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県名 県名

飼料用米
生産量

前年比 シェア
飼料用米
生産量

シェア
飼料用米
生産量

前年比 シェア
飼料用米
生産量

シェア

栃木県 55,003 112.5% 13.1% 48,874 11.6% 富山県 4,365 128.1% 1.0% 3,407 0.8%
青森県 42,284 102.8% 10.0% 41,130 9.8% 高知県 4,327 105.8% 1.0% 4,090 1.0%
茨城県 41,180 112.2% 9.8% 36,698 8.7% 滋賀県 4,309 127.3% 1.0% 3,386 0.8%
宮城県 31,455 121.8% 7.5% 25,834 6.1% 鹿児島県 4,035 110.8% 1.0% 3,643 0.9%
福島県 28,527 146.1% 6.8% 19,530 4.6% 徳島県 4,017 86.1% 1.0% 4,666 1.1%
千葉県 25,922 121.3% 6.2% 21,362 5.1% 山口県 3,976 132.7% 0.9% 2,996 0.7%
岩手県 25,031 113.6% 5.9% 22,043 5.2% 石川県 3,493 127.9% 0.8% 2,731 0.6%
山形県 23,047 103.3% 5.5% 22,301 5.3% 広島県 2,831 142.1% 0.7% 1,992 0.5%
新潟県 21,865 118.0% 5.2% 18,523 4.4% 宮崎県 2,440 110.0% 0.6% 2,218 0.5%
秋田県 17,641 106.7% 4.2% 16,540 3.9% 佐賀県 2,289 124.3% 0.5% 1,841 0.4%
北海道 15,084 120.5% 3.6% 12,523 3.0% 長野県 2,211 94.3% 0.5% 2,345 0.6%
埼玉県 13,908 102.6% 3.3% 13,559 3.2% 愛媛県 1,736 147.5% 0.4% 1,177 0.3%
岐阜県 13,814 118.8% 3.3% 11,627 2.8% 香川県 1,694 90.6% 0.4% 1,869 0.4%
福岡県 9,291 123.0% 2.2% 7,552 1.8% 兵庫県 1,388 156.8% 0.3% 885 0.2%
群馬県 9,096 105.0% 2.2% 8,659 2.1% 長崎県 865 112.9% 0.2% 766 0.2%
三重県 8,936 127.5% 2.1% 7,007 1.7% 京都府 687 123.1% 0.2% 558 0.1%
愛知県 8,934 101.8% 2.1% 8,775 2.1% 奈良県 351 113.2% 0.1% 310 0.1%
岡山県 8,086 130.9% 1.9% 6,176 1.5% 山梨県 87 122.5% 0.0% 71 0.0%
大分県 7,553 109.0% 1.8% 6,931 1.6% 神奈川県 83 105.1% 0.0% 79 0.0%
熊本県 6,776 101.5% 1.6% 6,679 1.6% 大阪府 28 200.0% 0.0% 14 0.0%
島根県 5,933 104.5% 1.4% 5,675 1.3% 和歌山県 15 88.2% 0.0% 17 0.0%
福井県 5,834 156.4% 1.4% 3,729 0.9% 東京都 0 0.0% 0 0.0%
鳥取県 5,812 102.1% 1.4% 5,694 1.4% 沖縄県 0 0.0% 0 0.0%

静岡県 5,230 113.8% 1.2% 4,595 1.1% 合計 481,468 114.3% 114.3% 421,077 100.0%

平成28年産 平成27年産平成28年産 平成27年産


県別シェア (2)

		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ										(地域別) チイキ ベツ												飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ										(生産量順) セイサン リョウ ジュン																										飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ										(前年比順) ゼンネンヒ ジュン

		県名 ケンメイ						平成28年産 ヘイセイ ネンサン						平成27年産 ヘイセイ ネンサン				(参考)平成27年産 サンコウ ヘイセイ ネンサン						県名 ケンメイ						平成28年産 ヘイセイ ネンサン						平成27年産 ヘイセイ ネンサン				県名 ケンメイ						平成28年産 ヘイセイ ネンサン						平成27年産 ヘイセイ ネンサン								県名 ケンメイ						平成28年産 ヘイセイ ネンサン						平成27年産 ヘイセイ ネンサン

				平成26年度 都道府県別　配・混合飼料生産量 ヘイセイ ネンド トドウフケン ベツ ハイ コンゴウ シリョウ セイサン リョウ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		前年比 ゼンネンヒ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		シェア		主食用米生産量 シュショクヨウ マイ セイサン リョウ		28年産飼料用米/27年産主食用米 ネンサン シリョウヨウ マイ ネンサン シュショクヨウ マイ						平成26年度 都道府県別　配・混合飼料生産量 ヘイセイ ネンド トドウフケン ベツ ハイ コンゴウ シリョウ セイサン リョウ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		前年比 ゼンネンヒ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		シェア				平成26年度 都道府県別　配・混合飼料生産量 ヘイセイ ネンド トドウフケン ベツ ハイ コンゴウ シリョウ セイサン リョウ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		前年比 ゼンネンヒ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		シェア								平成26年度 都道府県別　配・混合飼料生産量 ヘイセイ ネンド トドウフケン ベツ ハイ コンゴウ シリョウ セイサン リョウ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		前年比 ゼンネンヒ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		シェア

		北海道 ホッカイドウ		3,534,006		15.1%		15,084		120.5%		3.6%		12,523		3.0%		559,600		2.7%				栃木県 トチギケン		0		0.0%		55,003		112.5%		13.1%		48,874		11.6%		富山県 トヤマケン		0		0.0%		4,365		128.1%		1.0%		3,407		0.8%						大阪府 オオサカフ		7,535		0.0%		28		200.0%		0.0%		14		0.0%

		青森県 アオモリケン		1,929,337		8.2%		42,284		102.8%		10.0%		41,130		9.8%		229,800		18.4%				青森県 アオモリケン		1,929,337		8.2%		42,284		102.8%		10.0%		41,130		9.8%		高知県 コウチケン		0		0.0%		4,327		105.8%		1.0%		4,090		1.0%						兵庫県 ヒョウゴケン		626,814		2.7%		1,388		156.8%		0.3%		885		0.2%

		岩手県 イワテケン		208,053		0.9%		25,031		113.6%		5.9%		22,043		5.2%		269,400		9.3%				茨城県 イバラキケン		3,848,930		16.5%		41,180		112.2%		9.8%		36,698		8.7%		滋賀県 シガケン		0		0.0%		4,309		127.3%		1.0%		3,386		0.8%						福井県 フクイケン		0		0.0%		5,834		156.4%		1.4%		3,729		0.9%

		宮城県 ミヤギケン		1,306,158		5.6%		31,455		121.8%		7.5%		25,834		6.1%		348,400		9.0%				宮城県 ミヤギケン		1,306,158		5.6%		31,455		121.8%		7.5%		25,834		6.1%		鹿児島県 カゴシマケン		4,149,180		17.7%		4,035		110.8%		1.0%		3,643		0.9%						愛媛県 エヒメケン		100,011		0.4%		1,736		147.5%		0.4%		1,177		0.3%

