

表Ⅱ-4-12 成雌牛１頭あたりの飼養にかかる年間費用の比較（平成１９年）（単位：円）

常陸大宮地域農業改良普及センター調べ（単位 円）

周年舎飼い
耕作放棄地
放牧※1

3,000 1,500
2,368 2,368
1,040 1,040
24,818 25,943
800 400

35,642 35,642
購入飼料費 52,596 45,771
自給飼料費 215,373 107,686

81,951 59,451
11,895 11,895

物財費 0 16,745
労働費※4 0 3,750

429,483 312,191
※1　雌牛1頭を、182日間（5月～10月）放牧し、残りの半年のみ舎飼いとしたものとした．
※2　耐用年数は初産から10年とした．
※3　放牧地および電牧器等資材は5年間継続して使用できるものとした．
※4　労働単価は1,500円/時間とした．

費 目

表 成雌 養 年間 較 平成 年

削 蹄 費
光熱水費および動力費

費用合計

諸 材 料 費
獣医師料および医薬品
敷 料 費
成雌牛減価償却費※2

飼料費

放牧地設置費用※3

労 働 費 ※ 4
建物・大農具減価償却費
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②放牧牛の馴致 

放牧は妊娠を確認した繁殖和牛の母牛２頭セットを基本とする。また、電気牧柵への

馴致は畜主が無理やり電気牧柵へ触れさせるのではなく、牛が自然に触れて経験できる

ようにする。畜舎にパドックがあれば電牧線を張って経験させる。スペースがない場合

は、放牧地へ半日程度係留し、場所に慣れさせる。その際は、牛に事故が発生すること

も予想されるので必ず飼養者が見届ける。併せて、草を採食できるかどうか十分確認す

ることが大切である。採食できない場合は、放牧に向かない牛であるため実施をしない。 
 

③草地化技術 

遊休農地を継続利用するための草地化技術としてシバ型牧草（センチピードグラス）の

導入を現地実証している。センチピードグラスの場合、種子が約 14,000 円／kg と高価な

ため、は種量を１㎏／10ａに抑えて３年かけて草地化することを推進しているので、圃場

に定着するまで、イタリアンライグラス、レッドトップ、バヒアグラス、ミレット、リー

ドカナリーグラス等地域や圃場条件にあった牧草を組み合わせては種する。は種量は、概

ね２～３㎏／10aで実施する。 
県内で取り組まれているセンチピードグラス実証ほ場（１０ほ場：蹄耕法７，通常は種

３）の推定被度は１年目 30～70％，２年目 60～90％である。排水不良圃場では生育不良で

あるため湿田では定着しづらいので注意する。 

 
 
表Ⅱ-4-13 センチピードグラスの被度（H20.1 月．肉用牛研究所） 

市町村 播種年 面積(a) 地目 播種方法 推定被度(%) 

