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現行の酪農・肉用牛の経営安定対策の概要 ①

加工原料乳生産者経営安定対策加工原料乳生産者補給金制度

加工原料乳価が下落した場合の経営への影響緩和を目的に、 生産者と
国が拠出して造成した積立金から補てん。

生産者 国((独)農畜産業振興機構)

拠出 助成(生産者 )

加工原料乳地域（北海道）の生乳の再生産の確保等を図ることを目的
に、加工原料乳の生産者に補給金を交付。

加工原料乳価は団

補てん基準価格
(直近3年平均)

生産者積立金
全
国
平

拠出 助成(生産者:国=1:3)

補てん

差額

＝65円／kg 程度

加工原料乳価は団
体と乳業者間で決定

生産者の
手取り

乳業者の
支払分

加
工
原
料
乳
価

(直近 年平均)平
均
取
引
価
格 a a+1 a+2 a+3

差額 差額×8割
＝11.85円／kg

補給金の対象数量（限
度数量）は毎年度決定
（21年度：195万㌧）

Ａ団体Ｂ団体Ｃ団体

政府から
の交付分

補
給
金

格 a
年度

a+1
年度

a+2
年度

a+3
年度

（21年度：195万㌧）

チーズ等向け生乳が基準となる数量を上回って供給された場合に奨励金を交付。

生乳需要構造改革事業

(１４)万トン

【２０】万トン 新規拡大12円/kg

奨励金

(１４)万トン

【２０】万トン 新規拡大12円/kg

奨励金

５３万トン

７万トン
５５．５万トン

(１４)万トン

５２万トン

１１．５万トン

（６１．５）万トン前年度から
の増加数量

基準数量を上回
る数量

チーズ・生クリーム・
発酵乳向け生乳の
供給数量

増加実績10円/kg

５３万トン

７万トン
５５．５万トン

(１４)万トン

５２万トン

１１．５万トン

（６１．５）万トン前年度から
の増加数量

基準数量を上回
る数量

チーズ・生クリーム・
発酵乳向け生乳の
供給数量

増加実績10円/kg

基準数量
９３万トン

１８年度

１０９万トン

２０年度

１０１万トン

１９年度

１１７万トン

２１年度

需要として定
着した数量

３年間事業

基準数量
９３万トン

１８年度

１０９万トン

２０年度

１０１万トン

１９年度

１１７万トン

２１年度

需要として定
着した数量

３年間事業
１



現行の酪農・肉用牛の経営安定対策の概要 ②

肉用子牛生産者補給金制度等 肉用牛肥育経営安定対策事業（マルキン事業）

肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産者補給
金を交付する肉用子牛生産者補給金制度を措置するとともに、本制度を補
完する子牛生産拡大奨励事業と肉用子牛資質向上緊急支援事業を措置。

肉用子牛生産者補給金制度の仕組み

生産者の拠出と国の助成（１：３）により基金を造成し、収益性が悪化した
場合に、家族労働費と推定所得の差額の８割を補てん。

肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業（補完マルキン事業）

生
産
者
補
給
金

×10／10

保証基準価格

肉用子牛の平均売買価格

生
産
者
補
給
金

×10／10

肉用子牛生産者補給金制度の仕組み

家族
差額の８割を補て
ん

収益性が大幅に悪化し、物材費割れとなった場合に、物材費割れの６割
を国のみが補てん。

合理化目標価格

×9／10

国（(独)農畜産業振興機構)
から交付される生産者補給
交付金を財源

指定協会にあらかじめ積み立
てた生産者積立金を財源

負担割合　国の助成　１／２
　　　　　　　県の助成　１／４

生産者 １／４

家族
労働費

ん マルキン補てん金
（生産者負担1/4）

物財費割れの６割を補てん

生

補完マルキン
補てん金

（円／頭）

４０万円又は都道府県平均価格

（円／頭）

４０万円又は都道府県平均価格

生産者 １／４

その他の肉用子牛対策の概要（黒毛和種の場合）
家族労働
費
以外の
生産費

生
産
費

粗
収
益

粗
収
益

(生産者
負担な
し)

肉用子牛資質向上緊急支援事業

家畜市場における肉用子牛の取引価格が４０万
円／頭又は都道府県平均価格を下回った場合、
当該肉用子牛を生産した繁殖雌牛に対して優良
な種雄牛の精液による人工授精又は繁殖雌牛の
更新を実施することを条件に、１～５万円の支援
交付金を交付

