
青刈りとうもろこしの作付け拡大

○ 近年、青刈りとうもろこしについては、地域の状況に適合した新品種の育成・普及や省労力収穫機（細断型ロールベー
ラー）の開発・普及等により、作付拡大の環境整備が進展。

○ 作付面積は、近年、減少傾向で推移してきたが、これらの環境整備に加え、平成１９年の飼料穀物価格の高騰もあり、北
海道を中心に作付面積が増加に転向。

○ 青刈りとうもろこし作付面積（ｈａ）

メリット 課題

・ 牧草に比較し、高栄養で
高収量が期待できる。

・ 配合飼料使用量の低減
が可能。

・ 生産の労力が必要 （省
力的体系への移行が必
要）。

・ 地域の状況に適合した
優良品種の普及。

青刈りとうもろこし生産技術の向上

■細断型ロールベーラーによる省力的収穫作業

■冷涼な地域向けや暖地での２期作向け品種の育成

年度 Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９
Ｈ２０

（見込み）

全国 87,400 85,300 84,400 86,100 90,800

北海道 36,600 35,600 35,900 38,300 43,300

北海道の道東地区に適した
雌穂割合が高く耐冷性が高
い新品種「ぱぴりか」

西南地方での２期作に適した
南方さび病に強く雌穂収量が
高い新品種「なつむすめ」
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ﾛｰﾙﾍﾞｰﾙ
体系

従来
体系

作業人数(人） 2 3～6

10a当たり
作業時間（分）

45 30

10a当たり総労働
時間（分）

90 120



草地改良の推進について

○ 草地は、善良な管理に努めても土壌固化や雑草の侵入により１０年程度で生産性が低下。
○ このため、マメ科牧草の活用による良質粗飼料の確保や簡易草地更新技術の導入による低コスト化等により効率的・

効果的な草地改良が必要。

区 分 ７年 １５年 １６年 １７年 １８年 １９年

牧草作付面積(千ha) A ５８４ ５７４ ５７０ ５６８ ５６５ ５６２

草地改良・整備面積 (千ha)B ２８ ２２ １９ ２３ ２２ １８

草地改良率 (%)  B/A 4.8 3.8 3.3 4.1 3.9 3.3

○草地更新の状況

草地更新の技術

○優良品種の活用
アルファルファなどのマメ科牧草の活

用によりタンパク質が豊富で良質な粗
飼料を確保（寒冷地向けの品種開発が
進展）

アルファルファ

ガレガ

○簡易草地更新技術
施肥・播種・鎮圧等の草地更新作業が

一工程で完了（省労力・低コスト化）

資料：北海道農政部調べ

○草地の経年的な劣化
単収
（t/ha）

草地改良後経過年数（年）

草地改良によ
る改善必要

資料：北海道農政部調べ
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１ｈａ当たり

完全更新 簡易更新

起土・砕土・整地 5時間51分

1時間18分
施肥 1時間

播種 26分

鎮圧 1時間

所要時間計 8時間17分 1時間18分

資料：(独)家畜改良センター宮崎牧場調べ



コントラクターの普及・定着

○ コントラクターによる労働負担の軽減及び飼料生産作業の効率化・低コスト化を促進することが重要であること
から、作業受託を新たに開始する場合の受託面積に応じた助成や機械・施設の導入を支援。

○ この結果、平成１５年の３１７組織から１９年には４７９組織に拡大し、飼料収穫面積の１割以上を担う存在。
○ 引き続きコントラクターの設立・育成を推進するとともに、既存のコントラクターの経営の高度化により、経営体質

を強化し、安定した飼料生産を推進することが重要。

営農集団等

２６４（５５%)
有限会社

８１(１７%)

農協

４９(１０%)       

農事組合法人

４８(1０%)

株式会社１９
公社１８

稲わら等収穫
５千ha

耕起等
８千ha

堆肥散布等
３４千ha(１８%)  

飼料生産関連
３０千ha(１７%)

耕種作業等
３５千ha
(１９%)

飼料収穫

１１８千ha(６４%)

