
飼料用米飼料用米飼料用米飼料用米をををを活用活用活用活用したしたしたした鶏鶏鶏鶏のののの生産技術生産技術生産技術生産技術のののの実証実証実証実証・・・・普及普及普及普及
長野県農業技術課

副主任専門技術員 砂場洋次



561.3561.3561.3561.3130130130130104104104104供給量供給量供給量供給量（（（（ﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝ））））

89.189.189.189.123.523.523.523.517.217.217.217.2面積面積面積面積（ｈａ）（ｈａ）（ｈａ）（ｈａ）
合計合計合計合計

87087087087099998888頭数頭数頭数頭数

61.861.861.861.81.21.21.21.20.20.20.20.2供給量供給量供給量供給量（（（（ﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝ））））

9.69.69.69.60.70.70.70.70.20.20.20.2面積面積面積面積（ｈａ）（ｈａ）（ｈａ）（ｈａ）

肉牛肉牛肉牛肉牛

182,690 182,690 182,690 182,690 119,000 119,000 119,000 119,000 83,500 83,500 83,500 83,500 羽数羽数羽数羽数

274.7274.7274.7274.789.389.389.389.347.647.647.647.6供給量供給量供給量供給量（（（（ﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝ））））

40.340.340.340.316.116.116.116.19.89.89.89.8面積面積面積面積（ｈａ）（ｈａ）（ｈａ）（ｈａ）

養鶏養鶏養鶏養鶏

4,782 4,782 4,782 4,782 2,200 2,200 2,200 2,200 2,100 2,100 2,100 2,100 頭数頭数頭数頭数

5151515130.930.930.930.936.536.536.536.5供給量供給量供給量供給量（（（（ﾄﾝﾄﾝﾄﾝﾄﾝ））））

8.78.78.78.75.25.25.25.25.85.85.85.8面積面積面積面積（ｈａ）（ｈａ）（ｈａ）（ｈａ）

養豚養豚養豚養豚

ＨＨＨＨ２２２２２２２２ＨＨＨＨ２１２１２１２１ＨＨＨＨ２０２０２０２０

長野県長野県長野県長野県におけるにおけるにおけるにおける飼料用米飼料用米飼料用米飼料用米のののの畜種別取組状況畜種別取組状況畜種別取組状況畜種別取組状況



採卵鶏向採卵鶏向採卵鶏向採卵鶏向けのけのけのけの飼料用米飼料用米飼料用米飼料用米にににに取組取組取組取組んだんだんだんだ背景背景背景背景

(1)世界的な穀物需給の変化からとうもろこし等穀物価格
の上昇による配合飼料価格の高騰。（昨年対比150％）

(2)地元で栽培した国産飼料に対する食の安全及び自給
率向上への評価。

畜産側（採卵鶏）畜産側（採卵鶏）

水稲側水稲側
(1)米は日本の国土に合った作物で１００％の自給率だ

が消費低迷で４０％の生産調整を行い、麦・大豆等主要
穀物は転作田で湿害により生産性が上がらない。

※遊休水田が増加（農振農用地内水田の6.5％％％％が遊休化）

(2)水田をそのまま活用でき、食用米の生産過剰にもなら
ないので「新規需要米」として国は栽培者への新た助成
制度を実施して推進。



飼料用米飼料用米飼料用米飼料用米のののの栄養価比較栄養価比較栄養価比較栄養価比較

    

３２７０１１１１．．．．３３３３１１１１．．．．７７７７３３３３．．．．８８８８８８８８．．．．００００トウモ
ロコシ

２６４０６６６６．．．．３３３３８．６２２２２．．．．２２２２８８８８．．．．９９９９モミ米

３２９０１１１１．．．．３３３３００００．．．．９９９９２２２２．．．．３３３３７７７７．．．．９９９９玄米

代謝エ
ネル
ギー

粗灰分粗繊維粗脂肪粗タン
パク質

飼料名

※栄養価でトウモロコシの代替が可能だがモミで
は、エネルギーがやや低い



地区飼料用米導入定着化推進協議会地区飼料用米導入定着化推進協議会地区飼料用米導入定着化推進協議会地区飼料用米導入定着化推進協議会

【【【【協議会構成員協議会構成員協議会構成員協議会構成員】】】】
１１１１．．．．畜産農家畜産農家畜産農家畜産農家；；；；養鶏組合養鶏組合養鶏組合養鶏組合 ２２２２．．．．耕種農家耕種農家耕種農家耕種農家：：：：飼料米栽培農家飼料米栽培農家飼料米栽培農家飼料米栽培農家

