
飼料用米の生産効率化等にかかる優良事例  （Ｋ県）

○ Ｋ県では、県独自の事業を創設し、飼料用米生産ほ場の団地化を推進。

○ 生産者団体や地域農業再生協議会が中心となり、多収性専用品種の導入や飼料用米の需給マッチング、円滑な県内流通

を実施。 

＜生産体制の効率化＞ ＜多収性専用品種の導入＞ ＜需給マッチング、円滑な県内流通＞ 

 Ｋ県では、飼料用米生産の効率化を

図るため、県単独事業により、対象地

区を指定し、団地化の取組を支援。 

 県内のＫ地域及びＹ地域では、

飼料用米の生産性向上や横流れ防止

の観点から、生産者団体が中心とな

り、多収性専用品種の取組を推進。 

《適切な栽培管理やコンタミ防止に向
けた主な取組内容》

○ 地域に合った品種の栽培暦を作成
し、適切な栽培となるよう指導

○ 収穫作業は、個人では行わせず、
原則として受託組合に委託（Ｋ地域）

○ 品種ごとに、乾燥・調製作業を行う
ＲＣ（ライスセンター）、ＣＥ（カント
リーエレベーター）を指定（Ｋ地域）

○ 営農センター毎に集荷日程・集荷
場所を定め集荷（Ｙ地域）

 県域全体をカバーする生産者団体が旗

振り役となり、県内完結型で産地と実需者

とのマッチングを推進。 

 流通経費については、生産者団体によ

る共同計算を実施。 

《Ｋ県産飼料用米の流れ》

生   産   者

ＪＡ集出荷施設等

ＪＡ営業倉庫

配合飼料工場（商系）

大規模畜産農家 畜産農家

《取組概要》

○ 助成内容
多収性専用品種を作付けする２ha以上

の団地に対し、８千円／１０ａを助成

○ 地区指定の要件
飼料用米を５０ha以上生産する地区 

○ 指定された地区
Ｋ市、Ｙ市

○ 団地化の把握

地図上で飼料用
米の作付農地の
団地化を確認

 右図は、団地化の把
握に用いられた地図。

 色付けされた区画は
飼料用米の作付ほ場。
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・ コメ（玄米）の家畜にとっての栄養価（ＴＤＮ※）は、とうもろこしとほぼ同等。 

・ 脂肪酸の含有量の面で、とうもろこしと比べオレイン酸が多く、リノール酸が少ないという特性を有し、豚肉の質が良くなる等の面で注目

されている。 

・ 畜種によって、家畜や畜産物へ与える影響が異なることから、配合割合に差がある。 

  ※TDN：家畜が消化できる養分の総量。カロリーに近い概念。 

飼料用米の畜種別供給量 

（参考） 配合飼料向け供給量47万トンの内訳は、飼料用米9万トン、備蓄米2万トン、ＭＡ米36万トン。 

区分 肉  牛 乳  牛 養  豚 採卵鶏 ブロイラー 合  計

24年度供給量 ２万㌧ ３万㌧ 10万㌧ 16万㌧ 16万㌧ 47万㌧

　　（割合） (4.3%) (6.4%) (21.3%) (34.0%) (34.0%) (100.0%)