Ｈ１５年度 Ｈ１９年度

組織数（全国）

北海道

九州

３１７組織

１２２

７４

４７９組織

１７２

１２６

利用農家数（全国）

北海道

九州

２２，２９２戸

７，２６９

８，０２４

２０，３７６戸

８，１７２

７，３４８

受託面積（全国）

北海道

九州

８９，５４６ha
７８，６８３

４，０４１

１１８，２７０ha
１０４，９１２

４，２４２

組織数・受託面積等の推移

※受託面積は飼料収穫作業の受託面積

形態別組織数（H19）

作業別受託面積（H19）

○コントラクターのうち、
も多い経営形態は

営農集団等で全体の
約６割を占め、有限会社、
農協がこれに次いでいる。

○総受託面積のうち約６割が
飼料収穫作業面積となって
いる。
次いで、耕種作業等、
堆肥散布等が大きな

ウエイトを占めている。

※耕種作業等とは、水稲・大豆・麦等の
移植・播種・収穫作業等である。

○北海道・九州を中心にコントラクターの設立が
進展。コントラクターは全国の飼料収穫面積の
１割以上を担っている。
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ＴＭＲセンターの普及・定着

ＴＭＲセンターの組織数

○ 食品残さと粗飼料（稲ＷＣＳ、空港の乾草）を組み合
わせた発酵ＴＭＲを年間８，０００トン製造。

○ ビニールパックに詰めて脱気・密封して発酵させ、
酪農家１３戸と肉牛肥育経営１法人に供給。

○ 稲ＷＣＳは地域のコントラクターから購入。

コントラクターやＴＭＲセンターの効果

○ ＴＭＲ（完全混合飼料）を畜産経営に供給するＴＭＲセンターは、飼料生産労働力不足への対応や、良質飼料
の供給を推進する上で重要であることから、その施設・機械整備への助成等の支援を実施。

○ この結果、平成１５年は３４組織であったＴＭＲセンターは、平成１９年には７３組織に拡大。
○ 北海道では、コントラクター業務を行いつつ、自給飼料を積極的に活用した大規模なＴＭＲセンターが育成され、

また、都府県においても粗飼料と地域資源を組み合わせて利用する取組を開始。

TMR（total mixed rations）とは、粗飼料､濃厚飼料、ミネラル、ビタミン、添加物等を混ぜ合わせ、必要な栄養素をすべて含んだ混合飼料。配合設計
に基づき良質な飼料が安価で生産できるメリットがある。

Ｈ１５年 Ｈ１９年

組織数 ３４ ７３

（うち北海道） （７） （３１）

コントラクターのメリット ＴＭＲセンターのメリット

・高性能機械の活用により品質
が向上。

・個別農家の機械費を削減。
・農地利用集積により作業が

効率化。

・成育ステージに応じた良質混
合飼料を通年給与可能。

・エコフィード等の未利用資源が
活用可能。

・飼料原料調達コストの低減。

共通のメリット

・均質な飼料調製による品質の安定化。
・飼料生産コスト削減。
・飼料生産の外部化により酪農家のゆとりを創造。

【ＴＭＲセンターの事例】

食品残さと粗飼料を組み合わせた
発酵ＴＭＲセンターの製造

（鳥取県鳥取市、（有）ＴＭＲ鳥取＊）

＊ 鳥取県畜産農協が出資
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水田・耕作放棄地を活用した放牧の推進

