
2　普及活動の内容

1）�飼料用米の生産利用拡大のための支援体制づく
り

　普及センターは関係機関と連携し，生産者，兵庫
県（農林事務所，普及センター），神戸市，兵庫六
甲農業協同組合（以下「JA」）で構成する「こうべ
飼料米生産利用推進協議会」（以下「協議会」）を設
立し，多収性で食用品種と混入しても問題となりに
くい，県知事の申請に基づき地方農政局長が認定し
た品種「あきだわら」の生産を推進した．協議会では，
①飼料用米の低コスト・省力化栽培による生産面積
の拡大，②飼料用米の肥育農家への安定供給と利用
促進，③耕畜連携の強化による土づくりに取り組み，

「飼料用米を活用した“神戸型循環農業”の仕組み
づくり」の実現をめざした（第 1 図）．普及センター
は全体のコーディネートや技術支援，神戸市は水田
農業の推進，JA は営農指導および協議会の事務局
を担い，各関係機関の役割を明確にした上で，連携
活動を展開した．

1　地域の概況と背景

　兵庫県神戸市は人口 152 万 7 千人と，日本で 6 番
目に人口が多い政令指定都市であるにもかかわら
ず，農業産出額は県内 2 位の 155 億 7 千万円あり，
水稲，野菜，果樹，花の生産や畜産がバランス良く
営まれているのが特長である．農業は，古くから北
区，西区を中心に行われており，特に西区は，農家
人口や経営耕地面積が市内で最も多く，農業の中心
地となっている．
　その西区においても，主食用米の消費量低下や農
業者の高齢化などにより，農地の維持が課題となっ
ている．その対策の 1 つとして，平成 26 年度から
集落営農組合等の担い手が飼料用米をはじめとする
新規需要米の栽培を拡大し，水田のフル活用と遊休
農地の解消に取り組んできた．
　一方，但馬牛を肥育する畜産農家では，神戸ビー
フの輸出推進による需要拡大により，枝肉価格が高
値で推移している．しかし，子牛価格の高騰に加え，
飼料のほとんどが輸入で賄われており，原産国の天
候や為替レートの影響によりここ数年飼料価格は高
値で推移し，経営を圧迫している．
　そこで，地域の担い手が低コスト・省力化栽培し
た飼料用米「あきだわら」をトウモロコシの代替飼
料として，但馬牛肥育農家に安定価格で供給するこ
とで，双方の経営安定につながる仕組みづくりに，
平成 27 年度から取り組んだ．
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第 1 図　神戸型循環農業の仕組み



4）飼料用米給与による但馬牛肥育への実証試験
　飼料用米給与による但馬牛肥育牛の増体性や枝肉
成績への影響を確認するため，全農兵庫県本部「神
戸ファーム」の協力の下，配合飼料中のトウモロコ
シの 20％（配合飼料の 10％）を飼料用米に置き換
えた飼料の給与実証試験に取り組んだ．
　平成 27 年 8 月から平成 28 年 5 月の出荷までの間，
肥育後期の但馬牛 4 頭に飼料用米入り配合飼料を給
与し，県立農林水産技術総合センターや姫路家畜保
健衛生所の協力を得て，給与中の体測と血液検査，
出荷後の枝肉成績調査と脂肪酸組成調査を行った．
その結果，血液検査では，出荷前のビタミン A 濃度
に有意な差がみられたものの，発育性や枝肉成績調
査，牛肉のおいしさの指標である脂肪酸組成では，
慣行区と同等の結果となった．

5）生産者，食肉流通関係者への食味評価会の開催
　飼料用米入り配合飼料を給与した試験牛の味や質
の違いを確認するため，協議会主催で食味評価会を
開催した（第 3 図）．当日は肥育農家，飼料用米生
産農家や食肉流通関係者ら 48 名が出席し，「やわら
かさ」「うまみ・甘み」「ジューシーさ」の 3 項目に
ついて慣行区との比較を行った．その結果，全ての
項目でほぼ同等の評価を得ることができた．

6）肥育農家における飼料用米の試験利用
　評価会後，市内の但馬牛肥育農家全 9 戸に飼料用
米給与に関する意向を調査した結果，全戸が飼料用
米に高い関心を持ち，トウモロコシの価格より 5 円
/kg 以上安ければ利用可能であることがわかった．

2）飼料用米生産拡大の実践
　飼料用米は新規需要米としての交付金が手厚く，
さらに，地域戦略作物に位置づけたことで，集落営
農組織を中心とした担い手の取り組みに対し，県や
地域協議会の交付金が加算されることになった．ま
た，JA もカントリーエレベーターへの一元集荷体
制と，施設利用料の半額助成などの独自の支援策を
打ち出した．これにより，集落営農組織等は飼料用
米の生産に取り組むことで，水田の遊休農地化防止
や集団での大規模栽培と機械利用拡大によるコスト
低減効果が期待でき，さらなる収益向上が可能と
なった．
　また，協議会では，飼料用米の取り組みメリット
をとりまとめた推進チラシを，全農家に配布するこ
とで生産拡大を呼び掛けた．その結果，飼料用米へ
の関心が高まり，飼料用米の作付けを検討する集落
が増えた．同時期に普及センターが，JA 生産者大
会で協議会を代表し，飼料用米生産の取り組みを報
告すると「飼料用米栽培に取り組みたい」という声
が多くあがり，大きな反響があった．

