
○ 産地で必要とされている飼料用米保管施設（カントリーエレベーター、飼料保管タンク、飼料用米保管庫等）の整備
を支援。なお、施設整備に伴う産地の負担を軽減する観点から地域の既存施設の有効活用を図ることが基本。

○ 畜産農家が飼料用米を利用するために必要な機械のリース導入や施設の整備を支援。

● 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業
(畜産クラスター事業） （27補正：610億円）

○ 畜産クラスター計画に位置付けられた地域の中心的な経
営体（畜産農家、飼料生産組織等）が、飼料用米を保管・加
工・給餌するために必要な機械のリース整備、施設整備等を
支援。

例：米粉砕機、飼料保管タンク、混合機等の導入

● 強い農業づくり交付金（28予算：208億円の内数、27予算：231億円の内数)

○ 飼料用米の生産拡大に
対応するための施設の新
設・増築や機能向上を支
援。

（※単独施設での整備も可能だ
が、周辺に利用率が低い施設が
あれば、複数施設の再編を行う）

○ 自給飼料（飼料用米を含む）
の生産拡大に対応するために
必要な保管・加工施設等の整備
を支援。

（※長期の利用供給に関する協
定を締結すること等が条件）

畜産農家が受益となる施設

例：TMRセンターに飼料用
米保管タンクを増設

● 産地パワーアップ事業
（27補正：505億円）

○ 地域一丸となって収益力
強化に計画的に取り組む産
地に対し、飼料用米の生産
拡大に対応するための施設
の新設・増築や機能向上を
支援。

（※単独施設での整備も可能だ
が、周辺に利用率が低い施設が
あれば、複数施設の再編を行う）

例１：飼料用米のカントリーエ
レベーターを新設

例２：カントリーエレベーターを
増築し、飼料用米にも対応

稲作農家が受益となる施設

46 飼料用米の利用拡大のための機械・施設整備等に対する支援
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47 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

○ 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。

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（品種：ふくひ
びき、いわいだわら）を15％配合した飼料を
給与し「やまと豚米らぶ」として販売。

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（品種：タカナリ、ホシアオバ、
クサホナミ）を20～30％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（品種：みなゆたか、べこごのみ）
を 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

まい

まい米牛

■ 畜産経営：ＪＡしまね出雲肥育牛部会員
■ 飼料用米生産：ＪＡしまね出雲地区
■ 畜産物販売者：ＪＡ直営スーパー（ラピタ）、

地元スーパー、焼き肉店（藤増牧場直営） 等
■ 特 徴：

採卵鶏農家を中心に飼料用米の利用が開始され（「こめたまご」）、
飼料用米の生産拡大に伴い、肉用牛肥育農家等にも利用が拡
大。飼料用米（品種：みほひかり）を20％以上添加した配合飼料を
10ヶ月以上給与した牛を「まい米牛」としてブランド化。

（参考） 豚肉１ｋｇ（店頭価格2560円※1）生産のために約１kg程度の飼料用米※2を給与（飼料用米１kgへの水田活用の直接支払交付金交付額：160円程度）。

※1 総務省家計調査におけるH26年豚肉小売価格より各都市の小売価格の単純平均価格 
※2 （豚肉１kg生産のために必要な飼料7kg）×配合割合15％ ≒ １kg 59



■飼料用米生産コスト低減推進チームの検討状況

○ 飼料用米については、「『日本再興戦略』改訂2015」（平成27年６月30日閣議決定）において、多収品種の開発や、コストの削
減、担い手への農地集積・集約化等を加速させ、10年後にコスト削減や単収増により生産性を２倍に向上（担い手の60kg当た
りの生産コストを５割程度低減）させるとの目標を設定するなど、その本作化に向けた取組を進めているところ。

○ 農林水産省では、この目標の確実な達成に向け省内関係部局が一体となって現場における生産コスト低減に向けた取組を
一層推進するため、「飼料用米生産コスト低減推進チーム」を設置し「飼料用米生産コスト低減マニュアル」を公表

