
 

２０２２年度倉吉市農業再生協議会水田収益力強化ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題  

効率的な水田農業の推進について、これまで麦・大豆・飼料作物等の作付拡大等に取り

組んだことで、担い手の確保など一定の成果が得られているが、近年の度重なる豪雨など

の水害等により、農産物の品質の低下や収量の減小など、生産意欲の低下を招く状況が続

いている。 
水田農業を支える集落営農組織や認定農業者は横ばい傾向にあり、将来の地域農業の担

い手として期待する認定新規就農者は増加傾向にあるが、土地利用型作物の栽培に向かわ

ず、高収益作物に向かう傾向が顕著となっている。さらに、農家の高齢化や農家数の減少

による不作付地の拡大や米の需要量の減少に対応した他作物への転換が進まないなど、水

田農業を取り巻く現状は、様々な課題が残されている。 
これらの課題の解決に向け、需要のある作物への誘導による水田フル活用の推進や収益

性の高い作物への転換を進めながら、担い手への農地集積の促進、団地化による農作業の

効率化策の検討等、農地中間管理事業も活用しながら、水田農業における収益力強化を推

進していく。 
 

２ 高収益作物の導入や転換作物等の付加価値の向上等による収益力 
強化に向けた産地としての取組方針・目標 

 ・適地適作の推進 

  基盤整備された水田が多い本地域において、栽培が可能な白ネギ、ブロッコリーに重

点を置き、排水対策を徹底しつつ適地を選定する。 

 ・収益性・付加価値の向上 

  作付拡大を予定しているブロッコリーを重点に、集荷団体にまとまった数量の出荷を

行うことで市場の認知度を高め、地域ブランドとして確立する。 

 ・新たな市場・需要の開拓 

  実需者との連携のもと、実需者ニーズを捉え輸出等の新たな販路を掘り起こす。 

 ・生産・流通コストの低減 

  白ネギ、ブロッコリーの生産者の農地集約による生産安定と作業の効率化を図ること

で生産コストの低減を目指す。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効利用に向けた産地としての取組方針・目標  

 ・地域の実情に応じた農地の在り方 

  地域の担い手の労働力不足が懸念されていることから、基盤整備済みの優良な水田は、

比較的農地として維持管理が容易な水田としての機能を優先して維持する。 

・地域の実情に応じた作物・管理方法等の選択 

 水田の機能維持と省力管理が可能な飼料作物と輪作体系に組み込みやすい大豆を中心

に導入を進める。 

 

・水田の利用状況の点検方針・点検結果を踏まえた対応方針 



 継続して飼料作物が連作される農地等について、今後も水稲作に活用される見込みが

ないか等の点検を行い、畑地化が可能か検討する。 

・地域におけるブロックローテーション体系の構築 

大豆圃場については、圃場の排水性や連作障害などを考慮しながら、水稲作付けとのブ

ロックローテーション体系による水田利用に取り組む。 

飼料作物中心の圃場について、日照不足や排水性等の課題により水稲（収量減など）に

適していない圃場におけるブロックローテーションについて検討を進める。 

 

４ 作物ごとの取組方針等 

（１）主食用米 

コシヒカリ・ひとめぼれ・きぬむすめ・星空舞を中心にＪＡ鳥取米として全農とっ

とりへの委託販売を基本とするが、地域の特色ある米としてＪＡ鳥取中央ブランドの

特別栽培農産物（再生紙マルチ栽培・減農薬栽培等）、天日乾燥米については需要に合

わせた栽培と直売を進める。 

 

（２）非主食用米 

ア 飼料用米 

主食用米の需要減が見込まれる中、飼料用米を転換作物の中心に位置付ける。ま

た、飼料用米の生産拡大にあたっては、多収品種の導入を推進するとともに、中生

品種で問題となっているもみ枯細菌病対策の徹底と追肥の施用による安定多収を推

進する。 

取組にあたっては、転換に対応できる経営力があり、今後も継続して取り組まれ

ることが見込まれる担い手を支援し、生産拡大を図る。 

イ WCS 用稲 

現在、取り組まれている農業者を中心に、生産拡大を図る。 

 

