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農林水産業・地域活力創造プランについて 

○総理を本部長とする農林水産業・地域の活力創造本部において、農林水産業・地域活力創造プランが平成25年
12月に決定。４本柱等を中心に、産業政策と地域政策を両輪として、農業・農村全体の所得を今後10カ年で倍増さ
せることを目指す。 

○今後、本プランの基本的方向に基づき、食料・農業・農村基本計画の見直しに向けた検討が着手。 
○酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための基本方針、家畜改良増殖目標についても、基本計画の見直しと歩調

をあわせつつ、見直しに向けた検討を行う。 
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需要フロンティアの拡大について 

○需要フロンティアの拡大として、国内外の需要を取り込むための輸出促進、地産地消、食育等の推進が盛り込ま
れているところ。 

○畜産・酪農分野では、牛肉・乳製品の輸出促進の他、地産地消、食育等の観点からも、学校給食や需要創出等の
ための支援のほか、生産者と消費者とのつながりを意識し、酪農教育ファームや６次産業化を通じた加工・販売等
についても推進。 

需要フロンティアの拡大 
（国内外の需要拡大） 

－輸出促進、地産地消、食育等 

○畜産物の輸出促進 ○地産地消、食育等の推進 

牛肉をはじめとする畜産物の輸出拡大 
 
○焼肉等の日本食文化と一体的なプロモーション 
○ジェトロによる米や果物などとの一体的な販売促進 
○輸出解禁に向けた衛生協議 
○HACCP等施設整備へ支援 
○ハラール認証取得に対するきめ細やかな支援 
     
 
 
 
 
 和牛統一マーク 焼肉店の海外進出 

○国産生乳を用いた牛乳・乳製品の供給支援 
  により学校給食等における生乳の利用を拡大 
○国産食肉の新需要の創出、生食用牛肉の 
   需要回復等のための取組を支援 
○国産牛乳・乳製品の需要創出・消費拡大を 
   支援 

学校給食や需要創出等への支援 

生産者と消費者とのつながり 

○酪農教育ファーム等の取組の推進 
○６次産業化を通じた加工販売等を推進 

畜産・酪農分野としての対応 
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需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築について 

○需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築として、６次産業化の推進のほか、異業種連携による他産業に蓄積さ
れた技術・知見の活用、新たな品種や技術の開発・普及等が盛り込まれているところ。 

○畜産・酪農分野では、地域に存在する各種支援組織（コントラクター、TMRセンター等）や関連産業等（乳業、食肉
センター等）が有機的に連携・結合し、地域ぐるみで収益力向上を図るような体制（畜産クラスター）の構築を推進。 

○また、新品種・新技術の開発・普及等により、「強み」のある畜産物づくりを推進。 

需要と供給をつなぐバリューチェーンの構築 
（農林水産物の付加価値向上） 

－６次産業化の推進等 

○高収益型畜産体制の構築 ○新品種・新技術の開発・普及等 

畜産クラスターの全国的な展開 
○地域ぐるみで 
  収益力を向上 
    させる新たな 
  取組の実証 
  やこのような 
  取組の全国 
  的な普及活動 
  等を支援 
○消費者ニーズ 
     等に即した新 
   たな需要創出 
   等の推進 

○消費者への訴求点の明確化・見える化 
○特徴ある品種を活用した多様な畜産物生産 
○全国的な家畜の能力のレベルアップ 
○生産情報の分析による効率的な飼料利用等 
を通じ、「強み」のある畜産物づくりを推進。 

「強み」のある畜産物づくりの推進 

畜産・酪農分野としての対応 

オレイン酸 
に着目した 
ブランド化 

茎葉の割合が高く、
稲WCS生産に好適
な「たちすずか」 

・信州プレミアム牛肉 
・鳥取和牛オレイン55 
・豊後牛｢豊味いの証 
 （うまいのあかし）」等 
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生産現場の強化について 

○生産現場の強化として、農地中間管理機構による農地集積・集約化の加速化等による生産コストの削減、新規就
農、企業の農業参入等多様な担い手の育成・確保のほか、水田のフル活用及び米の生産調整の見直しを含む米
施策の見直し等が盛り込まれているところ。 