大子町 １８ １５ 山林 蹄耕法 ９０ 

常総市 １８ ４０ 畑 通常 ６０ 

大子町 １９ ２０ 畑 蹄耕法 ４０ 

大子町 １９ ４０ 畑 蹄耕法 ７０ 

大子町 １９ １０ 水田 蹄耕法 ３０ 

常陸太田 １９ １０ 畑 蹄耕法 ４０ 

常陸大宮 １９ １５ 畑 通常 ６０ 

常陸大宮 １９ ５ 畑 通常 ４０ 

石岡市 １９ １５ 畑 蹄耕法 ２０ 

桜川市 １９ １５ 畑 蹄耕法 １０ 
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④損害保険 

万が一に備えて遊休農地放牧に関する損害賠償保険の加入を検討する。福島県家畜改良

センターが実証ほを設置する際に加入した保険事例は次の通りである。 

保険会社 （株）損害保険ジャパン 

保険種類 施設賠償責任保険 

補償内容 
放牧牛が放牧柵を越え、近隣施設や人に危害を加え、法律上の損害

賠償請求を負った場合に、保険金の支給がなされる。 

補償内容 対人１億円１事故につき３億円、対物１事故につき１億円 

保険料（掛け

金）目安 

１ａ当たり７２０円 

上記掛け金は１２ヶ月間の算出であり、短期間の場合には以下の短

期率を乗じたものとなる。 

対象期間 ７日 15日 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 6ヶ月 12ヶ月 

短期率％ 10  15 25 35 45 55 70 100 
 

また、このほかＪＡの賠償責任共済（ 「個人賠責」の農家包括特約） でも同様な賠償

保険に加入可能である。 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

【参 考】  
 ・茨城県耕作放棄地放牧マニュアル 
 ・茨城県飼料作物栽培基準 
・未利用地への肉用牛実証展示放牧（家畜改良センター） 

http://www.nlbc.go.jp/tenji/houboku/H17torikumi/miriyoutihouboku.pdf 
 ・（社）日本草地畜産種子協会 http://souchi.lin.go.jp/  
 ・生産資材等取り扱い情報 
   サージミヤワキ株式会社 http://www.surge-m.co.jp/ 
   ファームエイジ株式会社 http://www.farmage.co.jp/  
   北原電牧株式会社  http://www.kitaharadenboku.com/ 

○ 導入時の留意点 

・放牧に取り組む場合は、事前に周辺住民の了承を受け、放牧開始の際は、改めて周知する。

・また、万が一、放牧牛が脱柵し、周辺の施設や機械等を破損したり、周辺住民に怪我等を負

わせる等に備えて傷害保険の加入を検討することが望ましい。 
・放牧する際は、殺ダニ剤を塗布することが望ましい。 
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（３）未利用・低利用資源の活用 

 
 
 
 
 
 
 
＜稲わら，麦わら等の利用＞ 

耕種農家あるいは集落営農組織との話し合いにより、水田にすきこまれている稲わらを確

保して飼料化する。また，フレール型飼料用稲収穫専用機や牧草収穫用機械を活用し、水稲

の稲わらを収集梱包後，密封することで稲わらサイレージが生産可能である。 
   
 ＜稲わら等収集技術＞ 

   稲わらの収集体系には、天候や圃場条件、機械装備などに応じて様々な方式がある。  
水分１５％程度まで圃場乾燥できれば、そのまま貯蔵が可能であるが、乾燥が不十分な条件

で高密度にロールベールに梱包した場合には、発熱や品質劣化が生ずるので、ラップフィル

ムで密封する必要がある。 
                
①自脱コンバインから排出された稲わらを圃場にバラ落としする方法 

 圃場にバラ落としした稲わらは、牧草用機械のテッダ・レーキで反転・集草してロールベ

ーラで梱包する。 
畜産農家が所有している機械を利用して実施できるため、低コストで効率的な作業体系で

ある。しかし、導入条件は圃場の排水性が良好であり、天候が比較的安定している地域に限

定される。 
排水不良圃場では、稲わら収集用に開発された自走式ロールベーラを用いると軟弱な圃場

でも収集作業は可能になる。 
また、乾燥過程で降雨があった場合には、テッダによる反転を実施すると乾燥促進に有効

である。加えて、コンバイン収穫の際に高刈りすることも乾燥を早めることが可能である。 
さらに、コンバインの排わらカッタで切断（２０ｃｍ前後）するか、切断機構付きのロー

ルベーラで切断・梱包すると、飼料・敷料として利用するときに作業が容易である。 
 
②自脱コンバインのノッタ（結束装置）を用いて立ちわらにする方法 

結束した稲わらを圃場に立てて乾燥させるため、乾燥には２～３週間程度必要になるが、

バラ落としに比べて降雨の影響を受けにくいという報告がある（東北農研）。 
立ちわらは、１本立てでは乾燥の過程で倒れ易いため、穂先をワラで縛って４本立てにす

るのが一般的であるが、その分労力が必要になる。その際、コンバインから排出されると同

時に、穂先を上にして稲わらが立つ立体放出機構を装備した自脱コンバインを用いると省力

的である。 
収集作業では、乾燥した稲わらをトレーラなどに人手で積み込んで搬出する方法と、ロー

ルベーラで梱包して搬出する省力的な方法が行なわれている。梱包作業に自走式ロールベー

ラを用いれば、軟弱な圃場でも収集作業は可能になる。 

技術の特徴と効果のポイント 
自脱コンバインを活用し、水田にすきこまれている稲わら・麦わら等を確保して飼料化す

る。また，飼料用米は飼料全体の５～１５％配合したものを牛、豚、鶏に給与可能であるこ

とから、地域内で耕畜連携により飼料用米を生産供給できる体制を検討する。また、安定的

かつ安価に食品副産物が入手可能な場合は、家畜への飼料給与設計に注意して活用する。 
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 ＜生稲わら・麦わらサイレージ＞ 

