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≪国産粗飼料供給量の推移≫

１

（千TDNﾄﾝ）

平成2年:5,310千TDNﾄﾝ

平成19年:4,277千TDNﾄﾝ

≪食品産業の食品残さ発生量・再生利用の状況（平成15・19年度）≫

（単位：千トン）

肥料 飼料 メタン化
油脂及び
油脂製品

その他

11,342 6,796 2,515 2,379 204 408 1,291

100% 60% 22% 21% 2% 4% 11%

11,342 5,060 2,024 1,720 0 304 1,012

100% 45% 18% 15% 0% 3% 9%

年度
食品廃棄物等
の年間発生量

再利用量への仕向け量

19

15



食料需給見通し （１）世界の穀物の需給見通し

穀物及び大豆の国際価格の見通し

実績 見通し

資料：農林水産政策研究所「2018年における世界の食料需給見通し
－世界食料需給モデルによる予測結果－」

世界の食料需給については、中国、インドなどの新興国の人口増加と食生活の改善等により、今後もひっ迫基調で
推移すると予測され、もはや「経済力さえあれば自由に食料が輸入できる」時代ではなくなってきている。

年

【参考】
世界食料サミット（96年）
における削減目標

億人

8.3億人
9.6億人

1995-97 2008 20150

4

5

6

8

9

7

年年年

世界の栄養不足人口の推移

資料：FAO「The State of Food Insecurity in the World」、FAO及びWFPホームページより
農林水産省作成

過去10年余りで
１億人以上増加

4.1億人

２



食料需給見通し （２）穀物及び大豆の品目別需給見通し

３



γ

国産飼料の生産・利用拡大のメリット

国民全体から見た意義 畜産農家から見たメリット

34%50%16%

＜畜産物からの供給熱量（399kcal/人日）の内訳＞
輸入畜産物の割合

輸入飼料で生産されている割合

国産飼料で生産されている割合（拡大を推進）

４

○食料自給率の向上

○食料自給力の向上
飼料作物の作付等により水田を活用し、有事の際には食用
の作物を作付けすることも可能。また、湿田等において稲発
酵粗飼料や飼料用米を作付けた場合は、水田のまま利用
することも可能。