○畜産・酪農分野としては、農地中間管理機構により集積・集約された農地を活用して自給飼料生産の拡大を図る
ため、草地等の生産性向上、コントラクター、TMRセンター等による自給飼料の効率的な生産を推進するほか、生
産基盤の維持対策として、新規就農や円滑な経営継承等を推進。 

○また、米政策の見直しに伴い、飼料用米等の生産・利用を推進。 

生産現場の強化 
－農地中間管理機構の活用による農業生産コスト削減等 
－米の生産調整の見直し等 

○農地中間管理機構を活用した飼料増産等 ○米政策の見直しに伴う対応 

集積された農地を活用した 
  自給飼料生産の拡大、生産基盤の維持 
○草地等の生産性向上の推進   
○コントラクター、TMRセンターの育成 
○集約放牧等の推進 
○新規就農、経営継承等の推進 
 
 
 
 
 
 
 

○飼料用米、稲発酵粗飼料等水田を活用した 
  飼料の生産・利用を推進 

畜産・酪農分野としての対応 

飼料用米等の生産・利用の推進 

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年度の配合飼料生産量に配合可能割合を乗じて算出。 

畜種別のコメの利用可能量（試算） 
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多面的機能の維持・発揮について 

○多面的機能の維持・発揮としては、農山漁村の活性化を図るために、交流人口を増加させること、また、地域活性
化に取り組む優良事例の発信等、また、自然等の保全・活用を契機とした農山漁村の活性化、鳥獣害被害対策の
推進等も盛り込まれているところ。 

○畜産・酪農分野としては、６次産業化等を通じた生産者の創意工夫に基づく、畜産物の生産・加工販売等を通じた
都市住民との交流促進のほか、耕作放棄地を活用した放牧等を通じて、環境保全、鳥獣被害防止対策へ貢献。 

多面的機能の維持・発揮 
－農山漁村の活性化 

○都市と畜産地域の交流等の促進 ○自然等の保全・活用、鳥獣害被害対策 

 
 
 
○６次産業化等の取組を通じて、畜産地域で生産・加工 
      した畜産物の提供により、都市住民との交流を促進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○地域の耕作放棄地等を利用した放牧の推進 
   等による環境保全や鳥獣被害防止 
 

畜産・酪農分野としての対応 

耕作放棄地の放牧利用による環境 
    保全・鳥獣被害対策への貢献 

畜産物の加工販売等を通じた都市住民等 
                   の交流促進 

直営レストランで 
自慢の自家産畜産物を提供 

経営者のセンスで内装にこだわった 
自家産畜産物の販売店舗 

中山間地域において、繁殖牛を放牧することで耕作放棄地の解消 
また、サルやイノシシ等の農地への侵入を抑制する効果 
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○2013年の輸出額は58億円、輸出量
は909トンといずれも過去最高。 