		秋田県 アキタケン		0		0.0%		17,641		106.7%		4.2%		16,540		3.9%		419,400		4.2%				福島県 フクシマケン		0		0.0%		28,527		146.1%		6.8%		19,530		4.6%		徳島県 トクシマケン		0		0.0%		4,017		86.1%		1.0%		4,666		1.1%						福島県 フクシマケン		0		0.0%		28,527		146.1%		6.8%		19,530		4.6%

		山形県 ヤマガタケン		0		0.0%		23,047		103.3%		5.5%		22,301		5.3%		354,300		6.5%				千葉県 チバケン		199,510		0.9%		25,922		121.3%		6.2%		21,362		5.1%		山口県 ヤマグチケン		0		0.0%		3,976		132.7%		0.9%		2,996		0.7%						広島県 ヒロシマケン		281,779		1.2%		2,831		142.1%		0.7%		1,992		0.5%

		福島県 フクシマケン		0		0.0%		28,527		146.1%		6.8%		19,530		4.6%		342,600		8.3%				岩手県 イワテケン		208,053		0.9%		25,031		113.6%		5.9%		22,043		5.2%		石川県 イシカワケン		0		0.0%		3,493		127.9%		0.8%		2,731		0.6%						山口県 ヤマグチケン		0		0.0%		3,976		132.7%		0.9%		2,996		0.7%

		茨城県 イバラキケン		3,848,930		16.5%		41,180		112.2%		9.8%		36,698		8.7%		345,400		11.9%				山形県 ヤマガタケン		0		0.0%		23,047		103.3%		5.5%		22,301		5.3%		広島県 ヒロシマケン		281,779		1.2%		2,831		142.1%		0.7%		1,992		0.5%						岡山県 オカヤマケン		1,520,019		6.5%		8,086		130.9%		1.9%		6,176		1.5%

		栃木県 トチギケン		0		0.0%		55,003		112.5%		13.1%		48,874		11.6%		287,300		19.1%				新潟県 ニイガタケン		255,124		1.1%		21,865		118.0%		5.2%		18,523		4.4%		宮崎県 ミヤザキケン		255,606		1.1%		2,440		110.0%		0.6%		2,218		0.5%						富山県 トヤマケン		0		0.0%		4,365		128.1%		1.0%		3,407		0.8%

		群馬県 グンマケン		470,187		2.0%		9,096		105.0%		2.2%		8,659		2.1%		70,400		12.9%				秋田県 アキタケン		0		0.0%		17,641		106.7%		4.2%		16,540		3.9%		佐賀県 サガケン		132,217		0.6%		2,289		124.3%		0.5%		1,841		0.4%						石川県 イシカワケン		0		0.0%		3,493		127.9%		0.8%		2,731		0.6%

		埼玉県 サイタマケン		7,781		0.0%		13,908		102.6%		3.3%		13,559		3.2%		152,200		9.1%				北海道 ホッカイドウ		3,534,006		15.1%		15,084		120.5%		3.6%		12,523		3.0%		長野県 ナガノケン		9,215		0.0%		2,211		94.3%		0.5%		2,345		0.6%						三重県 ミエケン		10,662		0.0%		8,936		127.5%		2.1%		7,007		1.7%

		千葉県 チバケン		199,510		0.9%		25,922		121.3%		6.2%		21,362		5.1%		297,500		8.7%				埼玉県 サイタマケン		7,781		0.0%		13,908		102.6%		3.3%		13,559		3.2%		愛媛県 エヒメケン		100,011		0.4%		1,736		147.5%		0.4%		1,177		0.3%						滋賀県 シガケン		0		0.0%		4,309		127.3%		1.0%		3,386		0.8%

		東京都 トウキョウト		398		0.0%		0				0.0%		0		0.0%		632		0.0%				岐阜県 ギフケン		42,122		0.2%		13,814		118.8%		3.3%		11,627		2.8%		香川県 カガワケン		399,556		1.7%		1,694		90.6%		0.4%		1,869		0.4%						佐賀県 サガケン		132,217		0.6%		2,289		124.3%		0.5%		1,841		0.4%

		神奈川県 カナガワケン		1,599		0.0%		83		105.1%		0.0%		79		0.0%		15,200		0.5%				福岡県 フクオカケン		727,037		3.1%		9,291		123.0%		2.2%		7,552		1.8%		兵庫県 ヒョウゴケン		626,814		2.7%		1,388		156.8%		0.3%		885		0.2%						京都府 キョウトフ		0		0.0%		687		123.1%		0.2%		558		0.1%

		山梨県 ヤマナシケン		0		0.0%		87		122.5%		0.0%		71		0.0%		26,800		0.3%				群馬県 グンマケン		470,187		2.0%		9,096		105.0%		2.2%		8,659		2.1%		長崎県 ナガサキケン		273,438		1.2%		865		112.9%		0.2%		766		0.2%						福岡県 フクオカケン		727,037		3.1%		9,291		123.0%		2.2%		7,552		1.8%

		長野県 ナガノケン		9,215		0.0%		2,211		94.3%		0.5%		2,345		0.6%		194,500		1.1%				三重県 ミエケン		10,662		0.0%		8,936		127.5%		2.1%		7,007		1.7%		京都府 キョウトフ		0		0.0%		687		123.1%		0.2%		558		0.1%						山梨県 ヤマナシケン		0		0.0%		87		122.5%		0.0%		71		0.0%

		静岡県 シズオカケン		295,973		1.3%		5,230		113.8%		1.2%		4,595		1.1%		81,000		6.5%				愛知県 アイチケン		1,867,462		8.0%		8,934		101.8%		2.1%		8,775		2.1%		奈良県 ナラケン		0		0.0%		351		113.2%		0.1%		310		0.1%						宮城県 ミヤギケン		1,306,158		5.6%		31,455		121.8%		7.5%		25,834		6.1%

		新潟県 ニイガタケン		255,124		1.1%		21,865		118.0%		5.2%		18,523		4.4%		539,600		4.1%				岡山県 オカヤマケン		1,520,019		6.5%		8,086		130.9%		1.9%		6,176		1.5%		山梨県 ヤマナシケン		0		0.0%		87		122.5%		0.0%		71		0.0%						千葉県 チバケン		199,510		0.9%		25,922		121.3%		6.2%		21,362		5.1%

		富山県 トヤマケン		0		0.0%		4,365		128.1%		1.0%		3,407		0.8%		191,200		2.3%				大分県 オオイタケン		93,032		0.4%		7,553		109.0%		1.8%		6,931		1.6%		神奈川県 カナガワケン		1,599		0.0%		83		105.1%		0.0%		79		0.0%						北海道 ホッカイドウ		3,534,006		15.1%		15,084		120.5%		3.6%		12,523		3.0%