市市市市町村農政課町村農政課町村農政課町村農政課、、、、県地方事務所県地方事務所県地方事務所県地方事務所
農政課農政課農政課農政課

普及普及普及普及センターセンターセンターセンター

普及普及普及普及センターセンターセンターセンター水稲担当水稲担当水稲担当水稲担当

耕畜連携耕畜連携耕畜連携耕畜連携コーディネートコーディネートコーディネートコーディネート

ＪＡＪＡＪＡＪＡ飼料米飼料米飼料米飼料米のののの育苗育苗育苗育苗・・・・ライスライスライスライス
センターセンターセンターセンターでのでのでのでの乾燥調製支援乾燥調製支援乾燥調製支援乾燥調製支援

水田営農水田営農水田営農水田営農・・・・助成金支援助成金支援助成金支援助成金支援

飼料米給与実証計画、調査飼料米給与実証計画、調査 飼料米低コスト栽培実証、調査飼料米低コスト栽培実証、調査

最大の課題は両部門が合意できる最大の課題は両部門が合意できる飼料米飼料米価格価格設定設定

関係機関関係機関関係機関関係機関がががが、、、、連携連携連携連携してしてしてして取組取組取組取組みをみをみをみを支援支援支援支援するするするする体制体制体制体制がががが必要必要必要必要



１１１１．．．．水稲農家所得水稲農家所得水稲農家所得水稲農家所得をををを食用米食用米食用米食用米のののの８０８０８０８０％％％％をををを目標目標目標目標、、、、
経営試算経営試算経営試算経営試算のののの作成作成作成作成。。。。

２．畜産側（採卵鶏）の飼料米価格は輸入トウモロコシ２．畜産側（採卵鶏）の飼料米価格は輸入トウモロコシ
と同等を目安とし平成２０年にと同等を目安とし平成２０年に１ｋｇ３５円１ｋｇ３５円に設定に設定→現→現
在は在はトウモロコシがトウモロコシが２８円に下がり（ｺｽﾄ高）２８円に下がり（ｺｽﾄ高）

飼料飼料飼料飼料用用用用米米米米のののの試算検討試算検討試算検討試算検討のののの留意事項留意事項留意事項留意事項

国国国国よりよりよりより８８８８万万万万国国国国よりよりよりより８８８８万万万万のののの助助助助のののの助助助助
成金成金成金成金成金成金成金成金



飼料用米飼料用米飼料用米飼料用米栽培栽培栽培栽培実証試験実証試験実証試験実証試験のののの推進推進推進推進目標目標目標目標

水稲側水稲側

１．低低低低コストコストコストコスト、、、、多収栽培多収栽培多収栽培多収栽培のののの実証実証実証実証。。。。（（（（栽培面積栽培面積栽培面積栽培面積９０９０９０９０ａａａａ））））
（（（（１１１１））））多収性品種多収性品種多収性品種多収性品種のののの活用活用活用活用（（（（品種名品種名品種名品種名：：：：ほそおもてほそおもてほそおもてほそおもて））））
・・・・基肥料基肥料基肥料基肥料にににに鶏糞堆肥鶏糞堆肥鶏糞堆肥鶏糞堆肥のののの施用施用施用施用。（。（。（。（耐倒伏性耐倒伏性耐倒伏性耐倒伏性；；；；肥料費削減肥料費削減肥料費削減肥料費削減））））
・・・・農薬農薬農薬農薬のののの低減低減低減低減（（（（耐病性耐病性耐病性耐病性；；；；いもちいもちいもちいもち防除薬剤防除薬剤防除薬剤防除薬剤のののの削減削減削減削減））））

※※※※地区地区地区地区のののの平均平均平均平均単収単収単収単収５８０５８０５８０５８０ｋｇｋｇｋｇｋｇをををを２０２０２０２０％％％％上回上回上回上回るるるる。（。（。（。（８８８８００００００００ｋｇ）ｋｇ）ｋｇ）ｋｇ）
※※※※薬剤費薬剤費薬剤費薬剤費、、、、肥料費肥料費肥料費肥料費のののの資材費資材費資材費資材費低減低減低減低減でででで２２２２００００％％％％コストコストコストコスト低減低減低減低減。。。。