○肉用牛の水田放牧の実施状況

資料：農林水産省畜産振興課調べ

○ 飼料費節減や飼養管理、飼料生産作業の省力化によるコストダウンの観点から放牧への取組が有効。

○ 近は、低コストなソーラー電気牧柵、効果的なダニ忌避剤が開発されたことも相まって、肉用繁殖牛の水田や耕作放棄

地への放牧が全国的に増加傾向。

○ 今後、耕作放棄地の解消や棚田保全の観点から、転作田、野草地など多様な土地を利用した放牧が期待。

○耕種側
・農地保全、耕作放棄地の解消。
・鳥獣害の軽減。
・地域活性化。

○畜産側
・労働時間の削減。
・購入飼料費の削減。
・牛の繁殖成績が向上。

メリット 課題

・放牧牛の確保。
・周辺への理解醸成。
・牛の移動時の労力確保、関連
施設の設置。

・衛生対策。
・放牧実施のための指導者等の
育成。

ゆずりお牧場（滋賀県東近江市）の活動

耕作放棄地地図の作成

地域住民が参加した牧場開き

○ 集落の過疎化等により野生獣の農作物
被害が顕著化し、耕作をあきらめる農地が
目立つようになる。

○ 集落と行政(県、市）が検討を重ね、平成

１８年度から耕作放棄地での和牛放牧によ
るシカ・イノシシの追い払い、景観の改善・
再生への取組を開始。

＜平成１８年度の取組＞
・ 野生獣の出没する山沿い１．３haを電気牧柵で囲い

放牧地（「ゆずりお牧場」と命名）を形成。
・ 滋賀県畜産技術センターの繁殖和牛４頭を放牧。
・ 県などの指導の下、集落で牛・施設を管理。

○ 集落では、放牧により農作物被害が減少
するなど多くの効果が得られる。

＜効果＞
・ 周辺の野生獣による農作物被害が減少。
・ 耕作放棄地が保全され景観が著しく改善。
・ 家畜とのふれあいなどで家族や集落での話題づくり。
・ 放牧の管理で高齢者の活躍の場。
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酪農における放牧の取組について

北海道八雲町Ａ牧場の事例

＜概況＞
○規模 70頭(うち経産牛46頭）

草地面積 60ha（放牧専用23ha、採草専用30ha、兼用7ha）
○乳量(搾乳牛通年換算1頭あたり） 7,237kg（道平均7,736kg の94% ）
○生産コスト

搾乳牛1頭あたり：361,850円（道平均472,409円の77%）
○配合飼料使用量

搾乳牛1頭あたり 1,300kg(道平均2,126kgの60%）
○草地の掃除刈りや追播による適正な維持管理

※平成18年の数値（道平均は平成18年度牛乳生産費）

○ 主に酪農において、草地から 大限の栄養価を得るため、放牧地を複数に区分して牧草の状況にあわせて牛を移動させて
管理する放牧が取り組まれている。

このような集約的放牧で安定的な生産を行うためには、草地管理や飼養管理等の放牧技術の習得が不可欠。

○ 集約的放牧は、資本の投入を極力抑えることにより、生乳販売収入の中から所得を 大限引き出す「低コスト・高所得率」が
期待されるが、現状ではこのような放牧主体の酪農経営はわずか。

○ この他、公共牧場等において、放牧による後継牛の育成が行われ酪農経営をサポートしている。

＜主なメリット＞

・ 購入飼料の価格変動の
影響が小さい。

・ 飼料生産やふん尿処理
にかかる経費、労働時間
が節約でき、経営にゆとり

ができる。

・ 牛が健康になり、発情が
発見しやすくなり、診療や
医薬品に要する費用の低
減が可能。

＜課 題＞

・ 未熟な放牧による牛の損耗
や乳量の低下を防止するため、
優良草地の確保や十分な技
術の習得が必要。

・ 放牧を行うための土地の集

積が必要。

・ 多くの地域では冬期の放牧

による飼料確保が難しいため、
冬期間の飼料の確保が必要。

・放牧技術指導者（放牧伝道師）
の育成（H20年までに延べ

１２９名受講）。

・放牧ｻﾐｯﾄ等による現地研修会
（H20年度北海道300名参加）

平成8年より放牧主体の飼養
管理に転向、乳量は減少した
が、飼料費や衛生に要する費
用の低減により収益を確保。

配合飼料価格高騰時におい
ても影響が小さく、経営の安定
的な継続を実現。

＜放牧に対する指導等＞
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未活用資源の飼料としての活用推進

・ 飼料の自給率向上のため、エコフィード（食品残さ利用飼料）を推進。また、改正食品リサイクル法（H19年12月施行）に基づ
く基本方針等において、再生利用に当たっては、飼料化を優先することが明確化。