輸出の現状 分析 2020年目標と対応方向 

○市場の大きい米国やＥＵで重点的に
活動する必要。 

○ 2012年８月に対米輸出が再開し、
現在香港、マカオ、シンガポール、
米国、タイ、カナダ、UAE等への輸
出が可能。 

○2013年３月には、EUへの輸出が認
められたところ。 （※） 

 
※ 輸出施設の認定が行われると、実際の輸出が

可能 

出典：厚生労働省ＨＰ 

  米国 カナダ EU 香港 UAE 
シンガ 
ポール 

マカオ タイ 

施設数 8 5 0 9 2 10 52  36 

輸出国・地域別の施設認定状況 （2014年１月現在） 

○ロース、ヒレ等の高級部位だけでなく、
バラ等多様な部位の販売促進が必要。 

○牛肉需要が見込まれる国・地域（ロ
シア、メキシコ、中国等）への輸出解
禁に向けた働きかけが必要。 

○相手国の要求するHACCPやハラー
ル認証等に対応した食肉処理施設の
整備が必要。 

和牛統一マーク 焼肉店の海外進出 

出典：米国農務省HP（2011年） 

（単位：1,000トン（枝肉ベース）） 

米国、ＥＵの牛肉消費量及び輸入量 

具体的な輸出拡大策 
  
 焼肉等の日本食文化と一体的なプ

ロモーション。 
 商談会開催や見本市出展等を支

援。 
 ジェトロによる米や果物などと一体

的な日本食材の販売促進。 

輸出環境整備 
  
 輸出解禁に向けた衛生協議 
   (ロシア、メキシコ、中国等と協議 
   中)。 
 HACCP等施設整備への支援。 
 ハラール認証を取得しようとする

取組に対し、きめ細やかな支援
を措置。 

米国 EU 

消費量 11,651 7,941 

輸入量   933  367 

○輸出額目標：２５０億円（４千トン相当） 
【新興市場】 米国、ＥＵ、カナダ、香港、
マカオ、シンガポール、タイ、ＵＡＥ 

【有望市場】ロシア、メキシコ、中国、台
湾、イスラム圏（インドネシア、マレーシ
ア、サウジアラビア他）等 

（トン） 

（億円） 

前年比 
数量：105.3% 
金額：114.3% 

牛肉の輸出戦略について 
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○ 近年、牛乳・乳製品の輸出は、香港・中国・ 
 台湾など、近隣諸国等向けが増加傾向で推移。 
   

○ しかし、口蹄疫(2010年）や原発事故(2011年)に 
 伴い、各国・地域の輸入規制措置や安全性への 
 信頼低下等から、輸出額は大幅に減少。 

輸出の現状 分析 対応方向 

○ 急増するアジアの牛乳・乳製品需
要を取り込めれば、国内の酪農・乳
業の発展のチャンス。 
   
○ 輸出する乳製品の戦略的な検討 
 が必要。 
 ・チーズ等、付加価値の高い乳製品 
 ・アジア市場との近さを活かした 
  フレッシュな乳製品 
 ・「日本ブランド」を活かせる乳製品等 
   
○ 中小乳業に対して販路の確保等の
初期の事業展開への支援が必要 

 
輸出環境整備 

 

 牛乳・乳製品の輸出について、 
   乳業メーカー（特に中小乳業）の 
   理解を啓発。 

 

 意欲のある中小乳業等に 
   対して、商談会の開催やマーケ 
   ティング活動など、輸出の取組を 
   支援。 

 

 特にチーズについては、チーズ 
   工房等における情報交換等を 
   推進。 

 

 輸入規制などの情報提供と、 
   その解消に向けた関係各国・ 
   地域との調整。 

 

 日本製品の信頼やブランド 
   イメージの回復に向け、主要な 
   輸出先国・地域において安全性 
   や品質等の情報を発信。 
 

○ 輸出額目標 
 牛乳・乳製品を含む加工品（調味 
 料類、菓子類、清涼飲料水を除く） 
 として、 

 

   2012年   814億円  
        ↓ 
   2020年 2,000億円 へと拡大。 

○ 輸出品の大半は、大手乳業（その子会社）又は 
 準大手による製品であり、企業体力の問題等 
 から中小乳業による輸出の取組は低調。  

○ 品目別でみると、 
  LL牛乳及び育児用 
  粉乳が半分以上を 
  占め、チーズは１割 
  程度。 

出典：財務省 
「貿易統計」 

（注：アイスクリームは、氷菓も含む） 

ＬＬ牛乳 

育児用粉乳 

ｱｲｽｸﾘｰﾑ 

チーズ 

その他 

2012
年 
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27 

（億円） 

○ 輸入規制（口蹄疫、原発事故）や 
 食品衛生規制（食品添加物）への 
 対応・協議の加速化が必要。 
   

○ 低下した信頼やブランドイメージの 
 回復が必要。 

1  4  9  18  9  1  0  3  2  2  
2  

2  
3  2  3  

10  
25  

77  
104  

35  
9  

0

20

40

60

80

100

120

140

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

香港 

パキスタン 

台湾 

ベトナム 

中華人民共和国 

その他 

（億円） 

10 
2
0 

40 

102 

123 

46 

18 

牛乳・乳製品の国・地域別輸出額の推移 
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出典：米国GTI社「Ｇｌｏｂａｌ Trade Atlas」 
（注：ＬＬ牛乳、育児用粉乳、チーズの輸入額の合計） 

 

中国・台湾・香港における 
牛乳・乳製品の輸入額の推移 

出典：財務省「貿易統計」 
（注：ＬＬ牛乳、育児用粉乳、ﾁｰｽﾞの輸出額の合計） 

 
品目別輸出額 
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牛乳・乳製品の輸出戦略について 



【有限会社 フジタファーム】（新潟県新潟市） 

・牧場の生乳を地元の 
   ジェラート製造販売業者が 
   使用し、季節に応じた 
   ジェラートを製造販売。 
・酪農教育ファームとして 
  小学校等の乳搾りや 
  ジェラート加工体験等を実施。 

