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米生産者の皆様へ

米余りが米価下落の一因
近年、食の欧米化がすすみ、お米の需要が減っています。
需要に対し生産量が上回ると、在庫量が増え市場の下落を招きます。
（㎏/年）
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これに伴い、全国の米の需要量も毎年約8万トン
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40
米の消費量の推移（1人1年当たり）

要実績は、783万トンとなりました。

「需要に応じた生産」
で経営の安定を。

1

飼料用米の本作化で、
安定した収入を確保しましょう
①
②
③
④
⑤

配合飼料工場や畜産農家など、大きな需要があります。
水はけの悪い湿田でも、作れます。
既存の機械や施設を、そのまま使えます。
国や県の支援策が受けられ、主食用米と同等以上の収入が確保できます。
主食用米の需給が改善し、米価回復が期待できます。

平成28年産における収入額試算例
（経営面積2ha想定）
すべて主食用米

超過作付面積（平成27年産）
全

以上に主食用米を作付する状態が続いています。
平成27年産の超過作付は9,100ヘクタール
（51,010
トン）
となっており、
全国で最も多い状況です。

①千葉県 9,100ha
②新潟県 4,600ha
③茨城県 3,800ha

④高知県 1,000ha
④長野県 1,000ha

168,800円の差
77,000円の差
1,745,000円

☎04-7143-4121

印旛農業事務所 ☎043-483-1129

香取農業事務所

☎0478-52-9192

海匝農業事務所 ☎0479-62-0156

山武農業事務所

☎0475-54-1122

長生農業事務所 ☎0475-22-1751

夷隅農業事務所

☎0470-82-4956

安房農業事務所

君津農業事務所

☎0438-25-0107

千葉県農業再生協議会ホームページ

http://www.chiba-suiden.jp/index.html

※5県補助金 24,000円
※4産地交付金 22,400円

※4産地交付金 22,400円

水田活用の直接支払交付金
720,000円
（90,000円/10a）

飼料用米販売価格
42,800円（10円/㎏）

飼料用米販売価格
47,600円（10円/㎏）

米の直接支払交付金 82,500円
（7,500円/10a）

米の直接支払交付金 82,500円
（7,500円/10a）

主食用米1.1ha、飼料用米0.8ha

米販売価格
コシヒカリ 1,010,300円
（10,300円／60㎏）

主食用米

東葛飾農業事務所

専用品種への助成 96,000円
（12,000円/10a）

主食用米

千葉農業事務所 ☎043-300-1985

☎0470-22-7131

1,822,000円

水田活用の直接支払交付金
640,000円
（80,000円/10a）

主食用米1.9ha

◆千葉県 各農業事務所 企画振興課

※5県補助金 12,000円

245,800円の差

米販売価格
コシヒカリ 1,010,300円
（10,300円／60㎏）

ご不明の点等がございましたら、
最寄りの各機関まで
お問い合わせください。

1,990,800円

（※3市町村助成）

お問い合わせ

◆千葉県農業再生協議会（千葉県 生産振興課内 043-223-2891）

（※2区分管理方式）
（※3市町村助成）

米販売価格
コシヒカリ
1,745,000円
（10,300円／60㎏）

◆地域農業再生協議会又は市町村農政担当課

（※1一括管理方式）

飼料用米

千葉県は、平成7年産以降、国から配分を受けた

国 ▲（マイナス）
1.3万ha

飼料用米は専用品種で
60㎏/10a増収

飼料用米

千葉県は、超過作付
全国ワースト１

飼料用米は主食用品種で
標準単収値

主食用米1.1ha、飼料用米0.8ha

国の助成
県の助成

試算条件
・経営規模：2ha（このうち自家消費分米0.1ha分は試算に含まれません。）
・生産数量目標（面積換算）
：1.2ha（水田面積の6割程度）
・10a当たり収量：535㎏（28年産米の標準単収値（千葉県平均）
・市町村ごとに異なります。）
・主食用米販売価格：10,300円/俵（27年産米の概算金（コシヒカリ1等））
・飼料用米販売価格：600円/俵（27年産の事例・出荷先により異なります。）
・県補助金：主食用品種での取組3,000円/10a、専用品種での取組1,500円/10a
・産地交付金：2,800円〜/10a
※1一括管理方式、 ※2区分管理方式については、P3を参照ください。 ※3市町村助成：市町村により支援策の有無や内容、要件は異なります。
※4産地交付金は、国からの追加配分により標記単価より加算されることもあります。
※5平成28年2月現在 予算要求段階の額であり、変更になることがあります。

