
飼料用米の推進上の課題と
解決に向けた取組について

平 成 ２ ６ 年 ４ 月
農 林 水 産 省 生 産 局 



資料： 総務省「平成25年版情報通信白書」 （2010年までは総務省「国勢調査」、 
2015年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口 
（平成24年1月推計）」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果） 

○ 米の１人当たりの年間消費量は、昭和37年度をピークに一貫して減少傾向にある。具体的には、37年度には118㎏の米を消
費していたのが、平成24年度には、その半分程度の56㎏にまで減少している。 

○ 今後、我が国の人口は減少する一方で、老齢人口（65歳以上）割合は大きく増加し、生産年齢人口（14～64歳）は大きく減少
する見込み。 

資料：農林水産省「食料需給表」
注：１人１年当たり供給純食料の値である。

○米の消費量の推移 ○日本の人口推計

米の消費に関する動向 

１ 



水田における土地利用の状況 

２ 

〔21年度〕 水稲作付面積：164万ha 

  主食用米：159万ha 

加工用米：2.6万ha 

新規需要米：1.7万ha 

非主食用米計：4.3万ha 
麦

17万ha 
大豆

12万ha 

〔22年度〕 水稲作付面積：166万ha 

  主食用米：158万ha 

加工用米：3.9万ha 

新規需要米：3.6万ha 

非主食用米計：7.5万ha 

麦
17万ha 

大豆
12万ha 

非主食用米計：10.6万ha 

〔23年度〕 水稲作付面積：163万ha 

  主食用米：153万ha 

加工用米：2.8万ha 
新規需要米：6.6万ha 

備蓄米：1.2万ha 麦
17万ha 

大豆
12万ha 

非主食用米計：11.6万ha 

〔24年度〕 水稲作付面積：164万ha 

 主食用米：152万ha  

加工用米：3.3万ha 
新規需要米：6.8万ha 

備蓄米：1.5万ha 
麦

17万ha 
大豆

11万ha 

〔20年度〕 水稲作付面積：164万ha 

  主食用米：160万ha 

加工用米：2.7万ha 

新規需要米：1.1万ha 

非主食用米計：3.8万ha 

大豆
13万ha 

麦
17万ha 

非主食用米計：12.5万ha 

〔25年度〕 水稲作付面積：165万ha 

 主食用米：152万ha  

加工用米：3.8万ha 
新規需要米：5.4万ha 

備蓄米：3.3万ha 麦
17万ha 

大豆
11万ha 

○ 平成20年以降、主食用米の需要減少分は、飼料用米等の非主食用米の拡大で対応されている。こうした取組を進めることで、水田が
フルに活用され、生産者等の主体的経営判断による需要に応じた米生産の推進が期待される。 

通年不作付地：18.1万ha 



新規需要米の生産量の推移 

計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積 計画生産量 作付面積

（千ﾄﾝ） （ha） （千ﾄﾝ） （ha） （千ﾄﾝ） （ha） （千ﾄﾝ） （ha） （千ﾄﾝ） （ha） （千ﾄﾝ） （ha）

米　　粉　　用　　米 0.6 108 13.0 2,401 27.8 4,957 40.3 7,324 34.5 6,437 21.1 3,965

飼　　料　　用　　米 8.0 1,410 23.3 4,123 81.2 14,883 183.0 33,955 183.4 34,525 115.4 21,802

Ｗ　Ｃ　Ｓ　用　稲
（稲発酵粗飼料用稲） － 9,089 － 10,203 － 15,939 － 23,086 － 25,672 － 26,600

バイオエタノール用米 2.4 303 2.3 295 2.9 397 3.0 415 2.8 450 2.6 414

輸　 出　 用 　米 0.4 74 0.9 164 2.2 388 1.6 287 2.5 454 2.8 507

そ　の　他
（わら専用稲、青刈り用稲等） 1.0 1,330 1.1 956 0.7 508 0.9 501 0.9 553 0.7 457

合　　　計 12.4 12,314 40.7 18,142 114.9 37,072 228.8 65,569 224.1 68,091 142.5 53,744

注１：ＷＣＳ用稲、わら専用、青刈り用稲については子実を採らない用途であるため計画生産量はなし。

注２：平成25年産は、需給調整カウントとなる新規需要米の取組として認定を受けた平成25年10月15日現在の値。

注３：なお、ラウンドの関係で合計と内訳が一致しない場合がある。

（参考）

加　 工　 用 　米 149.0 27,332 141.2 26,126 212.8 39,327 154.6 28,137 180.9 33,092 209.5 38,039