※食用米の８０％の所得を目指す。（補助金有り）

※永続するためには、水稲農家の所得確保の推進。



１．導入品種：ほそおもて（県内育成、多収性品
種）草丈は中稈、晩生種で穂イモチ抵抗性は強。

籾籾籾籾のののの形態形態形態形態はははは野毛野毛野毛野毛がががが有有有有りりりり細長細長細長細長いいいい



平成平成平成平成２０２０２０２０年度飼料用米栽培実証試験年度飼料用米栽培実証試験年度飼料用米栽培実証試験年度飼料用米栽培実証試験

イモチイモチイモチイモチ病病病病
＋＋＋＋
害虫害虫害虫害虫

17a17a17a17a
③③③③化学肥化学肥化学肥化学肥
料区料区料区料区

・・・・基肥料基肥料基肥料基肥料：：：：化学肥料化学肥料化学肥料化学肥料

・・・・追肥追肥追肥追肥：Ｎ：Ｎ：Ｎ：Ｎ5kg5kg5kg5kgをををを分施分施分施分施

害虫害虫害虫害虫のみのみのみのみ16a16a16a16a
②②②②化学肥化学肥化学肥化学肥
料区料区料区料区

・基肥料基肥料基肥料基肥料：：：：鶏糞堆肥鶏糞堆肥鶏糞堆肥鶏糞堆肥
２０００２０００２０００２０００ｋｇｋｇｋｇｋｇ

・・・・追肥追肥追肥追肥：Ｎ：Ｎ：Ｎ：Ｎ5kg5kg5kg5kgをををを分施分施分施分施

イモチイモチイモチイモチ病病病病
＋＋＋＋

害虫害虫害虫害虫
９９９９ａａａａ

①①①①堆肥施堆肥施堆肥施堆肥施
用区用区用区用区

施施施施 肥肥肥肥苗箱施薬苗箱施薬苗箱施薬苗箱施薬
面面面面
積積積積

ほほほほ場場場場



平成平成平成平成２０２０２０２０年度飼料用米年度飼料用米年度飼料用米年度飼料用米「「「「ほそおもてほそおもてほそおもてほそおもて」」」」のののの初期生育状況初期生育状況初期生育状況初期生育状況
（（（（田植田植田植田植２０２０２０２０日後日後日後日後））））

鶏糞堆肥を田植直前の春に施用

ガスガスガスガス沸沸沸沸ききききによるによるによるによる生育抑制生育抑制生育抑制生育抑制がありがありがありがあり、、、、生育生育生育生育がががが遅遅遅遅れれれれたたたた。。。。



全重全重全重全重 わらわらわらわら重重重重 籾重籾重籾重籾重 玄米重玄米重玄米重玄米重

kg/10akg/10akg/10akg/10a kg/10akg/10akg/10akg/10a kg/10akg/10akg/10akg/10a kg/10akg/10akg/10akg/10a

①①①①堆肥施用区堆肥施用区堆肥施用区堆肥施用区 1775177517751775 900900900900 792792792792 622622622622

②②②②化学肥料区化学肥料区化学肥料区化学肥料区
((((いもちいもちいもちいもち剤処剤処剤処剤処
理理理理なしなしなしなし））））

1900190019001900 1000100010001000 829829829829 654654654654

③③③③化学肥料区化学肥料区化学肥料区化学肥料区 2125212521252125 1150115011501150 922922922922 742742742742

ほ場

飼料用米飼料用米飼料用米飼料用米「「「「ほそおもてほそおもてほそおもてほそおもて」」」」栽培栽培栽培栽培のののの収穫調査結果収穫調査結果収穫調査結果収穫調査結果

※※※※玄米重玄米重玄米重玄米重はははは、、、、坪刈坪刈坪刈坪刈りりりり収量収量収量収量。。。。



平成平成平成平成２０２０２０２０年度飼料用米年度飼料用米年度飼料用米年度飼料用米「「「「ほそおもてほそおもてほそおもてほそおもて」」」」のののの栽培栽培栽培栽培実証実証実証実証結果結果結果結果
とととと今後今後今後今後のののの方向方向方向方向

１１１１．．．．どのどのどのどの区区区区もももも倒伏倒伏倒伏倒伏なくなくなくなく地域平均地域平均地域平均地域平均単収単収単収単収をををを上回上回上回上回ったったったった。。。。

