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地域協議会の各種取組が、効率的に実施できるよう構成員の役割を明確に
し、関係者の連携を図ることが重要です。
次に示すものは、あくまで参考例であり、それぞれの地域協議会の中で現
状を踏まえた対応を決定することが必要です。

１ 地域水田農業ビジョン関係
地域水田農業ビジョンの点検、見直し等を地域協議会

のおかれている状況を背景に、構成員のうち誰が中心と
なって果たしていくか？

＜パターン１＞
水田農業と他の産業とを連携させつつ、地域振興を図る必要がある
場合には、市町村が中心となって、ビジョンの点検・見直しを行うこ
とが効果的。

○ ビジョンの点検・見直し

ＪＡ等の
方針作成者

農業者

市町村
学識経験者

消費者

実需者

地域水田農業推進協議会地域水田農業推進協議会

地方農政
事務所等農業

委員会

＜パターン２＞
複数の市町村をＪＡの範囲で集約し地域協議会を設立している場合
には、地域全体の振興を図る上では、ＪＡ等の方針作成者が中心と
なって、ビジョンの点検・見直しを行うことが効果的。

○ ビジョンの点検・見直し

ＪＡ等の
方針作成者

農業者

学識経験者

消費者

実需者

Ｂ町Ａ市

地域水田農業推進協議会地域水田農業推進協議会

農業
委員会

地方農政
事務所等

-２４-

２ 需要量に関する情報の算定関係
方針作成者ごとの需要量に関する情報の算定、農業者への配分の一般

ルール案の作成等を地域協議会のおかれている状況から見て、構成員の
うち誰が中心となって役割を果たしていくか？

地域水田農業推進協議会地域水田農業推進協議会

地域水田農業推進協議会地域水田農業推進協議会

＜パターン２＞
１協議会１方針作成者の場合には、実際に農業者へ配分を行うこと
となるＪＡ等の方針作成者が中心となって、議論することが効果的。

ＪＡ等の
方針作成者

農業者

市町村
学識経験者

消費者

実需者

地方農政
事務所等

農業
委員会

○ 方針作成者ごとの需要量に関する
情報の算定

○ 配分の一般ルール案の作成
○ 営農計画書（作成、配布、回収）

ろＪＡ

農業者

市町村
学識経験者

消費者

実需者

いＪＡ
商人

地方農政
事務所等

農業
委員会

＜パターン１＞
１協議会に複数の方針作成者が参画する場合には、方針作成者の意
見を踏まえ、市町村を調整役として議論することが効果的。

○ 方針作成者ごとの需要量に関する
情報の算定

○ 配分の一般ルール案の作成
○ 営農計画書（作成、配布、回収）



- 101 -

-２５-

的確な生産調整を実施するためには、地域の生産調整参加者を拡大するこ
とも重要です。引き続き市町村、ＪＡ等の方針作成者や農政事務所等の地域
の関係者が一体となって、
① 生産調整方針非参加者への情報提供、
② 説明会の開催、
③ 戸別訪問の実施、
等の活動を行いましょう。

地域水田農業推進協議会地域水田農業推進協議会

○ 生産調整方針非参加者への情
報提供

○ 説明会の開催
○ 戸別訪問の実施

等

ＪＡ等の
方針作成者

農業者

市町村
学識経験者

消費者

実需者

地方農政
事務所等

農業
委員会

※ 非参加者への説明のポイント
① 産地づくり対策等の支援策（生産調整メリット措置）
② 配分の一般ルール（担い手の扱い、飯米農家の扱い等の今後の配分の
考え方、仮に参加した場合に配分される数量等）

③ 品目横断的経営安定対策との関係（生産調整の実施が実質的要件）
等を説明しながら、次ページの「産地づくり対策等の支援措置と生産調整
の関係」を参考に、生産調整参加者の拡大の取組を推進しましょう。

-２６-

産地づくり交付金、稲作構造改革促進交付金、品目横断的経営安定対

策の対象者となるためには、生産調整方針へ参加（または、自ら作成）
し、その方針に従った的確な生産調整の実施が必要です。

注：生産調整の実施とは、生産調整方針作成者から配分された生産数量目標の範囲内
で米の生産を行うことを指します。

注：生産調整の実施とは、生産調整方針作成者から配分された生産数量目標の範囲内
で米の生産を行うことを指します。

産地づくり対策等の支援措置と生産調整の関係産地づくり対策等の支援措置と生産調整の関係

生産調整の実施
が要件

生産調整の実施
が要件

集荷円滑化対策
の加入・拠出が要件
注：地域の判断により、集荷円滑
化対策の区分出荷率に応じて減
額することを可能とする予定。

集荷円滑化対策
の加入・拠出が要件
注：地域の判断により、集荷円滑
化対策の区分出荷率に応じて減
額することを可能とする予定。

対象となる認定農
業者等は、生産調
整の実施が実質的

要件

対象となる認定農
業者等は、生産調
整の実施が実質的

要件

集荷円滑化対策
の加入・拠出が要件

集荷円滑化対策
の加入・拠出が要件

品目横断的
経営安定対策

品目横断的
経営安定対策

産地づくり
交付金

産地づくり
交付金

稲作構造改革
促進交付金

稲作構造改革
促進交付金

対象となる認定農業
者等は、集荷円滑化
対策の加入・拠出が
実質的要件

対象となる認定農業
者等は、集荷円滑化
対策の加入・拠出が
実質的要件

生産調整の実施
が要件

生産調整の実施
が要件

対策等対策等 生産調整
との関係

生産調整
との関係

集荷円滑化
対策との関係

集荷円滑化
対策との関係
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新たな需給調整システム移行へのチェックリスト

