
                        話題の飼料作物新品種                 

生産しやすく栄養価の高い稲ＷＣＳ用稲品種 「たちすずか」 

・これまでの飼料用稲品種は、栄養分として消化されにくい籾を多く含み、栄養分の有効活用が課題 
・このため、消化の良い茎葉部分の割合が高い新品種（たちずすか）を開発 
・生産現場での導入事例では、飼料費が低減 

 
 
 
 
 
 
 

  収穫期における 

乾物重の比較（kg/10a） 

     従来品種  たちすずか 

 （クサノホシ） 

飼料用稲品種たちすずかの特徴 

 

牛が消化しにくい籾の割合が低く、 

消化の良い茎葉の割合が高い 

稲発酵粗飼料 
（給与年） 

305日乳量 
（kg/頭） 

乳販売額 
（円/頭） 

飼料費※２ 

（円/頭） 

(H23) 
クサノホシ+輸入乾草 

9,160 842,720 313,272 

(H24) 
たちすずか給与 

10,056 925,152 309,725 

差(H24-H23) 896 82,432 －3,547 

10

％ 

増 

生産現場における導入事例（広島県） 

※ 飼料費の削減は、粗飼料を「たちすずか」主体に置換し自家配合したことによる。 

多収で耐病性に優れる中生オーチャードグラス品種 「まきばたろう」 

・従来の中生品種「マキバミドリ」より平均８％多収で、 
 主要病害であるさび病、うどんこ病、雲形病などの 
 病害抵抗性が強く、高い永続性を有する 
・東北から九州までの寒冷地、温暖地及び一部の暖 
 地で、安定した良質な粗飼料生産に寄与 
 

◆牧草（オーチャードグラス）の新品種 ◆青刈とうもろこしの新品種 

◆飼料用稲の新品種 
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水田活用の直接支払交付金の概要               

対象作物 交付単価 

麦、大豆、飼料作物 3.5万円／10a 

ＷＣＳ用稲 8.0万円／10a 

加工用米 2.0万円／10a 

飼料用米、米粉用米 
収量に応じ、 

5.5万円～10.5万円/10a 

販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農 

【交付対象者】 

【支援内容】 

① 戦略作物助成 

② 二毛作助成 
（主食用米と戦略作物助成の対象作物、又は戦略作物助成の対象作
物同士の組み合わせによる二毛作を支援） 

1.5万円／10a 

③ 耕畜連携助成 

（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環の取組を支援） 

1.3万円／10a 

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞ 

注１：数量払いによる助成は、農産物検査機関による数量確認を受けていることが条件 
注２：※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に当たって

は、市町村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単収）を適用 

数量払いの単価（傾き）：約167円／kg 
助成額 
（円/10ａ） 

10.5万 

8.0万 

5.5万 

単収（kg/10a） 680※ 530※ 

(標準単収値） 

380※ 

作付パターン（例） 交付金額（10a当たり） 

 主食用米 ＋  麦 （米の直接支払）   ＋   1.5万円    

   麦  ＋ 大豆 3.5万円        ＋ 1.5万円    

 飼料用米 ＋  麦 5.5～10.5万円    ＋ 1.5万円 

 米粉用米 ＋ 飼料用米 5.5～10.5万円    ＋ 1.5万円 

④ 産地交付金 

 ○ 地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」に基づき、
高付加価値化や低コスト化を図りながら、地域の特色のある魅力的
な産品の産地を創造するため、地域の裁量で活用可能な産地交付
金により、麦・大豆を含む産地づくりに向けた取組を支援します。 

 ○ 地域の取組に応じた追加配分を都道府県に対して行います。 

対象作物 取組内容 追加配分単価 

飼料用米、米粉用米 多収性専用品種への取組   1.2万円/10a 

加工用米 複数年契約（3年間）の取組 1.2万円/10a 

備蓄米 
平成26年産政府備蓄米の買
入入札における落札 

0.75万円/10a 

そば、なたね 作付の取組 
（基幹作）2.0万円/10a 
（二毛作）1.5万円/10a 
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補助事業の概要：飼料増産総合対策事業（飼料自給率向上対策の推進）           