２２２２．．．．本田本田本田本田ではいもちではいもちではいもちではいもち防除防除防除防除をしなかったがをしなかったがをしなかったがをしなかったが、、、、いいいいもちもちもちもちのののの発発発発
生生生生はなかったはなかったはなかったはなかった。。。。（（（（苗箱施薬苗箱施薬苗箱施薬苗箱施薬でででで散布散布散布散布しないしないしないしない②②②②区区区区もももも同様同様同様同様））））

３３３３．．．．堆肥施用区堆肥施用区堆肥施用区堆肥施用区ははははガスガスガスガスのののの発生発生発生発生がありがありがありがあり初期成育初期成育初期成育初期成育がががが悪悪悪悪くくくく、、、、
収量収量収量収量はははは化学肥料区化学肥料区化学肥料区化学肥料区にににに比較比較比較比較しししし、、、、やややややややや少少少少なくなったなくなったなくなったなくなった。。。。

堆肥を秋施用し、耕起分解を促進させる。

肥料代肥料代肥料代肥料代、、、、苗箱苗箱苗箱苗箱でのでのでのでの肥料代肥料代肥料代肥料代、、、、苗箱苗箱苗箱苗箱でのでのでのでのいいいいいいいいもちもちもちもち剤削減剤削減剤削減剤削減もちもちもちもち剤削減剤削減剤削減剤削減によるによるによるによるコストコストコストコスト低下低下低下低下、、、、によるによるによるによるコストコストコストコスト低下低下低下低下、、、、
循環型農業循環型農業循環型農業循環型農業・・・・食食食食のののの安全安全安全安全ＰＲＰＲＰＲＰＲをををを考慮考慮考慮考慮するするするする中中中中でででで、、、、循環型農業循環型農業循環型農業循環型農業・・・・食食食食のののの安全安全安全安全ＰＲＰＲＰＲＰＲをををを考慮考慮考慮考慮するするするする中中中中でででで、、、、鶏糞堆鶏糞堆鶏糞堆鶏糞堆鶏糞堆鶏糞堆鶏糞堆鶏糞堆
肥肥肥肥をををを施用施用施用施用するするするする栽培指針栽培指針栽培指針栽培指針肥肥肥肥をををを施用施用施用施用するするするする栽培指針栽培指針栽培指針栽培指針でででで、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度からからからから栽培栽培栽培栽培するこするこするこするこでででで、、、、２１２１２１２１年度年度年度年度からからからから栽培栽培栽培栽培するこするこするこするこ

ととしたととしたととしたととした。。。。ととしたととしたととしたととした。。。。（（（（９０９０９０９０ａａａａからからからから（（（（９０９０９０９０ａａａａからからからから４４４４４４４４ｈａｈａｈａｈａ増加増加増加増加））））ｈａｈａｈａｈａ増加増加増加増加））））



１１１１．品種試験による優良品種選定（新品種べこあおば
の試験栽培）

２．乾燥調整費用の削減を目指して圃場乾燥の実証。

１１１１．．．．モミモミモミモミにしぼりにしぼりにしぼりにしぼり１０１０１０１０％％％％以下以下以下以下のののの配合配合配合配合でのでのでのでの給与試験給与試験給与試験給与試験のののの実施実施実施実施。。。。

２２２２．．．．飼料用米飼料用米飼料用米飼料用米のののの付加価値販売体制付加価値販売体制付加価値販売体制付加価値販売体制のののの確立確立確立確立

平成平成平成平成２１２１２１２１年度年度年度年度飼料用米飼料用米飼料用米飼料用米のののの推進推進推進推進方策方策方策方策

（（（（水稲水稲水稲水稲））））

（（（（養鶏養鶏養鶏養鶏））））

永続するにはさらなる低コスト多収栽培推進。



飼料用米立毛乾燥飼料用米立毛乾燥飼料用米立毛乾燥飼料用米立毛乾燥試験試験試験試験

圃場で立毛乾燥を行う→ 飼料の品質が安定する
水分１５％以下にし、機械乾燥代のコスト低減。



穂上部穂上部穂上部穂上部 穂下部穂下部穂下部穂下部 穂上部穂上部穂上部穂上部 穂下部穂下部穂下部穂下部

10101010月月月月1111日日日日 19.919.919.919.9 26.826.826.826.8

10101010月月月月15151515日日日日 14.614.614.614.6 16.416.416.416.4 13.913.913.913.9 26.226.226.226.2