協議会で協議する事項は、明確になっていますか。
□市町村別の需要量に関する情報の算定要素
（ ）
□都道府県の販売実績の評価
□その他（ ）

都道府県協議会には、多くの関係者が参加する体制
になっていますか（地域の実情に応じて）。
□都道府県 □中央会関係 □全農関係
□全集連関係 □農業共済組合 □学識経験者
□農業会議 □法人協会等 □消費者団体
□実需者団体 □流通業者団体 □その他

（都道府県段階）

都道府県段階での需要に応じた生産を推進
～地域水田農業ビジョンの実現を支援～

これらを踏まえた上で、市町村別の需要量に関す
る情報を策定し、市町村へ情報提供

都道府県の生産調整への基本的方針はありますか。

協議会は、公開で実施できますか。

-２７-

・チェックリストを活用した自己点検を行い、体制整
備及び推進の状況を把握し、遅れている項目への取り
組みを強化しましょう。

※ チェックリストは地域の実情に応じて適宜修正してご活用下さい。

新たな需給調整システム移行へのチェックリスト

市町村段階での需要に応じた生産を推進
～地域水田農業ビジョンの実現～

これらを踏まえた上で、
① 生産調整方針作成者別の需要量に関する情報を算定
② 農業者への配分の一般ルールの設定

（市町村段階）

生産調整方針に参加していない農業者の生産状況の把握はでき
ていますか。

□個別に聞き取り等を実施 □統計から推計 □その他

地域協議会には、地域の生産調整方針作成者がすべて参画する
体制になっていますか。その他関係機関はどうですか。
□市町村 □生産調整方針作成者（□JA、□その他の集荷

業者、□大規模農業者）
□農業委員会 □農業共済組合 □学識経験者 □消費者団体
□実需者団体 □流通業者団体 □その他

地域協議会で協議する事項は、明確になっていますか？
□生産調整非参加者への働きかけ
□生産調整非参加者の生産量の勘案の方法
□生産調整方針作成者別の需要量に関する情報の算定要素
□農業者への配分の一般ルール
□方針作成者間の調整

中間目標である18年を過ぎ19年に向けて、地域水田農業
ビジョンの見直しを行っていますか。
□農業者等の意見を反映しているか □担い手に配慮しているか

協議会は、透明性等を確保するため公開できますか。

-２８-
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新たな需給調整システム移行へのチェックリスト

自らの販売戦略に基づき、
～地域水田農業ビジョンの実現～

これらを踏まえた上で、
① 自らの生産数量目標を決定
② 農業者別の生産数量目標を算定し、
農業者への通知

（生産調整方針作成者段階）

生産調整方針への参加者の把握はできていますか。把握の方法
はどうしましたか。
□農業者から申込書を取った □その他

新たな需給調整システムに向けて、生産調整方針の変更申請は
行いましたか。

生産調整方針参加者別のデータは入手しましたか。
□自主的に整理 □市町村等から入手

農業者別の生産数量目標の算定方法は、検討していますか。そ
の算定要素は何ですか。
（ ）

農業者への通知はどのような方法で行いますか。
必要なシステム（配布ルート等）は準備できていますか。

-２９-

～地域水田農業ビジョンの高度化とその実現へ～

ビジョンの達成状況の確認・見直しは行っていますか。

□現状や問題点を数値化し的確に捉えていますか（地域の弱点、
何を克服すべきかが明らかになっていますか）。
□現状や問題点に即した目標となっていますか。
□担い手リストの見直しを実施していますか。

産地づくり交付金の活用の見直しを行っていますか。
□需要に応じた生産を推進する観点から、地域の振興作物や何を
ウリ（高品質、オンリーワン等）にするかを明確にし、それを
伸ばすような使途となっていますか。

□担い手育成・確保の加速化のために使途の見直しを行っていま
すか。

農業者を含む関係者が一体となって取り組んでいますか。
□農業者を含む関係者の意見を十分にくみ上げる体制となってい
ますか（集落説明会やアンケート調査等により、地域農業の問
題点を伝え、その上で意見をくみ上げる体制づくり）。
□見直しの内容を農業者を含む関係者へ周知する体制となって
いますか（ホームページや広報誌等の活用）。

議論の公正・透明性を確保するため、協議会は公開で行うこ
ととしていますか（会議の公開、議事録のホームページ等での公
表など）。

-３０-

19年度に向けたビジョンの見直しチェックリスト
（ビジョンの高度化・実現に向けて）
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・取組の遅れている地域へ、取組の進め方につい
ての相談活動を積極的に実施します。