飼料自給率の向上により、食料自給率が向上。

飼料用米 主食用米

供給熱量(kcal/人日) 0.6 3.6

自給率寄与度(%) 0.02 0.14

＜水田１万haに飼料用米と主食用米を作付けた場合の比較＞

※飼料用米を作付けた場合の供給熱量等に
ついては、家畜を経由して換算したもの。

○生産コストの低減

○畜産経営の安定化

40

60

80

100

03/07 04/07 05/07 06/07 07/07 08/07

配合飼料（補てん後）

牧草サイレージ

青刈りトウモロコシ

＜1TDNkgあたり飼料購入コスト及び自給飼料生産コストの推移＞

※出典：畜産物生産費、畜産振興課調べ。

自給飼料価格は外的要因に左右されにくく安定的に推移するため、
計画的な畜産経営に寄与。

エコフィード（ドライ）の平均販売価格は25.8円／kg。
配合飼料（平均価格：55円／kg）の一部をエコフィード

で代替することで、飼料コストの低減が可能。

※H21年1月調査

／kg

国産畜産物の割合

直接的なカロリー供給の
寄与は小さいが、水田の
機能維持が可能。

＜エコフィード（ドライ）の価格分布＞件数

円



国産飼料の生産・利用拡大の取組

国産飼料に
立脚した畜産の確立

○ 水田の活用（耕畜連携）

・稲発酵粗飼料
・飼料用米の利活用

・水田放牧
・水田裏利用
・稲わら

○ 耕作放棄地の活用 (繁殖牛放牧）

・飼料費の節減
・農地の保全
・鳥獣被害防止

○ 集約放牧の推進（酪農）

・購入飼料費の節減

・収穫労力軽減
・飼養管理労力軽減

○ コントラクターの育成

・収穫労力軽減
・生産費用の節減
・所得の増加

○ ＴＭＲセンターの育成
（完全混合飼料）

・飼料給与時間の短縮
・生産乳量の増加
・飼養規模拡大

○ エコフィード等未利用資源の利用推進
・購入飼料費の低減
・飼料原料の多元化

・未利用資源（食品残さ等）の有効活用

○ 青刈りとうもろこしの拡大
○ 高位生産性草地への転換

・単収の向上

・生産費用の軽減

集約放牧

耕作放棄地放牧

飼料収穫作業

ＴＭＲ調製プラント

青刈りとうもろこし

稲発酵粗飼料

飼料用米の利活用

○ 輸入飼料原料に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜産に転換するため、水田や耕作放棄地、食品残

さ等の資源をフル活用し、国産飼料の生産・利用を拡大。

余剰食品の飼料化

焼酎粕の飼料化

５



「飼料自給率向上特別プロジェクト」について

農業団体戦略会議 都道府県戦略会議

○ 食料・農業・農村基本計画における飼料自給率目標達成のため、国、都道府県、農業者・農業団体、食品産業事業者、飼
料関係団体等が、有識者の助言を得つつ、適切な役割分担の下、一体となって、「飼料自給率向上に向けた行動計画（以下
「行動計画」）を策定、実行、点検する「飼料自給率向上特別プロジェクト」を発足（平成１７年５月１２日発足）。

○ 上記の関係者等による「飼料自給率向上戦略会議」の下、全国及び地域、各団体ごとに行動計画に沿った取組を展開し、
その成果を定期的に点検。

全国飼料増産行動会議

飼料自給率向上のため、省内の関係局庁が連
携して行う取組を決定

飼料自給率向上の
ため、都道府県がそ
れぞれ、あるいは連
携して行う取組を決
定、推進

飼料自給率向上の
ため、農業団体がそ
れぞれ、あるいは連
携して行う取組を決
定、推進

機動的に行動する
ため個別の「行動

会議」をおく

飼料自給率向上戦略会議

戦略会議の下、自給飼料増産のため、関係団体、都道府県と
一体となった具体的な取組を推進

全国エコフィード推進行動会議

戦略会議の下、エコフィード推進のため、関係団体、都道府県と
一体となった具体的な取組を推進

役割を明確にする
ため、「主体」ごと
に戦略会議を置く 飼料自給率向上のため、関係者が一体となって行動計画を策定、実行、点検

農林水産省戦略会議

６



国産飼料の生産動向及び自給飼料の推移

○ 全国の飼料作物作付面積及び収穫量の推移 ○ 飼料自給率の推移（全国・酪農経営）

○ 全国の飼料作物作付面積は、飼料基盤の確保の遅れや労働力不足等により減少傾向で推移。畜産経営における自給
飼料の割合も低下傾向。

○ 粗飼料自給率（全国）は、牛の飼養頭数も減少したこと等もあり横ばい、濃厚飼料自給率（全国）についても、国内でエコ
フィード等の利用が行われる程度で横ばいで推移。

○ 平成19年からの配合飼料価格の高騰を受けて関係者一体となった取組により、平成20年度は10年ぶりに飼料作物

作付面積が拡大。また、水田を有効活用し、濃厚飼料原料となる飼料用米の生産・利用も推進。

７

*H20年は速報値



稲発酵粗飼料の生産・利用の拡大

褐毛和種雌牛の牛肉中のビタミンＥ含量

○ 稲発酵粗飼料（稲ＷＣＳ）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、
水田での作付が増加。

○ 稲ＷＣＳ専用の収穫機械の普及や産地づくり交付金の活用等により、平成１６年から２倍以上に作付面積が拡大。
○ 排水不良田でも生産できる良質な粗飼料として、耕種農家・畜産農家の双方にメリットを有している。