10101010月月月月22222222日日日日 14.914.914.914.9 14.914.914.914.9 14.514.514.514.5 17.617.617.617.6

10101010月月月月23232323日日日日 13.713.713.713.7 17.417.417.417.4 14141414 17.717.717.717.7

10101010月月月月28282828日日日日 18.718.718.718.7 18.618.618.618.6 16.816.816.816.8 25252525

備備備備　　　　考考考考
10101010////29292929刈取刈取刈取刈取

10101010////29292929乾燥機張込乾燥機張込乾燥機張込乾燥機張込
水分水分水分水分24242424%%%%

10101010////25252525刈刈刈刈
取取取取,,,,10101010////28282828ﾌﾚｺﾝﾌﾚｺﾝﾌﾚｺﾝﾌﾚｺﾝ水水水水

分分分分18181818....4444％％％％
乾燥機張込水分乾燥機張込水分乾燥機張込水分乾燥機張込水分

20%20%20%20%

べこあおばべこあおばべこあおばべこあおば ほそおもてほそおもてほそおもてほそおもて

飼料用米立毛乾燥調査結果飼料用米立毛乾燥調査結果飼料用米立毛乾燥調査結果飼料用米立毛乾燥調査結果



全重全重全重全重 わらわらわらわら重重重重 籾重籾重籾重籾重 備考

kg/10akg/10akg/10akg/10a kg/10akg/10akg/10akg/10a kg/10akg/10akg/10akg/10a

べこあおばべこあおばべこあおばべこあおば 1130113011301130 417417417417 832832832832
モミが大
きい。

ほそおもてほそおもてほそおもてほそおもて 1630163016301630 819819819819 670670670670

こしひかりこしひかりこしひかりこしひかり 1300130013001300 561561561561 510510510510

品種

平成平成平成平成21年度飼料用米年度飼料用米年度飼料用米年度飼料用米栽培栽培栽培栽培のののの収穫調査結果収穫調査結果収穫調査結果収穫調査結果

※べこあおばの収量が高かった。



飼料用米向飼料用米向飼料用米向飼料用米向けけけけ品種品種品種品種のののの栽培栽培栽培栽培留意点留意点留意点留意点

１．収穫時期を食用米より遅らせる必要あり。

（（（（１１１１））））コンバインコンバインコンバインコンバイン・・・・ライスセンターライスセンターライスセンターライスセンターでででで食用米食用米食用米食用米とのとのとのとの混混混混じりじりじりじりにににに注意注意注意注意
（（（（清掃清掃清掃清掃のののの徹底徹底徹底徹底））））

（（（（２２２２））））食用米食用米食用米食用米よりよりよりより熟期熟期熟期熟期がががが遅遅遅遅いいいい晩生種晩生種晩生種晩生種がががが必要必要必要必要。。。。

２．落下種子防止対策（２．落下種子防止対策（翌年食用米に戻す翌年食用米に戻す場合）場合）

（（（（１１１１））））収穫後収穫後収穫後収穫後もしくはもしくはもしくはもしくは翌年翌年翌年翌年のののの食用米食用米食用米食用米のののの作付作付作付作付けけけけ前前前前にににに潅水潅水潅水潅水しししし、、、、圃圃圃圃
場場場場にににに落下落下落下落下したしたしたした種子種子種子種子をををを発芽発芽発芽発芽させさせさせさせ、、、、代掻代掻代掻代掻きやきやきやきや非選択性除草剤非選択性除草剤非選択性除草剤非選択性除草剤
でででで防除防除防除防除するするするする。。。。

できない場合はできない場合は食用米食用米を飼料用米として栽培（コストを飼料用米として栽培（コスト
低減が難しい）低減が難しい）



平成平成平成平成20度採卵鶏度採卵鶏度採卵鶏度採卵鶏へのへのへのへの飼料用米給与実証試験飼料用米給与実証試験飼料用米給与実証試験飼料用米給与実証試験①①①①

１１１１．．．．供試飼料米供試飼料米供試飼料米供試飼料米
四賀地区四賀地区四賀地区四賀地区でででで栽培栽培栽培栽培したしたしたした「「「「ほそおもてほそおもてほそおもてほそおもて」。」。」。」。