・農政事務所等は、生産調整方針の認定（変更認定を含む）の
際に、新たな需給調整システムは生産調整方針作成者が、自ら
の生産調整方針に参加する農業者に対し生産数量目標を配分し、
的確な生産調整となるための措置を実施しなければならないこ
とを十分に周知します。

・管内の生産調整方針作成者及び新たに生産調整方針の認定を
受けようとする者に対して生産調整方針認定の手続きについて、
周知します。

・都道府県、市町村及びＪＡ等の生産調整方針作成者と連携し、
農業者（非参加者を含めた）への周知活動等を実施します。

・地域協議会の運営や、生産数量目標の配分等に
対して、中立、公正的な立場からオブザーバーと
してアドバイスを積極的に実施します。

・新たな需給調整システムが円滑に機能するには、国を始めとする行政の支
援が不可欠なことから、国（農政事務所等）は、以下のような取組を実施し
ます。

地域協議会へのオブザーバー参加地域協議会へのオブザーバー参加

農業者への周知活動農業者への周知活動

今後の取組の進め方についての相談活動今後の取組の進め方についての相談活動

生産調整方針の認定生産調整方針の認定

北海道農政事務所 食糧部 計画課 ０１１－６４２－５４７０
東北農政局 食糧部 計画課 ０２２－２３６－６６６１
青森農政事務所 計画課 ０１７－７７５－２１５４
岩手農政事務所 計画課 ０１９－６２４－１１２５
秋田農政事務所 計画課 ０１８－８６２－５６１２
山形農政事務所 計画課 ０２３－６２２－７２３１
福島農政事務所 計画課 ０２４－５３４－４１４４

関東農政局 食糧部 計画課 ０４８－７４０－００９９
茨城農政事務所 計画課 ０２９－２２１－２１８６
栃木農政事務所 計画課 ０２８－６３３－３３１１
群馬農政事務所 計画課 ０２７－２２１－１１８１
千葉農政事務所 計画課 ０４３－２２４－５６１５
東京農政事務所 計画課 ０３－３２１４－７３１２
神奈川農政事務所 計画課 ０４５－２１１－１３３１
山梨農政事務所 計画課 ０５５－２２６－６６１５
長野農政事務所 計画課 ０２６－２３３－２９９４
静岡農政事務所 計画課 ０５４－２４６－６１２５

北陸農政局 食糧部 計画課 ０７６－２４１－３１５１
新潟農政事務所 計画課 ０２５－２２８－５２１３
富山農政事務所 計画課 ０７６－４２１－６１４２
福井農政事務所 計画課 ０７７６－３５－３２２５

東海農政局 食糧部 計画課 ０５２－７６３－４４５３
岐阜農政事務所 計画課 ０５８－２７１－４０４４
三重農政事務所 計画課 ０５９－２２８－３１５２

近畿農政局 食糧部 計画課 ０７５－４１４－９７３１

滋賀農政事務所 計画課 ０７７－５２２－４２６１
大阪農政事務所 計画課 ０６－６９４３－９６９１
兵庫農政事務所 計画課 ０７８－３３１－９９４６
奈良農政事務所 計画課 ０７４２－２３－２８６１
和歌山農政事務所 計画課 ０７３－４２２－４１０１

中国四国農政局 食糧部 計画課 ０８６－２２３－３１３５
鳥取農政事務所 計画課 ０８５７－２２－３１３１
島根農政事務所 計画課 ０８５２－２４－７３１１
広島農政事務所 計画課 ０８２－２８１－２１１３
山口農政事務所 計画課 ０８３－９２２－５２００
徳島農政事務所 計画課 ０８８－６２２－６１３３
香川農政事務所 計画課 ０８７－８３１－８１５３
愛媛農政事務所 計画課 ０８９－９３２－１１７７
高知農政事務所 計画課 ０８８－８７５－２１５３

九州農政局 食糧部 計画課 ０９６－３７８－３１７１
福岡農政事務所 計画課 ０９２－２８１－８２６１
佐賀農政事務所 計画課 ０９５２－２３－３１３３
長崎農政事務所 計画課 ０９５－８４５－７１２７
大分農政事務所 計画課 ０９７－５３２－６１３３
宮崎農政事務所 計画課 ０９８５－２２－３１８１
鹿児島農政事務所 計画課 ０９９－２２２－０１２１