【経営概要】 
・経産牛65頭、育成牛15頭 
・地元稲作法人との耕畜連携により、地元粗飼料（WCS、 
 デントコーン）を利用 

連携先のジェラート加工販売 

地元法人との連携による６次産業化 

体験交流施設 

酪農教育ファームを核とした地域交流 

【廣野牧場】（香川県三木町） 

・ログハウス、加工体験施設、 
 宿泊施設を備えた酪農教育 
 ファームの運営 
・地域の子供や一般消費者 
 を 4,500人/年 受入 

搾乳体験の様子 

みきちょう 

にいがたし 

○畜産・酪農を行うことは、畜産物の供給だけではなく、地域経済の活性化や良好な景観の形成、国土保全等の多面的
機能の発現にも貢献する等、国民全体が享受するものであることから、その意義について幅広な情報発信に努め、国
民に理解を求めていくことが必要。 

○農林水産省としては、農林漁業者等と連携し、消費者の食生活改善を促す実践的取組や、食や農林水産業への理解
を深める取組を推進。その一環として、酪農教育ファームの取組や６次産業化による畜産物の加工販売等を支援。 

○平成26年度予算概算要求では、学校教育の場において、教科等と関連づけた教育ファームのプログラム開発や、学

校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に生産・供給するモデル的な取組を支援する等、文部科学省とも連
携を図りつつ、食育を国民運動として展開していく施策を推進。 

・食育活動の全国展開事業委託費 

 教科等と関連付けた教育ファームのプログラム等を開発するとともに、企業における教育
ファームの活用方法を検討することにより、食育の全国展開を推進。 

・日本の食を広げるプロジェクト 
 学校給食の食材として地場産農林水産物を安定的に生産・供給するモデル的な取組を 
支援するとともに、児童への食育効果の検証等を行い、成果を普及。 

地元法人との連携による６次産業化 

文科省との連携事業 

・酪農教育ファームでの受入人数
は、平成22年度の口蹄疫発生によ

り一時減少したものの、最近では、
家族連れなどの個人体験等を中心
に増加傾向 
（平成24年度実績約83万1246人 
（前年比111.7%）） 

データ元：中央酪農会議HP 

 

酪農教育ファーム受入人数増加 
約84万人 

約75万人 

約42万人 

約88万人 

約71万人 

約23万人 
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文部科学省との連携事業（26年度要求） 

生産者と消費者のつながりについて 
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○農家戸数や飼養頭数の減少など畜産・酪農の生産基盤の弱体化が懸念されている中、足腰の強い高収益型の畜産・
酪農を創出していくことが課題。 

○このため、畜産農家をはじめ、地域に存在する各関係者が有機的に連携・結集し、地域ぐるみで収益力向上を図る体
制（畜産クラスター）を各地に展開し、コストの削減や付加価値の向上・需要の創出を目指す取組を支援。 

  このような事例を全国各地の畜産・酪農で展開するため  
 

 ○  放牧（生産コストの低減､高付加価値化）  
 ○  旨味成分に着目した食肉生産  
 ○  情報共有と指導体制の再構築  
 ○  キャトルステーションを活用した地域内一貫経営  
 ○  地元企業等の畜産・酪農関係への参入促進  
 ○  地域資源を利用した飼料費の低減と飼料自給率の向上  
 ○  衛生管理の強化、栄養機能の向上等に関する取組の推進   
 ○  環境対策の強化と耕畜連携による堆肥等の有効活用  
   等の新たな取組の実証を支援。  

地域ぐるみで高収益型の畜産体制を構築  

＜生乳生産状況（対前年比）＞ 

102.8 105.3 

％ 
左の事例

の地域 

94

96

98

100

102

104

106

22 23 24

Ｂ地域 

Ｃ地域 

Ａ地域 

年度 

酪農家 

酪農技術 
センター 支援組織により、生産コスト

の低減や規模拡大等を支援 
 

ＮＯＳＡＩ 
（獣医） 

品質が管理された良質な生乳生産 
ブランド力の確保 

高品質な乳製品を製造する乳業と連携   

指導 
農業士 

町 
普及センター 

育成牧場 

＜畜産クラスターの優良事例＞ 

畜産 
コンサルタント 

コントラクター 
情報共有 

建設事業者等 

酪農 
ヘルパー組合 

高収益型畜産体制の構築 

生乳生産量が、 
近隣の他地域と比べ増加 

高収益型畜産体制構築事業  ６９百万円（－） 
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畜 産 物 

