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「農地維持支払（仮称）」と「資源

向上支払(仮称）」に取り組む場合

「資源向上支払(仮称）」

現行の農地・水保全管理支払を組

替え・名称変更。地域住民を含む

活動組織が行う、施設の軽微な補

修や農村環境保全活動の幅広い

展開等を支援。

１

基本的枠組みを維持しつつ継続

基本的枠組みを維持しつつ継続

「農地維持支払（仮称）」

新たに創設。農業者等で構成され

る活動組織で行う、水路の泥上げ

や農道の草刈り等の地域資源の基

礎的保全活動等を支援。

Ⅰ 日本型直接支払制度（多面的機能支払）の創設

Ⅰ－②

中山間地域
等直接支払

条件不利
地域におけ
る生産活動
の継続

中山間地域等の条
件不利地域（傾斜地
等）と平地とのコスト
差（生産費）を補正

68万

Ⅰ－③

環境保全型
農業直接支
援

環境保全
型農業の
普及

環境保全効果の高
い営農活動を行うこ
とにより生じる追加
的コストを支援

4万

田（急傾斜） 21,000
畑（急傾斜） 11,500

草地（草地比率
の高い草地）

1,500

緑肥の作付 8,000
堆肥の施用 4,400
有機農業

（そば等雑穀・
飼料作物）

8,000
(3,000)

現行制度 目的 仕組み
取組面
積(ha)

主な単価
（円/10a）

Ⅰ－①

農地・水保
全管理支払

共同活動
による社会
資本の保
全管理

地域住民を含む活動

組織により農地周り

の水路等国民共通

の社会資本を保全管

理するコストを支援

146
万

共同活動支援交付金

都府県 北海道

田 4,400 3,400
畑 2,800 1,200

草地 400 200

都府県 北海道

田 5,400 4,220
畑 3,440 1,480

草地 490 250

合計交付単価（円/10a）

都府県 北海道

田 3,000 2,300
畑 2,000 1,000

草地 250 130

交付単価（円/10a）

都府県 北海道

田 2,400 1,920
畑 1,440 480

草地 240 120

交付単価（円/10a）

※現行の農地・水保全管理支払の５年以上継続地区等は75％単価を適用。

※農地維持支払単独でも取組可能

26年度は予算措置として実施。
27年度から法律に基づき実施。



区　分

小麦 6,320円 /60kg (▲40円) 6,360円 /60kg

二条大麦 5,130円 /50kg (▲200円) 5,330円 /50kg

六条大麦 5,490円 /50kg (▲20円) 5,510円 /50kg

はだか麦 7,380円 /60kg (▲240円) 7,620円 /60kg

大豆 11,660円 /60kg (＋350円) 11,310円 /60kg

てん菜 7,260円 / ｔ 　 (＋850円) 6,410円 / ｔ 　

でん粉原料用
ばれいしょ

12,840円 / ｔ 　 (＋1,240円) 11,600円 / ｔ 　

そば 13,030円 /45kg (▲2,170円) 15,200円 /45kg

なたね 9,640円 /60kg (＋1,170円) 8,470円 /60kg

見直し後の平均交付単価 現行の平均交付単価

現行制度：畑作物のコスト割れを補てん（ゲタ）
諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物（麦・大豆等）について、
生産コストと販売額の差に相当する額を助成

対象農業者

すべての販売農家・集落営農
（H25年産の加入者 8.4万件）

なお、担い手経営安定法に基づくゲタ対策の対象農業
者は、認定農業者・集落営農のうち一定規模以上の者
（都府県４ha、北海道10ha、集落営農20ha以上等、市
町村特認あり）

対象品目
麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、
なたね

支援の内容

数量払を基本。面積払（２万円／10a）は収穫前に内金
として支払い（全国一律単価）。(担い手経営安定法に

基づくゲタ対策の設計は、過去実績に基づく面積払７
割、数量払３割)

