
 飼料用米作付面積はR３年度からR４年度にかけて2.6万ha拡大し、過去最高の14.2万haとなった。近年、多収品種の
導入や区分管理での取組による本作化が進展してきたが、R４年度は、多収品種の取組の拡大は、2.6万haの拡大の
うち0.6万haに止まり、一般品種の増加が顕著であった。

 また、飼料用米の生産の約５割が経営規模（全水稲の作付面積）が15ha以上の大規模農家により担われている。

飼料用米の取組状況
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○ 飼料用米の単収分布（令和３年産）
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【参考】単収の推移

平均単収：575kg/10a

○ 飼料用米生産者の経営規模（全水稲の作付面積）別
分布状況（令和３年産）

全水稲の作付規模
15ha以上が約５割

全水稲の作付面積

※農林水産省調べ

平均 575kg /10a

【飼料用米の作付・生産状況】

注：「区分管理」とは、主食用米を生産する圃場とは異なるほ場で飼料用米のみを作付ける手法で、主食用米と同一のほ場で飼料用米を生産する「一括管理」と比べて、多収品種の
導入が容易で、飼料用米の定着が期待できる。
「飼料用米生産量」は、実際の収量を反映した実績値。

(kg/10a)

H26年産 H27年産 H28年産 H29年産 H30年産 R元年産 R２年産 R３年産

水稲平年単収 530 531 531 532 532 533 535 535

水稲平均単収 536 531 544 534 529 528 531 539

飼料用米平均単収 554 555 558 549 538 539 539 575

Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４

飼料用米作付面積（万ha） 3.4 8.0 9.1 9.2 8.0 7.3 7.1 11.6 14.2

うち、多収品種の作付面積（万ha） 1.3 3.0 3.9 4.6 4.5 4.3 4.0 4.6 5.2

割 合 39% 37% 43% 50% 56% 60% 56% 39% 37%

うち、区分管理の取組面積（万ha） 2.7 6.0 7.3 7.6 7.0 6.5 6.3 9.1 11.3

割 合 80% 75% 80% 83% 88% 89% 89% 78% 80%

飼料用米生産量（万トン） 19 44 51 50 43 39 38 66 －

（ha）
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注１：（ ）内は、生産費全体に占める割合である。 注２：上記の生産費は、出荷前の段階までに掛かる経費であり、搬出・出荷経費、流通経費等は含まれない。
注３：農業所得は、生産費総額から家族労働費、自己資本利子及び自作地地代を控除した額を粗収益から差し引いて算出される。
資料：｢平均的な姿及び｢米の担い手の姿(認定農業者15ha以上層)｣は『農業経営統計調査 平成25年産米生産費』

産業界との連携や省力技術の
導入等による効果

産業界との連携や省力技術の
導入等による効果平均的な姿 米の担い手の姿

（認定農業者15ha以上層）

生

産

費

15,229円/60kg

11,374円/60kg

10,490円/60kg

○ 多収の実現（生産コスト▲16～19%）
（例） ① 多収品種の導入

② 適正な肥培管理

○ 産業界の努力も反映した生産
資材費の低減
（例） ① 未利用資源の活用

（肥料価格▲７％）
② 海外向けモデルの国内展開
（農機価格▲20～30％）

○ 大規模経営に適した省力栽培
技術・品種の開発・導入
（例）① 直播栽培（労働時間▲25%）

② ＩＣＴを活用した作業管理 等

地
域
や
経
営
に
適
し
た
技
術
等
を
選
ん
で
導
入

【目標：約7,615円/60kg】

担い手への農地集積と農地の大区画化を更に
推進することにより、コストを一層削減
担い手への農地集積と農地の大区画化を更に
推進することにより、コストを一層削減

《担い手の飼料用米生産コストの考え方》
 米生産費統計の調査対象経営体のうち、飼料用米の作付けがある経営体を対象
に、食用米の費用を100とした場合の割合を聞き取り、これを米生産費の「認定農
業者がいる経営体のうち、作付規模15ha以上」に乗じることにより算出

25年産米生産費
2013年産（基準年）

10年後
2025年産

 平成27年６月に決定した日本再興戦略改定2015において、担い手の飼料用米生産コストを2025年産までに2013年産の
全国平均から５割削減する目標を掲げている（15,229円/60㎏→7,615円/60㎏）