    食料・農業・農村基本計画（平成２２年３月）では飼料自給率目標を３８％（平成３２年度）に設定 
○ 輸入飼料への依存体質から脱却し国内の飼料生産基盤に立脚した畜産を実現するため、国産飼料の生産・利用を拡大 
○ 飼料作物の生産拡大に向けて、作付拡大、生産性向上及び生産体制等の強化を推進 

草地生産性向上対策（拡充） 

○高位生産草地等への転換 

○優良飼料作物種子の活用・飼料生産技術向上               
 （拡充：高能力な新品種を戦略的に普及する体制整備）                                   

○飼料作物種子・飼料用稲種子の調整保管   

○飼料生産技術者の資質向上支援               
 拡充: ・配合飼料給与量を低減させる粗飼料の 

生産・給与技術（ｽﾏｰﾄﾌｨｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）の実証 
    ・地域の大家畜生産のハブとしての 
     公共牧場の機能を強化 

○飼料用米等の農薬残留試験 
 
              
 

高位生産草地 飼料生産技術者の 
技術向上 

籾米残留試験 

種子の調整保管 

乳用牛／採卵鶏 
給与・残留試験 公共牧場による放牧 

国産粗飼料増産対策（拡充） 

 
○飼料生産組織の受託の開始支援   
 
 

○栄養価の高い良質な粗飼料（とうもろこし
等）生産拡大等の支援 （組替）  

コントラクター 

ＴＭＲｾﾝﾀｰ(ﾌﾟﾗﾝﾄ) ｿﾙｺﾞｰ とうもろこし 

 エコフィード 
緊急増産対策（拡充） 

○食品残さ等の適正な分別の普及（拡充） 
 

○地域未利用資源の飼料化確立の支援 
 

○食品残さ等飼料化事業者の技術向上支援（新規） 
 

○活用が進んでいない食品残さ等によるエコ
フィードの増産支援（組替） 

分別が必要な食品残さ 水分の高い食品残さ 

国産飼料基盤に 
立脚した畜産の確立 

飼料自給率26％→38％ 

粗飼料自給率 
 79％→100％ 

濃厚飼料自給率 
11％→19% 
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１．公共牧場の利用状況 

注１：牧場数は、現在、稼働している公共牧場の数であり、休止または廃止している牧場は含まない。 

注２：牧草地面積は、採草や放牧に供した牧草地面積の合計であり、飼料畑面積は含まない。野草地面積は、放牧等に供した野草地及び林地の合計面積 

注３：平成12年までは都道府県の認定した公共牧場のデータのみを集計。14年より調査手法を変更 

① 公共牧場数は、近年減少傾向で推移しており、特に平成24年度は東日本大震災に伴う原発事故の影響により、休止している牧場が多数みられるなど 
   全国で735牧場となっている。 
② 公共牧場の利用頭数は、17年度以降減少傾向で推移しており、25年度の利用頭数（夏期：7月1日時点）は、全国で133千頭。 
  畜種別では、乳用牛が91千頭（対前年約1千頭増加）、肉用牛が42千頭（対前年約３千頭増加）となっている。  

○公共牧場数、利用頭数及び牧草地面積等の推移 

    昭45 55 平2 7 15 17 19 20 21 22 23 24 25 
 牧場数 914  1,179  1,146  1,053  945  915  883  862  842  833  816  761  735  
 利用頭数(千頭)(７月１日時点） 113  213  214  187  157  165  147  145  143  146  141  129  133  
   乳用牛 69  129  119  120  102  104  89  83  85  94  94  90  91  
   肉用牛 43  84  95  67  55  61  57  62  59  52  47  39  42  
 牧草地面積(千ha) 48  97  108  110  104  102  95  92  90  91  91 81  85  
 野草地面積(千ha) 46  61  69  35  47  42  39  38  38  37  41  31  36  