肉用子牛資質向上緊急支援事業

家畜市場における肉用子牛の取引価格が４０万
円／頭又は都道府県平均価格を下回った場合、
当該肉用子牛を生産した繁殖雌牛に対して優良
な種雄牛の精液による人工授精又は繁殖雌牛の
更新を実施することを条件に、１～５万円の支援
交付金を交付

（物財費）
益

【収益性が悪化した場合】 【収益性が極めて悪化した場合】

※マルキン事業の積立金について、生産者は、指定を受けた公益
法人に積み立てることにより 当該積立金を課税上損金として取り３５万円

３１万円

子牛生産拡大奨励事業

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに設定）が
発動基準価格（３５万円／頭）を下回った場合、繁
殖雌牛頭数の増頭・維持者に、子牛１頭当たり７
千～４万円の奨励金を交付

子牛生産拡大奨励事業

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに設定）が
発動基準価格（３５万円／頭）を下回った場合、繁
殖雌牛頭数の増頭・維持者に、子牛１頭当たり７
千～４万円の奨励金を交付

家畜共済事業

法人に積み立てることにより、当該積立金を課税上損金として取り
扱う特例の適用を受けることができる。

３１万円

肉用子牛生産者補給金制度

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに設定）が
保証基準価格（３１万円／頭）を下回った場合に生
産者補給金を交付

肉用子牛生産者補給金制度

肉用子牛の平均売買価格（四半期ごとに設定）が
保証基準価格（３１万円／頭）を下回った場合に生
産者補給金を交付

牛、馬及び種豚の死亡・廃用・疾病・傷害、牛の胎児及び肉豚の死亡が
あった場合、加入者に対して共済金を支払。

２



畜産農家が利用できる主な融資制度について

【固定負債対策】【運転資金対策】
○大家畜・養豚特別支援資金融通事業
負債の償還が困難な経営に対し、経営指導と一体と
なって、長期・低利の借換資金を融通。

【固定負債対策】
○資金調達支援（２２年度新規）
農家等が民間金融機関から運転資金の融通を受けやすくする
ため、農業信用基金協会の債務保証引受基盤を強化し、７００
億円の無担保無保証人枠を設定

【運転資金対策】

・償還期間： 【大家畜】・一般：15年以内（据置3年）
特認・経営継承：25年以内（据置5年）
【養豚】 ・一般：7年以内（据置3年）
特認・経営継承：15年以内（据置5年）

億円の無担保無保証人枠を設定。
※対象資金
・ 農業経営改善促進資金（スーパーＳ資金）
・ 民間の営農運転資金

○家畜飼料特別支援資金融通事業 特認 経営継承：15年以内（据置5年）
・金利： １．７０％以内 （平成22年1月22日現在）
・融資枠： ４５０億円

（大家畜４００億円、養豚５０億円）

○家畜飼料特別支援資金融通事業
配合飼料価格の農家実質負担額が４７，７００円／ｔを上回った
場合、四半期ごとに飼料購入資金を融通。

・ 償還期間： １０年以内（据置３年以内）

○畜産経営維持緊急支援資金融通事業
Ｈ２１補正事業として、償還が困難な負債の一括借換
資金を融通。貸付後２年間については無利子。

・償還期間： 【大家畜】２５年以内 【養豚】１５年以内

・ 金利： ０．８～１．０５％ （平成22年1月22日現在）
・ 限度額： 肥育牛 １００千円/頭

乳用牛 ５０千円/頭
繁殖雌牛 １２千円/頭
豚 ９千円/頭 ・償還期間： 【大家畜】２５年以内、【養豚】１５年以内

（据置５年以内）
・金利： 同上
・融資枠： ５００億円

（大家畜４５０億円、養豚５０億円）

豚 千円頭
鶏 ４５千円/１００羽

○農林漁業セーフティネット資金
不慮の災害や社会的・経済的な環境の変化等により資金繰り
に支障を来している場合に運転資金を融通 豚肉価格の低迷に 畜 億 、養豚 億

※養鶏農家が利用できる負債整理資金は以下の資金が措置
・農業経営負担軽減支援資金（民間金融機関）
・経営体育成強化資金（公庫資金）

に支障を来している場合に運転資金を融通。豚肉価格の低迷に
対応するため、Ｈ２１年１０月に財務状況の書類等での確認を不
要とする貸付審査の迅速化を措置。

・ 償還期間： １０年以内（据置３年以内）
金利 ０ ８ １ ０５％（平成22年1月22日現在）・ 金利： ０．８～１．０５％（平成22年1月22日現在）

・ 限度額：【一般】300万円【特認】年間経営費の3/12以内

３



国産チーズ供給拡大・高付加価値化対策事業（平成22年度）

○ チーズについては、輸入乳製品全体の7割弱を占め、かつ国内消費量の約8割を占める輸入チーズを可能な限り国産に置き換
えていくための取組を着実に進めていくことが必要。