沖縄総合事務局農林水産部食料流通課 ０９８－８６６－０１５５

米政策改革についてご不明な点がございましたら、お近くの農政局又は農政事
務所までお気軽にご相談下さい。

農林水産省 食糧部 計画課 ０３－３５０２－８２７３

-３２-
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＜農業者向けのリーフレット＞

－ 農業者の皆様へ －

19年産から新たな米の需給調整システムがスタートします！

水
田
農
業
の
経
営
の
安
定

米の消費量
は減少傾向

消費者・実需者の
ニーズに見合った生産

・価格
・数量
・品質

消費者・
実需者が
選択する

地域水田農業推進協議会
・方針作成者をはじめとする関係者の議論
・方針作成者別の需要量に関する情報を算定
・農業者への配分の一般ルールの設定

地域水田農業推進協議会
・方針作成者をはじめとする関係者の議論
・方針作成者別の需要量に関する情報を算定
・農業者への配分の一般ルールの設定

生産調整方針作成者
（ＪＡ等の集荷団体）
（大規模農業者）

生産調整方針作成者
（ＪＡ等の集荷団体）
（大規模農業者）

非参加
農業者

非参加
農業者

仲間を増やしましょう。

呼びかけ

地域水田農業（ビ
ジョン）について
議論しましょう。

※ 配分どおりの生産を行えば、一定の支援（裏面参照）が受けられます。

需給調整を
行わなければ
米価は大暴落！

働
き
か
け

地域水田農業ビジョンの実現

新たな需給調整システムのポイント！新たな需給調整システムのポイント！

今まで市町村から通知されていた生産目標数量（面積）は、地域協議会の議
論を踏まえ、ＪＡ等の生産調整方針作成者から通知されることになります。

米の需給調整の目的を再確認しましょう！米の需給調整の目的を再確認しましょう！

米の需給調整は、消費の減少に伴う米あまりの状況を踏まえ、消費者・実需
者ニーズに見合った生産を行うことで、水田農業の経営の安定を図ろうという
ものです。

方針参加
農業者

方針参加
農業者

方針参加
農業者

方針参加
農業者

方針参加
農業者

方針参加
農業者

配分

自分の米が、いつ、どこに、
いくらで売れているか、Ｊ
Ａ等の生産調整方針作成者
へ聞いてみましょう。

交付金の使途・単価は、地域協議会で設定交付金の使途・単価は、地域協議会で設定
産地づくり
交付金

産地づくり
交付金

支援措置の名称支援措置の名称 支援措置の概要支援措置の概要

諸外国との生産条件の格差から生じる不利を補正
（麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）米は対象外

諸外国との生産条件の格差から生じる不利を補正
（麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）米は対象外

品目横断的
経営安定対策

品目横断的
経営安定対策

収入の減少による影響を緩和するための補てん
（米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ）

収入の減少による影響を緩和するための補てん
（米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ） 担い手

が対象
詳しくは、雪だるまの

表紙のパンフレット
http://www.maff.go.jp/
ninaite/keiei_antei_point.
pdfをご参照ください。

+ 

詳しくは、虹の表紙のパンフレット
http://www.syokuryo.maff.go.jp/notice/
data/jyukyu-cyosei180901.pdfをご参
照ください。

生産調整実施者には、支援措置が準備されています！生産調整実施者には、支援措置が準備されています！

国の支援措置の対象者となるためには、生産調整方針へ参加（または、自ら作
成）し、その方針に従った的確な生産調整の実施が必要です。

稲作構造改革
促進交付金

稲作構造改革
促進交付金

あらかじめ地域で設定した単価での定額
補てん（減収の９割を上限、拠出金なし）

あらかじめ地域で設定した単価での定額
補てん（減収の９割を上限、拠出金なし）

担い手以外
が対象

米価下落による稲作収入
の一部を補てん！

今までどおり継続します！！

集荷円滑化対策集荷円滑化対策 豊作時の区分出荷に対する支援
・短期融資 3,000円/60kg
・生産者支援金 4,000円/60kg

豊作時の区分出荷に対する支援
・短期融資 3,000円/60kg
・生産者支援金 4,000円/60kg

詳しくは、米・ネット
http://www.komenet.jp/
shuka/index.htmlをご参照
ください。

生産者支援金が
1,000円増額
されました！

18年度以降の生産者拠出金（1,500円/10a）は生産者支援金に充てた後も十分な
資金が残る場合には、生産者へ払い戻しを行います。

融
通
可
能

地域であらかじめ取り決めることに

より、産地づくり交付金へ融通
することも可能！

品目横断的経営安定対策が始まります！品目横断的経営安定対策が始まります！

品目横断的経営安定対策についても、認定農業者等を対象とすることから、
生産調整の実施が実質的な要件となっています。

このリーフレット及び米政策改革に関し、ご不明な点がございましたら、お近くの農政局、
農政事務所等までお気軽にご相談ください。

（連絡先： ）

担い手
担い手
以外+ 

が対象
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＜地域水田農業推進協議会における優良事例＞

地域水田農業推進協議会における優良事例
（生産調整方針作成者の実効ある参画の取組事例）

＜地域協議会の概要＞
・広域ＪＡの一部を範囲として、１地域協議会、１市で構成
・生産調整方針作成者数 15（ＪＡ１、全集系集荷業者７、その他集荷業者
５、農業法人２）
・水田面積が耕地面積の約９割を占める平地及び中間農業地域
・水稲を中心とし、野菜、酪農、菌茸を組み合わせた営農を展開

＜取組内容＞
・JAも含めて15の生産調整方針作成者が協議会の構成員として参画
すると共に、幹事会（目標の設定や課題の検討等）の下に設置する
ワーキングチーム（目標の達成や課題の解決のための具体的な取組
を検討する場）にも参画。
・ワーキングチームを、全生産調整方針作成者、農業者代表、事務局
で構成し、生産調整や産地づくり計画に関する各種検討を行うことに
よって実質的に農業者・農業者団体が主体性を発揮できる体制を整備。