現状と課題 「強み」のある畜産物づくりの主な方向 

 特定の品種が生産の多くを占めてお
り、同じ格付け基準を用いてブランド
化している例が多く、特徴が類似。 

 脂肪交雑以外の「おいしさ」の指標
化や特徴ある品種の活用等により、
多様な消費者のニーズに応えていく
ことが必要。 

 生産コストに占める飼料費の割合
が高いことから、飼料効率や飼料
自給率の向上が必要。 

「おいしさ」が消費者に伝わる畜産物づくりと効率的生産によるコスト削減 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

生産コストを下げる効率的な生産 

生産コスト削減につながる形質（繁殖性・飼料利用性・長命連
産性等）について、全国的・効率的にデータを収集し、遺伝的
能力評価や遺伝子情報を活用しながら家畜改良を効率化。 

「訴求点を明らかにした畜産物の生産」の取組数を２割増加。 
 飼料自給率を２６％ →３８％（平成３２年度）に向上。    

目標 

主たる品種 
地域の特徴
ある品種 

肉用牛 
約95％が 
黒毛和種 

褐毛和種 
日本短角種 

乳用牛 
約99％が 
ホルスタイン 

ジャージー 
ブラウンスイス 

豚 
約80％が 
３品種の交雑 

バークシャー 
アグー 

肉用鶏 
約99％が 
２品種の交雑 

地鶏の各品種 

茎葉の割合が高く、
稲WCS生産に好適
な「たちすずか」 

●全国的な家畜の能力のレベルアップ 

●生産情報の分析による効率的な飼料利用等 

●消費者への訴求点（「おいしさ」）の明確化・見える化 
・新たにオレイン酸含量などの「おいしさ」の新たな指標を数値
化、基準化し、消費者への訴求点を明確化。 
・新たな評価基準を基に、飼養管理方法の改善、家畜の改良 
 を行い、畜産物の品質を向上。 

訴求点を明らかにした畜産物の生産・供給 

●特徴ある品種を活用した多様な畜産物生産 

オレイン酸に着目した
ブランド化 

・信州プレミアム牛肉 
・鳥取和牛オレイン55 
・豊後牛｢豊味いの証 
 （うまいのあかし）」等 

 日本短角種などの地域に存在する品種のブランド化を展開。 

生乳を生産する場合 

コストに占める飼料費
の割合は４７％ 

飼料費の内訳（乳牛） 

・家畜の生産情報を、連携するTMRセンター等に提供すること 
 により、効率的な飼料の生産・調製を推進。 
・栄養価や飼料効率の優れた飼料作物の新品種の迅速な普 
 及等により、高品質な飼料生産を推進。 
・「たちすずか」等の飼料用稲専用品種による水田の利活用。 

購入飼料 
（その他） 
 ２４％ 

粗飼料 
 ３２％ 

購入飼料 
（配合）  
４４％ 

「新品種・新技術の開発・保護・普及 
の方針中間とりまとめ」（H25.9）より 
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国産飼料基盤に 

立脚した畜産の確立 
 

飼料自給率 

26％ → 38％ 

（24年度概算）     （32年度） 

粗飼料自給率 

 76％→100％ 

濃厚飼料自給率 

12％→19％ 

○ 飼料増産の推進     

①水田の有効活用、耕畜連携の推進 
 
 
 
 
 
 
②草地等の生産性向上の推進 
 
  
 
 
 
 
③放牧の推進 
 
 
 
 
 
 
                 

○ コントラクター※２、ＴＭＲセンター※３ 

  （支援組織）の育成 
  ・支援組織の法人化や規模の拡大等 
  による経営の高度化を推進 

 
 
 
 
  
 
              

○ エコフィード※４等の利用拡大 
 ・食品加工残さ、農場残さ等未利用資源 
  の更なる利用拡大 
 
 
 
  

耕作放棄地放牧 
飼料収穫作業 ＴＭＲ調製プラント 

飼料用米の利活用 
余剰食品の飼料化 焼酎粕の飼料化 

○ 飼料生産技術の向上 
  

・高品質飼料の生産推進 
 
 
 