国産チーズ供給拡大対策事業

国産 ズ向け生乳 直近 カ年 均供給数量 り増加 た

○ このため、国産チーズ向け生乳の供給を拡大するとともに、特色ある国産ナチュラルチーズの製造技術向上に必要な人材の
育成及び機材整備を支援。

奨励金

国産チーズ向け生乳の直近3カ年の平均供給数量より増加した
数量を対象に奨励金20円/kgを交付

奨励金

国産チーズ向け生乳供給量（イメージ）
国産4.3万トン（自給率19％）

【国産】プロセスチ ズ原料用

直近3カ年

奨励金
交付数量

奨励金
20円/kg

奨励金
20円/kg

奨励金
20円/kg

【国産】プロセスチーズ原料用
ナチュラルチーズ 【国産】直接消費用

ナチュラルチーズ
（2.3万トン）

（2.0万トン）
輸入 国産

22年度 23年度 24年度

平均数量

【輸入】プロセスチーズ
原料用ナチュラルチーズ

（5.9万トン）

輸入→国産
への置換え

国産ナチュラルチーズ高付加価値化対策事業

国産ナチュラルチーズの製品開発、指導者養成研修、地域の特色あ

22年度 23年度 24年度

【輸入】プロセスチーズ
【輸入】直接消費用
ナチュラルチーズ

（0.9万トン） （11.2万トン）
るチーズ作り研修、製造技術向上に必要な器具機材整備等。

資料 「牛乳乳製品課」 チ ズの需給表（H20）

輸入18万トン

製造技術研修会
チーズバット
原料乳を低温殺菌し、乳酸発酵までを行う

資料：「牛乳乳製品課」 チーズの需給表（H20）
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・ 生乳取引における基準は、生産者団体と乳業者の自主的な基準であり、両者の合意があれば見直すことは可能。
・ しかし、乳脂肪分の基準（現行3.5％）引下げについては、
① 乳脂肪分 基準 き げは 基準乳価そ も き げとなる 能性が高 と

乳価形成の現状について

① 乳脂肪分の基準の引き下げは、基準乳価そのものの引き下げとなる可能性が高いこと
② 現在、ほとんどの生産者においては、牛の改良等により平均乳脂率は約4.0％となっていること

などから、生産者の間でも様々な議論があると聞いており、今後とも関係者における慎重な検討が必要。
・ なお、(社)日本酪農乳業協会（J-mik）の調査（21年9月）によると、成分調整牛乳の購入が増えたと答えた人の理由は、
①値段が安い ②脂肪分が少ないなど体に良さそう ③値段の割には普通牛乳と味が変わらないの順とな ており①値段が安い、②脂肪分が少ないなど体に良さそう、③値段の割には普通牛乳と味が変わらないの順となっており、
今後の消費動向等を注視することが重要。