※加工用米の数量については、平成20～24年産は実績値。平成25年産は需給調整カウントとなる加工用米の取組として認定を受けた平成25年10月15日現在の値。

平成２４年産 平成２５年産

　　新規需要米等の用途別認定状況の推移（平成２０年産～平成２５年産）

用　途　区　分

平成２０年産 平成２１年産 平成２２年産 平成２３年産

○ 平成20年産から飼料用米など新規需要米に対する助成が開始されたが、それ以降、新規需要米の生産量は増加傾向にあ
る（平成25年の生産量は、20年に比べると約12倍）。 

○ 平成25年産の新規需要米は、前年に比べ生産量が減少しているが、これは、備蓄米の買入数量が前年比10万トン増（８万
トン→18万トン）となったこと等によるもの。 

○ 飼料用米については、輸入トウモロコシと同等の栄養価と評価されており、潜在的な需要が大きいことから、今後、生産の増
加が見込まれるところ。 

３ 
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（参考）
主食用米の平年単収：530kg/10a 

平均：482kg/10a 

○飼料用米の単収分布（平成24年産）

飼料用米の取組の現状 

○主食用品種・多収性専用品種による取組面積の割合（平成24年産）

主食用品種 多収性専用品種

割合 ７割 ３割

※農林水産省調べ

（母数：5,869） 

※農林水産省調べ

４ 



水田活用の直接支払交付金による平成26年産の飼料用米生産への助成について 

◆ 数量払いの導入

◆ 産地交付金の追加配分等

 単収向上の取組へのインセンティブとして、生産数量に応
じて交付金を支払う数量払いを導入。

 多収性専用品種の取組に対し、１２，０００円／１０ａの産地交付
金を地域に追加配分。

・ 数量払いによる助成については、農産物検査機関による数量の確
認を受けていることを条件とする。

・ ※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）を適用するものとする。

助成額
（円/10a） 数量払いの単価（傾き）：約167円/kg 

単収（kg/10a） 530 380 

5.5万 

8.0万 

（標準単収値）

10.5万 

680 ※ ※ ※ 

５ 

◆ 二毛作助成

 水田における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行う場合、
１５，０００円／１０ａを交付。

◆ 耕畜連携助成

 飼料用米を畜産農家へ供給するとともに、稲わらを畜産農家へ
供給することにより、１３，０００円／１０ａを交付。

対象作物 交付単価

麦、大豆、飼料作物 35,000円／10a 

ＷＣＳ用稲 80,000円／10a 

加工用米 20,000円／10a 

飼料用米、米粉用米 収量に応じ、
55,000円～105,000円／10a 

《戦略作物助成》

飼料用米との
二毛作のパターン（例）

交付単価

飼料用米＋麦 5.5～10.5万円 ＋ 1.5万円 

飼料用米＋飼料作物 5.5～10.5万円 ＋ 1.5万円 

 国から配分する資金枠の範囲内で、都道府県、地域農業再生
協議会が飼料用米の生産性向上等の取組に対し、 助成単価を
設定し、交付額を上乗せすることが可能。

（K県Ｉ市の例） 

担い手による飼料用米の作付に対し、Ｋ県で５，０００円／１０ａ、Ｉ市で５，０００円
／１０ａ、合計で１０，０００円／１０ａを交付



水田活用の推進（飼料用米の振興）による構造改革の促進 

〈従来〉 〈今後〉 

交付金の充実を
契機に、作付体系
を変更

法人Eでは、配分面積どおりの

主食用米と飼料用米の生産によ
り水田面積を維持。

多収・低コスト生産の取組は行
われていない。
作業ピークがあり、法人Eは規

模拡大が困難な状態。

Ｃさん

農業法人E 

Ｂさん

Ｄさん

◆取引している大手養豚業者の要請に応じ、主食用米
と作期の異なる飼料用米を作付けることにより作業の
ピークを分散し、多収･低コスト生産に取り組み、周辺
農地を引き受け、規模を拡大。