※ 稲ＷＣＳとは、稲の穂と茎葉を丸ごと乳酸発酵させた粗飼料（ホールクロップサイレージ：Whole Crop Silage）のことをいう。

○ 稲WCSの作付面積（ｈａ）

メリット 課題

・排水不良田等でも作付が可能。

・通常の稲作栽培体系とほぼ同じ
で取組みやすい。

・連作障害がない。

・良好な栄養価を有し、牛の嗜好
性も高い。

・長期保存が可能。

・低コスト栽培技術の導入や多収
品種の開発によるコスト低減。

・生産者と需要者の間での供給計
画策定。

・効率的な保管・流通体制の確立。

・品質の向上・安定化が必要

稲発酵粗飼料をめぐる試験研究の進展

■高性能ロールベーラーによる品質向上

■稲発酵粗飼料を活用した高品質牛肉生産の取組

細断型
飼料イネ専用機
（２０年２月発売）

稲発酵粗飼料給与でブランド化した牛肉「はまさり牛（褐毛和種）」
(埼玉県)
ビタミンＥの増加効果等により牛肉の脂質酸化や肉色劣化の抑制が期待

Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
（見込み）

４，３７５ ４，５９４ ５，１８２ ６，３３９ ８，９３１

○ 生産・利用体系

ロールをラッピン
グして保管。内部
で発酵してサイ
レージになる。

専用収穫機による収穫、ロール形成作業

メリット：
・長期保存が可能。
・嗜好性が高い。
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飼料用稲専用機で調製したサイレージの品質

後 後 後

稲発酵粗飼料を用いた
褐毛和種雌牛の肥育
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（畜産草地研究所 中西 2007） ８



【トピックス】 稲発酵粗飼料コーディネーター育成研修について

○ 農林水産省は、稲発酵粗飼料の現場における取組を推進するため、（独）家畜改良センターにおいて、全国の希望者を
参集した｢稲発酵粗飼料コーディネーター育成研修｣を平成１７年から毎年実施。

○ これまでに、１５１名が育成されており、今後、現場段階における技術指導や耕種農家と畜産農家のマッチング等の活
動の担い手となることが期待。

研修受講者の推移

年度 １７ １８ １９ ２０

受講者数 ３１ ３１ ３４ ５５

延べ人数 － ６２ ９６ １５１

コーディネーターに期待すること

○ 稲ＷＣＳの適切な生産方法の指導
○ 耕種農家と畜産農家のマッチング
○ 稲ＷＣＳの給与方法等の指導
○ 関係補助事業等、関係情報の伝達
○ 取引価格や流通方法等、他事例の紹介

稲ＷＣＳの品質について
稲ＷＣＳの面積は拡大しているものの、現場段階では、

その定着に向けて、品質面等の課題が散見。

良品質ＷＣＳ カビの発生（廃棄処分）

研修カリキュラム

内 容

１日目 ■ 自給飼料増産の課題と推進方策（行政担当者）
■ 飼料をめぐる情勢と稲発酵粗飼料の取組推進

について（行政担当者）

２日目 ■ 水田における飼料作物生産拡大の意義
（研究者）

■ 稲発酵粗飼料の栽培・収穫・調製技術
（研究者）

■ 稲発酵粗飼料の給与技術（飼料設計の考え方）
（研究者）

■ 地域における耕畜連携の進め方（稲発酵粗飼
料の生産拡大先進事例に学ぶ耕種農家と畜産
農家の仲介のあり方） （行政担当者）

主に、県庁、県地方農林事務所、県普及センター、県家畜保
健衛生所、県畜産試験場、県畜産会（畜産協会）、機械販売
会社、飼料会社、種苗会社の方が受講。

９



飼料用米の利活用の推進

(単位：ha）

年度 17 18 19 20(見込み)