○ 配合飼料メーカーへの飼料用米の供給量（平成24年度の実績）

○ コメの飼料としての特性
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区分

配合飼料生産量

配合可能割合

利用可能量 124万㌧ 193万㌧ 90万㌧ 31万㌧

肉　　牛 合　　　計

20% 50% 15% 10% 3%

採卵鶏 ブロイラー 養　　豚 乳　　牛

449万ﾄﾝ619万ﾄﾝ 386万ﾄﾝ 601万ﾄﾝ 311万ﾄﾝ

13万㌧ 453万㌧

広く安定して利用できると思われる水準

区分

配合飼料生産量

配合可能割合

利用可能量 310万㌧ 232万㌧ 180万㌧ 62万㌧

肉　　牛 合　　　計

50% 60% 30% 20% 20%

採卵鶏 ブロイラー 養　　豚 乳　　牛

449万ﾄﾝ619万ﾄﾝ 386万ﾄﾝ 601万ﾄﾝ 311万ﾄﾝ

90万㌧ 874万㌧

調製や給与方法等を工夫して利用すべき水準

区分

配合飼料生産量

配合可能割合

利用可能量 135万㌧ 1,132万㌧

30%

449万ﾄﾝ619万ﾄﾝ 386万ﾄﾝ

30%

採卵鶏 ブロイラー 養　　豚 乳　　牛

601万ﾄﾝ 311万ﾄﾝ

371万㌧ 232万㌧ 301万㌧ 93万㌧

肉　　牛 合　　　計

60% 60% 50%

様々な影響に対し、調製や給与方法を十分に注意して利用しなければならない水準

配合飼料原料に飼料用米を利用した場合の利用量（ケース別の試算）

資料：農水省調べ （生産量は飼料メーカー聞取り、配合可能割合は畜産栄養有識者からの聞取り及び研究報告をもとに試算） 
注：利用可能量は、平成24年度配合飼料生産量に配合可能割合を掛けて算出。 
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○ 牛や豚に飼料用米を給与する場合、消化性を向上させるために破砕や蒸気圧ぺん等の加工処理が必要。 

○ 鶏については、砂嚢（さのう）※を有するため、籾摺をしないで粒の籾米をそのまま給与することが可能。 

○ 最近では、籾摺や乾燥調製をしない低コストの取組として、破砕した籾米に水と乳酸菌を加え密封し、発酵させたSGS（ソフト
グレインサイレージ）も一部地域で行われている。 

○ 飼料用米の利用を進めることで、海外のとうもろこしの状況に左右されにくい国産飼料に立脚した畜産経営が可能。 

   ※砂嚢：歯を持たない鳥類が、飲み込んだ砂や小石とともに食物をすりつぶす器官。「筋胃」「すなぎも」とも呼ばれる。 

 飼料用米の畜種別利用 

畜 種 利用形態 飼料用米の利用に当たっての留意点等 

採卵鶏 

肉用鶏 

籾米（玄米）を粒の

まま利用可能 

・ 採卵鶏の場合、卵黄色が低下（卵の栄養には問題がなく、淡い卵黄色をブランドとして利用する取組もあり。

パプリカ等の色素の添加で黄色の補正も可能） 

・ より高い配合割合で給与する場合、不足する栄養成分を調整する必要（特に籾米給与の場合は、蛋白質や脂

肪が不足） 

豚 

破砕等の加工処理

した玄米（籾米）を

利用 

・ より細かく粉砕する方が消化性が向上 

・ 飼料用米の配合割合を高めると、脂肪酸（オレイン酸、リノール酸）の割合が変化することにより肉質が向上 

肉用牛 

乳用牛 

・ より細かく粉砕する方が消化性が向上 

・ 飼料用米を急に多給すると、ルーメンアシドーシス（ルーメン（第１胃）内が急激に酸性化し、正常な消化・吸収

ができなくなる）が発生するおそれがあるため、家畜の様子を観察しながら徐々に配合割合を上げていくととも

に、粗飼料を十分給与するなどの配慮を要する。 

○ 畜種別の飼料用米の利用形態と利用に当たっての留意点等 

【籾米】 【破砕した籾米】 【ＳＧＳ】 
飼
料
用
米
の
加
工
形
態

 

【玄米】 【破砕した玄米】 
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配合飼料工場における飼料用米の利用事例

 