		石川県 イシカワケン		0		0.0%		3,493		127.9%		0.8%		2,731		0.6%		123,200		2.8%				熊本県 クマモトケン		638,740		2.7%		6,776		101.5%		1.6%		6,679		1.6%		大阪府 オオサカフ		7,535		0.0%		28		200.0%		0.0%		14		0.0%						岐阜県 ギフケン		42,122		0.2%		13,814		118.8%		3.3%		11,627		2.8%

		福井県 フクイケン		0		0.0%		5,834		156.4%		1.4%		3,729		0.9%		123,800		4.7%				島根県 シマネケン		0		0.0%		5,933		104.5%		1.4%		5,675		1.3%		和歌山県 ワカヤマケン		0		0.0%		15		88.2%		0.0%		17		0.0%						新潟県 ニイガタケン		255,124		1.1%		21,865		118.0%		5.2%		18,523		4.4%

		岐阜県 ギフケン		42,122		0.2%		13,814		118.8%		3.3%		11,627		2.8%		106,300		13.0%				福井県 フクイケン		0		0.0%		5,834		156.4%		1.4%		3,729		0.9%		東京都 トウキョウト		398		0.0%		0				0.0%		0		0.0%						静岡県 シズオカケン		295,973		1.3%		5,230		113.8%		1.2%		4,595		1.1%

		愛知県 アイチケン		1,867,462		8.0%		8,934		101.8%		2.1%		8,775		2.1%		136,800		6.5%				鳥取県 トットリケン		0		0.0%		5,812		102.1%		1.4%		5,694		1.4%		沖縄県 オキナワケン		196,671		0.8%		0				0.0%		0		0.0%						岩手県 イワテケン		208,053		0.9%		25,031		113.6%		5.9%		22,043		5.2%

		三重県 ミエケン		10,662		0.0%		8,936		127.5%		2.1%		7,007		1.7%		135,700		6.6%				静岡県 シズオカケン		295,973		1.3%		5,230		113.8%		1.2%		4,595		1.1%		合計 ゴウケイ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		481,468		114.3%		114.3%		421,077		100.0%						奈良県 ナラケン		0		0.0%		351		113.2%		0.1%		310		0.1%

		滋賀県 シガケン		0		0.0%		4,309		127.3%		1.0%		3,386		0.8%		158,500		2.7%																																								長崎県 ナガサキケン		273,438		1.2%		865		112.9%		0.2%		766		0.2%

		京都府 キョウトフ		0		0.0%		687		123.1%		0.2%		558		0.1%		73,400		0.9%																																								栃木県 トチギケン		0		0.0%		55,003		112.5%		13.1%		48,874		11.6%

		大阪府 オオサカフ		7,535		0.0%		28		200.0%		0.0%		14		0.0%		26,900		0.1%																																								茨城県 イバラキケン		3,848,930		16.5%		41,180		112.2%		9.8%		36,698		8.7%

		兵庫県 ヒョウゴケン		626,814		2.7%		1,388		156.8%		0.3%		885		0.2%		178,900		0.8%																																								鹿児島県 カゴシマケン		4,149,180		17.7%		4,035		110.8%		1.0%		3,643		0.9%

		奈良県 ナラケン		0		0.0%		351		113.2%		0.1%		310		0.1%		45,600		0.8%																																								宮崎県 ミヤザキケン		255,606		1.1%		2,440		110.0%		0.6%		2,218		0.5%

		和歌山県 ワカヤマケン		0		0.0%		15		88.2%		0.0%		17		0.0%		34,400		0.0%																																								大分県 オオイタケン		93,032		0.4%		7,553		109.0%		1.8%		6,931		1.6%

		鳥取県 トットリケン		0		0.0%		5,812		102.1%		1.4%		5,694		1.4%		63,500		9.2%																																								秋田県 アキタケン		0		0.0%		17,641		106.7%		4.2%		16,540		3.9%

		島根県 シマネケン		0		0.0%		5,933		104.5%		1.4%		5,675		1.3%		88,000		6.7%																																								高知県 コウチケン		0		0.0%		4,327		105.8%		1.0%		4,090		1.0%

		岡山県 オカヤマケン		1,520,019		6.5%		8,086		130.9%		1.9%		6,176		1.5%		149,500		5.4%																																								神奈川県 カナガワケン		1,599		0.0%		83		105.1%		0.0%		79		0.0%

		広島県 ヒロシマケン		281,779		1.2%		2,831		142.1%		0.7%		1,992		0.5%		121,700		2.3%																																								群馬県 グンマケン		470,187		2.0%		9,096		105.0%		2.2%		8,659		2.1%

		山口県 ヤマグチケン		0		0.0%		3,976		132.7%		0.9%		2,996		0.7%		100,700		3.9%																																								島根県 シマネケン		0		0.0%		5,933		104.5%		1.4%		5,675		1.3%

		徳島県 トクシマケン		0		0.0%		4,017		86.1%		1.0%		4,666		1.1%		53,500		7.5%																																								山形県 ヤマガタケン		0		0.0%		23,047		103.3%		5.5%		22,301		5.3%

		香川県 カガワケン		399,556		1.7%		1,694		90.6%		0.4%		1,869		0.4%		63,500		2.7%																																								青森県 アオモリケン		1,929,337		8.2%		42,284		102.8%		10.0%		41,130		9.8%

		愛媛県 エヒメケン		100,011		0.4%		1,736		147.5%		0.4%		1,177		0.3%		71,200		2.4%																																								埼玉県 サイタマケン		7,781		0.0%		13,908		102.6%		3.3%		13,559		3.2%

		高知県 コウチケン		0		0.0%		4,327		105.8%		1.0%		4,090		1.0%		52,800		8.2%																																								鳥取県 トットリケン		0		0.0%		5,812		102.1%		1.4%		5,694		1.4%

		福岡県 フクオカケン		727,037		3.1%		9,291		123.0%		2.2%		7,552		1.8%		172,300		5.4%																																								愛知県 アイチケン		1,867,462		8.0%		8,934		101.8%		2.1%		8,775		2.1%

		佐賀県 サガケン		132,217		0.6%		2,289		124.3%		0.5%		1,841		0.4%		128,300		1.8%																																								熊本県 クマモトケン		638,740		2.7%		6,776		101.5%		1.6%		6,679		1.6%

		長崎県 ナガサキケン		273,438		1.2%		865		112.9%		0.2%		766		0.2%		59,900		1.4%																																								長野県 ナガノケン		9,215		0.0%		2,211		94.3%		0.5%		2,345		0.6%

		熊本県 クマモトケン		638,740		2.7%		6,776		101.5%		1.6%		6,679		1.6%		171,500		4.0%																																								香川県 カガワケン		399,556		1.7%		1,694		90.6%		0.4%		1,869		0.4%

		大分県 オオイタケン		93,032		0.4%		7,553		109.0%		1.8%		6,931		1.6%		103,700		7.3%																																								和歌山県 ワカヤマケン		0		0.0%		15		88.2%		0.0%		17		0.0%