＜特徴・今後の課題等＞
・具体的な取組を話し合うワーキングチームにすべての生産調整方針
作成者が参加することで、取組に高い実効性が期待できる。

○ ワーキングチームにすべての生産調整方針作成者を参画させ
ることで実効ある協議会運営を実施している事例（Ａ協議会）

＜地域協議会の概要＞
・広域ＪＡの一部を範囲として、 １地域協議会、１市で構成
・生産調整方針作成者数 16(ＪＡ１、全集系集荷業者15)
・水田面積が耕地面積の約９割を占める平地農業地域
・水稲が中心な地域で、県内最大の米の産地であるとともに、園芸作
物と畜産経営を組みあわせた環境に優しい農業生産を推進

＜取組内容＞
・平成１７年３月、１市６町１村が合併したことに伴い、同年４月、旧市町
村単位にあった地域協議会を一本化。
・協議会（委員１１名）、幹事会（幹事１５名）、地区幹事会（旧８市町村
単位の幹事会）から構成、地区幹事会段階で、すべての生産調整方針
作成者が参画する体制を確立。
・地区幹事会は、旧８市町村単位に設置。市農林商工部課長、市各総
合支所農林振興課長７名、農業共済地区担当者８名、土地改良区事
務局長８名、ＪＡ営農センター長８名、全集系集荷業者15名で構成。

＜特徴・今後の課題等＞
・市町村合併前の地域協議会の特色を継承しつつ、すべての生産調整
方針作成者及び関係機関、関係団体の意見要望を漏れなく協議会に
反映させるための組織構成となっている。

○ すべての方針作成者が実効ある形で参画するために地区幹事
会を設置している事例（Ｂ協議会）

方針作成者

地域水田農業推進協議会

幹事会
（目標の設定や課題の検討）

ワーキングチーム
（具体的な取組の検討）

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者方針作成者

地域水田農業推進協議会

幹事会
（目標の設定や課題の検討）

ワーキングチーム
（具体的な取組の検討）

地域水田農業推進協議会

幹事会
（目標の設定や課題の検討）

ワーキングチーム
（具体的な取組の検討）

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者
方針作成者

地域水田農業推進協議会

幹事会

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者

地区幹事会 地区幹事会地区幹事会 ・・・・・

方針作成者

地域水田農業推進協議会

幹事会

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者

地区幹事会 地区幹事会地区幹事会 ・・・・・
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地域水田農業推進協議会における優良事例
（生産調整方針作成者の実効ある参画の取組事例）

＜地域協議会の概要＞
・1ＪＡの範囲を単位として、１地域協議会、1町で構成
・生産調整方針作成者数 ３（ＪＡ1、全集系集荷業者２）
・水田面積が耕地面積の約９割を占める中間農業地域
・水稲を中心とし、野菜等を組み合わせた営農を展開

＜取組内容＞
・従来からある幹事会、事務局会議とは別に新たに町（事務局）及びす
べての生産調整方針作成者が参加する合同会議を９月初めに開催。
・合同会議の中で、19年産からの新たな需給調整システムの勉強会を
開き生産数量目標の配分等について議論。
・方針参加農業者リストの作成のため、それぞれの方針参加農業者に
対しての確認文書及び個人情報提供の同意書の様式や提出時期（９
月末）を統一。

＜特徴・今後の課題等＞
・９月初めに合同会議を開催したことから、早い段階での取組ができた。
・今後は、米需給調整及び産地づくり対策関連のスケジュールを作成し
取り組む予定。

○ 生産調整方針作成者による合同会議を開催し、勉強会や統一
した取組の検討を実施している事例（Ｄ協議会）

＜地域協議会の概要＞
・1ＪＡの範囲を単位として、１地域協議会、1村で構成
・生産調整方針作成者数 7（ＪＡ1、全集系集荷業者3、その他集荷業
者1、大規模農業者1、農業法人1）
・水田面積が耕地面積の約9割を占める平地農業地域
・水稲を中心として、野菜（ねぎ）を組み合わせた営農を展開

＜取組内容＞
・農業者・農業者団体の主体的な需給調整システムの円滑な実施を図
るため、地域協議会の会長及び事務局を今までの行政からＪＡに変更。
・すべての生産調整方針作成者を集めた「生産調整方針作成者会議」
を開催。この中で、生産数量目標の配分を検討。
・今年度、既に４回開催。

＜特徴・今後の課題等＞
・生産調整方針作成者会議へ、大規模農業者や農業法人が参画して
いることから、努力した農業者が報われるような数量目標配分ができる
よう検討している。
・生産調整方針作成者会議のメンバーで、日頃から、議論していること
から、政策課題等についてのタイムリーな話し合いができている。
・今後は、公平・公正な議論の確保が課題となる。

