
（別記） 

令和４年度奈井江町地域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  

 本地域は、空知管内の中心部石狩平野のやや北部に位置し、気候は比較的内陸性で、東

は夕張山系で、西は南北に石狩川が流れており、平坦で肥沃な農地が広がっている。 

  気候・土壌・地形条件等においても、水稲栽培適地として具備されているので、農用

地は、水稲を中心に小麦・大豆などの土地利用型作物やメロン・トマトなどの高収益作

物が栽培されている。 

  道営土地改良事業の実施により基盤整備が進んでおり、土地利用型農業の生産性向上

等をより一層進めていく必要がある。 

  一方、農家の高齢化や後継者不在が進んでおり、農家戸数の減少がみられるため、担

い手の確保や農地の集積推進等が課題となっている。 

  麦・大豆等の畑作物については、雑草、連作障害等による単収低下や排水性の不良に

より、年次毎の天候による作況変動が顕著となっているので、地力増進作物の作付けに

よる連作回避やほ場の排水管理等の対策が必要である。 

また今後、農地中間管理機構の事業等を活用して担い手への農地集積を進め、制度に

対する普及推進活動等を行い、担い手の確保と育成を図る必要がある。 

 

２ 高収益作物の導入や転作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 

 本地域においては主食用米の需要が減少する中で、収益性の高い水田農業経営への転換

を図るため、産地交付金を活用しながら、主食用米と比較して面積当たりの所得が高い野

菜等の高収益作物や新規需要米、麦・大豆などの土地利用型作物の作付けを推進してい

く。 

 高収益作物の導入にあたっては、高齢化に伴い一戸あたりの経営面積が増加傾向にある

中で土地利用型作物への転換が予想されるが、今後もこれまで振興作物としていたメロン

やトマトなどを中心に作付けの維持・拡大を行い、個々の所得向上に向けて施肥をはじめ

とした管理作業の指導等を各関連団体と協力して行っていく。 

 その他転換作物について、加工用米や新規需要米は水張面積の維持も踏まえたうえで需

給のバランスを見ながら可能な限り推進していく。麦・大豆などは、一戸当たりの経営規

模が拡大するにつれて、作付面積が増加することが予想されるため、農作業の効率化や省

力化に向けて支援を検討する必要がある。飼料作物は、町内の酪農家の減少・高齢化によ

り地域内の需要が減少することが予想されることから需給調整も踏まえたうえで今後、作

付けへの支援の在り方を検討する。 

 

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  

本地域では、水田農業経営をするうえで効率的に農業を行えるよう地域全体で基盤整備

が進んでおり、今後、農地が担い手へ集積させるうえで重要な役割を担っている。一方

で、地域の担い手の数は年々減少傾向にあり、ここ数年は麦・大豆などの土地利用型作物

への転作が進んでおり、輪作体系が確立している地域については、畑地化による省力化も

念頭に農業者一人ひとりがしっかりと判断できるよう情報提供を行いつつも、計画的な農

地の集積・集約化を図ろうとする場合に、広く地域関係者とも調整しながら、各農業者が

必要な畑地化の取組を進めることができるよう、関係機関・団体が連携を行う。特に、重

点支援期間においては、該当農業者への制度周知を含め、畑地化の検討を促す。 



 また、麦・大豆の連作障害回避等のため、ブロックローテーション体系の構築を進めるこ

とが出来るよう、米のタンパク質含有率の増加や、排水性・作業効率の低下といった現場課

題を把握しつつ、関係機関・団体と連携し、必要な対応策を検討する。 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

主食用米は、特別栽培米、良食味米などの特色ある米づくりを推進し、高付加価値 

 化を図り、地域のブランド力を高めてきた。今後も「生産の目安」に基づく作付を維 

持しつつ、需要に応じた生産を行っていく。 

 

（２）備蓄米 

  現時点では取組予定なし。 

 

（３）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

水稲作付面積を確保のために、省力化ができる直播栽培の推進・拡大を図り、需

要に応じた生産数量を確保する。 

 

  イ 米粉用米 

現時点では取組予定なし。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

現時点では取組予定なし。 

 

  エ WCS用稲 

町内酪農家の乳牛粗飼料の安定供給を図るため、耕畜連携を行い、省力化ができ 

る直播栽培を進めていく。 

  

  オ 加工用米 

    収益性が高いため、「生産の目安」に基づき、拡大を図り、需要に応じた生産数  

量を確保する。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

   麦・大豆については、連作障害や病害虫等による収量低下の解決や農作業の効率化   

を図るため、機械の導入による省力化や生産組織への作業委託、適切な防除を実施す

る。飼料作物については、酪農家の減少や高齢化により地域での需要が減少すること

が見込まれることからこれまで同様、刈取り作業などの効率化を図るため団地化の推

進を行いつつ、需給バランスを考慮したうえで他作物への転換を図っていく。 

  

（５）そば 

収益性が高く、他の作物に比べて比較的少ない労働力で生産が可能であることか

ら、転作作物として重要な作物である。そのため、課題である高齢化や労働力不足、

圃場の排水性の不良などの解消のため、作付けの支援を継続する必要がある。 

 

 

 

 



（６）地力増進作物 

「北海道緑肥作物等栽培利用指針（改訂版）」（平成 16年３月策定）等に基づく地力

増進作物の作付により、土壌流亡の抑制や良質な農産物の安定供給、生産コストの低

減及び環境負荷の軽減に配慮した合理的な施肥管理・土壌管理を進める。 

 