Ⅱ－① 新たな経営所得安定対策の概要（ゲタ）

＜数量払・面積払のイメージ＞

平均単収

数量払

収量

交付額

面積払
（営農継続支払）

２．営農継続支払
２万円/10a （そばについては、1.3万円/10aとする。）

注１：（ ）内は、現行単価との差
注２：てん菜の基準糖度は、16.3度

とする。（現行は、17.1度）
注３：でん粉原料用ばれいしょの基

準でん粉含有率は、19.5％と
する。（現行は、18.0％）

注４：見直し後の品質区分別単価
は、現行 の品質区分別単価
に左記の現行単価との差額
を加えた額。

注５：小麦のパン･中華麺用品種へ
の加算は現行単価（2,550円
/60kg）とする。

＜畑作物の直接支払交付金（ゲタ）の交付単価＞
１．数量払い

以下のとおり見直しを行い、実施

26年産 27年産から

現行どおり

予算措置で、全ての
販売農家・集落営農
を対象に実施

法改正して、次の要件
で法律に基づき実施

認定農業者・集落営
農・認定就農者

（いずれも規模要件は
課さない）

そばは、未検査品を
外す

そばは、規格外品を
外す

現行の交付単価等を
見直す

26年産の見直し後の

交付単価等で法律に
基づき実施

２
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現行制度：毎年の収入の減少の影響を緩和（ナラシ）

対象農業者

認定農業者・集落営農のうち一定規模以上の者

対象品目 米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ

支援の内容
「標準的収入額」と「当年産収入額」の差額の９割
農業者の拠出あり（「農業者１：国３」の割合で拠出）

※収入額は対象品目ごとの収入額を合算・相殺したもの

Ⅱ－② 新たな経営所得安定対策の概要（ナラシ）

H25年産 加入者 6.8万件
うち米の加入面積 43万ha

都府県４ha、北海道10ha、
集落営農20ha以上等、市町村特認あり

（※） 26年産の米の直接支払交付金の加入者のうち、ナラシ対策に
加入しない者に対して、26年産のナラシ対策で米の補填が行わ
れる場合に、国費分相当の５割を交付（この場合、農業者の拠出
は求めない。）。

以下のとおり見直しを行い、実施

26年産 27年産から

現行どおり

ただし、26年産に限り、

ナラシ対策非加入者
に対する影響緩和対
策を実施（※）

法改正して、次の要件
で実施

認定農業者、集落営
農、認定就農者（いず
れも規模要件を課さな
い。）

現行どおり 現行どおり

現行どおり 現行どおり

３
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現行制度：水田活用の直接支払交付金

対象農業者
すべての「販売農家」と「集落営農」
（米の生産調整未達成者にも、水田に
おける他作物の作付に応じて交付）

対象品目
水田で作付される麦、大豆、米粉用米、
飼料用米、そば、なたね等

支援の内容

支援の内容
①戦略作物助成

作付実績に基づき全国一律単価で交付

②産地資金

あらかじめ定められた各都道府県の
上限額の中で、地域が取り組み内容
（作物等）・単価を設定

以下のとおり見直しを行い、引き続き実施

○変更なし

○変更なし

○ 食料自給率・自給力の向上を図るため、水田活用の直接支払交付金

により、飼料用米、麦、大豆など、戦略作物の本作化を進め、水田のフ
ル活用を図る。
（飼料用米・米粉用米について数量払いを導入し、上限値10.5万円/10aとする。）

○ 地域の裁量で活用可能な交付金（産地交付金（仮称））により、地域
の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」に基づき、地域の
特色のある魅力的な産品の産地を創造するため、麦・大豆を含む産地
づくりに向けた助成を充実する。