第１回 飼料用米生産コスト低減推
進チーム会合には、森山農林水産大
臣が出席し、具体的なコスト低減の
検討を指示しました。

時期 内 容

平成27年
8月～9月 生産コスト低減に係る取組

事例の把握

10月16日 第1回会合
・推進チーム立ち上げ

11月13日 第2回会合
・関係者からの意見聴取①

12月 1日 第3回会合
・関係者からの意見聴取②
・マニュアル案について

12月15日 第4回会合
・マニュアル案について

12月17日 マニュアルの公表

・第1回会合（平成27年10月16日）

第2回 推進チーム会合にも、森山
農林水産大臣が出席。コスト低減に
取り組む先進地域から意見を伺い
ました。

・第2回会合（平成27年11月13日）

第3回 推進チーム会合では、飼料
会社や養豚業者から利用者側の意
見を伺うとともに研究開発から意見
を伺いました。

・第3回会合（平成27年12月1日）

第4回 推進チーム会合には、森山
農林水産大臣が出席。「飼料用米
生産コスト低減マニュアル案」の検
討を行いました。

・第4回会合（平成27年12月15日）

■マニュアルの公表（平成27年12月17日）

本チームにおける検討の節目として、現場の
農業者が取り組みやすい飼料用米のコスト低
減策を示した「飼料用米生産コスト低減マニュ
アル」を作成し、公表しました。なお、より現場
に寄り添ったものとするため、現場での失敗事
例とその対応を整理し、本マニュアルの掲載
ホームページに追加掲載しています。

（以下はマニュアル紹介パンフレット）

48 飼料用米生産コスト低減の取組
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（参考）aff 2015 7月号より

■一般の米の単収

約530kg/10a

■飼料用米を多収生産した

場合の単収

約1,000kg/10a

■ 趣 旨

飼料用米生産農家の生産水準の向上を推進するため「飼料用米多収日本一」を開催し、生産技術
の面から先進的で他の模範となる経営体を表彰し、その成果を広く紹介する。

■ 実施主体
・（一社）日本飼料用米振興協会
・農林水産省

■ 内 容
全国の飼料用米生産者のうち

①多収品種（知事特認含む）で、
②作付面積がおおむね１ha以上、
③生産コスト低減等に取り組む経営体からの応
募を受け、平成28年産飼料用米の10a当たりの
収量が優れる経営体を表彰します。

■ スケジュール

３月15日 森山農林水産大臣から会見で発表

５月２日 応募開始

６月30日 応募締切

翌年１月末 確定収量の報告

２月 審査

３月 表彰式

■ 褒賞区分
・農林水産大臣賞
・政策統括官賞
・全国農業協同組合中央会会長賞
・全国農業協同組合連合会会長賞
・協同組合日本飼料工業会会長賞
・日本農業新聞賞

49 「飼料用米多収日本一」について
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50 食料・農業・農村基本計画本文（米関係抜粋）

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策
２．農業の持続的な発展に関する施策
（６）需要構造等の変化に対応した生産・供給体制の改革

高齢化や世帯構成の変化、ライフスタイルの多様化等が進む中
で、加工・業務用需要の増加など需要構造等の大きな変化に対応
するとともに、輸出拡大も見据えた生産・供給体制の整備を推進
する。

① 米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の生産拡大
高齢化、人口減少等による米の消費の減少が今後とも見込まれ

る中で、米政策改革の着実な推進により需要に応じた生産を推進
するとともに、優れた生産装置である水田をフルに活用し、食料
自給率・食料自給力の維持向上を図るため、飼料用米等の戦略作
物の生産拡大を推進する。
ア 米政策改革の着実な推進

需要に応じた生産を推進するため、水田活用の直接支払交付
金による支援、中食・外食等のニーズに応じた生産と播種前契
約、複数年契約等による安定取引の一層の推進、県産別、品種
別等のきめ細かい需給・価格情報、販売進捗・在庫情報の提供
等の環境整備を推進する。

こうした中で、定着状況をみながら、平成30年産からを目途
に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定す
る需給見通し等を踏まえつつ、生産者や集荷業者・団体が中心
となって円滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行
政、生産者団体、現場が一体となって取り組む。

また、それまでの間、行政による生産数量目標の配分の工夫
等の必要な関連する施策全般について、工程を明らかにしなが
ら取り組む。

イ 飼料用米等の戦略作物の生産拡大
飼料用米、米粉用米、麦、大豆等の戦略作物については、水田

活用の直接支払交付金による支援と下記の取組により、生産性を
向上させ本作化を推進する。品目ごとの生産努力目標の確実な達
成に向けて、不断に点検しながら、生産拡大を図る。また、その
他の作物も併せその需給動向について必要に応じて情報提供す
る。
飼料用米については、全国、地方ブロック、各県（産地）段階