２２２２．．．．供試鶏及供試鶏及供試鶏及供試鶏及びびびび羽数羽数羽数羽数
ゴトウゴトウゴトウゴトウさくらさくらさくらさくら３６０３６０３６０３６０（（（（５０５０５０５０週齢週齢週齢週齢））））でででで１１１１試験区試験区試験区試験区
５０５０５０５０羽羽羽羽でででで１１１１反復反復反復反復７７７７区区区区のののの３５０３５０３５０３５０羽羽羽羽とととと対照区対照区対照区対照区５０５０５０５０羽羽羽羽。。。。
３３３３．．．．試験期間試験期間試験期間試験期間
平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年１１１１１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日からからからから平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年1111月月月月５５５５日日日日まままま
でのでのでのでの４５４５４５４５日間日間日間日間。。。。
４４４４．．．．試験区分試験区分試験区分試験区分
モミモミモミモミ米米米米とととと玄米玄米玄米玄米のののの２２２２種類種類種類種類のののの形態形態形態形態でででで対照区対照区対照区対照区のののの自家配合飼自家配合飼自家配合飼自家配合飼
料料料料のののの内内内内６０６０６０６０％％％％ののののトウモロコシトウモロコシトウモロコシトウモロコシ対対対対してしてしてして１０１０１０１０％％％％、、、、２０２０２０２０％％％％、、、、
５０５０５０５０％％％％のののの３３３３種類割合種類割合種類割合種類割合でででで置換置換置換置換えたえたえたえた試験区試験区試験区試験区６６６６区分区分区分区分をををを設定設定設定設定。。。。
((((栄養補正栄養補正栄養補正栄養補正せずせずせずせず））））



５５５５．．．．調査項目調査項目調査項目調査項目とととと方法方法方法方法

(1)(1)(1)(1)卵質検査卵質検査卵質検査卵質検査
卵重卵重卵重卵重・・・・卵殻強度卵殻強度卵殻強度卵殻強度・・・・卵殻厚卵殻厚卵殻厚卵殻厚・・・・ハウユニットハウユニットハウユニットハウユニット・・・・卵黄卵黄卵黄卵黄
色色色色・・・・濃厚卵白高濃厚卵白高濃厚卵白高濃厚卵白高でででで、、、、調査期調査期調査期調査期はははは試験開始後試験開始後試験開始後試験開始後１０１０１０１０日日日日、、、、
２０２０２０２０日日日日、、、、３０３０３０３０日日日日のののの３３３３期期期期でででで１１１１区区区区５５５５個個個個ずつずつずつずつ採卵採卵採卵採卵しししし割割割割
卵検査卵検査卵検査卵検査。（。（。（。（１１１１区区区区１５１５１５１５個個個個ののののサンプルサンプルサンプルサンプル数数数数））））

(2)(2)(2)(2)卵卵卵卵のののの栄養価栄養価栄養価栄養価
試験開始最終日試験開始最終日試験開始最終日試験開始最終日のののの３０３０３０３０日日日日にににに１１１１区区区区５５５５個個個個ずつずつずつずつ採卵採卵採卵採卵しししし、、、、
脂溶性脂溶性脂溶性脂溶性ビタミンビタミンビタミンビタミン・・・・脂肪酸組成脂肪酸組成脂肪酸組成脂肪酸組成・・・・一般成分一般成分一般成分一般成分をををを外部外部外部外部
のののの分析機関分析機関分析機関分析機関ににににサンプルサンプルサンプルサンプル提供提供提供提供しししし分析分析分析分析するするするする。。。。

試験実証試験実証試験実証試験実証によりによりによりにより、、、、一番有効一番有効一番有効一番有効なななな形態形態形態形態やややや割合割合割合割合をををを選定選定選定選定
しししし、、、、残残残残りのりのりのりの飼料米飼料米飼料米飼料米のののの有効活用有効活用有効活用有効活用をををを図図図図るるるる。。。。



飼料用米給与状況飼料用米給与状況飼料用米給与状況飼料用米給与状況

飼料米飼料米飼料米飼料米のののの採食性採食性採食性採食性はははは良好良好良好良好、、、、特特特特ににににモミモミモミモミのののの食付食付食付食付ききききがががが良良良良いいいい



飼料用米給与飼料用米給与飼料用米給与飼料用米給与したしたしたした卵黄色卵黄色卵黄色卵黄色のののの外観外観外観外観（（（（モミモミモミモミ給与給与給与給与４５４５４５４５日日日日））））