・ 「安全性確保のためのガイドライン」の制定（H18年8月）や「エコフィード認証制度」の実施（H21年3月）による安全性及び品
質の確保を推進。

・ これらの結果、エコフィードの利用量は着実に上昇。（H15年度8万TDN㌧→H19年度22万TDN㌧）
・ さらに、地域・広域の両面からエコフィードの利用促進を図ることが重要。

エコフィードの利用状況

再生利用等実施率と目標

万TDNトン

年度

目標値
（49万TDN㌧）

基準値

19年度実績

※トレンド値：3.4万TDN㌧増／年88
14 17

22

業 種 H19年度現在 H24年度目標

食品製造業 ７７％ ８５％

食品卸売業 ５９％ ７０％

食品小売業 ３１％ ４５％

外食産業 １６％ ４０％

エコフィード利用の取組事例

・ 小田急グループの計28店舗他で発生する食品残さを飼料化施設（小田急フード
エコロジーセンター）に保冷車で搬入。

・ 加水、加熱、発酵の処理により、養豚用のリキッド飼料を製造。
・ 単なるリサイクルの推進ではなく、高付加価値の豚肉生産を目的としており、生産

した豚をグループ内外で販売するという地域循環畜産の「環」を構築。（H20年９月：
再生利用事業計画認定）

小田急グループ等で販売

食品関連事業者食品関連事業者 飼料化業者（小田急フード
エコロジーセンター）

飼料化業者（小田急フード
エコロジーセンター）

畜産農家等畜産農家等

小田急グループ28店舗他から、25㌧／
日の食品残さを保冷車で収集

静岡県、長野県、神奈川県等の
養豚農家に販売・給与

畜産物の
生産

タンクローリーで
農家に配送

リキッド飼料の生産（選
別・破砕・加水・混合・
殺菌・発酵）
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エコフィード認証制度について

畜産農家

エコフィードを給与することで、循環型社会の構
築や、飼料自給率の向上、飼料費の削減等が可
能となります。 また、エコフィードを利用した畜産
をＰＲすることも可能です。

エコフィードを給与することで、循環型社会の構
築や、飼料自給率の向上、飼料費の削減等が可
能となります。 また、エコフィードを利用した畜産
をＰＲすることも可能です。

給与

食品産業

飼料化施設

排出される食品残さを「食品循環資源」
として家畜の飼料に加工するため、適
正な分別・保存を行い、良質な飼料原
料を提供します。

排出される食品残さを「食品循環資源」
として家畜の飼料に加工するため、適
正な分別・保存を行い、良質な飼料原
料を提供します。

食品循環資源や製品の品質管理及
び製造管理等を行い、良質な飼料の
製造や栄養成分の維持等に努めま
す。

食品循環資源や製品の品質管理及
び製造管理等を行い、良質な飼料の
製造や栄養成分の維持等に努めま
す。

今後の予定

食品産業

認証されたエコフィードを給与して生
産された畜産物について、一定の基準
を満たしたものを「エコフィード利用畜産
物」として認証する仕組みを検討する予
定です。

認証されたエコフィードを給与して生
産された畜産物について、一定の基準
を満たしたものを「エコフィード利用畜産
物」として認証する仕組みを検討する予
定です。

収集・運搬

販売・消費

副産物・余剰品等

食品循環資源を利用した飼料のうち、
一定の基準（食品循環資源利用率、栄
養成分等）を満たす飼料を「エコフィー
ド」として認証します。

食品循環資源を利用した飼料のうち、
一定の基準（食品循環資源利用率、栄
養成分等）を満たす飼料を「エコフィー
ド」として認証します。

認証機関
【エコフィード認証】
・ ｴｺﾌｨｰﾄﾞの名称の利用
・ 認証マークの使用

加工（飼料化）

（社）日本科学飼料協会

販売

エコフィード認証制度は、食品循環資源を利用した飼料について、一定の基準（食品循環資源の利用率や栄養成分等）を満た
す飼料をエコフィードとして認証することで、食品リサイクルへの関心と理解を深めるとともに、積極的な食品循環資源の飼料
化を推進することを目的としています。（申請を５件受理し、現在審査中。）
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米国
とうもろこし（99%）
こうりゃん（48%）
大麦（42%）