に整備した関係機関からなる推進体制を活用し、米産地と畜産現
場の結び付け等の各種課題の解決に向けた取組を推進する。ま
た、地域に応じた栽培体系を確立するため、多収性専用品種の開
発と導入や新たな栽培技術の実証を推進する。さらに、生産・流
通コストの削減と安定的な供給・利用体制の構築を図るため、担
い手への農地集積・集約化を加速化しつつ、既存施設の機能強化
や再編整備、新たな施設、機械の導入等を推進するとともに、紙
袋からフレキシブルコンテナや純バラ（トラックの荷台等に米を
バラで直積み）での流通への転換、シャトル輸送（帰り便の活
用）、配合飼料工場を通じた供給体制の整備、畜産農家における
利用体制の整備等を推進する。
米粉用米については、多様な用途に対応した加工技術の改良、

開発及びその普及による加工コストの低減、新たな米粉製品の開
発等の取組を推進する。
麦、大豆については、実需者ニーズに対応した生産・供給を推

進するため、地域条件に適応する生育特性や加工適性、多収性を
備えた新品種の開発と導入に取り組むとともに、ほ場条件を踏ま
えた排水対策や地力維持に資する輪作体系等の栽培技術の開発と
導入を推進する。

基本計画本文（米関係抜粋）
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品目

食料消費の見通し 生産努力目標
（万トン）

克服すべき課題

１人・１年当たり消
費量（kg/人・年）

国内消費仕向量
（万トン）

平成
２５
年度

平成
３７
年度

平成
２５
年度

平成
３７
年度

平成
２５
年度

平成
３７
年度

米
米粉用米、
飼料用米を

除く

57 53 857 761 859 752
〇 食の簡便化志向、健康志向等の消費者ニーズや外食・中食等のニーズへの対応
○ 行政による生産数量目標の配分に頼らない需要に応じた生産
○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、資材費の低減等による生産コストの低減

米粉用米 0.1 0.7 2.0 10 2.0 10

○ 終製品価格を押し上げている製粉コストの低減や新たな米粉製品の開発
○ 米粉の特性、メリット、新製品等の情報の十分な伝達
○ 多収性専用品種の導入や地域条件に応じた栽培技術の確立等を通じた収量向上
○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、資材費の低減等による生産コストの低減

飼料用米 - - 11 110 11 110

○ 実需者ニーズに応じた安定生産と畜産経営における利用拡大
○ 多収性専用品種の導入や地域条件に応じた栽培技術の確立等を通じた収量向上

○ 農地の集積・集約化、新技術等の開発・導入、飼料原料用としての生産管理手法の導入、資材費の低
減等による生産コストの低減

○ 飼料原料用としての供給・利用体制の整備による流通コストの低減

品目

10a当たり収量 作付面積 品目別自給率

（単位：kg） （単位：万ha） （単位：％）

平成２５年度 平成３７年度 平成２５年度 平成３７年度 平成２５年度 平成３７年度

米
米粉用米、飼料用米を除く

530 540 160 139

96 97米粉用米 512 580 0.4 1.7

飼料用米 511 759 2.2 14

平成37年度における食料消費の見通し及び生産努力目標（米部分抜粋）

食料自給率目標

注：平成25年度の米（米粉用米・飼料用米を除く）の10a当たり収量は、作物統計における水稲（米粉用米を含み、飼料用米を除く）の値であり、平年収量を用いている。
米粉用米、飼料用米、小麦、大麦・はだか麦及び大豆の平成25年度の10a当たり収量の実績は平均収量である。

注：国内消費仕向量は、１人・１年当たり消費量に人口（平成25年度 1億2,730万人、平成37年度（推計） 1億2,066万人）を乗じ、これに減耗量（米ぬかなど）等を加えたものである。

＜参考データ＞
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・フレキシブルコンテナの
利用（機械化に
よる省力化等）