		宮崎県 ミヤザキケン		255,606		1.1%		2,440		110.0%		0.6%		2,218		0.5%		74,700		3.3%																																								徳島県 トクシマケン		0		0.0%		4,017		86.1%		1.0%		4,666		1.1%

		鹿児島県 カゴシマケン		4,149,180		17.7%		4,035		110.8%		1.0%		3,643		0.9%		95,700		4.2%																																								東京都 トウキョウト		398		0.0%		0				0.0%		0		0.0%

		沖縄県 オキナワケン		196,671		0.8%		0				0.0%		0		0.0%		2,270		0.0%																																								沖縄県 オキナワケン		196,671		0.8%		0				0.0%		0		0.0%

		合計 ゴウケイ		23,388,152		100.0%		481,468		114.3%		114.3%		421,077		100.0%		7,441,502		6.5%																																								合計 ゴウケイ		23,388,152		100.0%		481,468		114.3%		114.3%		421,077		100.0%





新規需要米用途別認定推移





28年産新規需要米県別認定状況





県別シェア

		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ										(地域別) チイキ ベツ												飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ										(生産量順) セイサン リョウ ジュン								飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ										(前年比順) ゼンネンヒ ジュン

		県名 ケンメイ						平成28年産 ヘイセイ ネンサン						平成27年産 ヘイセイ ネンサン				(参考)平成27年産 サンコウ ヘイセイ ネンサン						県名 ケンメイ						平成28年産 ヘイセイ ネンサン						平成27年産 ヘイセイ ネンサン						県名 ケンメイ						平成28年産 ヘイセイ ネンサン						平成27年産 ヘイセイ ネンサン

				平成26年度 都道府県別　配・混合飼料生産量 ヘイセイ ネンド トドウフケン ベツ ハイ コンゴウ シリョウ セイサン リョウ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		前年比 ゼンネンヒ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		シェア		主食用米生産量 シュショクヨウ マイ セイサン リョウ		28年産飼料用米/27年産主食用米 ネンサン シリョウヨウ マイ ネンサン シュショクヨウ マイ						平成26年度 都道府県別　配・混合飼料生産量 ヘイセイ ネンド トドウフケン ベツ ハイ コンゴウ シリョウ セイサン リョウ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		前年比 ゼンネンヒ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		シェア						平成26年度 都道府県別　配・混合飼料生産量 ヘイセイ ネンド トドウフケン ベツ ハイ コンゴウ シリョウ セイサン リョウ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		前年比 ゼンネンヒ		シェア		飼料用米生産量 シリョウヨウ マイ セイサン リョウ		シェア

		北海道 ホッカイドウ		3,534,006		15.1%		15,084		120.5%		3.6%		12,523		3.0%		559,600		2.7%				栃木県 トチギケン		0		0.0%		55,003		112.5%		13.1%		48,874		11.6%				大阪府 オオサカフ		7,535		0.0%		28		200.0%		0.0%		14		0.0%

		青森県 アオモリケン		1,929,337		8.2%		42,284		102.8%		10.0%		41,130		9.8%		229,800		18.4%				青森県 アオモリケン		1,929,337		8.2%		42,284		102.8%		10.0%		41,130		9.8%				兵庫県 ヒョウゴケン		626,814		2.7%		1,388		156.8%		0.3%		885		0.2%

		岩手県 イワテケン		208,053		0.9%		25,031		113.6%		5.9%		22,043		5.2%		269,400		9.3%				茨城県 イバラキケン		3,848,930		16.5%		41,180		112.2%		9.8%		36,698		8.7%				福井県 フクイケン		0		0.0%		5,834		156.4%		1.4%		3,729		0.9%

		宮城県 ミヤギケン		1,306,158		5.6%		31,455		121.8%		7.5%		25,834		6.1%		348,400		9.0%				宮城県 ミヤギケン		1,306,158		5.6%		31,455		121.8%		7.5%		25,834		6.1%				愛媛県 エヒメケン		100,011		0.4%		1,736		147.5%		0.4%		1,177		0.3%

		秋田県 アキタケン		0		0.0%		17,641		106.7%		4.2%		16,540		3.9%		419,400		4.2%				福島県 フクシマケン		0		0.0%		28,527		146.1%		6.8%		19,530		4.6%				福島県 フクシマケン		0		0.0%		28,527		146.1%		6.8%		19,530		4.6%

		山形県 ヤマガタケン		0		0.0%		23,047		103.3%		5.5%		22,301		5.3%		354,300		6.5%				千葉県 チバケン		199,510		0.9%		25,922		121.3%		6.2%		21,362		5.1%				広島県 ヒロシマケン		281,779		1.2%		2,831		142.1%		0.7%		1,992		0.5%

		福島県 フクシマケン		0		0.0%		28,527		146.1%		6.8%		19,530		4.6%		342,600		8.3%				岩手県 イワテケン		208,053		0.9%		25,031		113.6%		5.9%		22,043		5.2%				山口県 ヤマグチケン		0		0.0%		3,976		132.7%		0.9%		2,996		0.7%

		茨城県 イバラキケン		3,848,930		16.5%		41,180		112.2%		9.8%		36,698		8.7%		345,400		11.9%				山形県 ヤマガタケン		0		0.0%		23,047		103.3%		5.5%		22,301		5.3%				岡山県 オカヤマケン		1,520,019		6.5%		8,086		130.9%		1.9%		6,176		1.5%

		栃木県 トチギケン		0		0.0%		55,003		112.5%		13.1%		48,874		11.6%		287,300		19.1%				新潟県 ニイガタケン		255,124		1.1%		21,865		118.0%		5.2%		18,523		4.4%				富山県 トヤマケン		0		0.0%		4,365		128.1%		1.0%		3,407		0.8%

		群馬県 グンマケン		470,187		2.0%		9,096		105.0%		2.2%		8,659		2.1%		70,400		12.9%				秋田県 アキタケン		0		0.0%		17,641		106.7%		4.2%		16,540		3.9%				石川県 イシカワケン		0		0.0%		3,493		127.9%		0.8%		2,731		0.6%

		埼玉県 サイタマケン		7,781		0.0%		13,908		102.6%		3.3%		13,559		3.2%		152,200		9.1%				北海道 ホッカイドウ		3,534,006		15.1%		15,084		120.5%		3.6%		12,523		3.0%				三重県 ミエケン		10,662		0.0%		8,936		127.5%		2.1%		7,007		1.7%

		千葉県 チバケン		199,510		0.9%		25,922		121.3%		6.2%		21,362		5.1%		297,500		8.7%				埼玉県 サイタマケン		7,781		0.0%		13,908		102.6%		3.3%		13,559		3.2%				滋賀県 シガケン		0		0.0%		4,309		127.3%		1.0%		3,386		0.8%

		東京都 トウキョウト		398		0.0%		0				0.0%		0		0.0%		632		0.0%				岐阜県 ギフケン		42,122		0.2%		13,814		118.8%		3.3%		11,627		2.8%				佐賀県 サガケン		132,217		0.6%		2,289		124.3%		0.5%		1,841		0.4%