70
○成分調整牛乳の購買が増えた理由○乳製品向け基準乳価の構成例

基準乳価は乳脂肪分と無脂

10
20
30
40
50
60

基準乳価

無脂乳固形分
の価値

乳脂肪分
の価値

乳固形分の価値で構成。

その中の乳脂肪分の価値
は、乳脂肪3.5％分で算定。
3.5％を引き下げれば基準乳
価そのものの引き下げとなる

○牛群検定成績における乳脂率の推移

値段が安い 味が好み

脂肪分が少な

いなど体によさ

そう

値段の割には

普通牛乳と変

わらない

その他

系列1 64.7 9.5 55.0 15.1 4.8

0
10

（％）

基準乳価

60％ 40％
価そのものの引き下げとなる
おそれ

ただし、生産者と乳業者の自主的
な基準であり両者の合意があれば
見直すことは可能。

3 8

3.9

4

○牛群検定成績における乳脂率の推移
系列 64.7 9.5 55.0 15.1 4.8

資料：Ｊ－ｍｉｌｋインターネット調査（ｎ=約7，000）（Ｈ21年9月）

（参考）乳脂率と濃厚飼料給与量の関係

○「高品質牛乳の生産 ○北海道と都府県の乳脂率

3.6

3.7

3.8 ○「高品質牛乳の生産
－理論と実際－」より

乳脂率を高めるためには、
まず粗飼料を十分給与する
ことである。粗飼料は乳脂肪
の原料となり 乳脂率を高め

○北海道と都府県の乳脂率

比較的濃厚飼料給与量が多い都府県は、
北海道に比べ乳脂率が低くなっている。

乳脂率
濃厚飼料
給与量

3.4

3.5

61年 63年 ２年 ４年 ６年 ８年 １０年 １２年 １４年 １６年 １８年 ２０年（％）

資料：平成20年度乳用牛群能力検定成績のまとめ

の原料となり、乳脂率を高め
るばかりでなく、牛の健康状
態を安定させる重要な役割
を持っている。

北海道 4.03% 10.0ｋｇ/日

都府県 3.82% 12.4ｋｇ/日
資料：平成20年度乳用牛群能力検定成績のまとめ
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○ 農業 農村の再生・発展のためには 意欲ある農業者が生産物の質的向上や差別化 加工・販売の一体化に取り組める

農業・農村の６次産業化とその農業生産サイドにおける取組（農業の６次産業化）

○ 農業、農村の再生 発展のためには、意欲ある農業者が生産物の質的向上や差別化、加工 販売の 体化に取り組める
ようにするとともに、農業と２次産業・３次産業との融合等を通じて新たな産業や需要（市場）を創出することが重要。
○ これにより、新たな付加価値を地域内で創出する中で、農業者が中心となってその果実を手にすることができるよう、所得の
増大を後押しするための施策を戦略的に展開。

○ 生産・加工・流通（販売）の一体化による付加価値の拡大
・産地ぐるみでの取組（複数チャネルの確保や販売ロットの拡大等）

・農業者による取組（多角化、複合化、消費者等のニーズに即した

売 推進

農業・農村の６次産業化

○ 農業生産サイドにおける取組

販売の推進等）

・農業者と異業種・異分野との連携による取組（農商工連携等）

○ 農業の生産性向上等
販売価値の向上 需要を起点とした生産

○ ２次・３次産業との融合

・生産・加工・流通（販売）の一体化
・生産の質的転換による農業の体質強化

「農業の６次産業化」
のイメージ

・販売価値の向上：需要を起点とした生産

ブランド化の推進 等

・販売量の増大 ：加工・業務用需要への対応

輸出増大 等

・コストの縮減 ：農業資材費の縮減
○ 「農」を中心とする多様な連携軸の構築と

絆の強化

・バイオマス等の地域資源を用いた地域イノベーションの誘発
・都市と農村の新たな交流と農村地域での定住の促進

消費者ニーズに応えた食品流通の効率化・合理化

○ 多様な農業経営体・農地の確保

○ 環境に調和する農業生産の推進

絆の強化

・連携軸の構築を担うコーディネーター等の人材の育成・確保
や関係者への支援

・食と農の現状や魅力を発信する活動の支援

○ 技術の革新的な向上

新たな付加価値を地域内で創出し、雇用と所得 2 0
4.0
6.0
8.0

▲47％6.1

3.2

農業純生産（所得）の減少

新たな付加価値を地域内で創出し、雇用と所得
を確保するとともに、若者や子供も集落に定住
できる地域社会を構築 農業者の所得の増大

0.0
2.0

２年度 18年度19年度
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酪農及び肉用牛における「６次産業化」の取組事例（イメージ）

肉用牛における６次産業化の取組事例酪農における６次産業化の取組事例 肉用牛における６次産業化の取組事例

＜鷲頭牧場（大分県玖珠郡九重町）＞＜鷲頭牧場（大分県玖珠郡九重町）＞

酪農における６次産業化の取組事例

＜半田ファーム（北海道広尾郡大樹町）＞＜半田ファーム（北海道広尾郡大樹町）＞

１ 肉用牛部門
○繁殖牛105頭規模、肥育牛10頭（経産牛の肥育）
○自給飼料生産（延20ha）と稲わら収集（14.5ha）
→粗飼料自給率92.5%→低コスト生産
放牧 （ ） 労働 削減 低 生産

１ 酪農部門
○経産牛約120頭
○フリーバーン方式での管理
○飼料生産にはコントラクタ
も活用 ○放牧地（45ha）→労働力削減と低コスト生産

○発情発見システムの導入→生産性の向上

２ 水稲部門
○作付面積（6 5h ）

ーも活用

２ 加工・販売部門
○チーズ生産歴13年
○牧場に併設されたテ ル ムでのチ ズの提供 ○作付面積（6.5ha）

○稲わらは肉用牛に給与

３ 花き部門
○オリエンタルユリ26千本を定植

○牧場に併設されたティールームでのチーズの提供
やインターネットを利用した販売
○チーズの品質は、ALL JAPAN ナチュラルチーズコ
ンテストでは最多６回の受賞に輝くなど、高評価