担い手への農地集積・集約等

● 今後１０年間で全農地面積の８割を担い手に集積
・ 分散錯圃の解消
・ 農地の大区画化、汎用化

大規模経営に適合した品種

作期の異なる品種の組合わせ

作期を分散することで、同じ人数で作付
を拡大でき、機械稼働率も向上

コシヒカリ コシヒカリミルキーサマー あきだわら

作業ピークを分散

１日当たり
作業量

作業時期

多収品種

直播栽培（育苗・田植えを省略）

（実証例）

労働時間
18.4時間/10a→13.8時間/10a

（移植） （直播）

費用（利子・地代は含まない）

103千円/10a →93千円/10a
（移植） （直播）

無人ヘリの活用も可能

単収
530kg/10a→700kg/10a
（全国平均） （多肥栽培で単収増）

生産費
16千円/60kg（全国平均）

→13千円/60kg（試算）

ＩＣＴを活用した作業管理

作業が
短期間に集中

省力栽培技術の導入

・土壌診断に基づく施肥量
の適正化（肥料の自家配
合等）、精密可変施肥

生産資材費の低減

農業機械の低コスト仕様

・ 基本性能の
絞り込み

・ 耐久性の
向上

故障リスクに対応した
農機サービスの充実

・交換部品の迅速供給など
故障リスクを軽減するサー
ビスの充実・強化が必要

⇒作業ロスの回避、機械
所有の効率化

肥料コストの低減

未利用資源の活用

合理的な農薬使用

・発生予察による効果的か
つ効率的防除

・輪作体系や抵抗性品種の
導入等の多様な手法を組
み合わせた防除（IPM）

⇒ 化学農薬使用量抑制

・鶏糞焼却灰等の利用

⇒土壌改良
資材のフレコン利用
（20kg袋比７%低価格化）

⇒基本性能を絞った海外
向けモデルの国内展開等

（標準モデル比２～３割の
低価格化）

作業のムダを見つけて手順を改善

（実証例）

田植え作業時間
1.62時間/10a→1.15時間/10a
（補植作業時間の削減）

⇒農業機械の長寿命化

≪KPI≫
今後10年間で産業界の努力も反映して担い手の米の生産コストを現状全国平均（１万６千円／60kg）から４割削減する。

目指す姿：農地集積・集約の加速化及び省力栽培技術・品種の開発・導入等により、生産コスト低減を実現

（参考） 米の生産コスト（２５年産）

全国平均 ：１万５千円/60kg
１５ha以上層：１万１千円/60kg

⇒従来品比
７%低価格化

鉄コーティング種子

 日本再興戦略において、「今後10年間で、全農地面積の８割（現状約５割）が担い手によって利用され、資材・流通面での産業界の努
力も反映して担い手のコメの生産コストを、現状全国平均（１万６千円/60kg）から４割削減」することを成果目標（KPI）として決定。

 担い手への農地集積・集約を加速化するとともに大規模経営に適合した省力栽培技術・品種の開発・導入を進め、産業界の努力も反
映して農機具費等の生産資材費の低減を推進。
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52 米の生産コスト低減に向けた具体的な取組



9,819 

15,430 

12,419 
10,408 

8,772  9,371 
7,841  8,278  7,897  8,179 

11,632

18,094

14,812

12,455

10,881 10,886

9,296 9,616 9,043 9,420

15,416

25,510

20,307

16,586

14,522 14,181

12,012 12,228 11,761 11,558

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

平均 0.5ha未満 0.5～1.0ha 1.0～2.0ha 2.0～3.0ha 3.0～5.0ha 5.0～7.0ha 7.0～10.0ha 10.0～15.0ha 15.0ha以上

家族労働費、自己資本利子・自作地地代を除く生産費

家族労働費

自己資本利子及び自作地地代

平均
作付面積

出典：平成26年産米及び麦類の生産費

（円）

1.6ha 0.3ha 0.7ha 1.4ha 2.4ha 3.9ha 5.8ha 8.4ha 12.2ha 19.7ha
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53 全国における作付規模別 60kg当たり米生産費（平成26年産）



54 販売目的で作付けした水稲の作付面積規模別農家数（平成17～26年）

上段（農家数） ： 千戸
下段（割合） ： ％

平成17、22年は、「農林業センサス」、その他の年は、「農業構造動態調査」の調査結果に基づくもの。

（農林業センサスは全数調査であるが、農業構造動態調査は標本調査である。）

ラウンドの関係で計と内訳の合計が一致しない場合がある。

注：

計 3ha未満 3ha～5ha 5ha～10ha 10ha以上 計 1ha未満 1ha～2ha 2ha～3ha 3～5ha 5ha以上

20 6 4 7 3 1,383 1,022 244 64 35 18

(100.0) (30.0) (20.0) (35.0) (15.0) (100.0) (73.9) (17.6) (4.6) (2.5) (1.3)

18 4 4 6 3 1,351 987 250 59 34 21

(100.0) (22.2) (22.2) (33.3) (16.7) (100.0) (73.1) (18.5) (4.4) (2.5) (1.6)

18 4 4 6 4 1,308 943 246 60 37 22

(100.0) (22.2) (22.2) (33.3) (22.2) (100.0) (72.1) (18.8) (4.6) (2.8) (1.7)

17 4 4 5 4 1,259 904 231 63 37 24

(100.0) (23.5) (23.5) (29.4) (23.5) (100.0) (71.8) (18.3) (5.0) (2.9) (1.9)

17 3 4 5 4 1,225 880 226 59 35 24

(100.0) (17.6) (23.5) (29.4) (23.5) (100.0) (71.8) (18.4) (4.8) (2.9) (2.0)