		神奈川県 カナガワケン		1,599		0.0%		83		105.1%		0.0%		79		0.0%		15,200		0.5%				福岡県 フクオカケン		727,037		3.1%		9,291		123.0%		2.2%		7,552		1.8%				京都府 キョウトフ		0		0.0%		687		123.1%		0.2%		558		0.1%

		山梨県 ヤマナシケン		0		0.0%		87		122.5%		0.0%		71		0.0%		26,800		0.3%				群馬県 グンマケン		470,187		2.0%		9,096		105.0%		2.2%		8,659		2.1%				福岡県 フクオカケン		727,037		3.1%		9,291		123.0%		2.2%		7,552		1.8%

		長野県 ナガノケン		9,215		0.0%		2,211		94.3%		0.5%		2,345		0.6%		194,500		1.1%				三重県 ミエケン		10,662		0.0%		8,936		127.5%		2.1%		7,007		1.7%				山梨県 ヤマナシケン		0		0.0%		87		122.5%		0.0%		71		0.0%

		静岡県 シズオカケン		295,973		1.3%		5,230		113.8%		1.2%		4,595		1.1%		81,000		6.5%				愛知県 アイチケン		1,867,462		8.0%		8,934		101.8%		2.1%		8,775		2.1%				宮城県 ミヤギケン		1,306,158		5.6%		31,455		121.8%		7.5%		25,834		6.1%

		新潟県 ニイガタケン		255,124		1.1%		21,865		118.0%		5.2%		18,523		4.4%		539,600		4.1%				岡山県 オカヤマケン		1,520,019		6.5%		8,086		130.9%		1.9%		6,176		1.5%				千葉県 チバケン		199,510		0.9%		25,922		121.3%		6.2%		21,362		5.1%

		富山県 トヤマケン		0		0.0%		4,365		128.1%		1.0%		3,407		0.8%		191,200		2.3%				大分県 オオイタケン		93,032		0.4%		7,553		109.0%		1.8%		6,931		1.6%				北海道 ホッカイドウ		3,534,006		15.1%		15,084		120.5%		3.6%		12,523		3.0%

		石川県 イシカワケン		0		0.0%		3,493		127.9%		0.8%		2,731		0.6%		123,200		2.8%				熊本県 クマモトケン		638,740		2.7%		6,776		101.5%		1.6%		6,679		1.6%				岐阜県 ギフケン		42,122		0.2%		13,814		118.8%		3.3%		11,627		2.8%

		福井県 フクイケン		0		0.0%		5,834		156.4%		1.4%		3,729		0.9%		123,800		4.7%				島根県 シマネケン		0		0.0%		5,933		104.5%		1.4%		5,675		1.3%				新潟県 ニイガタケン		255,124		1.1%		21,865		118.0%		5.2%		18,523		4.4%

		岐阜県 ギフケン		42,122		0.2%		13,814		118.8%		3.3%		11,627		2.8%		106,300		13.0%				福井県 フクイケン		0		0.0%		5,834		156.4%		1.4%		3,729		0.9%				静岡県 シズオカケン		295,973		1.3%		5,230		113.8%		1.2%		4,595		1.1%

		愛知県 アイチケン		1,867,462		8.0%		8,934		101.8%		2.1%		8,775		2.1%		136,800		6.5%				鳥取県 トットリケン		0		0.0%		5,812		102.1%		1.4%		5,694		1.4%				岩手県 イワテケン		208,053		0.9%		25,031		113.6%		5.9%		22,043		5.2%

		三重県 ミエケン		10,662		0.0%		8,936		127.5%		2.1%		7,007		1.7%		135,700		6.6%				静岡県 シズオカケン		295,973		1.3%		5,230		113.8%		1.2%		4,595		1.1%				奈良県 ナラケン		0		0.0%		351		113.2%		0.1%		310		0.1%

		滋賀県 シガケン		0		0.0%		4,309		127.3%		1.0%		3,386		0.8%		158,500		2.7%				富山県 トヤマケン		0		0.0%		4,365		128.1%		1.0%		3,407		0.8%				長崎県 ナガサキケン		273,438		1.2%		865		112.9%		0.2%		766		0.2%

		京都府 キョウトフ		0		0.0%		687		123.1%		0.2%		558		0.1%		73,400		0.9%				高知県 コウチケン		0		0.0%		4,327		105.8%		1.0%		4,090		1.0%				栃木県 トチギケン		0		0.0%		55,003		112.5%		13.1%		48,874		11.6%

		大阪府 オオサカフ		7,535		0.0%		28		200.0%		0.0%		14		0.0%		26,900		0.1%				滋賀県 シガケン		0		0.0%		4,309		127.3%		1.0%		3,386		0.8%				茨城県 イバラキケン		3,848,930		16.5%		41,180		112.2%		9.8%		36,698		8.7%

		兵庫県 ヒョウゴケン		626,814		2.7%		1,388		156.8%		0.3%		885		0.2%		178,900		0.8%				鹿児島県 カゴシマケン		4,149,180		17.7%		4,035		110.8%		1.0%		3,643		0.9%				鹿児島県 カゴシマケン		4,149,180		17.7%		4,035		110.8%		1.0%		3,643		0.9%

		奈良県 ナラケン		0		0.0%		351		113.2%		0.1%		310		0.1%		45,600		0.8%				徳島県 トクシマケン		0		0.0%		4,017		86.1%		1.0%		4,666		1.1%				宮崎県 ミヤザキケン		255,606		1.1%		2,440		110.0%		0.6%		2,218		0.5%

		和歌山県 ワカヤマケン		0		0.0%		15		88.2%		0.0%		17		0.0%		34,400		0.0%				山口県 ヤマグチケン		0		0.0%		3,976		132.7%		0.9%		2,996		0.7%				大分県 オオイタケン		93,032		0.4%		7,553		109.0%		1.8%		6,931		1.6%

		鳥取県 トットリケン		0		0.0%		5,812		102.1%		1.4%		5,694		1.4%		63,500		9.2%				石川県 イシカワケン		0		0.0%		3,493		127.9%		0.8%		2,731		0.6%				秋田県 アキタケン		0		0.0%		17,641		106.7%		4.2%		16,540		3.9%

		島根県 シマネケン		0		0.0%		5,933		104.5%		1.4%		5,675		1.3%		88,000		6.7%				広島県 ヒロシマケン		281,779		1.2%		2,831		142.1%		0.7%		1,992		0.5%				高知県 コウチケン		0		0.0%		4,327		105.8%		1.0%		4,090		1.0%

		岡山県 オカヤマケン		1,520,019		6.5%		8,086		130.9%		1.9%		6,176		1.5%		149,500		5.4%				宮崎県 ミヤザキケン		255,606		1.1%		2,440		110.0%		0.6%		2,218		0.5%				神奈川県 カナガワケン		1,599		0.0%		83		105.1%		0.0%		79		0.0%