○オリエンタルユリ26千本を定植

４ 農家レストラン「べべんこ」
○畜産公社で委託と畜後、
レストランで消費者へ提供レストランで消費者へ提供

○米、野菜など「地産地消」の
取組

７
熟成中のチーズ



循環型酪農・畜産の推進

○ 酪農及び肉用牛生産は、飼料穀物の価格の動向に大きく影響されることなく、環境へ配慮した資源循環型畜産を進めるた
め、家畜排せつ物をたい肥化し、可能な限り土壌還元による飼料作物生産を図るなど、飼料生産基盤に立脚した経営体の育
成と飼料自給率の向上が重要。

資源循環型畜産のイメージ 安全・安全な資源循環型畜産のイメ ジ

牛

畜産物の安定的供給放牧の推進

畜産物畜産物

家畜

ふん尿
草環境保全・自給飼料の取組に対する施策

堆肥の生産

８
飼料作物の生産



水田・耕作放棄地を活用した放牧の推進

○ 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。

○ 最近は、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、肉用繁殖牛の耕作放棄地や水田

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。

○肉用牛の水田放牧の実施状況

6 038
6,519 2,000 7,000

放牧頭数

ゆずりお牧場（滋賀県東近江市）の活動

○ 集落の過疎化等により野生獣の農作物被

4,453 

6,038 

1 067

1,167 
1,308 

1,200 

1,600 

4,000

5,000

6,000
放牧頭数

放牧面積

放
牧
頭
数

放
牧
面
積
（h

○ 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

2,818 3,170 3,270 

439 
541 601 

1,067 

400 

800 

2,000

3,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20見込

（
頭
）

ha

）

耕作放棄地地図の作成

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
への取組開始。

＜平成１８年度の取組＞
・ 野生獣の出る山沿い１ ３haを電気牧柵で囲い放

資料：農林水産省畜産振興課調べ

メリット 課題

・ 野生獣の出る山沿い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

○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

・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

○ 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○畜産側

・労働時間の削減
・購入飼料費が削減
・牛の繁殖成績が向上

・衛生対策
・放牧実施のための指導者等の
育成

・ 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。 地域住民が参加した牧場開き
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酪農における放牧の取組について（集約的放牧）

○ 集約的放牧とは、主に酪農において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最大限引き出す
「低コスト・高所得」を目指す取組。

北海道八雲町Ａ牧場の事例

低 ト 高所得」を目指す取組。
○ 現状では土地基盤に恵まれた北海道を中心に取り組まれているが、放牧主体の酪農経営の取組はわずか。
○ 集約的放牧を行う経営者は、安定的な生産を行うための放牧や草地管理等の技術の習得が不可欠。
集約的放牧とは別に全国の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。

＜主なメリ ト＞ ＜課 題＞ 北海道八雲町Ａ牧場の事例＜主なメリット＞

・ 購入飼料価格の変動
の影響が小さい。

飼料生産やふん尿処

＜課 題＞

・ 放牧技術が未熟の場合や
良質な牧草地が確保できない
場合、牛が損耗したり、乳量が

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

・ 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。

場合、牛が損耗したり、乳量が
大きく低下することがあるた
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

理に転向、乳量は減少したが、飼
料費や衛生費の低減により収益
を確保。
配合飼料価格高騰時において
もその影響が小さく、経営の安定

・ 牛が健康になり、発情
が発見しやすくなり、診療
衛生費の節約が可能。

・ 放牧を行うための土地の集
積が必要である。

・ 多くの地域では冬期の放牧
による飼料確保が難しい状況

もその影響が小さく、経営の安定
的な継続を実現。

＜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 7 237kg（道平均7 851kg の92% ）

にあり、冬期間の飼料の確保
が必要。

○乳量 7,237kg（道平均7,851kg の92% ）
○生産コスト
成牛1頭あたり：361,850円（道平均469,488円の77%）

○配合飼料使用量
経産牛1頭あたり 1,300kg(道平均2,223kgの59%）

○草地の掃除刈りや追播により適正な維持管理に努める

・ 放牧技術指導者（放牧伝道師）
育成（H21年までで延べ１５３名受
講）

＜放牧に対する指導等＞

○草地の掃除刈りや追播により適正な維持管理に努める

※平成１８年の成績である

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）
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飼料用米の利活用の推進