千葉県農業再生協議会

「需要に応じた生産」で経営の安定を
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「需要に応じた生産」で経営の安定を
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飼料用米の取組に対する
支援の内容
国の支援策
「水田活用の直接支払交付金」

平成27年の出荷先の事例

数量払いの単価（傾き）約167円/㎏

○出荷形態：紙袋、フレコンでの出荷
○出荷する飼料用米の種類：玄米
○農産物検査：飼料用米の農産物検査は出荷先等で実施
○買取価格（農家の手取り）
：8〜10円/㎏程度（出荷先により異なる）

8.0万円
5.5万円

区分管理方式の場合 一括管理方式の場合
385

▶385㎏で55,000円/10a
▶685㎏で105,000円/10a

685 単収（㎏/10a）

535

② 出荷先は、農協や集荷業者、地域の畜産農家などです。
④ 出荷先によって、出荷形態や買取価格等の条件が異なります。

10.5万円

※

① 飼料用米は、配合飼料工場や畜産農家など、大きな需要があります。
③ 出荷先が決まっていない場合は、まずは主食用米の出荷先に相談してください。

（1）
戦略作物助成・
・
・55,000〜105,000円/10a
「数量払い」
助成額
（万円/10a）

飼料用米の出荷先について

※出荷の条件は、出荷先により異なるので、必ず事前に確認してください。

▶出荷数量は標準単収値で
80,000円/10a

（標準単収値はその年の作況指数により調整されます）

（標準単収値）※標準単収値は地域ごとに設定

（2）生産性向上技術の取組
（産地交付金）
・
・
・H28は2,800円〜/10a
作業の効率化、省力化、環境保全技術等の対象となる技術を導入した場合。

（3）
多収性専用品種の取組・
・
・12,000円/10a
国選定20品種：
「べこあおば」
「夢あおば」
「モミロマン」など
県選定2品種 ：
「アキヒカリ」
「初星」 ※「ふさこがね（ちば28号）」は含まれません。

（4）
耕畜連携助成：13,000円/10a

4

飼料用米に取り組むに
当たっての手続き

交付金を受けるに当たり、
必要書類を6月30日までに提出します。
○地域農業再生協議会（市町村）から送付される「交付申請書」と「営農計画書」を生産年の6月30日までに提

飼料用米のわら利用の取組が対象。

出する必要があります。

※米の直接支払交付金：7,500 円/10a

（JAや集荷業者へ出荷する場合はそれぞれの出荷先が設定する期日に従ってください。）

米の生産数量目標に従って主食用米を生産した販売農家又は集落営農が対象。
（29年産までの時限措置として実施され、30年産から廃止されます。）

○併せて「新規需要米取組計画書」と販売先との「販売に関する契約書」が必要です。
（申請の前に、出荷先を決定し、契約する必要があります。）
○収穫後には、出荷先等で農産物検査を受けた結果がわかる書類（検査格付結果通知書等）を提出します。

県の支援策 ※主食用米を生産数量目標に従って生産することが要件
（1）
飼料用米の取組に対する助成
・主食用品種での取組
・多収性専用品種での取組
・多収性専用品種による5ha以上の団地化

3,000円以内/10a
1,500円以内/10a
4,000円以内/10a

（2）
施設整備に対する助成

○各書類の提出先は、地域農業再生協議会（市町村農政担当課）が基本となります。

一括管理方式と区分管理方式
一括管理方式
主食用米と一括で栽培、管理し、当初の契約数量を飼料用米として出荷します。

区分管理方式

・飼料用米の生産に必要な籾乾燥機、
フレコンバッグ用計量ユニット（計量器、貯留タンク、コンベアー）の導入費用の1/3を助成。
（飼料用米の栽培面積が６ha以上（計画時点）で、かつ、１ha以上の拡大を図ることが要件です。）

市町村の支援策
（上乗せ加算）
市町村により支援策の有無や内容、要件が異なります。

ほ場一枚を単位として作付ほ場を特定し、そのほ場からの全収穫量を飼料用米として出荷します。戦略作物
助成は収量に応じた交付となります。
区分管理方式とする場合には、以下のような方法があり、
「区分管理計画書（指定様式）」を提出する必要が
あります。
① 多収性専用品種を作付ける。
（例：夢あおば、モミロマン、べこあおば、アキヒカリ、初星）
② 主食用米と異なる品種を作付ける。
（例：主食用米は「コシヒカリ」、飼料用米は「ふさこがね」
（ちば28号）で
取り組むなど）