27年産米生産費

担い手（飼料用米）
（認定農業者15ha以上層）

担い手の飼料用米の生産コストの現状と10年後の生産コスト目標

１０

【担い手の飼料用米生産コスト（令和３年産）】認定農業者15ha以上層・・・9,700円/60kg



飼料用米の多収品種について
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 飼料用米の多収品種については、現在、「需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領」において、
以下の２区分が設けられている。
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21品種
（多収品種）

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）

１１

県名 品種名

北海道 そらゆたか（710）

青森県 ゆたかまる（811）

岩手県 つぶゆたか（672）、つぶみのり（687）、たわわっこ（739）

秋田県 秋田６３号（725）、たわわっこ（717）

福島県 たちすがた（599）、アキヒカリ（827）

長野県 ふくおこし（870）

新潟県
新潟次郎（669）、アキヒカリ（709）、亀の蔵（645）、
ゆきみのり（681）、いただき（689）、ゆきみらい(653)

富山県 やまだわら（718）

兵庫県 兵庫牛若丸（615）、あきだわら（563）

島根県 みほひかり（546）

福岡県 タチアオバ（660）、ツクシホマレ（578）、夢一献（575）

宮崎県 タチアオバ（660）、み系358号（702）、宮崎52号（620）

主な特認品種の例（令和４年産）多収品種

［注］（ ）の数値は研究機関における実証単収の一例で、単位はkg/10a



 農林水産省では、目標の確実な達成に向け「飼料用米生産コスト低減マニュアル」を公表。

現場の農業者が取り組みやすい飼料用米のコスト低減策を示した
「飼料用米生産コスト低減マニュアル」を作成し、公表しました。なお、
より現場に寄り添ったものとするため、現場での失敗事例とその対応を
整理し、本マニュアルの掲載ホームページに追加掲載しています。

「飼料用米生産コスト低減マニュアル」
目次

第１章 多収の達成
１ 取り組む方の条件に応じて収量を確保しやすい品種を作付
けしましょう
（１）多収品種について
（２）多収品種を使用する際の留意事項
２ 肥料をしっかりと投入することで多収を実現しましょう
（１）多収を確保するための多肥栽培
（２）輪作の活用

第２章 栽培の合理化
１ 育苗・田植え作業における生産コスト低減技術
（１）直播栽培の導入
（２）疎植栽培の導入
（３）乳苗移植栽培の導入
（４）プール育苗の導入
２ 施肥管理における生産コスト低減技術
（１）堆肥の利用
（２）安価な肥料の利用
（３）施肥作業の省力・低コスト化
３ 収穫・調整作業等における生産コスト低減技術
（１）立毛乾燥技術の導入
（２）もみ米サイレージとしての出荷
（３）調整工程の簡素化

第３章 規模拡大
（１）農地集積・団地化による規模拡大の推進
（２）作期分散による大規模化の推進

１２

「飼料用米生産コスト低減マニュアル」の作成



■ 趣 旨

飼料用米生産農家の生産水準の向上を推進するため「飼料用米多収日本一」を開催し、生産技術の面から
先進的で他の模範となる経営体を表彰し、その成果を広く紹介する。

■ 内 容
全国の飼料用米生産者のうち、
①作付面積がおおむね１ha以上（区分管理に限る）
②飼料用米の多収化、生産コスト低減等に取り組む
経営体からの応募を受け、飼料用米の10a当たりの
収量が優れる経営体を表彰します。

■ 褒賞区分

・農林水産大臣賞
・農産局長賞
・全国農業協同組合中央会会長賞
・全国農業協同組合連合会会長賞
・協同組合日本飼料工業会会長賞
・日本農業新聞賞

■ 令和３年度受賞者（敬称略）

褒賞区分
単位収量の部 地域の平均単収からの増収の部

受賞者 都道府県 受賞者 都道府県

農林水産大臣賞 小松田 光二 秋田県 坂本 静江 岩手県

農産局長賞 高橋 俊惠 青森県 山口 弘則 佐賀県

全国農業協同組合中央会会長賞 加藤 禎行 北海道 増渕 文明 栃木県

全国農業協同組合連合会会長賞
農事組合法人 日の出生産組合
代表理事組合長 廣田 実

北海道 関 富次 秋田県

協同組合日本飼料工業会会長賞
農事組合法人 坊沢営農組合
代表理事 長崎 克彦

秋田県
有限会社 アグリ：サポート
代表取締役 立松 國彦

愛知県

日本農業新聞賞 上田 隆 秋田県
農事組合法人 ふながわ
代表者 由井 久也

富山県

「飼料用米多収日本一コンテスト」の開催
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