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測用米を活
′∴‾∴・、二・

飼料用米生産・利用拡大シンポジウム

平成27年4月15日

農事組合法人

会田共同養鶏組合

碑

生産者より

所在地：〒399－7402　長野県松本市会田1566

会長理事：中島　学　組合長理事：上村　博文

日本の屋根アルプスのふもとで水田に蓄えられた水が
新潟の米どころの水源を賄っている。

その水源を守らないといけない。

会田養鶏組合の特徴



日本型循環農業畜産で水田と畜産を結合
水田を生かす

水田のフル活用
食糧自給率をアップ

地域経済の活性化

地域経済の

活性化
（地域への

還流）

稲作農家と畜産農家が
連携して堆肥による
水田の土づくりを杜
とする飼料用米生産
と利用

環境の保全⑧

地域の環境を保全
畜産堆肥の水田へ
の投入はCO2吸収
に貢献

安心でおいしい
畜産物

・国産で安心安全な

飼料用米の生産
・家畜の健康増進

と畜産物の安全性
向上

（日本型食文化の
発展に寄与）

出鼻；響■暮治先生　珊

鮪米即　　金8共R棚倉

飼料用米の背景・メリット
尋
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偶料米説明　会田共同糞槻合

長野県　松本を中心とした循環型農業

〇　米　■■　　‾‾、‾　、‾
ニ〃Ⅳ〉二二二　鶏卵

飼料米・米ぬか

畜産物の自給率

卵　　　牛乳　　牛肉　　豚肉　　鶏肉

■生産自鎗率

固カロリー自給率
（飼料自給率を

卵の自給率l �よ100％に近いが、飼料自給率を験算した 
カロリー自 �槍卒は9％と催い。 

■科来世明　金田共同紬食
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飼料用米給与状況

1・

飼料米の採食性は良好、特にモミの食付きが良い

脚線脱明　　会臼井戸棚台

立派な銘柄卵の誕生

米たまご

出し√〉ニ豪拉輿闊箆班迅雷嘗監監や醍精通4・鯛彬

2012年新商品
鯛精米悦明　会田共闘棚食

飼料用米給与した卵黄色の外観（モミ給与45日）＿

レモンイエロー（卵黄色）

生活去勢生活クラブ

学卿巧1竺ヨ巴竺警払

米myたまごロゴマークデザイン
富士見支部　西村奈芙きん

2013年1月より

飼料来航明　　金田共R暮■組合

生活クラブ

長野

云蜜童
榊　　　　匝司 ��駈ヨ �t固 �伍辺 

10Ⅷパック 11ゝ≠■一 十★∴∵ �石喀√、 J｝■1＿′ 1・ノ√、・■′ ＼√・＼．リ ㌔ノ■ �＿7kさ 

1 ���� 

） 

お住まいのエリア　　■幾先 ���精巧＿ノヱノ畔二ソ′／ �し、、＝∴、／ 攣呼 

聞 �●■■●■★ セロ貝印■暮■患ノ 　■仰 �250円 （挫込270円） �1．800円 �2，520円 

飼料用米を添加して供給開始
■料米説明　会田共同紬合



遺伝子組み織えが無い・収檀繊■鵡散布かい
とう看ろこレ大豆を償粗！

白濠の錆料配合工増でかを軍鶏
餌の中身がわ押るた劇安全l

酵素飼育
米たまご

2014年

8月新商品

安曇野直売店
「たまごの駅」販売商品

p凍 醇繁の力で鶴が鍵徽！た守こも償鵬！

崇＝≡■藍重宝悪書∃
色事苗議の鰯鱒緩鱒によるバイオ静詳儒的

確含莞醇鰐需琶鍔約・水に源馳掬帽‖
組肉無顎遣性化により鰻が懐き・券鼻等帰城

た篭こ電純唆しいl

臭味 償州鐘米を使った級だ弁弓案唖しい！

暑ところ墟重野・債州産の鋸喋しい紹粥周舞ヒ
ふれたIuニ確杓した鰐を総爛l　　　ぎ

ぎらっとした噂わいでとっても衝噂しいl

ビタミン八・g・戯濾賭坊難色か関目

鋼科米比明　　会田共用伽合

飼料米説明　会8共何事れ組合

飼料用米生産者セミナー

餅米鮫明　　会田共R棚合

飼料米駁明　会田共同伽合



採卵鶏向けの飼料用米に取組んだ背景　肇