8.008.008.008.00

9.009.009.009.00

10.0010.0010.0010.00

11.0011.0011.0011.00

12.0012.0012.0012.00

13.0013.0013.0013.00

0000 5555 10101010 15151515 20202020 25252525 30303030

慣行区

モミ１０％配合

モミ２０％配合

モミ５０％配合

モミ米給与の卵黄色推移グラフ（飼料中の
キサントフィル含量に影響）

慣行区慣行区慣行区慣行区

モミモミモミモミ１０１０１０１０％％％％

モミモミモミモミ２０２０２０２０％％％％

モミモミモミモミ５０５０５０５０％％％％

経過日数経過日数経過日数経過日数卵黄色卵黄色卵黄色卵黄色はははは、、、、１０１０１０１０％％％％とととと２０２０２０２０％％％％ではではではでは大差大差大差大差なくなくなくなく低下低下低下低下卵黄色卵黄色卵黄色卵黄色はははは、、、、１０１０１０１０％％％％とととと２０２０２０２０％％％％ではではではでは大差大差大差大差なくなくなくなく低下低下低下低下



平成平成平成平成21度採卵鶏度採卵鶏度採卵鶏度採卵鶏へのへのへのへの飼料用米給与実証試験飼料用米給与実証試験飼料用米給与実証試験飼料用米給与実証試験②②②②

１１１１．．．．供試飼料米供試飼料米供試飼料米供試飼料米
地元地元地元地元でででで栽培栽培栽培栽培したしたしたした「「「「ほそおもてほそおもてほそおもてほそおもて」」」」

２２２２．．．．供試鶏及供試鶏及供試鶏及供試鶏及びびびび羽数羽数羽数羽数
ゴトウゴトウゴトウゴトウさくらさくらさくらさくら３６０３６０３６０３６０（（（（３６３６３６３６週齢週齢週齢週齢））））でででで１１１１試験区試験区試験区試験区
４８４８４８４８羽羽羽羽でででで１１１１反復反復反復反復３３３３区区区区のののの１４４１４４１４４１４４羽羽羽羽とととと対照区対照区対照区対照区４８４８４８４８羽羽羽羽。。。。
３３３３．．．．試験期間試験期間試験期間試験期間
平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年１２１２１２１２月月月月１６１６１６１６日日日日からからからから平成平成平成平成２２２２２２２２年年年年２２２２月月月月１３１３１３１３日日日日まままま
でのでのでのでの６０６０６０６０日間日間日間日間
４４４４．．．．試験区分試験区分試験区分試験区分（（（（低低低低コストコストコストコストななななモミモミモミモミ米米米米にににに絞絞絞絞ったったったった試験試験試験試験））））
モミモミモミモミ米米米米のののの形態形態形態形態でででで対照区対照区対照区対照区のののの自家配合飼料自家配合飼料自家配合飼料自家配合飼料のののの内内内内６０６０６０６０％％％％のののの
トウモロコシトウモロコシトウモロコシトウモロコシ対対対対してしてしてして１０１０１０１０％％％％、、、、５５５５％、％、％、％、３３３３％％％％のののの３３３３種類種類種類種類のののの
割合割合割合割合でででで置換置換置換置換えたえたえたえた試験区試験区試験区試験区３３３３区分区分区分区分をををを設定設定設定設定。。。。
((((栄養補正栄養補正栄養補正栄養補正せずせずせずせず））））



飼料用米給与実証飼料用米給与実証飼料用米給与実証飼料用米給与実証のののの考察考察考察考察

１１１１．．．．卵質検査結果卵質検査結果卵質検査結果卵質検査結果
・慣行飼料と比較して、卵黄色以外については玄米・
モミ・配合割合全てで有意差はなかった。（同等）
・卵黄色が、薄く（レモンイエロー）なるのは飼料
米の特徴を表すものであり、栄養的に問題ないこと
をＰＲをする必要がある。（添加剤で補正しない）

２２２２．．．．生産性結果生産性結果生産性結果生産性結果（（（（産卵率産卵率産卵率産卵率及採食性及採食性及採食性及採食性））））
・飼料米の採食性は玄米、モミの形態に関係なく良
好であった。
・生産性はモミの場合で、配合割合が多い程飼料要求
率はやや悪くなる傾向。