アルゼンチン
とうもろこし（1%）
こうりゃん（6%）

我が国の飼料穀物輸入量
米国のとうもろこし需給

カナダ
大麦（23%）

オーストラリア
こうりゃん（35%）
大麦（32%）

中国
こうりゃん(9%)

注：括弧内の％はH20年次輸入量の各穀物の国別シェア
資料：財務省「貿易統計」、USDA 「World Agricultural Supply and Demand Estimates (June 10, 2009)」、 USDA 「World Market and Trade (June 10, 2009)」

農林水産省生産局畜産部畜産振興課「流通飼料価格実態調査」

注：その他とは、小麦、えん麦、ライ麦である。

世界のとうもろこしの輸出状況

○飼料穀物の輸入量は、近年、やや減少傾向で推移。主な輸入先国は、米国、オーストラリア、カナダ、アルゼンチン、中国 。

○飼料穀物のほとんどは輸入に依存しており、特にとうもろこし・こうりゃん・大麦は、米国・オーストラリアに大きく依存。

○近年、とうもろこしではウクライナ、ルーマニア、こうりゃんではインドからの輸入がみられる。

(万トン）
H18年 H19年 H20年

とうもろこし 1,240 1,206 1,188
こうりゃん 118 100 90
大麦 112 120 97
その他 39 28 18
合計 1,509 1,454 1,393

（百万トン）
07/08 08/09 09/10

（見込み） （予測）

331.2 307.4 303.2
0.5 0.4 0.4

261.7 263.9 268.2
飼料用 150.8 135.9 130.8
エタノール用 76.9 95.3 104.1
その他 34.0 32.8 33.3

61.9 44.5 48.3
41.3 40.6 27.7
12.8 13.2 8.7期末在庫率（％）

輸入量

期末在庫量

生産量

輸出量

国内需要量

08/09

（見込み）

輸出量

（百万㌧）
（割合）

①米国 44.5 (57.1%)

②ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 10.0 (12.8%)

③ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 7.0 (9.0%)

世界計 77.9 (100.0%)

とうもろこし

 1,206

 50%

こうりゃん

 124

 5%

その他穀類

 179

 7%

大豆油かす

 325

 14%

その他油かす

 118

 5%

糟糠類

 256

 10%

動物性飼料

 77

 3%

豆類,

11

 0%

その他

 158

 6%

配合・混合飼料の原料使用量
（平成20年度）

［計2,455 万㌧］

※デンプン質が多
く使いやすいとう
もろこしが５割を
占める。

上段：使用数量(万トン)
下段：割合(％)
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50

100

150

200

250

300

06.1 4 7 10 07.1 4 7 10 08.1 4 7 10 09.1 4 7 10

ドル/トン

(06.7/3)
96

（243ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ）

(07.2/22)
171

（435ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ）

(08.6/27)
297

（755ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ）

　(09.6/26)
151

（384ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ）

　(09.6/2)
177

（450ｾﾝﾄ/ﾌﾞｯｼｪﾙ）

配合飼料価格に影響を与える要因の動向

○ とうもろこしの国際価格（シカゴ相場）は、バイオエタノール向け需要の増加等から高騰し、さらに主要産地の天候不順等もあり約３００ドル／トン
まで大幅に上昇。その後、世界的不況による需要減退、豊作予測等から相場は急落したが、直近では１００ドル台半ば／トン（３ドル台後半／
ブッシェル）で推移。大豆油かすについても、とうもろこしと同様の動き。

○ 海上運賃（フレート）は、昨年は堅調な船舶需要や原油価格の高騰の影響等により大幅に上昇し、その後急落したものの、直近では５０ドル／

トン程度で推移。一方、為替相場は、昨年８月以降円高傾向で推移してきたが、直近では９０円台後半／ドル程度で推移。
○ 近の価格動向の特徴として、①原油相場、株式市場等の経済指標が穀物相場の主材料となる傾向、②投機資金が穀物相場に流入し、相場