3）低コスト・省力化栽培技術の実証
　協議会では，より楽により安く，まとまった面積
で飼料用米生産が可能となるように，普及センター
が主体となって，集落営農組織対象に鉄コーティン
グ直播の実証と普及に取り組んだ．平成 27 年度は，
全農や機械メーカーと連携して，播種作業の実演会
を開催し，参加者からは「春作業の大幅な労力軽減
ができる」と感嘆の声があがった（第 2 図）．しかし，
いざ取り組むと，発芽後の除草に苦労し，直播栽培
の難しさを実感した．そのような経験から，直播に
適したほ場選定と均平化，播種後の水管理など技術
上の課題を一つずつ整理して，栽培技術の向上を
図った．また，JA が鉄コーティングマシンを導入し，
地域でコーティング作業を受託する仕組みも完成し
た．
　さらに，肥料コストの大幅な削減を目的に，堆肥
散布による土づくりと単肥利用体系の実証と普及の
ため，協議会から JA の子会社である「ファーム六甲」
に堆肥散布作業を委託し，労力やコスト，散布条件
について検討した．

第 2 図　集落営農組織を対象とした実演会
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44％低減することが分かり，「うちの営農組合でも
やってみたい」という声があがり，平成 30 年度の
鉄コーティング直播栽培の取り組みは，4 組織で
11.6ha まで拡大した．
　また，堆肥散布による土づくりと単肥利用体系の
実証の結果，肥料費が 23％低減することが分かり，
平成 30 年には集落営農組織が 4.8ha のまとまった面
積で実践した．これらの技術の普及と定着は，飼料
用米の栽培面積の拡大だけでなく，食用米生産にも
導入可能であり，神戸地域の稲作技術をリードする
取り組みとして期待できる．

2）飼料用米の利用推進
　肥育農家で飼料用米入り配合飼料を試験給与した
但馬牛は，平成 29 年 3 月下旬から出荷が始まり，8
月までに出荷された 23 頭，全て歩留等級が A ラン
クで脂肪交雑基準（BMS）が№ 6 以上の神戸ビーフ
に認証された．当初は飼料用米の利用に疑問を持っ
ていた肥育農家からも，次第に利用に前向きな意見
が出てきた．
　その結果，平成 29 年度産の飼料用米の利用では，
飼料の自家配合が可能な 3 戸の肥育農家が，合計約
16 トンの利用契約を結び，約 160 頭の但馬牛に給与
することになった．

3）�飼料用米および堆肥の地域内流通システムづく
り

　平成 29 年度に飼料用米の地域内流通システムを
構築するため，県と市の支援のもと，JA が飼料用

　平成 29 年 2 月からは，JA の飼料用米粉砕用の試
験機を利用し，肥育農家 7 戸，28 頭（うち但馬牛
23 頭）への試験利用が始まった．普及センターは肥
育後期の配合飼料の 5％ を飼料用米に置き換え，1ヶ
月かけて最大 10％ まで増加させ，飼料用米を 1 日
約 0.8㎏ / 頭を与える設計をした．粉砕粒度も測定し，
最適粒度をメーカーと調整し，試験給与を支援した．
　肥育農家から，「給与開始当初は残すこともあっ
たが，それ以降は順調に食べた」「下痢もなく，糞
の状態も良い」と評価され，飼料用米給与への理解
が深まった．

7）堆肥散布システムの検討
　他の市町で取り組んでいる，作業受託組織と畜産
農家を中心とした，耕畜連携の事例について視察研
修を行い，堆肥散布システムの構築に向けた検討を
行った．また，平成 30 年 2 月に飼料用米の生産に
取り組んでいる集落営農組合を対象とした堆肥散布
実演会を開催し，神戸型循環農業への理解や堆肥と
単肥による飼料用米の低コスト栽培の実証報告を行
い，堆肥利用を促した（第 4 図）．

3　普及活動の成果

1）飼料用米の生産拡大
　平成 30 年度の飼料用米生産への取組みは，協議
会活動を開始する前の 7 経営体から 30 経営体に集
落営農組織を中心に増加し，面積は 5.5ha から
40.2ha にまで拡大した．
　鉄コーティング直播実証の結果，春作業の労力が

第 3 図　飼料用米給与牛の食味評価会 第 4 図　堆肥を活用した低コスト栽培技術を説明
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堆肥の利用や湛水直播技術の普及・定着を図るとと
もに，集落営農組織を中心に連携を強化し，情報提
供をはじめとする継続的な支援を行う．
　また，飼料用米生産量の増加に対応すべく，飼養
頭数や給与期間の拡大とともに，他畜種での利用に
ついて検討を行う．併せて，血液中のビタミン A 濃
度の継続的なモニタリングおよび，特徴ある牛肉生
産に向け，脂肪酸組成に加え，アミノ酸組成の調査・
分析に取り組む．
　さらに，集落営農組織を中心に，堆肥利用の実態
や散布に必要な機械の所有状況や導入についての意
向調査を行うとともに，同一地域内にある複数の集
落営農組織と畜産農家の意見交換の場を設け，堆肥
散布システムの構築を図る．

米粉砕機を導入し，35 円 /㎏（粉砕処理済，生産者
引取）で供給することになった．さらに，協議会と
して飼料用米の利用を推進するために，1㎏当たり 5
円を助成したため，生産者買取価格はトウモロコシ
の価格より 20 円 /㎏程度安価となった．
　また，堆肥実演会の参加者からは「堆肥を利用し
たいが散布機械が高額で難しい」「散布機械をレン
タルして欲しい」といった意見があり，関係機関へ
の要望とともに，集落を越えて地域で堆肥散布シス
テムを考えるきっかけとなった．

4　今後の普及活動に向けて

　実証ほの成果を取りまとめた「事例集」をもとに，
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