○ 生産調整方針作成者会議を開催し、すべての生産調整方針作
成者が実効ある形で地域協議会へ参画している事例（Ｃ協議会）

方針作成者

地域水田農業推進協議会

生産調整方針作成者会議（生産数量目標の配分を検討）

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者方針作成者

地域水田農業推進協議会

生産調整方針作成者会議（生産数量目標の配分を検討）

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者 方針作成者

地域水田農業推進協議会

幹事会

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者

事務局会議

生産調整方針作成者合同会議

方針作成者

地域水田農業推進協議会

幹事会

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者

事務局会議

方針作成者

地域水田農業推進協議会

幹事会

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者方針作成者

地域水田農業推進協議会

幹事会

地域水田農業推進協議会

幹事会

方針作成者方針作成者 ・・・・・方針作成者

事務局会議

生産調整方針作成者合同会議
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○ 農業者本人から、申出書の提出を受け市町村等が個人情報の
提供を実施している事例（Ｆ協議会）

地域水田農業推進協議会における優良事例
（農業者リストの整備のため個人情報の提供を行っている事例）

＜地域協議会の概要＞
・広域ＪＡの一部を範囲として、１地域協議会、１市で構成
・生産調整方針作成者数 ５(ＪＡ１、全集系集荷業者４)
・水田面積が耕地面積の約９割を占める中間農業地域
・水稲が中心な地域であるが、農家の所得確保のために野菜を中心と
した複合経営の確立を推進

＜取組内容＞
・市から地域協議会及び生産調整方針作成者への個人情報提供に
ついては、農業者本人の同意を得て提供。
・各生産調整方針作成者は提供されたデータを基に、方針参加農業
者リストを作成、整備するために必要な申出書（生産調整方針に参
加し、その方針に従って米穀の生産を行う旨の書類）を作成し、農業
者に配布、提出してもらう体制づくりを徹底。

＜特徴・今後の課題等＞
・19年に向けては、申出書と個人情報提供に係る同意書を同一様式
で取りまとめ、事務の簡素化を図る予定。

○ 生産調整方針参加確認書兼個人情報提供承諾書を地域協議
会が作成し事務処理の簡素化を図っている事例（Ｅ協議会）

＜地域協議会の概要＞
・平成１７年１０月１日に市町村が合併したが地域協議会は旧市町村
単位で構成
・生産調整方針作成者数 ３（JA１、全集系集荷業者２）
・水田面積が耕地面積の約７割を占める平地農業地域
・恵まれた自然条件を活かし、水稲、畜産、果樹、野菜等の生産が盛
んである

＜取組内容＞
・地域協議会が作成した「生産調整方針参加確認書兼個人情報提
供承諾書」を、地域が一体となって全農業者へ配布及び回収を予定
（12月上旬）。
・生産調整方針作成者は、農業者から回収した「生産調整方針参加
確認書兼個人情報提供承諾書」に基づいて、方針参加農業者リスト
の整理を予定（12月下旬）。
・生産調整方針作成者は、方針参加農業者リストを地域協議会へ報
告を予定（12月下旬）。

＜特徴・今後の課題等＞
・地域が一体となって取り組むことにより、地域全体の農業者に対し
て、もれなく参加の確認を行うことができる。
・併せて、一体的に個人情報提供の承諾を行うことにより、事務処理
の簡素化が図られる。

農
業
者

方針作成者

市 農業者リスト
の整備

個人情
報提供
の同意

個人情報

生産調整方針参加申出書

農
業
者

地
域
協
議
会

生産調整方針参
加確認書兼個人
情報提供承諾書

方針作成者

農業者リスト
の整備

情報の提供

リストの報告

農
業
者

地
域
協
議
会

生産調整方針参
加確認書兼個人
情報提供承諾書

方針作成者

農業者リスト
の整備

情報の提供

リストの報告

19年に向け、同一様式を図る
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地域水田農業推進協議会における優良事例
（ＪＡ単位の地域協議会再編へ取り組んでいる事例）

○ ＪＡの主体的な需給調整システムの円滑な実施を図るため、地
域協議会の合併を検討している事例（Ｇ協議会）

＜取組内容＞
・旧市町単位に分かれている７つの地域協議会をＪＡ単位の４つの地域協
議会に再編することを決定。
・事務局体制として、ＪＡの職員が事務局長に就任予定。
・事務局をワンフロアー化し、独自スペースを確保。
・旧協議会で参画できていない生産調整方針作成者の参画への検討、配
分の一般ルールの統一化の検討、配分基準単収の一本化の検討、産地
づくり交付金の配分の検討などについて、 18年10月から試行的に実施。

＜特徴・今後の課題等＞
・地域協議会をＪＡ単位に再編し、事務局長をＪＡの職員とすることで、農
業者・農業者団体の主体性が高まる。
・協議会事務局を、ワンフロアー化することで円滑な事務局運営ができる。
・新たな協議会ごとの需要量に関する情報の提供の算定が課題。

○ 地域協議会をＪＡ単位に再編し、新しい協議会事務局は、ワンフ
ロアー化を予定している事例（Ｈ協議会）

＜地域協議会の概要＞

・平成18年１月までに１市６町が合併。現在旧市町単位に７地域協議
会が存在
・生産調整方針作成者数 ８（ＪＡ４、全集系集荷業者4）
・水田面積が耕地面積の９割以上を占める中間農業地域
・平地は水稲、麦、野菜等の栽培が中心、中山間地はお茶の産地