の変動に影響、③米国でとうもろこしのバイオエタノール需要が増加基調にあり、とうもろこしの需給構造に変化。

注：ｼｶｺﾞ相場の日々の終値である。（資料：生産局畜産部畜産振興課調べ）

＜とうもろこしのシカゴ相場の推移（期近物）＞ ＜為替相場の推移＞

＜海上運賃の推移（ガルフ～日本）＞

注：09年３月までの数値は実績値、09年４月以降は推計値

＜配合飼料価格の推移＞

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

06.1 4 7 10 07.1 4 7 10 08.1 4 7 10 09.1 4 7

円／ﾄﾝ

(06.7)
43,250

(07.12)
54,028

(08.9)
64,664

(08.11)
67,627

(09.4)
52,100

(09.3)
55,416

(09.7)
55,000

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

06.1 07.1 08.1 09.1

ドル／トン

(06.7)
39.7

(07.11)
120.6

(09.5)
48.2

(08.5)
147.2

(08.12)
23.6

90

100

110

120

130

06.1 07.1 08.1 09.1

円／ドル

(06.7)
116

(09.5)
96

(07.6)
123

(08.3)
101

(08.8)
109

(09.1)
90
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配合飼料価格安定制度の概要

異常補てん基金

（社）配合飼料供給安定機構

通常補てん基金

（社）全国配合飼料供給安定基金
（全農系）

（社）全国畜産配合飼料価格安定基金
（専門農協系）

（社）全日本配合飼料価格・畜産安定基金
（商系）

畜産経営者

積立金1/2

積立金1/2

積立金

積立金

通常補てん金

異常補てん金

国

配合飼料
メーカー

異常補てん金

異常補てん基金

国とメーカーが

拠出

・当該四半期の輸入原料価格が直
前１か年の平均と比べ、１１５％を
超えた場合

（20年度内の特例措置として、20
年７－９月期から異常補てんの発
動基準を112.5%に引き下げ）

通常補てん基金

生産者と飼料

メーカーが拠出

・当該四半期の配合飼料価格が直
前１か年の平均を上回った場合

○ 制度の仕組み ○ 発動条件等

○ 我が国の畜産経営においては、生産費に占める配合飼料の割合が高いことから、配合飼料価格の上昇が大きく影響。

○ 配合飼料価格安定制度は、配合飼料価格の上昇が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、

①民間（生産者と配合飼料メーカー）の積立による「通常補てん」と、

②異常な価格高騰時に通常補てんを補完する「異常補てん」（国と配合飼料メーカーが積立）の二段階の仕組みにより対応。
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配合飼料価格安定制度による補てんの実施状況

○ 昨年までの配合飼料価格の高騰に対して、通常補てんは、18年10－12月期以降９期連続して発動（補てん総額：約２，６３

０億円）。異常補てんは、19年１－３月期以降３期連続及び20年４－６月期以降３期連続で発動（補てん総額：約９００億円）。

○ 補てん金の支出増による基金残高の減少に対応して、国は、異常補てん基金積み増しのために、20年度の第一次補正予

算で85億円、21年度予算で50億円を確保。通常補てん基金に対しては、財源不足時の市中銀行からの借入金900億円に対

する異常補てん基金からの利子助成に加え、さらに約292億円の長期無利子貸付を実施。

補てん額約３，５３０億円（うち、通常補てん約２，６３０億円、異常補てん約９００億円）

○ 補てんの実施状況

26

約42,600円

２０年１月

配合飼料価格 （建値）

（約１,800円）

（約1,750円）

異常補てん

（1,860円）

（約１,530円）

（約600円）

（約100円）

（約2,000円）

４月

（約１,850円）

異常補てん

（3,829円）

異常補てん

（3,097円）
通常補てん

（5,550円）

通常補てん

（4,553円）

通常補てん

（4,371円）

通常補てん

（4,640円）

通常補てん

（1,600円）

７月

通常補てん

（7,800円）

通常補てん

（8,983円）

１０月

（約5,050円）

異常補てん

（1,517円）

１０月７月４月１９年１月１０月

通常補てん
（5,252円）

（約2,500円）

67,600円

２１年１月

実質農家負担額

64,800円

62,800円

58,100円

54,100円

異常補てん

（3,398円）

通常補てん

（4,002円）

４月

約57,400円

異常補てん

（2,398円）

７月

約59,950円

(約 11,900円)