（飼料用米・米粉用米についての多収性専用品種への取組、加工用米の複
数年契約（３年間）の取組に対し、1.2万円/10aを交付。）

※１ 麦、大豆、飼料作物、ＷＣＳ用稲及び加工用米の水田活用の直接支払交付金の
単価は現行どおりとする。

※２ そば・なたねについては、産地交付金（仮称）からの交付に変更することとする。

対象作物 現行の単価 見直し後の単価

麦、大豆、飼料作物 3.5万円/10a 3.5万円/10a

米粉用米、飼料用米 8.0万円/10a 右図のとおり

ＷＣＳ用稲 8.0万円/10a 8.0万円/10a

加工用米 2.0万円/10a 2.0万円/10a

そば、なたね 2.0万円/10a 産地交付金
（仮称）に移行

Ⅲ－① 水田活用の直接支払交付金

助成額
（万円/10a） 数量払いの単価（傾き）：167円/kg

単収（kg/10a）530

8.0万

（標準単収値）

10.5万

680    380    

5.5万

水田活用の直接支払交付金の単価

・ 数量払いによる助成については、農

産物検査機関による数量の確認を受け
ていることを条件とする。
・ ※は全国平均の平年単収（標準単収

値）に基づく数値であり、各地域への適
用に当たっては、当該地域に応じた単
収（配分単収）を適用するものとする。

※※ ※

４
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Ⅲ－② 米政策

以下のとおり見直しを行う

○ 需要に応じた生産を推進するため、水田活用の直接支
払交付金の充実、中食・外食等のニーズに応じた生産と
安定取引の一層の推進、きめ細かい需給・価格情報、販
売進捗・在庫情報の提供等の環境整備を進める。

○ こうした中で、定着状況をみながら、5年後を目途に、行

政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定す
る需給見通し等を踏まえつつ生産者や集荷業者・団体が
中心となって円滑に需要に応じた生産が行える状況にな
るよう、行政・生産者団体・現場が一体となって取り組む。

現在の米政策

１ 行政による生産数量目標の配分の仕組み

主食用米の需要が減少傾向にある中で、国は都道
府県別の生産数量目標を配分し、行政により、個々
の農業者に主食用米の生産数量目標を配分。

（一人当たり消費量：昭和37年 118kg → 平成24年 56kg）

２ 生産調整の誘導措置

生産数量目標の範囲内で主食用米を生産した生
産者に対して、米の直接支払交付金（1.5万円/10a）、
米の変動補填交付金を交付。

（単位：万ﾄﾝ）

年産 20 21 22 23 24 25 26

生産数量目標 815 815 813 795 793 791 765

（参考）直近７年の生産数量目標

５
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現行制度：米の直接支払交付金

主食用米のコスト割れを補てん

対象農業者
米の生産調整を達成した販売農家・集落営農
（H25年産 加入者 96万件）

交付対象面積
加入者ごとに、作付け面積から10aを控除したも
のを交付対象面積としている。
（H25年産 加入面積 115万ha）

支援の内容

全国一律単価で、主食用米のコスト割れ分（「標準的な生
産費」(平成14～20年産の７年中、中庸５年)と「標準的な
販売価格」（平成18～20年産の３年平均）の差額）を交付
（交付単価：15,000円／10a）

Ⅳ 米の直接支払交付金・米価変動補てん交付金の見直し

激変緩和のための経過措置として、

26年産米から単価を7,500円に固定

した上で、29年産までの時限措置

（30年産から廃止）を実施。

なお、対象農業者、交付対象面積は

現行と同様とする。

現行制度：米価変動補填交付金

対象農業者
米の直接支払交付金の交付対象者

支援の内容

・ 全国一律単価で、米の「標準的な販売価格」（平成18
～20年産の３年平均）と「当年産の販売価格」の差額全
額（10割）を交付
・ 生産者の拠出はなし

・ 当年産米の翌年３月までの販売価格を見て、支払い
は翌年度の５～６月に行う。

平成26年産米から廃止する。

H25年産 加入者 96万件
加入面積 115万ha

６