・牛・豚用配合飼料に用いる玄米は、消化性

を高めるため、粉砕機で粉砕 

・鶏用は、粉砕した玄米と丸粒のままの玄米

を適度に配合して利用 

・玄米の粉砕は、細かく砕くことのできるハン

マー型粉砕機を使用 

（破砕した玄米）

・バラ出荷設備で搬送車に積み込み、畜産

農家に出荷

（搬入される玄米）

搬入・受入 粉砕加工 原料の配合・搬出

（飼料用米を配合した飼料）

・200tタイプのサイロ２本を使用して一時貯留 

・産地を指定して配合する場合は、個別に

管理する必要 

・平成24年度は飼料用米約２万ｔを受入れ 

・数量が少ないため、ライン搬入されている

とうもろこしと異なり、10tトラックでバラ化

した玄米を副原料用の受入口に投入 

■ 飼料メーカーA飼料（株）における配合飼料製造（牛・豚・鶏用）

製造計画に応じて必要な量の飼料用

米（玄米）を工場外でバラ化して搬入

玄米を粉砕加工した後、ラインで送り

他の原料と混合
通常の配合飼料と同様に飼料用米を

含む配合飼料を搬出

・畜産農家においては、飼料用米の配合飼

料を加工調整せず、そのまま家畜に給与
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自家配合などで工夫して飼料用米を給与している事例

■ 青森県 トキワ養鶏（採卵鶏）

籾米を粒のままで、自農場で他

の原料と配合して給与。

（飼料用米の配合割合：６８％）

粒のまま給与
加工（破砕・圧ぺん等） 

して給与 
発酵させて給与（ＳＧＳ）

■ 千葉県 ブライトピッグ千葉（養豚）

自農場で玄米を破砕
  ↓ 

食品残さと混合して液状化飼料 
（リキッドフィード）を製造 

↓ 

肥育豚に給与 

（飼料用米の配合割合：１０％） 

■ 岐阜県 臼井牧場（酪農）

自ら開発した破砕機で籾米を破砕

し、他の飼料原料と配合して給与。

飼料用米の給与量：７ｋｇ/日

（飼料給与量の約２割）  収穫した飼料用米（籾米）を乾燥させること

なく、粉砕・加水・密封してサイレージ発酵さ

せた飼料。 

 嗜好性や保存性に優れ、飼料用米の利用拡大

や、濃厚飼料の代替として注目。 

＊ＳＧＳ：ソフト・グレイン・サイレージ 

（Soft Grain Silage）の略 

SGSとは 

■ 山形県 真室川町農協

生籾米を破砕（既存の籾殻膨軟化
処理機（プレスパンダ-）を活用）

 ↓ 

水と乳酸菌を加え密封し約２ヶ月か
けてサイレージ発酵・長期保存可能 

 ↓ 

畜産農家（酪農、肉用牛）に供給 

【収穫後】 【破砕後】 【SGS】 

■ 大分県 鈴木養鶏場（採卵鶏）

籾米を粒のままで、自農場で他

の原料と配合して給与。

（飼料用米の配合割合：２０％）
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○ 飼料用米の利活用に際しては、単なる輸入とうもろこしの代替飼料として利用するのみならず、その特徴を活か
して畜産物の高付加価値化を図ろうとする取組が見られる。 

○ 国産飼料であることや水田の利活用に有効であること等をアピールしつつ、飼料用米の取組に理解を示す消費
者層等から支持を集めつつある。 

飼料用米を活用した畜産物の高付加価値化に向けた取組

やまと豚米らぶ 

■ 畜産経営：フリーデン（養豚、神奈川県平塚市 （岩手県大東農場））
■ 飼料用米生産：岩手県一関市（主に大東地区）
■ 畜産物販売者：阪急オアシス（関西）、明治屋・ヨシケイ埼玉（関東）
■ 特 徴：