当
た
り 

１
牧
場 

 利用頭数(頭）（７月１日時点） 123  181  187  178  166  180  166  168  170  176  173  169  181  
 牧草地面積(ha) 52  83  94  104  110  111  107  106  107  109  111  106  116  
 1ha当たり頭数(頭) 2.35  2.19  1.98  1.70  1.51  1.62  1.54  1.58  1.59  1.62  1.56  1.60  1.57  

○畜種別利用頭数の推移 ○牧草地及び野草地面積の推移 

公共牧場の概要 
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放牧畜産実践牧場等の認証制度 

○ 放牧により生産された牛乳等の畜産物の差別化を図ることは、放牧を推進するために重要な取組。 
 

○ （一社）日本草地畜産種子協会では、平成21年から、放牧に取り組む牧場のうち、放牧面積や放牧期間について一定の要
件を満たした牧場について「放牧畜産実践牧場」として認証。また。これに併せて、放牧畜産実践牧場で生産される牛乳、アイ
スクリーム等についての認証も実施。 

 

○ 現在（平成26年5月）、牧場では36件、畜産物では８件（牛乳３件、アイスクリーム３件、チーズ１件、牛肉１件）が認証されて
いるところ。 

 

○ 今後は、放牧畜産基準認証制度についてのより一層の理解促進や積極的な広報活動が課題。 

注 ： 放牧畜産実践牧場内訳 酪農27戸 肉用牛（繁殖）９戸 

放牧畜産物を生産する牧場における飼養管理事項の基準を定めた「放牧畜産基準」
の他、酪農では4つの生産基準、肉用牛では3つの生産基準を策定。 

○ 放牧により生産された牛乳等の畜産物の差別化を図ることは、放牧を推進するために重要な取組。 
 

○ （一社）日本草地畜産種子協会では、平成21年から、放牧に取り組む牧場のうち、放牧面積や放牧期間について 
  一定の要件を満たした牧場について「放牧畜産実践牧場」として認証。また。これに併せて、放牧畜産実践牧場で 
  生産される牛乳、アイスクリーム等についての認証も実施。 
 

○ 現在（平成26年４月）、牧場では35件、畜産物では８件（牛乳３件、が認証。 

※ 放牧畜産基準認証マーク 

 放牧畜産認証が得られた畜産
物等に使用が認められる。 

 放牧畜産の生産フローと８つの基準認証 

＜放牧畜産基準＞                                                  ＜放牧酪農牛乳生産基準＞   

＜放牧酪農乳製品生産基準＞   

  

  

  

                                        

  

                                         

  

  

  

  

  
＜放牧牛乳生産基準＞   

＜放牧乳製品生産基準＞   

                                                                                                       

  

  

  

  

  

  

          ＜放牧子牛生産基準＞      ＜放牧肥育牛生産基準＞           ＜放牧牛肉生産基準＞   

  

  

  

  

  

  

  

放牧畜産 
  

  

  

    

生 

      

放牧子牛 
  

放牧肥育牛 
  

放牧酪農牛乳   

  

  

放牧牛乳   

放牧乳製品   

５～１０月の 
放牧期間に限定 

  

放牧牛肉 

  

  

  

    

    

  
  

肉用牛繁殖経営   

  

  

  

  
  

肉用牛肥育経営   

  

  

  

  