		広島県 ヒロシマケン		281,779		1.2%		2,831		142.1%		0.7%		1,992		0.5%		121,700		2.3%				佐賀県 サガケン		132,217		0.6%		2,289		124.3%		0.5%		1,841		0.4%				群馬県 グンマケン		470,187		2.0%		9,096		105.0%		2.2%		8,659		2.1%

		山口県 ヤマグチケン		0		0.0%		3,976		132.7%		0.9%		2,996		0.7%		100,700		3.9%				長野県 ナガノケン		9,215		0.0%		2,211		94.3%		0.5%		2,345		0.6%				島根県 シマネケン		0		0.0%		5,933		104.5%		1.4%		5,675		1.3%

		徳島県 トクシマケン		0		0.0%		4,017		86.1%		1.0%		4,666		1.1%		53,500		7.5%				愛媛県 エヒメケン		100,011		0.4%		1,736		147.5%		0.4%		1,177		0.3%				山形県 ヤマガタケン		0		0.0%		23,047		103.3%		5.5%		22,301		5.3%

		香川県 カガワケン		399,556		1.7%		1,694		90.6%		0.4%		1,869		0.4%		63,500		2.7%				香川県 カガワケン		399,556		1.7%		1,694		90.6%		0.4%		1,869		0.4%				青森県 アオモリケン		1,929,337		8.2%		42,284		102.8%		10.0%		41,130		9.8%

		愛媛県 エヒメケン		100,011		0.4%		1,736		147.5%		0.4%		1,177		0.3%		71,200		2.4%				兵庫県 ヒョウゴケン		626,814		2.7%		1,388		156.8%		0.3%		885		0.2%				埼玉県 サイタマケン		7,781		0.0%		13,908		102.6%		3.3%		13,559		3.2%

		高知県 コウチケン		0		0.0%		4,327		105.8%		1.0%		4,090		1.0%		52,800		8.2%				長崎県 ナガサキケン		273,438		1.2%		865		112.9%		0.2%		766		0.2%				鳥取県 トットリケン		0		0.0%		5,812		102.1%		1.4%		5,694		1.4%

		福岡県 フクオカケン		727,037		3.1%		9,291		123.0%		2.2%		7,552		1.8%		172,300		5.4%				京都府 キョウトフ		0		0.0%		687		123.1%		0.2%		558		0.1%				愛知県 アイチケン		1,867,462		8.0%		8,934		101.8%		2.1%		8,775		2.1%

		佐賀県 サガケン		132,217		0.6%		2,289		124.3%		0.5%		1,841		0.4%		128,300		1.8%				奈良県 ナラケン		0		0.0%		351		113.2%		0.1%		310		0.1%				熊本県 クマモトケン		638,740		2.7%		6,776		101.5%		1.6%		6,679		1.6%

		長崎県 ナガサキケン		273,438		1.2%		865		112.9%		0.2%		766		0.2%		59,900		1.4%				山梨県 ヤマナシケン		0		0.0%		87		122.5%		0.0%		71		0.0%				長野県 ナガノケン		9,215		0.0%		2,211		94.3%		0.5%		2,345		0.6%

		熊本県 クマモトケン		638,740		2.7%		6,776		101.5%		1.6%		6,679		1.6%		171,500		4.0%				神奈川県 カナガワケン		1,599		0.0%		83		105.1%		0.0%		79		0.0%				香川県 カガワケン		399,556		1.7%		1,694		90.6%		0.4%		1,869		0.4%

		大分県 オオイタケン		93,032		0.4%		7,553		109.0%		1.8%		6,931		1.6%		103,700		7.3%				大阪府 オオサカフ		7,535		0.0%		28		200.0%		0.0%		14		0.0%				和歌山県 ワカヤマケン		0		0.0%		15		88.2%		0.0%		17		0.0%

		宮崎県 ミヤザキケン		255,606		1.1%		2,440		110.0%		0.6%		2,218		0.5%		74,700		3.3%				和歌山県 ワカヤマケン		0		0.0%		15		88.2%		0.0%		17		0.0%				徳島県 トクシマケン		0		0.0%		4,017		86.1%		1.0%		4,666		1.1%

		鹿児島県 カゴシマケン		4,149,180		17.7%		4,035		110.8%		1.0%		3,643		0.9%		95,700		4.2%				東京都 トウキョウト		398		0.0%		0				0.0%		0		0.0%				東京都 トウキョウト		398		0.0%		0				0.0%		0		0.0%

		沖縄県 オキナワケン		196,671		0.8%		0				0.0%		0		0.0%		2,270		0.0%				沖縄県 オキナワケン		196,671		0.8%		0				0.0%		0		0.0%				沖縄県 オキナワケン		196,671		0.8%		0				0.0%		0		0.0%

		合計 ゴウケイ		23,388,152		100.0%		481,468		114.3%		114.3%		421,077		100.0%		7,441,502		6.5%				合計 ゴウケイ		23,388,152		100.0%		481,468		114.3%		114.3%		421,077		100.0%				合計 ゴウケイ		23,388,152		100.0%		481,468		114.3%		114.3%		421,077		100.0%





超過作付面積の動向





28年産米作付動向





県別超過作付





飼料用米成約

		28年産飼料用米　関東東北地区成約状況 ネンサン シリョウヨウ マイ カントウ トウホク チク セイヤク ジョウキョウ																						2016.9.8				27産飼料用米　関東東北地区成約状況 サン シリョウヨウ マイ カントウ トウホク チク セイヤク ジョウキョウ

																								関東支店原料課 カントウ シテン ゲンリョウ カ

				数量 スウリョウ				使用ベース価格 シヨウ カカク		地域毎内訳 チイキ ゴト ウチワケ																				数量 スウリョウ		使用ベース価格 シヨウ カカク		地域毎内訳 チイキ ゴト ウチワケ

										鹿島地区 カシマ チク				石巻地区 イシノマキ チク				釜石地区 カマイシ チク				八戸地区 ハチノヘ チク												鹿島地区 カシマ チク		石巻地区 イシノマキ チク		釜石地区 カマイシ チク		八戸地区 ハチノヘ チク

				トン		前年比 ゼンネンヒ		円/トン エン		トン		前年比 ゼンネンヒ		トン		前年比 ゼンネンヒ		トン		前年比 ゼンネンヒ		トン		前年比 ゼンネンヒ						トン		円/トン エン		トン		トン		トン		トン

		当社手当分 トウシャ テアテ ブン		29,845		131%		22,069		24,046		124%		0		ERROR:#DIV/0!		5,154		192%		645		102%				当社手当分 トウシャ テアテ ブン		22,763		25,986		19,450		0		2,679		634

		顧客持込分 コキャク モチコミ ブン		5,214		108%				2,404		100%		1,000		100%		1,810		125%				ERROR:#DIV/0!				持込分 モチコミ ブン		4,844				2,394		1,000		1,450

		合計 ゴウケイ		35,059		127%				26,450		121%		1,000		100%		6,964		169%		645		102%				合計 ゴウケイ		27,607				21,844		1,000		4,129		634