＜取組内容＞
・現在、５町村において、それぞれの町村単位に地域協議会を設立。
・管内の方針作成者であるＪＡは上記５町村を業務区域としている。
・19年産からの新たな需給調整システムでは、ＪＡの役割がますます重
要となるため、組織、事務の効率化、将来の地域農業の担い手の育
成・確保、農業者への指導の徹底の観点から、地域ビジョンの策定、生
産数量目標の配分ルールや産地づくり交付金等に関するルールの一
本化に向け、地域協議会の合併の必要性を検討。
・これまで、３回にわたり各町村協議会の幹事長・事務局長合同会議を
開催し、広域の地域協議会設立について基本案で合意。

＜特徴・今後の課題等＞
・今後は、各町村の特色ある産地づくりを最大限に生かしつつ、想定さ
れる様々な問題（産地づくり交付金の使途や米の生産数量目標の配分
の一般ルールなど）について、より具体的な対応を検討することとして
いる。

＜地域協議会の概要＞
・１ＪＡの範囲を単位として、５地域協議会、５町村で構成
・生産調整方針作成者数 ４（ＪＡ１、全集系集荷業者３）
・水田面積が耕地面積の60％を占める中間及び山間農業地域
・一戸あたりの水田面積は70ａ程度
・水稲と野菜・畜産・果樹等を組み合わせた複合経営を推進
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地域水田農業推進協議会における優良事例
（地域の関係者が一体となって運営している事例）

○ 情報のネットワーク化や生産調整方針作成者の定例会を開催
することで、協議会運営を円滑に実施している事例（Ｉ協議会）

＜地域協議会の概要＞
・17年４月、市町村合併に伴い、９つあった地域協議会を１地域協議会へ
再編
・生産調整方針作成者数 12（JA２、全集系集荷業者９、大規模農業者１）
・水田面積が耕地面積の約９割を占める平地農業地域
・県下でも有数の穀倉地帯

＜取組内容＞
・地域協議会・市役所・ＪＡによる農業者ごとの水田情報データのネット
ワーク化。
・サーバーはＪＡ本店で管理。ＪＡ支店及び市役所に端末を配置。
・農業者本人の同意（承諾書）を得て、ＪＡ各支店で個別情報処理を実施。
（必要に応じ市役所職員がＪＡに出向き対応。）
・ＪＡ以外の生産調整方針作成者も多数混在するため、生産調整方針作
成者が一堂に会し、19年産からの需給調整システムについて毎月定例
会を開催し認識の統一と、今後の対応について検討。

＜特徴・今後の課題等＞
・19年産からの需給調整システムに対応した協議会の運営について、早
い段階から担当者会議を重ね検討した結果、市長及びＪＡ組合長間で協
議会長を早期に決めることが出来（当分の間は市長）、必要な調整事項
（システムの導入は協議会、システム運営費は市とＪＡが折半など予算
的な裏付け、事務費等助成金の受け皿は協議会等）の早期検討が出来
た。

○ 地域の農業全般を振興する協議会が核となり、地域協議会や担い
手協議会等と一体的な取組を推進している事例（Ｊ協議会）

＜取組内容＞
・農業・農村振興推進のため、関係機関（町・農協・農業委員会・土地改良
区・農業共済組合・農業普及センター）による「農業振興協議会」を組織し、
その中に運営委員会・農業振興センターを設置することにより、振興計画を
計画的・複合的に推進。
・農業振興センター（事務局→ＪＡ・町）は、農業振興協議会を核として、地
域協議会、担い手協議会、経営改善協議会、米麦推進部会ほか各種部会
と一体的な取組を推進するための企画調整を担当。
・各協議会等の一体的な取組により、計画的転作の推進及び需給状況等
情報の提供・共有化についても円滑に実施。

＜特徴・今後の課題等＞
・農業振興協議会を核とした組織化により、農業・農村振興を一元的・効率
的に推進できる。
・今後は、農業振興センターの構成機関拡充と、ワンフロア化による事務の
効率化を計画している。

端末機総数20台でのネットワーク化

・・・・・・ＪＡ支店

市役所

ＪＡ支店

ＪＡ本店

ＪＡ支店

端末機総数20台でのネットワーク化

・・・・・・ＪＡ支店

市役所

ＪＡ支店

ＪＡ本店

ＪＡ支店・・・・・・ＪＡ支店

市役所

ＪＡ支店

ＪＡ本店

ＪＡ支店

地域
協議会

農業振興センター
（企画調整を担当）

担い手
協議会

経営改善協議会 米麦推進部会ほか

農業振興協議会

地域
協議会

農業振興センター
（企画調整を担当）

担い手
協議会

経営改善協議会 米麦推進部会ほか

農業振興協議会

＜地域協議会の概要＞
・１ＪＡの範囲を単位として、1地域協議会、１町で構成
・生産調整方針作成者数 １（ＪＡ１）
・水田面積が耕地面積の約９割を占める山間農業地域
・基幹産業である農業は、水稲・きのこ団地・肉牛及び養豚経営を専業的に
実施している
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地域水田農業推進協議会における優良事例
（担い手育成と一体となった取組事例）