  
と畜、食肉処理・   

加工等業者   

  
乳業組合   
乳業会社   
酪農経営等   

（ﾐﾆﾌﾟﾗﾝﾄ）   

肉用牛繁殖 

経営 
  

酪農経営 

実践牧場 

乳 

放牧 酪農乳製品 
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放牧による獣害対策（富山県） 

＜概況＞放牧面積22ha、放牧箇所数12箇所、繁殖牛31頭 

イノシシ等による食
害対策として農園周
辺等にカウベルト
（放牧帯）を設置。放
牧地の景観の保持
と農作物被害の減
少等に有効。 

肉用牛の放牧（熊本県Ｋ牧野組合） 

 子牛生産だけでなく
肥育全期間に粗飼料
を多給する肥育方法を 
 

取り入れた褐毛和種
の繁殖肥育一貫生産
を実施。消費者を牧場
に招く等、生産者と消
費者との交流を推進。 

＜概況＞放牧面積260ha、肥育牛180頭、繁殖牛330頭 

 地域内の乳用育成
牛を預かり、集約的な
放牧管理をすることに
より、高齢化による労
働力不足の解消や増
頭に貢献。 

＜概況＞ 放牧面積180ha、草地面積200ha 
夏期放牧750頭、冬期舎飼530頭、哺育育成130頭 

公共牧場（北海道Ｕ牧場） 乳牛の放牧（北海道H牧場） 

＜概況＞放牧面積22ha、草地面積60ha、乳用牛80頭 

 平成22年に放牧畜産
実践牧場の認証（※）を
取得。放牧牛の牛乳を
利用しアイスクリームを
生産・販売も手がける。
乳量の追求だけでなく、
飼料費や衛生費の低減
を見据えた経営を実践。 

耕作放棄地放牧（山口県） 

 耕作放棄地を利用し
た移動放牧を行う｢山
口型放牧｣は、肉用牛
経営の省力化、低コス
ト化、耕作放棄地の解
消、農村の景観の保全
等への貢献が高く、県
内全域に幅広く普及。 

＜概況＞山口型放牧面積321ha、放牧箇所数295箇所 ＜概況＞放牧面積2.3ha、繁殖牛8頭 

 転作田の採草地に
電気牧柵等を整備し
放牧地として利用（5
～11月）。家畜の管理
者の近隣で飼養する
ことにより、分娩後の
きめ細やかな個体管
理が可能となり繁殖
成績が向上。 

水田放牧（青森県N牧場） 

 放牧畜産の促進と消費
者の理解醸成を図るため、

放牧を実践する牧場や放
牧によって生産される畜産
物等について認証を行う制
度。 

※放牧畜産基準認証制度とは 

最近の放牧の取組 

 このうち、放牧管理等の基準を満たし
た牧場を放牧畜産実践牧場として（社）
日本草地畜産種子協会で認証している。  

あ か げ 
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JA北九州くみあい飼料・稲わらセンター（福岡県三潴郡大木町） 
 

○ 平成22年度から、福岡県や佐賀県を中心とした57戸の酪農家及び7
組織の飼料生産組織と連携して、年間約3,300トンの稲わらを収集。 

○ ロール（約200kg）で収集した稲わらを解体・細断し、1日約7トンの圧縮
小型ベール（約20kg）に再梱包することで、保管・輸送コストの低減や
畜産農家の利便性向上に寄与。 

○ 製造した稲わらは、南九州の畜産地帯を中心に広域に流通。 

①稲わらはロールで 
収集し、搬入 

②ロールカッターで 
ロールを解体 

③裁断機へ投入 

④油圧プレスで 
圧縮・成型 

⑤梱包・結束 ⑥発送 

中国からの飼料用稲わらの輸入の流れ 

・原料→加熱処理→製品保管がワンウェイ化された施設 
・加熱処理 
  ８０℃、１０分以上＜動物検疫上の条件＞ 
  ８６℃、 ４分以上＜植物防疫上の条件＞ 
・加熱後、保管 
・当該施設において密封式コンテナに積載後、封印 