		【参考】 サンコウ																										【参考】 サンコウ

		他地区成約状況 ホカ チク セイヤク ジョウキョウ																										他地区成約状況 ホカ チク セイヤク ジョウキョウ

		※お客さんからの無償持込は含めず キャク ムショウ モチコミ フク																										※お客さんからの無償持込は含めず キャク ムショウ モチコミ フク

				契約数量 ケイヤク スウリョウ				使用ﾍﾞｰｽ価格 シヨウ カカク		備考 ビコウ																				契約数量 ケイヤク スウリョウ		使用ﾍﾞｰｽ価格 シヨウ カカク				備考 ビコウ

				トン		前年比 ゼンネンヒ		円/トン エン																						トン				円/トン エン

		北海道 ホッカイドウ		850		185%		25,740		内350トンは四半期単位値決め ウチ シハンキ タンイ ネ ギ																		北海道 ホッカイドウ		460

		関東東北 カントウ トウホク		29,845		131%		22,069																				関東東北 カントウ トウホク		22,763

		中部 チュウブ		1,856		232%		23,270																				中部 チュウブ		801

		西部 セイブ		3,700		355%		25,030																				西部 セイブ		1,041

		九州 キュウシュウ		1,500		1087%		27,500																				九州 キュウシュウ		138

		計 ケイ		37,751		150%		5,270																				計 ケイ		25,203				0







飼料用米相手先別成約状況

		28年産飼料用米　関東東北地区　相手先別成約状況 ネンサン シリョウヨウ マイ カントウ トウホク チク アイテサキ ベツ セイヤク ジョウキョウ

								2016.9.9

		顧客持込分は含まず コキャク モチコミ ブン フク						関東支店原料課 カントウ シテン ゲンリョウ カ

		購入先 コウニュウ サキ		購入数量
(トン) コウニュウ スウリョウ		割合 ワリアイ		備考 ビコウ

		全農 ゼンノウ		10,100		33.8%		宮城県、茨城県、栃木県、千葉県産 ミヤギケン イバラキケン トチギケン チバケン サン

		伊藤忠食糧 イトウチュウ ショクリョウ		2,749		9.2%		内2,669トンはアイアグリ ウチ

		関東穀粉 カントウ コクフン		2,699		9.0%		全て農協 スベ ノウキョウ

		津田物産 ツダ ブッサン		1,786		6.0%		メイン農協 ノウキョウ

		みどりの農協 ノウキョウ		1,000		3.4%

		木徳神糧 キトク カミ カテ		1,000		3.4%		全農 ゼンノウ

		木村農産商事 キムラ ノウサン ショウジ		850		2.8%		北つくば農協 キタ ノウキョウ

		茨城県食糧集荷協同組合 イバラキケン ショクリョウ シュウカ キョウドウ クミアイ		842		2.8%

		BL食販 ショクハン		835		2.8%		神明 シンメイ

		えちご上越農協 ジョウエツ ノウキョウ		801		2.7%

		スエオカハーベスト		680		2.3%		内500トン全農 ウチ ゼンノウ

		明光商事 メイコウ ショウジ		670		2.2%		常陸農協 ヒタチ ノウキョウ

		食創 ショク ソウ		600		2.0%		夢みなみ農協(福島県) ユメ ノウキョウ フクシマケン

		三菱商事 ミツビシ ショウジ		530		1.8%		千葉・埼玉農民連、つくば市農協　他 チバ サイタマ ノウミン レン シ ノウキョウ ホカ

		本新草地 モト シン ソウチ		446		1.5%

		中村商会 ナカムラ ショウカイ		440		1.5%		宮本商店　他 ミヤモト ショウテン ホカ

		茨城農栄 イバラキ ノウエイ		395		1.3%

		ユアサフナショク		364		1.2%		香取農協、中村商店　他 カトリ ノウキョウ ナカムラ ショウテン ホカ

		川長 カワ チョウ		355		1.2%

		住友商事 スミトモ ショウジ		300		1.0%

		栃木県開拓農協 トチギケン カイタク ノウキョウ		260		0.9%

		柏屋商事 カシワ ヤ ショウジ		250		0.8%

		なめがた農協 ノウキョウ		247		0.8%

		秋山商店 アキヤマ		213		0.7%

		ライスフィールド		150		0.5%		川長 カワ チョウ

		上岡米穀店 カミオカ ベイコクテン		150		0.5%

		日本飼料工業会 ニホン シリョウ コウギョウカイ		140		0.5%		青森県 アオモリケン

		釜谷食品 カマヤ ショクヒン		140		0.5%

		長野穀販 ナガノ コクハン		134		0.4%		宇藤園芸店　他 ウトウ エンゲイ テン ホカ

		昭産商事 ショウサン		124		0.4%

		ヴィック		100		0.3%		北つくば農協 キタ ノウキョウ

		吉田屋商店 ヨシダ ヤ ショウテン		92		0.3%

		農事組合法人まがのしま ノウジ クミアイ ホウジン		80		0.3%

		岩瀬米肥 イワセ ベイヒ		64		0.2%

		泉屋 イズミヤ		63		0.2%

		宮本商事 ミヤモト ショウジ		60		0.2%

		かなえ商事 ショウジ		50		0.2%

		バンコー		31		0.1%

		新潟飼糧 ニイガタ シリョウ		20		0.1%

		綿文商店 ワタ ブン ショウテン		19		0.1%

		鍋屋商店 ナベ ヤ ショウテン		16		0.1%

		合計 ゴウケイ		29,845		100.0%

































米使用ｽｹｼﾞｭｰﾙ

																				2016.8.8

		政府払下米と飼料用米の使用スケジュール セイフ ハライサゲ マイ シリョウヨウ マイ シヨウ

																				関東支店原料課 カントウ シテン ゲンリョウ カ

						H28/8月 ガツ		H28/9月 ガツ		H28/10月 ガツ		H28/11月 ガツ		H28/12月 ガツ		H29/1月 ガツ		H29/2月 ガツ		H29/3月 ガツ

						トン		トン		トン		トン		トン		トン		トン		トン

		鹿島工場 カシマコウジョウ		政府払下米 セイフ ハライサゲ マイ		2,700		2,300		0		0		1,155		1,340		1,440		2,411