○ 米を含む水田農業の担い手カバー率を大幅に向上させた事例
（Ｌ協議会）

＜地域協議会の概要＞
・１ＪＡの範囲を単位として、１地域協議会、１町で構成
・生産調整方針作成者数 １（ＪＡ１）
・水田面積が耕地面積の約９割を占める平地農業地域
・大型農家、集落営農組織を中心とした生産調整が進んでいる

＜取組内容＞
・ＪＡ・町・農業委員会・土地改良区・農業公社・県出先機関が緊密に連携し、
特定農業団体や特定農業法人の設立を推進。（地域協議会及び担い手協
議会の事務局を兼ねている。）
・以前から、集落営農（米と麦・大豆とのロー テーションで 作付け）を推進。
・既存の集落営農組織を発展させ、本年９月、22の特定農業団体と２つの
特定農業法人を設立。
・既存の担い手と合わせると水田面積の約半分をカバー。

＜特徴・今後の課題等＞
・今後、さらに飯米農家等の水田が担い手へ集積されれば、生産調整の実
効性が向上すると思われる。
・将来的には、地域の担い手カバー率７割を目指す。
・平成２２年を目標に「１町１農場方式」を提唱している。

＜地域協議会の概要＞
・広域ＪＡの一部を範囲として、１地域協議会、１市で構成
・生産調整方針作成者数 １ ( ＪＡ１ ）
・水田面積が耕地面積の約７割を占める平地、中間及び山間農業地域
・水稲・麦・大豆・そばを組み合わせた営農を展開

＜取組内容＞
・19年産からの需給調整システムへの円滑な移行、品目横断的経営安
定対策の加入促進、農地・水・農村環境保全対策の円滑な推進に向け
た地域水田農業ビジョンを作成。
・集落合意に基づき担い手の育成を図り、各集落で農用地利用規程を
作成し農用地利用改善団体の設立を進めるため、平成18年度産地づく
り交付金助成を活用。
・地域の関係者が一体となり、各集落での農用地利用改善団体設立と
農用地利用規程の作成に向け、集落説明会の開催や指導を実施。
・生産調整のメリットが感じられない飯米農家等の土地利用集積を促進
することで、生産調整に参加する者を拡大。

＜特徴・今後の課題等＞
・本年度末には、89集落のうち43集落で42の農用地利用改善団体を立
ち上げ、農地の集積を促進。30の農業生産法人の設立（内19の特定農
業法人）予定。
・これは、市の水田面積の70％をカバーすることとなる。

○ 担い手育成・確保運動との連携により非協力者の生産調整方
針作成又は参加に向けた取組事例（Ｋ協議会）
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その他の優良事例

○ 県協議会から市町村への需要量に関する情報の提供体制の
整備事例 （Ｎ県協議会）

＜取組内容＞
・県内市町村・JAの中から、代表者（10市町村、11JA、１全集系集荷業
者）を集め、19年産米の市町村別の需要量に関する情報の算定方法に
ついて、各代表者の意見を集約。
・全地域協議会を対象に意見募集を実施。
・代表者の意見及び全地域協議会からの意見募集の結果を踏まえ、県協
議会で市町村別の需要量に関する情報の算定方法案を作成。
・算定方法案について県協議会研究会で検討後、総会において決定。

＜特徴・今後の課題等＞
・主な地域の代表者の意見を集約する事で、効率的な議論が実施できた。
・意見募集を行うことで、全地域協議会が間接的に議論に参画することに
なり、算定方法の議論の経過や詳細な仕組みをわかりやすく周知できる。
・このことから、県下の全地域協議会の実効ある参画を確保することとな
る。

＜県協議会の概要＞
・85地域協議会
・生産調整方針作成者数 42
・県の振興方針としては、売れる米作り、麦・大豆の産地づくりを推進
・市町村別の需要量に関する情報の算定には、「売れる米づくり」の実績を
要素とする方向で検討中

○ 県内各地へ参加している生産調整方針作成者が多数の地域協
議会へ積極的に参加している事例（Ｍ生産調整方針作成者）

＜方針作成者の概要＞

・当該生産調整方針作成者は、県内各地（14市町・21地域協議会）の
農業者（約350名）から約2,400トンの米穀の販売委託を受け、集荷業務
を展開している

＜取組内容＞
・18年産の生産目標数量配分時は、４地域協議会にのみ参画。
・19年産以降については、自社の米販売戦略を市場重視かつ地域密
着型にすることにより業務拡大を図る目的で、自社の生産調整方針
に参加する農業者が所在するすべての地域協議会の議論に参画す
るため地域協議会担当職員３名を配置。（19年産： ７市町、11地域協
議会に参画。）

＜特徴・今後の課題等＞
・自らの生産調整方針に参加する農業者に生産数量目標を適切に配
分するために、該当するすべての地域協議会（14市町・21地域協議
会）に参画できるよう、19年産の地域協議会担当職員３名から、20年
産以降は地区担当を持たせて10名程度を配置する予定。

18年産 → ４市町、４地域協議会に参画

19年産 → ７市町、11地域協議会に参画

20年産 → 14市町、21地域協議会（関係全市町及び全地域

協議会）に参画予定
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