292
出所：生産局畜産部畜産振興課調べ。

1,61110445全国計

○ 飼料用米の作付面積

○ 飼料用米の作付面積については、地域水田農業活性化緊急対策等の支援措置（平成１９年度補正）を活用しつつ、平成

２０年度に前年の５倍以上に拡大。

○ 農林水産省では、平成２１年を水田フル活用転換元年と位置付け、４月に成立した米粉・エサ米法に基づき推進方針を明

確にするとともに、従来を上回る支援により飼料用米の本格的な生産・利用に向けた取組を拡大。

○ 飼料用米の利活用を推進するためには、①畜産経営にメリットのある価格で提供されること（低コスト生産・流通体制の確

立）、②飼料用米に対する消費者の理解増進、③耕畜連携による安定的な生産・利用体制の構築などが必要。

○ 飼料用米の推進に係る 近の取組について（抜粋）

【メリット】 【課題】

（稲作農家）

・ 水田の有効利用。

・ 通常の稲作栽培体系と同じで

取り組みやすい。

・ 農機具などの新規投資不要。

・ 連作障害がない。

（畜産農家）

・ 輸入とうもろこしより安ければ、

配合飼料の原料として利用が可

能。

・ 長期保存が可能。

・ 配合飼料の場合、特別な設備

や手間が不要。

・ 輸入とうもろこしとの価格差の
縮小。

・ 生産者と製造事業者、畜産農
家等が連携した安定した供給計
画の策定。

・ 低コスト生産や多収品種の種
子の安定供給。

・ 保管・流通体制の確立。

・ 配合飼料の原料として本格的
に取り扱うには、既存施設の見
直し等配合飼料工場の条件整
備。

【２１年度当初予算】
水田等有効活用促進交付金の創設（２１年４月～）

飼料用米の拡大面積に応じて55,000円／10aを助成

米粉・エサ米法の成立（２１年４月）

■趣 旨：米穀の新用途（米粉用・飼料用等）への利用を促進
し、我が国の貴重な食料生産基盤である水田を 大

限に活用して食料の安定供給を確保
■支援措置：農業改良資金の貸付対象者に製造事業者を追加、

貸付期間の延長（１０年以内→１２年以内）

【２１年度補正予算】
需要即応型生産流通体制整備緊急対策事業の実施
（２１年５月～）

飼料用米の生産面積に応じて25,000円／10aを助成
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飼料用米の推進に係る 近の取組について

時期 内 容

【H21】

１月～ ■飼料用米の需要と供給のマッチング活動の展開

■飼料用米の現地推進活動の展開

4月～ ■飼料用米等に対する新たな面積当たり助成の開始
（水田等有効活用促進交付金 ５．５万円／１０ａ）

■飼料用米等の生産拡大に必要な機械・施設整備への支援を
開始

（農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 補助率１／２）

■飼料用米の利活用に関するモデル実証の継続
（飼料用米導入定着化緊急対策事業）

■飼料用米等の作業受託を開始するコントラクターへの
面積助成の継続（農作業受託システム拡大緊急対策）

■飼料用米等を促進する法案等の成立
（米粉・エサ米法、米トレサ法、食糧法改正）

■経済危機対策における追加の面積助成の開始
（需要即応型生産流通体制整備緊急対策、２．５万円／１０ａ）

■飼料用米の栽培マニュアルの作成・公表

■多収性品種マニュアルの作成・公表

■飼料用米の現地推進活動の展開

■畜産農家のニーズを把握(9月～10月)
（飼料用米の受入希望数量を農家ごとに把握）

■水田農業推進協議会に情報を提供
(12月上旬)
（飼料用米の受入を希望する数量、農家名等）

地域の生産予定を畜産農家に伝達
■飼料用米の生産意向を調査（12月）

（地域水田協に飼料用米作付予定の有無を聞
きとり）

■畜産団体を通じて畜産農家に情報を提供
（１月中旬）
（飼料用米を生産予定の地域名）

畜産農家の希望数量を水田協に伝達

マッチング活動の支援

栽培マニュアル、多収性品種マニュアル

多収米栽培マニュアル

平 成 ２ １ 年 ４ 月

新しい多収米品種
―加工用米及び飼料用米等、新規需要米の生産に向けて―

平 成 ２ １ 年 ４ 月

11



○ 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ている。

○ 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。

【トピックス】 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（まい）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：岩手県一関市大東地区
■ 畜産物販売者：明治屋（関東）、阪急オアシス（関西）等
■ 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
型システムが確立。
２０年から独自名称で販売。