◆多収品種（800kg台/10a）や低コスト技術の導入、機

械の効率的利用により、大幅（４割）コスト削減を実現
。

コシヒカリ 
（早生）

作業ピークを分散 

１日当たり作業量

作業時期

作業が短期間に集中

モミロマン 
（中生） 

もちだわら
（晩生）

コシヒカリ（早生） レーザーレベラー均平 

無人ヘリ湛水直播 

鶏糞焼却灰の利用

ほ場での立毛乾燥

無人ヘリ防除 

低コスト仕様農業機械

飼料用米 
（モミロマン（中生））

主食用米 
（コシヒカリ（早生）） 

前
年
は

不
作
付
地

配合飼料（米使用）

前
年
は

不
作
付
地

前
年
は

不
作
付
地

外食・中食向け主食用米 
（あきだわら（中生）） 

水稲収穫量の４割を飼料用米
として出荷（品種は主食用米、
飼料用米とも同じ）

◆飼料用米の成功を踏まえ、外食・中食向け多
収品種を導入するなど、主食用米にも同様の
手法を導入し、法人における米の生産コストを
４割削減。

◆主食用米の効率化によって労働力に余裕が
生じ、規模拡大が可能となり地域の不作付地
を解消。

Ａさん

主食用米 
（コシヒカリ（早生）） 

飼料用米 
（モミロマン（中生））

飼料用米
（もちだわら（晩生））

主食用米 

飼料用米 

農業法人E 農業法人E 
不
作
付
地

飼
料
用
米

飼料用米
（もちだわら（晩生））

◆大手養豚業者が飼料用米を給餌した豚は、“脂身が白く
おいしい”と評判のブランド豚肉として販売され、地域の農
業産出額はさらに増加。

６ 



多収性専用品種について 

○ 多収性専用品種については、現在、「需要に応じた米生産の推進に関する要領」において、以下の２つのカ
テゴリが設けられている。
① 国の委託試験等によって、飼料等向けとして育成され、子実の収量が多いことが確認された20品種（飼料

用等の専用品種）

② 一般的な品種と比べて子実の収量が多く、当該都道府県内で主に主食用以外の用途向けとして生産され
ているもので、全国的にも主要な主食用品種ではないもののうち、知事の申請に基づき地方農政局長等が
認定した品種（特認品種）

県名 品種名

岩手県 つぶゆたか（672）、つぶみのり（687） 

秋田県 秋田６３号（725） 

福島県 たちすがた（599）、アキヒカリ（827） 

長野県 ふくおこし（870）、ほそおもて（863） 

新潟県
新潟次郎（669）、アキヒカリ（709）、 
北陸糯216号（681）、亀の蔵（645） 

兵庫県 あきだわら（563） 

島根県 みほひかり（546） 

福岡県 ツクシホマレ（578） 

長崎県 夢十色（681） 

特認品種の例（平成25年産） 飼料用等の専用品種（20品種） 

ミズホチカラ（728） 
モグモグあおば（724） 
まきみずほ（678） 

［注］（ ）の数値は試験場における実証単収の一例で、単位はkg/10a 

きたあおば（825） 
たちじょうぶ（757） 
北瑞穂（606） 

べこごのみ（686） 
ふくひびき（703） 
べこあおば（732） 
いわいだわら（842） 

みなゆたか（758） 

夢あおば（722） 
ゆめさかり（781） 

ホシアオバ（694） 
タカナリ（732） 
もちだわら（792） 
北陸193号（780） 
モミロマン（823） 
クサホナミ（669） 
クサノホシ（670） 

［注］（ ）の数値は試験場における実証単収の一例で、単位はkg/10a ７ 



【 飼料用の多収性専用品種の種子の供給体制 】 

都道府県種子協会

（原種等の供給） 

都道府県試験場等

農 研 機 構
（一社）日本草地畜産

種子協会

（種子の供給） 

民間種苗会社

種子生産団体等

生

産

者

◆ 平成２６年産では、多収性専用品種の取組拡大が想定されるため、国、都道府県及び関係機関が連携し、

➀ （一社）日本草地畜産種子協会の種子供給可能量等の情報共有

➁ 平成２５年産飼料用米の籾を種子に転用する手続の明確化

➂ 種子の過不足の全国調整

等を進めているところ。

※ 平成25年産飼料用米のうち多収性専用品種による取組面積  約9,400ha 
  （農林水産省調べ）

飼料用米の多収性専用品種の種子の供給について

８ 

○ 飼料用の多収性専用品種の種子については、都道府県種子協会において需要を把握して供給しているほか、
県等の供給では不足する種子について、主に（一社）日本草地畜産種子協会において補完的に供給していると
ころ。
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