几＿r‾尋

U　　　　　　平成20年度

国産飼料資源利活用促進総合対策事業
の活用

－
四貴地区飼料用米導定着化推進協議会

飼料光悦明　会田共同糞槻合

飼料用米の栄養価比較　　　　▲i

飼料名 �租タンパ ク質 �粗脂肪 �租繊維 �租灰分 �代謝エネ ルギー 

玄米 �7．9 �2．3 �0．9 �1．3 

モミ米 �8．9 �2．2 �8．6 �6．3 

← �8．0 �3．8 �1．7 �1．3 �● 

※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く80．73％）

飼料米拉明　　会田共闘養鶴組合

四賀地区飼料用米導定着化推進協議会　員

飼料用米のメリット

飼料米説明　会8共Rt舶合

。平成22年度飼料用米給与試験卵栄養価分析結果
J（1）コレステロール値mg／100g

／′〆儒臥日本舶分慧憲慧合



・オレイン酸：美容や健康の増進に寄与
・リノール酸：アレルギー症状の緩和

安全で美味しい卵の秘訣！！

僻光悦明　会田共闘棚合

飼料用米のメリット（水稲側）

遊休水田が増加（全国で40万ha）
（農振農用地内水田の盗鴨5％が遊休化）零　＿＿＿，．一、1＿年季！鱒鱒JT！二竺軍

1．水稲で利用する既存の機械施設、技術、労力を
そのまま活用して栽培できる。

2．米の生産調整にカウントされかつ、「新規需要米」
として国からの新た助成が受けられる。

3．高齢者、兼業農家などの米なら作れる
（米しか作れない）という農家への普及が可能。
（四賀地区の現状）全国でも6割が65歳以上

※遊休荒廃地の解消と水田の持つ環境維持機能が維持される。

の堆肥を施用した飼料米栽培による

飼料米晩明　　会田共同粗食

※耕育連携による養鶏
循環型農業を墜準

飼料琶
暮ビタミンEもモミを多く与えることで

値が上がる傾向にあります。

財団法人　日本食品分析センターにて分析

飼料光悦明　　会田共同糾合

永続するにはさらなる低コスト多収栽培推進。

（水稲）

1．品種試験による優良品種選定
（新品種べこあおば、ほそおもて、

信交507（ふくおこし）の試験栽培）

2．乾燥調製費用の削減を目指して圃場乾燥の実証。

（養鶏）

1．モミにしぼり10％以下の配合での給与の実施。

2．飼料用米の付加価値販売体制の確立

3．水田農家と養鶏農家の連携による堆肥の有効活用

飼料光悦明　　金田共同拙合



飼料米（エサ米）と食用米の比較
食用米と逢って飼料 �米は、一回り 大きさのある �もこ回りも大きい。茎 
も太く、穂も数倍の ��過多収品種。 

出典：信田払治先生　醐演資料　鵬明　細㈹食

感顔醸麺幾重
∴家禽類にはモミ米のままで給与、トウモロコシと

100％代替できる。

・豚にはモミ米を粉砕して給与、肥育後期において

配合飼料に10～60％を鈴与できる（トウモロコシと
100％代替できる）。

t肉牛にはモミ米を粉砕したものを肥育中期、肥育後

期において配合飼料に数％～40％給与できる。
・乳牛にはモミ米を粉砕したものを配合飼料に数％～

40％給与できる。
・その他、馬、羊、山羊なども給与可能。

米粉（人間用）の原料としても利用可能。

出典　倍同級治先生　飼料用米訪演焚料　飼親米説明　　会田臭同義熱組合

長野県はまだまだコシヒカリが多い。
岐阜県はクサノホシ・モミロマンが多い。

出典：借再娃姶先生　鯛料用米勤陳精

鋼精米脱明　会田共飼劃組合

生活クラブ長野と協議会を持ち給与試験開始

ノ㍉鶏に給与する飼料用米の配合量について

生活クラブ長野様と協議会を発足し議論。
モミ米のままで給与、8％でスタートした。

現在は20％を配合している。

出典：借開披治先生　飼料用米講演資料　飼料漁説明　会田共同笹鈎組合
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田植；食用米より遅い、5／26に実施。く収穫期を遅らせる）