○ 飼料用米の作付面積は、年々拡大を続け、２１年度は２０年度の２．６倍に拡大。

○ 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○ 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。

○ 農林水産省では飼料用米の生産に８万円／１０aの助成を行う水田利活用自給力向上事業を２２年度から開始予定で、同

事業の現場への周知や、耕種農家と畜産農家等のマッチング活動を行っているところ。

○ 飼料用米の作付面積 ○ 飼料用米の推進に係る最近の取組について(単位：ha）

【メリット】 【課題】

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最大

年度 17 18 19 20 21(見込み)

45全国計 4,129292
出所：生産局畜産部畜産振興課調べ。

1,611104

【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

・ 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

し、我が国の貴重な食料生産基盤である水田を最大
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）

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）

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。

【２２年度予算概算決定】
水田利活用自給力向上事業 （戸別所得補償モデル対策）

（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

・ 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

飼料用米、WCS用稲の生産面積に応じて
80,000円／10aを助成

・ 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。

直し等配合飼料工場の条件整
備。
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飼料用米の生産拡大に向けた研究開発

飼料用米品種の育成 目標・波及効果（1990～2009年の成果）

○識別性を備え、玄米収量1トン/10aの多収米品種の育成
○立毛乾燥、SGSによる低コスト飼料用米調製技術の開発きたあおば 【研究ニーズ】

・ 食用米との識別性の付与
・ 生産費の低コスト化

（1990 2009年の成果）

○飼料用米の低コスト生産技術の確立

◎飼料用米の生産拡大
◎飼料自給率向上に貢献

べこごのみ

ふくひびき

べこあおば

北陸１９３号

みなゆたか

収量性のさらなる向上
乾燥調整費の削減

ホシアオバ

夢あおば

ミズホチカラ

DNAマーカー育種

タカナリ
モミロマン

我が国の気候区分ごとに、１０アールあ
たりの粗玄米収量が700～800kgの多

乾燥調整費の削減

○立毛乾燥

収穫適期よりも遅く収穫する
ことで 籾水分を低下させる

収量性の向上

新農業ゲノム展開プロジェク
ト（H20～24年度）等にて玄
米収量1トン/10aを目標に

識別性の付与
（玄米形質等）

○有色素米
g

収米品種を育成
ことで、籾水分を低下させる
技術

○稲ソフトグレインサイレー
ジ(SGS）
穀実を水分が高いまま密閉

DNAマーカー育種を実施中

「きたあおば」、「北陸193号」
等の品種に、いもち病耐性、
耐冷性、難脱粒性を導入

穀実を水分が高いまま密閉
した容器で貯蔵して、乳酸発
酵させた飼料

耐冷性、難脱粒性を導入

色素のDNAマーカー開発

○長粒米
○大粒米

ゲノム情報 イネゲノムプロジェクト日本晴 北陸193号
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粗飼料の広域流通を推進する新規対策を２１年度より開始
（国産粗飼料増産対策事業のうち粗飼料広域流通モデル確立型 ２２年度予算概算決定額：２，３９９百万円の内数）

国産粗飼料増産対策事業（21年度新規） Ａｆ

国産粗飼料について計画的・安定的な広域流通による利用拡大を推進するため、国産粗飼料の流通拠点の整備を支援すると
ともに、畜産農家等の協力を得て当該拠点が実施する広域流通粗飼料の品質等に係る調査等に基づき、課題や解決策等に
係る全国的な検討を行います。

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）

○畜産農家の協力を得て行う、広域流通粗飼料の品質等
に関する調査・分析等を支援（補助率：定額）＊

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

Ａｆｔｅｒ

以下の問題を抱えている地域を支援

広域流通・販売
【飼料販売会社】

＊調査結果に基づき、全国的な検討を行います。

A町の畜産農家 B町の耕種農家

④飼料を購入
【畜産農家】

Ｂ町
Ａ町

⑤評価結果を伝達
組 映

○粗飼料で農地を有効活○国産粗飼料が欲しいが作

【畜産農家】 して取組に反映

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 安定確保が 能

○近くに畜産農家がいなくても飼料作

物生産 農地 有効活用が 能
飼 農
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

飼 欲
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

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

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○飼料の保管場所がな
い。収穫した飼料の管
理ができない。

要な時に持ってきて欲し
い。

○初めて使う飼料は不安。

○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

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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