55,700円

１０月

52,100円

（約3,600円）

約2,900円

55,000円



○ 我が国の飼料穀物の備蓄は、主要な飼料穀物（とうもろこし・こうりゃん）の国内需要量の概ね１ヵ月分を備蓄するものとして、
①配合飼料供給安定機構が行うとうもろこし、こうりゃんの備蓄６０万トン、②これを補完する国が行う米の備蓄３５万トンを実
施している。

○ このほかに、備蓄受託者（配合飼料メーカー等）に対して、一定の在庫（概ね１ヵ月分）を確保することを義務づけ。
○ 飼料穀物の備蓄は米国におけるハリケーンや台風による船舶の遅延等により飼料穀物の不足が見込まれる場合に備蓄穀

物を備蓄受託者に放出（貸付け）することで、配合飼料の安定供給に一定の効果。

○我が国における備蓄の状況

注 上記はとうもろこし・こうりゃんの放出実績であり、売渡しではなく貸付で対応。

年 度 貸付数量 要 因

１５年度 １７．７
中国産とうもろこしの輸出停止による米国産とうも
ろこしへのシフト集中等

１６年度 ２２．７
中国のとうもろこし輸出停止、ミシシッピ川の水位
上昇による物流障害に伴う船舶到着の遅延等

１７年度 ２８．６
Bt10の検出及び検査対応による荷渡し遅延及び
ハリケーン（カトリーナ、リタ）の影響によるミシシッ
ピ川積出港の機能不全

１８年度 １６．９
台風による荷揚げ遅延、イリノイ川凍結及びガル
フ悪天候による船混み等

１９年度 ９．８ 台風、荒天による船舶遅延等

２０年度 ９．１
ハリケーン（グスタフ）の影響等に伴う船舶到着の
遅延、荒天による船舶遅延

○備蓄穀物の貸付状況
単位：万㌧

配合飼料供給安定機構が行う備蓄
・機構が主体となり、配合飼料メーカー等（備蓄

受託者）に備蓄穀物の保管を委託。
・備蓄受託者に支払う保管料は国が補助。

とうもろこし、こうりゃん ６０万㌧

国が行う備蓄
・政府自らが実施主体となり、政府が指定する

倉庫に保管。

米 ３５万㌧

上記のほか、機構から備蓄穀物の保管を受託
している備蓄受託者（配合飼料メーカー等）に対
して、一定の在庫を確保することを義務付け
（約９５万㌧、概ね需要量の１ヵ月分）。

９５万㌧

国内需要量の
概ね１ヵ月分

備蓄関係 （１）我が国における飼料穀物備蓄の状況
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は輸出禁止、 は輸出税の賦課、輸出枠設定等

資料：農林水産省作成（平成21年6月22日現在）

注：撤廃された措置：① 輸出禁止（カンボジア（コメ）、ベトナム（コメ）、ブラジル（政府米）、インド（とうもろこし）、カザフスタン（小麦）、セルビア（小麦、とうもろこし、大豆等））、インドネシア（米）

② 輸出税賦課（ロシア（小麦、大麦）ベトナム（コメ）、キルギス（小麦、ひまわり等）、

③ 輸出枠（カンボジア（コメ）、ウクライナ（小麦、とうもろこし等））

【中国】

・米､小麦､大豆等：増値税(付加価値税)の輸出還付の取消し
(2007年12月～)や輸出税賦課(2008年1月～)を実施(2008年
11月までは､とうもろこし､そば等についても輸出税を賦課)注:
輸出税賦課措置については2009年7月1日をもって廃止され
る予定。

【中国】

・米､小麦､大豆等：増値税(付加価値税)の輸出還付の取消し
(2007年12月～)や輸出税賦課(2008年1月～)を実施(2008年
11月までは､とうもろこし､そば等についても輸出税を賦課)注:
輸出税賦課措置については2009年7月1日をもって廃止され
る予定。