中山間地域の休耕田で生産する
飼料用米を軸に、水田と養豚を
結びつけた資源循環型システムを
確立。飼料用米を15％配合した
飼料を給与し「やまと豚米らぶ」

として販売。

こめ育ち豚 

■ 畜産経営：平田牧場（養豚、山形県酒田市）
■ 飼料用米生産：山形県遊佐町、酒田市

 栃木県那須塩原市、宮城県加美町 等 
■ 畜産物販売者：生活クラブ生活協同組合 等
■ 特 徴：

    産直提携で平成8年から実験 
    取組を開始。平牧三元豚で10％、 
  金華豚で15％飼料用米を配合 
  した飼料を給与。   

豊の米卵 

■ 畜産経営：鈴木養鶏場（養鶏、大分県日出町）
■ 飼料用米生産：大分県内全域
■ 畜産物販売：地元百貨店、直売所等
■ 特 徴：

  飼料用米を20％配合した飼料を給与 
  し、生産した卵を大分県産の米を活用 
  した「豊の米卵（とよのこめたまご）」 
  として販売。  

こめたま 

■ 畜産経営：トキワ養鶏（養鶏、青森県藤崎町）
■ 飼料用米生産：青森県藤崎町
■ 畜産物販売：地元デパート、直売所、

   パルシステム生活協同組合連合会 等 
■ 特 徴：

  飼料用米を最大68％配合した飼料 
  を給与し、卵黄が｢レモンイエロー｣ 
  の特徴ある卵（「こめたま」）を販売。 
  トキワ養鶏のインターネットサイト 
  でも販売を開始。 

とよ こめ たまごまい
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機密性○情報 ○○限り 飼料用米を活用したブランド化の取組事例 ① ～高オレイン酸含量の特徴を活かした取組～

○豚に玄米を１５％混合した飼料を出荷前60日間給与した
試験報告（バラ皮下脂肪内層の総脂肪酸に占める割合）

注）枝肉成績に違いなし （畜草研、（株）フリーデン) 

豚では、飼料用米給与により、脂肪中のオレイン酸割合が
高まり、リノール酸割合が低下

脂肪酸 慣行区 玄米区  （給与効果）

オレイン酸 42.0% 43.5% （1.5%上昇）

リノール酸 9.2%   7.6% （1.6%低下） 旨味に関係するといわれているオレイン酸が増加し、酸化による

風味低下の一因となるリノール酸が減少することで、肉質の向上

が期待できる。

消費者

飼料用米

地域営農組合
堆肥の供給

㈱フリーデン 
 肥育豚

出荷前の６０日間

に飼料用米を給与

岩手県一関市
大東地域

北日本

くみあい飼料㈱

フランド豚肉
やまと豚米らぶ

配合飼料

・脂肪色が白くなる

・オレイン酸が増え、リノール酸が減る

などの効果

H25年度 
78ha、359ﾄﾝ 

ﾄｳﾓﾛｺｼの代替として

飼料用米１５％配合

大手スーパー等

で販売

（株）フリーデン（岩手県）の豚肉の事例

○飼料用米の生産・流通・販売の流れ
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機密性○情報 ○○限り 飼料用米を活用したブランド化の取組事例 ② ～淡い色の黄身の特徴を活かした取組～

○飼料用米を給与した鶏卵の卵黄色の比較

常盤村養鶏農業協同組合（青森県）の鶏卵の事例 

○飼料用米の生産・流通・販売の流れ

稲作農家
（契約農家数131戸） 

消費者

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ ・生協等で
の限定販売

常盤養鶏
採卵鶏

飼料用米の配合割合や

飼育方法の違い（ケージ飼育、

平飼い飼育）に応じたブランド

卵を設定

鶏糞堆肥の還元

飼料用米は飼料製造業者に持ち込まず、農
場で他の飼料原料と混合し給与 

・こめたま：飼料用米68％配合 

・通 常 卵：飼料用米20％以上配合 

飼料用米 

（主に籾米） 

飼料製造業者

配合飼料
H24年度 

789ha 

飼料用米の 
配合割合68％ 

（飼料用米無配合） 

飼料用米の 
配合割合20％ 

卵黄色が淡い卵の特長を 

利用した加工品を製造/販売 

【こめたまホワイトバウムみずほ】

飼料用米を給与した鶏卵は、市販の卵より黄身
の色が淡く、レモンイエローとなる。 

（平飼い飼育） 

保管
倉庫
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