鰐親米松明　金田井内棚倉

飼料用米の栽培

飼料用米の出穂期の様子

出穂期以降は農薬の散布はしない

飼料米説明　　金円共同養鶴組合

栽植密度60株と広めとしたく通常70株）

飼料米政明　会田共同靴合

収穫時期の飼料米立毛の状況

飼料米説明　会田共同糾合
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コンバインによる収穫（10月下旬）

方法は食用米と同じだが1ケ月遅く収穫。

脾米拉明　会田共R棚台

飼料用米の品種試験結果

品種名 �揮長（川） �穂長（川） �粒敷く粒） 
信宍507 �70．＄ �19．8 �汚さ 
ペこあ訴ば �抽4 �19．8 �JlZ 

膵蟹訴もて �77．4 �19 �JO； 

品種名 �収量（TOd） �穂長（川） �粒敢（粒） 
信突507 �知Zk9／108 �79．8 �；知 
ペこあ訴ば �9一曲9／TOd－ �19．8 �引Z 

惇蟹訴もて �ふ％k9／T鮎 �19 �；0； 

鯛精米説明　金口共同棚合

モミの乾燥調製　　　喜

因乾燥機に �かけて、水分15％以下に乾燥 �������．．ニーj l ミ．≒ 

★＋＋ こ†∵ 十十 　窪磨r一一、Ⅴ 蓼．－′一月も㍉弊‾‾〔 針・－．サ撃てぎ箋‘‾‾ � ��1年間保管しながら使用していく 

藤練り卓くずぬ浪人による 
絢 ����申機 �中破 �塀‾ 

‡ 

謹璽魯・棚贈 �工 ��しこ4；′ †ノー定■ 一′二、、、 � ���∵‾′j 

教義整宝鑑渥 �� ��� � 
蒼＿‾毒 �� �（ �一一宅急璧尋 ��� 

置妄二絆ユダJ蝶 

岐阜の皆さんは非常に少なく
良い状態です。今後も＃鏡して
今の状態を保ってください。

この部分のバネが静まりに
より破損する事故が多い。

■精米挽明　　会田共用粗食

飼料用米の年次推移

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

平成24年度

平成25年度

平成26年度

面積

0．99　ha

4．67　ha

13．30　ha

95．41ha

152．86　ha

224．38　ha

298．32　ha

巨∃
右

生産量

7，161Kg

27．986Kg

88．024Kg

572，971Kg

1，022．318Kg

l，480，908Kg

l，823．135Kg

飼料米説明　　会田共同養仙台



剛米鮫明　　食自失胃棚倉

会田共同養鶏倉庫への納入　　璽

飼料倉庫への受入れ

飼料米拉明　会田共同猿払組合

会田共同養鶏倉庫への納入

安畳野市に飼料用米倉庫の完成

飼料朱説明　　会臼井同士個食

脚無税明　会田共■棚合



飼料倉庫への受入れ

コンピューター制御による配合
鯛親米説明　　会8共闊劃場合

飼料用米による循環型農業

飼料米説明　会8弗同義鶴組合

飼料米検査

飼料栄説明　　会白共R粗食

長野県全域　松本を中心とした循環型農業

消費者

一十フードマイレージの減少
▼＿」　＿　j

飼料米・米ぬか

執糞誓芸保全に

剛米桝　会田共Rt搬合



堆肥の生産

堆肥の散布　土作り

淋米拉明　　会田共闘紬合

儲

〉＿】＿¶「¶魔

プレコンパックで搬送
飼料米拉明　　会田共同瑚合

堆肥の生産

飼料用米を給与した鶏卵の
商品展開について

牌米悦明　会田共同粗食



有機のふる里づくり松本市四賀クラインガルテン

有機のふる里づくり
松本市　四賀地区

有機のふる里づくり松本市四賀クラインガルテン

飼料光悦明　　金田共同塑艶損合

飼料珪脱研　金田典何基鶏組合

有機のふる里づくり有機農業研究会

。
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結論

1ミラ日本の農村の機能、原風景を守る。

2：食料自給率を向上させる。

3：大切な自然環境の保全。

4：輸入飼料のデメリットの緩和。

5：健康を送り届ける大切な営み。
（機能性）

鋼科米挽明　会田共用義鶴組合

ご静聴ありがとうございました

銅製米戊朋　　会田共同棚合