				飼料用米 シリョウヨウ マイ		867		1,496		3,019		2,538		2,033		1,743		1,708		707

				計 ケイ		3,567		3,796		3,019		2,538		3,188		3,083		3,148		3,118

		ジャパンフィード		政府払下米 セイフ ハライサゲ マイ		1,500		1,100		0		0		0		800		850		845

				飼料用米 シリョウヨウ マイ		599		1,064		2,079		2,063		1,713		905		893		983

				計 ケイ		2,099		2,164		2,079		2,063		1,713		1,705		1,743		1,828

		全酪飼料鹿島工場 ゼンラク シリョウ カシマコウジョウ		政府払下米 セイフ ハライサゲ マイ		0		0		0		0		0		0		0		0

				飼料用米 シリョウヨウ マイ		38		38		38		38		33		33		33		33

				計 ケイ		38		38		38		38		33		33		33		33

		清水港飼料 シミズ コウ シリョウ		政府払下米 セイフ ハライサゲ マイ		0		0		0		0		0		0		0		0

				飼料用米 シリョウヨウ マイ		22		22		22		22		22		22		22		22

				計 ケイ		22		22		22		22		22		22		22		22

		フィードワン石巻
(北くみ石巻) イシノマキ キタ イシノマキ		政府払下米 セイフ ハライサゲ マイ		0		0		0		0		0		0		0		0

				飼料用米 シリョウヨウ マイ		83		83		83		83		83		83		83		83

				計 ケイ		83		83		83		83		83		83		83		83

		釜石飼料 カマイシシリョウ		政府払下米 セイフ ハライサゲ マイ		900		1,000		450		100		100		50		300		560

				飼料用米 シリョウヨウ マイ		350		250		800		1,150		1,150		1,200		950		690

				計 ケイ		1,250		1,250		1,250		1,250		1,250		1,250		1,250		1,250

		日和産業八戸
(一部、釜石飼料へ搬入も) ニチワ サンギョウ ハチノヘ イチブ カマイシ シリョウ ハンニュウ		政府払下米 セイフ ハライサゲ マイ		60		60		60		60		60		60		60		60

				飼料用米 シリョウヨウ マイ						45		120		120		120		120		120

				計 ケイ		60		60		105		180		180		180		180		180
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飼料用米に関わる国の方針 

➣平成27年3月末に飼料用米生産拡大を閣議決定 
 ・平成37年産飼料用米、110万トンの生産を目指す 
  つまり、27年産42万トンから毎年約8万トンを 
  上積みしていく 
 
 ・米農家、米集荷業者、畜産農家、飼料メーカー、 
  財務省等へ国の本気度を示す 
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新規需要米制度の概要                    
☞これ以外にも県や市町村からの助成がある場合も！ 



配混合飼料の生産量と飼料用
米生産量 
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線グラフ H27年飼料用米生産量⇒ 

出典 農林水産省 



米の栄養成分の比較 
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米の飼料価値【日本標準飼料成分表(２００９年版）】           

・上段：現物中の成分含量   ・下段：とうもろこしの成分を１００とした時の比率       

成分 水分 
タンパク

質 
脂肪 でんぷん 繊維 灰分 

エネルギー価 

牛 豚 鶏 

原料名 （％） （％） （％） （％） （％） （％） TDN（％） TDN（％） ME（Kcal/㎏） 

とうもろこし 14.5 7.6 3.8 71.3 1.7 1.2 80.0 80.8 3,280 

モミ米 
13.7 6.5 2.2 63.6 8.6 5.4 67.1 64.0 2,660 

94 86 58 89 506 450 84 79 81 

玄米 
14.8 7.5 2.7 72.9 0.7 1.4 80.9 82.0 3,280 

102 99 71 102 41 117 101 101 100 

精白米 
13.9 6.8 0.5 78.2 0.2 0.4 80.3 83.2 3,440 

96 89 13 110 12 33 100 103 105 



畜種別・お米の配合率 
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配合飼料への畜種別配合量 
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畜種 ステージ 玄米・精白米 

採卵鶏 育成（雛）・成鶏 ※ １０～２５％ 

ブロイラー 餌付・前期・後期・仕上 ５～２０％ 

豚 子豚・肉豚・種豚 １０～３０％ 

牛 
乳牛育成・泌乳期 ３～１０％ 

肉牛育成・肥育 ～１０％ 

水産用   数％ 

※ 採卵鶏成鶏用では、卵黄色の色素を調整する必要がある！ 



お米使用上の留意点 
◆採卵鶏(レイヤー)用 
 ・丸粒か荒粉砕で使用(微粉砕は喰い残しにつながる) 
 ・卵黄色の低下に注意(パプリカ等の増配合で対応) 
◆ブロイラー用 
 ・無粉砕か荒粉砕で使用(微粉砕は喰い残しにつながる) 
 ・高配合率の場合、軟便(床湿り)の危険性あり(特に精白米は注意) 
◆豚用 
 ・丸粒や荒粉砕だと未消化排便(糞中排泄) 
 ・マッシュ製品は微粉砕だと食い残し 
◆肉牛用・乳牛用 
 ・丸粒だと未消化排便(糞中排泄) 
◆輸入長粒米(タイ米等) 
 ・高配合率の場合、FRPタンクからの難排出に注意 
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飼料用米の商流 

仲介業者等生産者 最終需要者

全農

飼料用米

生産農家

JA

JA以外の

米集荷業

者(商社、卸

業者を含む)

くみあい

飼料

畜産農家

商系飼料

メーカー
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コンベアで営業サイロから搬入される例は非常に少ない

飼料用米

生産農家

JA倉庫

JA以外の

米集荷業

者倉庫

営業倉庫

(営業ｻｲﾛ)
飼料工場

飼料用米の物流 
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Ⅰ 飼料用米の課題(立地面) 

お米産地と畜産産地が同立地でない地域
がある 
 
 ➣例えば、南九州地区。鹿児島県は日本
最大の飼料生産県だが、南九州はお米の
生産は少なく、当然飼料用米の生産も少な
い 
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Ⅱ 飼料用米の課題(設備面) 
飼料用米の流通は純バラがまだまだ少なく、
フレコンや紙袋が多く、物流に難点がある 
 ➣飼料用米は主にとうもろこしの代替原料であ
るが、とうもろこしは5～6万トン積載できるパナマ

ックス船からグレーンサイロにて荷揚げされ、ベ
ルトコンベアで飼料工場へ送られている。 
 

 ➣飼料用米の大量受入には工場での設備投資
が必要。受入設備能力向上、受入解袋人員確保
、タンク増設、ライン増設、粉砕能力向上など。  
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Ⅲ 飼料用米の課題(物流面) 

飼料用米を保管する倉庫が少ない 
 ➣飼料メーカー近隣の営業倉庫が十分
な定温倉庫を所有していない地域がある 
 

 ➣紙袋やフレコンの一部は営業倉庫で解
袋され、飼料工場に純バラ搬入されている
が、そういった作業をしてくれる倉庫の少な
い地域がある 
  ➣最近は低温倉庫等の建設が進んでい
る地域もあり、解消傾向にある 
  
14 



Ⅳ 飼料用米の課題(コスト面) 

収獲以降長期保管すると保管料がかさみ
、1年間の後半は割高になる 
 

 ➣実質的に出来秋～3月の約半年間で
の消化可能量しか手当てできない。 
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Ⅴ 飼料用米の課題(値決め時期)  

飼料用米の契約時期が6月末、に対して 
とうもろこしの10～12月渡価格の値決めは 
7月～10月頃。 
両者にはタイムラグがあり、シカゴ定期や 
為替相場の動向によっては飼料用米が 
とうもろこしより高くなってしまう場合がある。 
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ご清聴ありがとうございました。 
 
 

            日本の畜産の将来を考える会 
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