 

 
                    

広域流 

青刈り 
とうもろこし 

集約放牧 

優良品種の導入 

稲発酵粗飼料専用機械 

注1 稲発酵粗飼料：稲の実と茎葉を一体的に収穫し発酵させた牛の飼料 注2 コントラクター：飼料作物の収穫作業等の農作業を請け負う組織 

注4 エコフィード：食品残さ等を原料として製造された飼料 注3 TMRセンター：粗飼料と濃厚飼料を組み合わせた牛の飼料（Total Mixed Ration）を製造し農家に供給する施設 

汎用型飼料収穫機 

生産増加  

利用拡大 

稲発酵粗飼料※１ 

 ○ 水田や耕作放棄地の有効活用等による飼料生産の増加、食品残さ等未利用資源の利用拡大の推

進により、輸入原料に過度に依存した畜産から国産飼料に立脚した畜産への転換を推進。 

国産飼料基盤に立脚した生産への転換 
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○ 畜産・酪農経営は高齢化や後継者不足等の影響で戸数が減少しており、我が国酪農・畜産の生産基盤を
維持するためには、新規就農者の確保及び後継者への円滑な経営継承が重要。 

 

○ 新規就農者や後継者に対し、畜種ごとの経営安定対策に加え、畜舎整備等のハード事業、機械リース等の 
  ソフト事業、資金、給付金、税制等各種支援策を講じているところであり、今後とも、これらの施策を適切に実

施。 

畜産・酪農における新規就農・後継者対策について 

【補助事業（ハード）】 【補助事業（ソフト）】 

【税制】 

【資金】 

○農地の贈与・相続に係る納税
猶予 

【給付金】 

○新規就農・経営継承総合 

 支援事業（３１７億円【２５補正・
２６当初の合計】） 

 

 「青年就農給付金」 

・研修期間 150万円×最長２年 

（研修後に親元就農する場合も可） 

・就農開始時 150万円×最長５年 

・農地を後継者に一括贈与した場合、
贈与税の納税猶予（贈与者が死亡した
場合には免除） 

・後継者が相続後に引き続き農業の用
に供する場合、相続税の納税猶予   

（後継者（相続人）が死亡した場合等に
免除） 

○産地活性化総合対策事業（２９億円の内数【２６当初】） 
 「農畜産業機械等リース支援事業 
 （経営資源有効活用（畜産タイプ））」 

・新規就農、経営資源の有効活用に必要な機械のリース支援
（補助率１／２） 

○畜産収益力向上緊急支援リース事業 
 （７４億円【２５補正】） 

・飼料自給率の向上、生産性の向上等に必要な機械のリース支
援（補助率１／３） 

○強い農業づくり交付金（２３４億円の内数 
 【２６当初】） 
 「離農跡地・後継者不在経営施設整備（農場

リース事業）」 

○強い農業づくり交付金（２３４億円の内数 
 【２６当初】） 
 「経営資源有効活用（畜産タイプ）」 

・新規就農者が離農、後継者不在農家の施設を借り受け
て就農する際、畜舎の補改修等に必要な費用を支援 

（補助率１／２） 

・離農、後継者不在農家の施設を借り受けて規模拡大
する際、畜舎の補改修等に必要な費用を支援（補助率１
／２） 

○青年等就農資金 
 

○大家畜・養豚特別支援
資金（畜特資金） 

・新たに農業経営を開始
する際の家畜、施設、機
械等の取得等に必要な
無利子資金の貸付（12年
以内、無利子） 

・後継者が継承に際し必要な範
囲で負債の借換ための長期低
利資金の貸付（25年以内、 1％
（H26.1.23現在）） 

 「新規就農等相談支援事業」 

・移譲希望者と継承希望者のマッチン
グ支援 

○攻めの農業実践緊急対策（３５０億円【２５補正】） 

・低コストな生産体制への転換を加速化するため、効率的な機械
利用体系の構築に必要な大型機械のリースによる導入等を支援
（補助率１／２） 

○経営体育成支援事業（５２億円【２５補正・２６当初の
合計】） 「融資主体補助型経営体育成支援事業」 

・機械取得等のために受けた融資の残額（自己負担分）に対し補
助（補助率３／１０） 

○酪農生産基盤維持緊急支援事業  
 （１０億円【２６ＡＬＩＣ】） 

・担い手となる後継者に対して初任牛導入、畜舎の増改築等の
支援（補助率１／２） 

・後継者に対する経営研修、交流ネットワーク構築等の取組支援
（定額補助） 
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○ 現状、飼料用に５６万トンが畜産農家・配合飼料メーカーに供給されているところ。 
 