【中国国内】 

生産地 原料加工場 

・原料の選別、異物除去等 
・重量測定、油圧機による加圧成型 
・網袋での梱包 

加熱処理施設（農林水産大臣指定） 

＜稲わらの生産、処理、保管＞ 
 ・過去３年間半径５０ｋｍ以内で口蹄疫等が発生していない地域 

糞便等による汚染を受けていない 
稲わらであること 

動物検疫所及び植物防疫所に
よる現物検査等 

合格 

輸 出 

輸入検査 

日本到着 
畜産農家へ 

原料搬入 加熱処理 製品保管 密封式コンテナ 
に積載後・封印 

ワンウェイ化された施設であること 

国産稲わらの広域流通の取組 

流通

【日本国内】 
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畜産農家   

エコフィードを適正に配合した飼料を
家畜に給与し、畜産物を生産 

給与 

食品産業  
飼料化施設  

食品循環資源の適正な分別・
保管等 

飼料の適正な製造・保管
及び栄養成分の維持等 

食品産業  

原料の収集・運搬 

販売・消費 

副産物・余剰品等 

一定の基準（食品循環資源利用率、栄養成分等）を
満たすものを「エコフィード」として認証 

認証機関 

加工（飼料化） 

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ことを目的とし、平成21年３月から運用を開始。（平成26年6月末、50件認証済み） 

（社）日本科学飼料協会 

販売 

エコフィードの取組を消費者までつなげることで、取組に対する社会の認識と理解を深めることを目的とし、一定の基
準を満たした畜産物を「エコフィード利用畜産物」として認証する制度の運用を平成23年５月より開始。 

特定された流通経路で畜産物を
流通（加工）、販売 

一定の基準（給与計画に基づくエコフィードの
給与、販売までのルート特定等）を満たすもの
を「エコフィード利用畜産物」として認証 

認証機関 

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
認
証
制
度 

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
利
用
畜
産
物
認
証
制
度 

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

（社）中央畜産会 

【エコフィード利用畜産物認証】 
・ ｴｺﾌｨｰﾄﾞの名称利用 
・ 認証マークの使用  

エコフィードに関する認証制度 

（平成26年6月末、８件認証済み） 
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エコフィード認証の事例 

●エコフィード認証  

認証件数 ：５０銘柄（２１業者） 
 うち牛用：１０銘柄（ ６業者） 
   豚用：２０銘柄（１３業者） 
   鶏用：２７銘柄（ ７業者） 

（平成２６年６月末現在） 

●エコフィード畜産物認証 

認証件数   ： ８商品 
 うち豚肉関連： ５商品 
   鶏卵関係： ３商品 

（平成２６年６月末現在） 

エコフィード認証制度の活用事例 

醤油工場 

醤油工場（数社）から排出さ
れる醤油粕（原料：大豆・小
麦・麹・食塩等）を収集。 

畜産農家（酪農家等） 

酪農家等で家畜に給与 

明治飼糧(株)（新北海道飼料） 

※エコフィード認証 

２１認証第５号 

乾燥させた醤油粕を他原料と混合し、
ペレットに加工した「もろみペレット」を
製造 

「もろみペレット」を牛（搾乳牛）用の
配合飼料原料として利用 

ﾕﾆｰ㈱、㈱ｻｰｸﾙKｻﾝｸｽ、㈱ﾌｧ
ﾐﾘｰﾏｰﾄの関東店舗にて販売 

店舗から発生する未利用食料等 

ﾌ゙ﾗｲﾄﾋ゚ｯｸｸ゙ﾙ ﾌー゚ 

ｴｺﾌｨー ﾄ゙の製造 

認証ｴｺﾌｨー ﾄ゙で肥育 

※エコフィード認証 
22認証第8～12号 

㈱横浜ﾐー ﾄｾﾝﾀー  

食肉処理（部分肉加工） 

ﾌ゚ﾘﾏﾊﾑ㈱ 

ﾊﾑ･ｿー ｾー ｼ゙等の 

畜肉加工品製造 

原料・飼料化・畜産・メーカー・流通
小売業の関連する事業者が連携 
「食品リサイクルループ」を構築 

山崎製ﾊﾟﾝ㈱千葉工
場、横浜第二工場の
食ﾊﾟﾝの耳等 

総菜ﾊ゚ﾝ等の製品製造 

養豚農家 

スーパー、コンビニ等 

食肉加工
業者 

製パン工場 

エコフィード畜産物認証の事例 

※エコフィード利用
畜産物認証 

２３認証第１号 
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