コンバインから列状に排出された生稲わらを走行部がクローラ型の自走式ロールベーラやフ

レール型飼料用稲専用収穫機でそのまま収集し、乳酸菌を添加してサイレージ調製が可能であ

る。ただし、調製された生稲わらサイレージの乾物中のβ‐カロテン含量は、通常の稲わらと

比較して、１．３～４倍程度多く含有していたとの報告がある（富山畜セ）。そのため、ビタミ

ンＡ制御型給与体系で生稲わらサイレージを利用する場合は、β‐カロテン含量を把握するこ

とが大切である。 

生稲わらサイレージ調製時の注意点として、発酵品質を確保するため、殻実を収穫した稲わ

らの水分を 50％以下に予乾しすぎないことがある。また、ほ場の地耐力が高ければ既存の牧草
収穫機が使用可能であるが、その際は、土砂の混入を防ぐため生稲わらの収集時に拡散や集草

を行わないことがあげられる。 

 
＜飼料用米生産技術＞ 

①品種および栽培 

収益性を上げるためには、１０ａ当たり８００ｋｇ前後の玄米収量が期待できる多収品種

を選定する。入手方法については、稲発酵粗飼料を参照。 
本県では、クサホナミ、ホシアオバのほかモミロマン（関東・東海地域以西向き）、タカナ

リ（関東以西向き）が今年度作付けされている。 
 稲発酵粗飼料と同様に、多収品種は、多肥栽培にすることで収量を確保する。窒素施肥量

は食用水稲の１．５倍程度とし、分げつ数、穂数をふやすため、３～４回に分けて追肥する

ことが望ましい。 
②収穫・調製 

収穫は水稲と同様に行う。 
③家畜への給与 

牛、豚、鶏に適した加工処理（破砕）を行って、飼料全体の５～１５％配合したものを家

畜へ給与する。飼料用米を豚へ給与することで、皮下脂肪内層のリノール酸、α－リノレイ
ン酸含量が下がり、オレイン酸含量が高くなるとの研究報告がある。採卵鶏給与では、給与

割合が高くなるとともに、卵黄色がレモンイエロー色になる。 

図Ⅱ-4-7 自脱コンバインの立ちわら(常陸大宮市) 図Ⅱ-4-8 立ちわら乾燥(常陸大宮市) 
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  ④飼料米給与の事例 

    県内にも一部試行的な取り組みがなされている。その他、他県での大規模な取り組み事

例に、養豚では（株）平田牧場 （山形県）、（株）フリーデン （神奈川県）、採卵鶏では農
事組合法人トキワ養鶏 （青森県）、（株）鈴木養鶏場 （大分県）等がある。 

 
＜食品等副産物の利用＞ 

①生粕類、製造粕類の上手な利用法 
   農産製造の際に副産物として生産されるもののうち、油粕類、ヌカ類以外のものを製造粕

類とよび、その中で乾燥、成形等の処理を行わないものを生粕類と呼んでいる。 
製造粕類としては、デンプン製造副産物であるデンプン粕、コーングルテンフィード、製

糖副産物である糖蜜、ビートパルプ、バカス、発酵工業副産物であるビール粕、アルコール

粕、醤油粕、その他ジュース粕、トウフ粕、パン屑、菓子屑等が飼料として利用されている。

一般に製造粕類は原料から食用部分を取り除いた残渣であるため、成分的なバランスは悪く、

単味飼料として使用することは難しいため、各製造粕類の成分特性を考慮した組み合わせが

大切である。 
例えば、トウフ粕、ビール粕は TDN や粗蛋白質は高いが、繊維質や灰分が少なく、ビー
トパルプは TDN や繊維質成分は高いが、粗蛋白質は低い等の特徴があるので、各粕類の構
成成分については日本標準飼料成分表等を参考にし、適切な飼料の組合せ給与を行なう。 
成分表にも記載されていない特殊な粕類については、安全性の確認と飼料成分分析を実施