16 4 3 5 4 1,144 843 190 54 35 22

(100.0) (25.0) (18.8) (31.3) (25.0) (100.0) (73.7) (16.6) (4.7) (3.1) (1.9)

17 5 3 5 4 1,141 827 194 53 37 29

(100.0) (29.4) (17.6) (29.4) (23.5) (100.0) (72.5) (17.0) (4.6) (3.2) (2.5)

15 4 3 5 4 1,042 763 174 48 33 24

(100.0) (26.7) (20.0) (33.3) (26.7) (100.0) (73.2) (16.7) (4.6) (3.2) (2.3)

14 3 3 4 3 1,013 732 171 50 34 26

(100.0) (20.0) (20.0) (26.7) (20.0) (100.0) (72.3) (16.9) (4.9) (3.4) (2.6)

14 3 3 4 4 982 702 170 50 33 27

(100.0) (20.0) (20.0) (26.7) (26.7) (100.0) (69.3) (16.8) (4.9) (3.3) (2.7)

平成25年

平成17年

平成18年

平成19年

平成24年

平成26年

平成20年

平成22年

平成23年

北海道 都府県

平成21年
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今後の主な取組

 28年産についても、27年産同様に、作付制限、吸収抑制対策等及び収穫後の検査を組み合わせる
ことにより安全確保を図る。

○ 米については、作付制限、吸収抑制対策及び収穫後の検査を組み合わせることにより安全確保を図る。

○ 農地の反転耕等による除染やカリ施肥等による吸収抑制対策を実施。

○ 福島県では、24年産米、25年産米、26年産米と同様、27年産米でも県全体で全袋検査（28年６月28日時点で約 1,049万袋）

を実施。検査結果は全て基準値以下。

カリ施肥

K

CsCs K
K

K K
KKCs

K

カリ施肥による稲の吸収抑制対策

土壌中のカリ濃度が
適正な場合

放射性セシウムの
吸収は抑制される

米の全袋検査
26年産及び27年産の福島県の米の全袋検査結果

0

1

2

3

～25 25～50 50～75 75～100 100～

平成26年産
平成27年産

⽞⽶中の放射性セシウム濃度（Bq/kg）

検
査
点
数
の
割
合
︵
％
︶

100

（平成28年６⽉28⽇現在）

99.98％
（11,009,834）

99.99％
（9,118,099）

0.02％
（1,910）

0.02％
（566）

0.0001％
（12）

0.0001％
（10）

0.00002％
（2）

0.00001％
（1）

0.00002％
（2）

0％
（0）

（総検査点数 約1,101万点）

（総検査点数 約1,049万点）

55 米の放射性物質濃度低減に向けた継続的検査と技術指導
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56  27年産以降の米の作付等に関する方針 【① 避難指示区域】

対象地域 作付の取扱い

作付制限○ 帰還困難区域

○ 居住制限区域

○ 避難指示解除準
備区域

作付再開準備

管理計画を策定し、作付再開に向けた実証栽培を実施。

立入が制限されており、作付・営農は不可。

営農が制限されており、除染後農地の保全管理や市町村の管理
の下で試験栽培を実施。

※ 役場機能の移転等避難の状況により、きめ細かな管理が困難な市町村では、農地保全・試験栽培
を行うことも可能。

また、除染の進捗状況によっては、全量生産出荷管理を行うことも可能。

農地保全・試験栽培

※ 市町村の管理の下での試験栽培は可能 （収穫物は原則廃棄）。

※ 地域の状況に応じて、作付再開準備を行うことも可能。
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56 27年産以降の米の作付等に関する方針 【② 避難指示区域以外の地域】

対象地域

農家ごとに、吸収抑制対策
を実施し、検査（全戸検査）
した後に出荷。

作付の取扱い

全戸生産出荷管理

○ 前年が作付再開準備の地
域

○ 前年産米で基準値超過が検
出された地域

○ 前年が全量生産出荷管理
の地域であって前年産米
で基準値超過が検出され
なかった地域

○ 前年産米で50 Bq/kg超の
あった地域

○ その他の地域

全量生産出荷管理

管理計画を策定し、飯米・縁故米を含む全てのほ場で吸収
抑制対策を実施、もれなく検査（全量管理、全袋検査）し、順
次出荷。

旧市町村又は市町村ごと
に抽出検査を行った後に出
荷。

地域単位で抽出検査

農家リストを作成し、検
査予定数量等を把握した
上で全袋検査を行うことで
、順次出荷が可能。

全戸生産出荷管理の地域では、
農家ごとに吸収抑制対策を実施。

福島県の場合
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