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：生活クラブ生協協同組合 等
■ 特 徴：

消費者と生産者を結ぶ取組で
あり、飼料用米の生産拡大を
受けて、２１年から販売する豚
肉は全量｢こめ育ち豚｣に拡大。

こめたまご

■ 畜産経営：千葉県旭市養鶏農家（４戸）
■ 飼料用米生産：千葉県旭市等
■ コープネット事業連合での店舗販売
■ 特 徴：

２０年１１月～２１年４月までの
限定販売。
飼料原料のとうもろこし６０％
のうち２０％を飼料米に置き
換えて生産。
今後は、販売再開、拡大も検討。

玄米玉子

■ 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：

飼料用米を約６割給与。
飼料用米高配合の特徴である卵黄
が｢レモンイエロー｣の玉子として
販売。
今後、トキワ養鶏のインターネット
サイトでの販売を開始。
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水田における耕畜連携の推進
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○ 近年、稲発酵粗飼料、飼料用米による連携が大幅に拡大。
○ 従来は、酪農・繁殖・肥育牛農家が中心であったが、近年の飼料用米の取組においては、養豚、養鶏農家との

連携に拡大。
○ また、稲発酵粗飼料や飼料用米を給与した畜産物について、肉質等品質の変化や国産飼料の利用等をアピー

ルしつつ、高付加価値化を図る等、新たなメリットを求める耕畜連携の取組が生まれつつある。

稲発酵粗飼料、飼料用米の作付面積

連携のメリット

対象畜種

飼料・たい肥
の供給

さらなる価値
の創造

牛 豚・鶏

【耕畜連携の 近の動き（イメージ）】

飼料用米の取組拡大等により、畜種・メリットともに拡大する傾向

これまで

今後

飼料用米稲発酵粗飼料

13
平成21年1月9日（日本農業新聞）



○ 稲発酵粗飼料の作付面積が平成２０年度に前年より２,６００ｈａ増加する等、水田における粗飼料生産が拡大。
○ 今後は、地域内の耕畜連携にとどまらず、広域的な連携の下で、粗飼料の広域流通により一層の耕畜連携を進

めることが課題。

【トピックス】 耕畜連携を推進する粗飼料の広域流通の取組

○粗飼料で農地を有効活
用したいが、畜産農家
が近くにいない。

○個人で遠くに運ぶのは
難しい。

○飼料の保管場所がない。
収穫した飼料の管理が
できない。

○国産粗飼料が欲しいが作
り手が近くにいない。

○個別農家間の取引では
不安。

○保管場所がないので、必
要な時に持ってきて欲し
い。

○初めて使う飼料は不安。

以下の問題を抱えている地域を支援

A町の畜産農家 B町の耕種農家

国産粗飼料増産対策事業（21年度新規）

○粗飼料の広域流通拠点整備に必要な機械・施設を補助
（補助率：１／２）

○畜産農家が行う粗飼料・畜産物の分析費用等を支援

①拠点を設置
飼料を保管・管理

【ＪＡ等】
②飼料を搬入
【耕種農家】③拠点の飼料を

広域流通・販売
【飼料販売会社】

④飼料を購入
【畜産農家】

Ｂ町
Ａ町

⑤評価結果を伝達
して取組に反映

Ａｆｔｅｒ

畜産農家のメリット 耕種農家のメリット

○近くに耕種農家がいなくても、

国産粗飼料の安定確保が可能

○飼料保管場所が不要

○産地で品質管理されるため、

安心して取引可能

○飼料・畜産物の分析費用が助成

され、新しい飼料の特色を把握

可能

○近くに畜産農家がいなくても飼料作

物生産で農地の有効活用が可能

○収穫した飼料の保管場所が不要

○収穫した飼料の管理が不要

○飼料の運搬や販売事務手続きが

不要

○産地で飼料生産に取り組むため、

均質・高品質な飼料の安定供給

が可能
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