（３）麦、大豆、飼料作物 

二条大麦については、全農とっとりへの委託販売とし、農地を集積し、ビール麦２

等以上への品質向上に取り組み、契約数量の確保に努める。また、麦茶用として実需

者への契約販売を進める。 
大豆については、サチユタカ・タマホマレを中心に全農とっとりへの委託販売を基

本とするが、今後は、県内実需者との契約栽培による有利販売の検討を進める。大規

模な作付けが可能な担い手に対する加算、１ha 以上の団地化に対して加算を設定し、

認定農業者等による生産性向上に向けた取組を促進する。 

飼料作物については、実需者への直接販売の需要が見込まれることから、大規模な

作付けが可能な担い手に対する加算、１ha 以上の団地化に対して加算を設定し、認定

農業者等による生産拡大を推進する。また、耕畜連携の取組（飼料用米のわら利用、

水田放牧、資源循環）を支援する。 
主食用米と戦略作物又は戦略作物同士の組合せによる二毛作の取組を支援する。 

 

（４）そば、なたね 

地域の実需者との契約に基づき、現行の栽培面積を増やす。溝切り等の排水対策を

推進し、品質及び収量の向上を図る。 



 

（５）高収益作物（園芸作物等） 

白ねぎ・ブロッコリーについては、需要の高い高収益作物であるため、重要な転換

作物として生産拡大を図る。 

ＪＡ鳥取中央を主な出荷先とし、その他直売所や道の駅での販売を進めるため、地

元産作物の生産拡大と地産地消を推進する。 

 

（６）地力増進作物 

   地力増進作物については、水稲及び高収益作物の収量及び品質を確保するために必

要な土作りを計画的に行うことを目的とし、当年度基幹作を基本に次年度作付作物を

確認し支援することの検討を行う。 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等  ～ ７ 産地交付金の活用方法の概要  

別紙のとおり 

 

 

 



別紙

５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）

うち
二毛作

うち
二毛作

うち
二毛作

1423.1 1346.2 1366.2

－ － －

122.5 154.4 180.0

0.3 0.3 0.3

－ － －

0.7 1.2 1.0

5.2 5.2 5.2

31.3 24.2 32.5 23.2 41.0 34.0

151.5 156.9 155.0

190.6 66.4 199.6 73.3 180.0 80.0

・子実用とうもろこし 11.2

11.1 11.1 7.5

0.9 0.9 0.7

29.3 7.2 26.9 6.6 20.0 5.0

・野菜 203 3.2 203.5 2.7 230 5

・花き・花木 9.1 8.8 8.8

・果樹 8.6 4.4 5

・その他の高収益作物

－ － － － － －

前年度作付面積等
当年度の

作付予定面積等
令和５年度の
作付目標面積等

主食用米

備蓄米

地力増進作物

高収益作物

その他

畑地化

作物等

麦

大豆

飼料作物

そば

なたね

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

作付面積 （2021年度）294.2ha （2023年度）330ha

実施割合 （2021年度）64.2% （2023年度）65.1%

作付面積 （2021年度）145.3ha （2023年度）155ha

実施割合 （2021年度）43.3% （2023年度）48.0%

追肥取組者数割合 （2021年度）18.0% （2023年度）50%

基準単収比 （2021年度）91.9% （2023年度）100%

作付面積 （2021年度）29.4ha （2023年度）40.5ha

1ha以上作付の占める割合 （2021年度）95.7% （2023年度）98.8%

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1 大豆、飼料作物、飼料用米 担い手加算

2 大豆、飼料作物 団地化加算

3 飼料用米 飼料用米収量確保助成

作付面積 （2021年度）34.5ha （2023年度）43ha

4 麦 麦高度作付助成

5 白ねぎ、ブロッコリー 白ねぎ・ブロッコリー作付助成



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：鳥取県

協議会名：倉吉市農業再生協議会

1 担い手加算 1 5,500 大豆、飼料作物、飼料用米（基幹作） 担い手の作付面積に応じて支援

2 団地化加算 1 7,700 大豆、飼料作物（基幹作） 1ha以上、団地化した作付面積に応じて支援

3 飼料用米収量確保助成 1 4,000 飼料用米
通常肥培管理に加えて夏期に追肥を行った面積に応じて
支援（地域の基準単収クリア）

4-1 麦高度作付助成（基幹作） 1 6,600 麦（基幹作）

4-2 麦高度作付助成（二毛作） 2 6,600 麦（二毛作）

5 白ねぎ・ブロッコリー作付助成 1 12,100 白ねぎ・ブロッコリー（基幹作） 作付面積に応じて支援

対象作物
※３

取組要件等
※４

麦を1ha以上作付した生産者の作付面積に応じて支援

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）