し、使用の不可を検討する。  
 製造粕類を使用する場合、安定的な入手経路を確保するとともに、一定品質のものを給与

できる保存調製方法に注意する。特に、高水分の生粕については他の低水分飼料と混合し、

水分５０％程度に調製する。大量の場合はサイレージとして保存利用するのが良い。また、

不純物や腐敗粕の混入に注意し、できるだけ良質のものが入手できるよう配慮する。同じ製

造粕であっても場所、時期によって成分がかなり異なる場合もあるので、成分検査を定期的

に行なった方が良い。製造粕類の給与限界は種類により一概に設定できないが、糖蜜等の特

殊なものを除けば乾物換算で給与飼料全体の２０％程度に留めておいた方が無難である。 
 
②農産物由来 

食用麦や大豆等の農産物の中には等級外となり価格が安価なものがある。ただし、麦の赤

カビ病はマイコトキシン毒素が含まれることから、家畜への給与には注意を要する。 
 

  ③貯蔵法 

   製造粕類等は変敗しやすいため、入手後速やかに給与することが望ましいが、サイレージ

化やプラスティックコンテナを利用することで保管期間を延長できる研究報告がある。 
豆腐粕をプラスチック容器内でサイレージ化して短期保存する場合、サイレージ表面にフ

スマを重層することによって高温高湿度環境でカビの発生が 48 時間まで抑えられ、サイレ
ージの品質向上と保存期間の延長が可能になる（大阪農技）。 
また、市販のプラスチック製角形コンテナを用いた簡易サイロで、発酵品質の良好な地ビ

ール粕サイレージを調製・貯蔵できる成果がある（表Ⅱ-4-13 東北農研）。 
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表-4-13角型コンテナサイロで調製・貯蔵した地ビール粕サイレージの発酵品質（東北農研） 
 

 
 

 

 

 

【参 考】  
・「畜草１号」を添加した稲わらサイレージの品質改善効果（畜草研） 
 ・稲わらの圃場乾燥・収集技術の開発 （東北農研、タカキタ） 
 ・生稲わらサイレージの調製・貯蔵法と肥育後期牛への給与効果（富山畜研） 
・家畜中毒情報（農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所 安全性研究チーム） 

http://ss.niah.affrc.go.jp/disease/poisoning/index.html 
・飼料米の肥育豚への給与は増体が良好で皮下脂肪を改善する（東北農試） 
・角形コンテナサイロによる地ビール粕の貯蔵・利用技術（東北農研） 
・フスマ重層による豆腐粕サイレージ保存性の向上（大阪府立農林技術センター） 
 
・情報収集の参考となるサイト 等 
みんなの農業広場 http://www.jeinou.com/benri/ 
（社）日本草地畜産種子協会 http://souchi.lin.go.jp/ 
（社）配合飼料供給安定機構 http://mf-kikou.lin.go.jp/topics/topics.htm 
 

有機酸含量(新鮮物中%) 地ビール事業所 貯蔵場所および 
日数 

ｐH 
乳酸 酢酸 酪酸 

乾物率(%)

Ａ事業所 畜産農家 ４日 3.8 0.69 0.01 <0.01 18.8 
Ｂ事業所 事業所内 ６日 4.2 0.70 0.17 0.01 23.7 
Ｃ事業所 東北農研 ２０日 3.6 0.05 0.05 0.07 16.3 

○ 導入時の留意点 

・共同作業で作業の効率化および機械の共同利用で機械費を削減する。 
・牧草収穫機体系で収集する場合は、地耐力がある圃場を優先して行う。 
・生稲わらサイレージをビタミンＡ制御型給与体系で利用する際は、β‐カロテン含量を分析

し把握すること。 
・食品副産物を利用する場合は、栄養成分を把握する。 
・製造途中で排出される粕類は特に変敗しやすいので保管に注意し、変敗したものは給与しな

い。 