加工しない加工しないモミモミ米でも給与米でも給与は可能である。は可能である。



籾米を配合飼料と混合・発酵の過程でもみ殻が軟化し通常
の籾米より消化性が向上するため、鶏卵の生産性も良好。

採卵鶏農家採卵鶏農家採卵鶏農家採卵鶏農家にににに導入導入導入導入されたされたされたされた飼料飼料飼料飼料のののの混合発酵機械混合発酵機械混合発酵機械混合発酵機械



飼料米の供給量の拡大に備えて、養鶏農家が建設した飼料用米保
管倉庫。竣工式では関係機関と共に飼料用米栽培に賛同した地元
水稲農家や、飼料用米用の卵を扱う消費者団体の代表も参列

養鶏農家養鶏農家養鶏農家養鶏農家、、、、水稲農家水稲農家水稲農家水稲農家、、、、消費者消費者消費者消費者がががが連携連携連携連携したしたしたした取組取組取組取組みみみみ



松本市松本市松本市松本市、、、、会田養鶏共同組合会田養鶏共同組合会田養鶏共同組合会田養鶏共同組合でででで米米米米たまごのたまごのたまごのたまごの販売販売販売販売

平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度からからからから、、、、鶏糞堆肥鶏糞堆肥鶏糞堆肥鶏糞堆肥をををを施用施用施用施用したしたしたした地元地元地元地元のののの飼料飼料飼料飼料平成平成平成平成２２２２２２２２年度年度年度年度からからからから、、、、鶏糞堆肥鶏糞堆肥鶏糞堆肥鶏糞堆肥をををを施用施用施用施用したしたしたした地元地元地元地元のののの飼料飼料飼料飼料
米米米米ををををモミモミモミモミ米米米米でででで６６６６万羽万羽万羽万羽（（（（全体全体全体全体２０２０２０２０万羽万羽万羽万羽））））にににに給与給与給与給与しししし、、、、会会会会米米米米ををををモミモミモミモミ米米米米でででで６６６６万羽万羽万羽万羽（（（（全体全体全体全体２０２０２０２０万羽万羽万羽万羽））））にににに給与給与給与給与しししし、、、、会会会会
田田田田のののの米米米米たまごとしてたまごとしてたまごとしてたまごとして販売販売販売販売。。。。飼料飼料飼料飼料はははは自家配合自家配合自家配合自家配合でででで非遺伝非遺伝非遺伝非遺伝田田田田のののの米米米米たまごとしてたまごとしてたまごとしてたまごとして販売販売販売販売。。。。飼料飼料飼料飼料はははは自家配合自家配合自家配合自家配合でででで非遺伝非遺伝非遺伝非遺伝

子組子組子組子組みみみみ換換換換ええええ飼料飼料飼料飼料をををを利用利用利用利用。。。。子組子組子組子組みみみみ換換換換ええええ飼料飼料飼料飼料をををを利用利用利用利用。。。。



今後今後今後今後のののの課題及課題及課題及課題及びびびび方向方向方向方向

１．飼料用米栽培農家→１．飼料用米栽培農家→低コスト多栽培の推進低コスト多栽培の推進

・優良品種の導入（食用米とのコンタミ防止）・優良品種の導入（食用米とのコンタミ防止）

・堆肥施用及び低農薬での栽培技術の推進。・堆肥施用及び低農薬での栽培技術の推進。

・圃場での・圃場での立毛乾燥立毛乾燥の推進（乾燥調整費用削減）の推進（乾燥調整費用削減）

２．２．畜産畜産農家→→→→経営戦略経営戦略経営戦略経営戦略がががが必要必要必要必要。。。。

・・栄養価、うまみ成分を評価し畜産物のＰＲ

・・供給量供給量供給量供給量をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした適正給与適正給与適正給与適正給与のののの推進推進推進推進供給量供給量供給量供給量をををを考慮考慮考慮考慮したしたしたした適正給与適正給与適正給与適正給与のののの推進推進推進推進。。。。。。。。

飼料米飼料米飼料米飼料米のののの適正価格適正価格適正価格適正価格飼料米飼料米飼料米飼料米のののの適正価格適正価格適正価格適正価格
循環型農業循環型農業循環型農業循環型農業のののの推進推進推進推進循環型農業循環型農業循環型農業循環型農業のののの推進推進推進推進
遊休水田活用遊休水田活用遊休水田活用遊休水田活用遊休水田活用遊休水田活用遊休水田活用遊休水田活用