○ 配合飼料原料として、米を家畜の生理や生産物に影響を与えることなく利用できる量は４５０万トン
程度と見込まれる。  

 

○ 飼料用米の安定的な利用を図るには、低価格での供給や長期的・計画的な供給等の取組が課題。  

 今後の飼料用米の供給増大のイメージ 

＜今後の取組課題＞ 
○ 配合飼料の主原料（とうもろこし等）と同等またはそれ以下の価格での供給 

○ 長期的かつ計画的な供給 
 （現在の飼料工場は配合設計や施設面の制約から、短期・大量の受け入れは不可能） 

○ その他の環境整備 
 （飼料用米の集荷・流通・保管施設の整備、直接供給体制の構築等の集荷・調製等に伴

うコスト削減が必要）  

現状の供給量（24年度） 利用可能量 

【需要先】 

畜産農家への直接供給 
       ９万㌧程度   

配合飼料メーカーへの
供給    ４７万㌧程度 

 
利用可能量 

４５０万㌧程度 

【飼料用米供給】 

○ 飼料用米生産量  
１８万㌧ 

○ その他 ３８万㌧ 
 
 

備蓄米   ２万㌧ 
ＭＡ米  ３６万㌧ 

９万㌧ 

程度  

９万㌧ 

程度  

３８万㌧  

※ ＭＡ米については、一部は配合飼料
メーカーを通さず、大規模畜産農家に
供給（約１万㌧） 

飼料用とうもろこしの 
輸入量  約1,000万㌧ 
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○ 耕種農家は、農協に出荷することで、自ら需要先の確保を図る必要がなく、飼料用米の生産に取組可能。 
○ 農協は、CEや耕種農家が乾燥した飼料用米を地域の農業倉庫等で保管。 
○ 農協と出荷契約を締結した全国団体は、飼料メーカーの要望に応じ、工場近くの営業倉庫等で開袋・バラ化作業を行い、工場に搬入。 
○ 飼料メーカーは、とうもろこしの代替として飼料用米を配合し、畜産農家に出荷（工場は、在庫として保有せず、計画的に受入・配合）。 
○ 飼料工場では、次の課題をクリアすれば、受入量の増加に対応可能。 
 ・ 配合飼料の主原料（とうもろこし等）と同等またはそれ以下の価格での供給 
 ・ 工場への長期的かつ計画的な供給と集荷・流通の円滑化（例えば、半年程度前から供給量の調整を行い、計画的に搬入）    

飼料工場 

 

 

畜
産 

農
家
     

【集荷・保管】 

稲
作 

農
家      

 
 
農業倉庫〔又は産地ＣＥ〕 
  玄米、フレコンでの 
  保管が大半 

農協 
飼料工場近くの営業倉
庫等で開袋、バラ化 

ＣＥからバラ出荷 

【搬入前のバラ化作業】 【受入・配合作業】 
配合 
飼料 

・工場の要望に応じ
てその都度搬入 

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年度の配合飼料生産量に配合可能割合を乗じて算出。 

（参考） 24年度飼料用向け供給量56万トン（飼料用米18万トン、備蓄米2万トン、ＭＡ米36万
トン）。 

     ※ 上記、「24年度使用量」のほか、畜産農家への直接供給は9万トン程度。 

畜種別のコメの利用可能量（試算） 配合飼料工場の立地状況 

（平成25年10月1日時点） 

全国生産者団体による飼料用米の集荷・流通体制 

企業数：６８社 
工場数：１１８工場 
   うち全国生産者団体による飼料 
   用米利用工場：２２工場（  印 
   に立地） 

   飼料工場は、主に、太平洋側
の港湾地域に立地 

   畜産主産地を後背地に持ち、
新たに整備・開発された港湾
地域への集約が進展   

【※家畜の生理や畜産物に影響を与えることなく給与可能と見込まれる量】 1 

4
3 

4 

6 

8 

7 

配合飼料メーカーへの飼料用米の供給について 
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