【アルゼンチン】

・小麦/小麦粉､とうもろこし、大豆､牛
肉、乳製品等：輸出枠の設定や輸出
税賦課を実施

【アルゼンチン】

・小麦/小麦粉､とうもろこし、大豆､牛
肉、乳製品等：輸出枠の設定や輸出
税賦課を実施

【タンザニア】

・食用作物：輸出を禁
止(2008年5月～)

【タンザニア】

・食用作物：輸出を禁
止(2008年5月～) 【インド】

・小麦(2007年9月～)、米(2007年10月～)
等：輸出を禁止；・タマネギ：輸出許可制(2007
年10月～)

【インド】

・小麦(2007年9月～)、米(2007年10月～)
等：輸出を禁止；・タマネギ：輸出許可制(2007
年10月～)

【エジプト】

・米：輸出許可制と輸
出税賦課を実施
(2009年2月～(それま
での輸出禁止は解
除))

【エジプト】

・米：輸出許可制と輸
出税賦課を実施
(2009年2月～(それま
での輸出禁止は解
除))

【パキスタン】

・小麦：政府契約を除
き輸出を禁止(2008
年1月～)

【パキスタン】

・小麦：政府契約を除
き輸出を禁止(2008
年1月～)

【ボリビア】

・小麦粉等：輸出を禁
止(2008年5月～)

【ボリビア】

・小麦粉等：輸出を禁
止(2008年5月～)

【バングラデシュ】

・米：輸出を禁止(2008
年5月～)

【バングラデシュ】

・米：輸出を禁止(2008
年5月～)【ネパール】

・米､小麦：輸出を禁
止(2008年4月～)

【ネパール】

・米､小麦：輸出を禁
止(2008年4月～)

【台湾】

・米：輸出許可制

(2008年4月～)

【台湾】

・米：輸出許可制

(2008年4月～)

【モロッコ】

小麦､大麦、米等：
輸出ライセンス制
の対象（2008年７
月～)

【モロッコ】

小麦､大麦、米等：
輸出ライセンス制
の対象（2008年７
月～)

【インドネシア】

・米：輸出許可制

(2008年4月～)

【インドネシア】

・米：輸出許可制

(2008年4月～)

備蓄関係 （２）農産物の輸出規制の状況
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○ 青刈りとうもろこしの作付拡大
（H16 8.7万ha → H20 9.1万 ha）

○ 草地改良の推進・省力化
簡易更新 （１ 時間１８ 分）

← 完全更新 （８ 時間１７ 分）

○ エコフィードの利用拡大
（H15 8万TDN㌧ → H19 22万TDN㌧ ）

○ エコフィード認証制度
（現在５業者申請中）

○ 水田・耕作放棄地での放牧
水田放牧（H15 439 ha

→ H20  1,308 ha）

○ コントラクターの普及・定着
受託面積（H15 9.0万 ha 

→ H19 11.8万 ha）

・稲WCSの生産・利用の拡大
（H16 4,375ha → H20 8,931 ha）

○ ＴＭＲセンターの普及・定着 組織数（H15 34 → H19 73 組織）

飼料自給率目標

(H19) 25％ → (H27) 35％

うち粗飼料

７８％ → 100％

うち濃厚飼料

１０％ → 14％

○ 世界的な人口増等により、世界の食料需給はひっ迫基調で推移する見通し。
○ 国際的な穀物価格の変動に翻弄されない足腰の強い畜産経営を育成していくためには、国産飼料の生産・

利用の拡大が重要。

・飼料用米の利活用の推進
（H16 44ha → H20 1,611 ha）

国産飼料生産・利用拡大に向けた取組

・配合飼料価格安定制度

→ 昨今の穀物価格上昇に
３，５００億円の価格補填

・飼料穀物備蓄制度
→ 直近２年間で１８．９万トンの

備蓄穀物貸付

・担い手育成、法人化等の
農家経営体質強化

・衛生飼養管理技術の普及、開発

・改良による家畜の生産性向上
等

飼料の安定供給に向けた取組

ま と め
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