（７）高収益作物 

    ブロッコリーなどの露地野菜、きゅうり、トマト、ミニトマトなどの施設野菜、そ

して花きについては、所得の安定を図るため、作付面積の拡大を図っていく。また、

メロンは、奈井江町の特産品として長年作付しているが、作付面積が減少傾向にある

ため、他の野菜などと同様、作付面積の維持・拡大を図っていく。 

 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ８ 産地交付金の活用方法の明細  

  別紙のとおり 
 

 ※ 農業再生協議会の構成員一覧（会員名簿）を添付してください。 

 
 



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

1,097.7 0.0 1,129.2 0.0 1,126.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

79.5 0.0 72.2 0.0 60.1 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.5 0.0 2.0 0.0 2.5 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0

194.8 0.0 216.7 0.0 211.7 0.0

99.3 0.0 102.7 0.0 108.5 0.0

137.4 0.0 135.3 0.0 122.3 0.0

・子実用とうもろこし 2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0

22.5 0.0 21.6 0.0 23.7 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

63.5 0.0 25.6 0.0 42.0 0.0

23.2 0.0 24.6 0.0 27.5 0.0

・野菜 23.2 0.0 23.6 0.0 25.7 0.0

・花き・花木 0.9 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0

・果樹 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

・その他の高収益作物 1.9 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

麦

作物等

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

飼料用米

米粉用米

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米

その他

畑地化

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物



６　課題解決に向けた取組及び目標

1
メロン、トマト、ミニトマ
ト、キュウリ

振興作物助成
（メロン、トマト、ミニトマ

ト、キュウリ）
作付面積 （3年度） 1,629a （5年度） 1,712a

（3年度）麦 344kg/10a （5年度）　麦 400kg/10a

（3年度）大豆 257kg/10a （5年度）大豆 275kg/10a

作付面積 （3年度） 29,621a （5年度） 32,025a

（3年度）麦 344kg/10a （5年度）　麦 298kg/10a

（3年度）大豆 257kg/10a （5年度）大豆 275kg/10a

（3年度）飼料作物 333kg/10a （5年度）飼料作物 530kg/10a

取組面積 （3年度） 41,945a （5年度） 43,587a

作付面積 （3年度） 48,141a （5年度） 49,286a

4
地力増進作物（詳細は別紙
一覧のとおり）

作業委託取組加算
（地力増進作物）

取組面積 （3年度） 3,037a （5年度） 1,683a

団地化の取組割合 （3年度） 75.7% （5年度） 90.0%

作付面積 （3年度） 13,746a （5年度） 12,234a

単収 （3年度）飼料作物 333kg/10a （5年度）飼料作物 530kg/10a

作付面積 （3年度） 13,746a （5年度） 12,234a

7
花き及び野菜（施設栽培）
※整理番号１に該当するも
のを除く

振興作物助成
（花き、野菜（施設栽培））

作付面積 （3年度） 168a （5年度） 210a

8
花き及び野菜（露地栽培）
※整理番号１の該当するも
のを除く

振興作物助成
（花き、野菜（露地栽培））

作付面積 （3年度） 615a （5年度） 650a

9 小豆 小豆作付助成 作付面積 （3年度） 195a （5年度） 220a

10
地力増進作物（詳細は別紙
一覧のとおり）

ほ場環境保全助成 作付面積 （3年度） 4,785a （4年度） 1,292a

11
地力増進作物（詳細は別紙
一覧のとおり）

輪作確立支援助成 取組面積 （3年度） 858a （4年度） 591a

12 そば そば作付助成 作付面積 （3年度） 2,254a （5年度） 2,377a

取組面積 （3年度） 36.98ha （4年度） 36.98ha

数量 （3年度） 321.9ｔ （4年度） 321.9ｔ

作付面積 （3年度） 79.50ha （4年度） 60.09ha

数量 （3年度） 371.2ｔ （4年度） 448.9ｔ

※　必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定してください。
※　目標期間は３年以内としてください。

整理
番号

対象作物 使途名 目標

麦、大豆2

前年度（実績） 目標値

重点作物助成
（麦、大豆）

単収

作業委託取組加算
（麦、大豆、飼料作物、そ

ば、小豆、野菜）

重点作物助成
（飼料作物）

単収

13 飼料用米 複数年契約加算

麦、大豆、飼料作物（飼料
用米、ＷＣＳ用稲を除
く）、そば、小豆、野菜
（詳細は別紙一覧のとお
り）

3

5
飼料作物（飼料用米・ＷＣ
Ｓ用稲を除く）（詳細は別
紙一覧のとおり）

飼料作物団地化加算

6
飼料作物（飼料用米・ＷＣ
Ｓ用稲を除く）（詳細は別
紙一覧のとおり）



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：北海道

協議会名：奈井江町地域農業再生協議会

1
振興作物助成（メロン、トマト、ミニトマ
ト、キュウリ）

1 40,400 メロン、トマト、ミニトマト、キュウリ 作付面積に応じて支援

2 重点作物助成（麦、大豆） 1 10,470 麦、大豆 排水対策等

3
作業委託取組加算（麦、大豆、飼料作
物、そば、小豆、野菜）

1 2,150
麦、大豆、飼料作物（飼料用米、ＷＣＳ用稲を除
く）、そば、小豆、野菜（詳細は別紙一覧のとお
り）

生産組織等に①耕起・整地②播種・育苗移植③収穫④乾
燥・調整出荷）作業のうち２作業以上委託

4 作業委託取組加算（地力増進作物） 1 2,150 地力増進作物（詳細は別紙一覧のとおり）
生産組織等に①耕起・整地②播種③鋤込作業のうち２作業
以上委託

5 飼料作物団地化加算 1 9,500
飼料作物（飼料用米・ＷＣＳ用稲を除く）（詳細は
別紙一覧のとおり）

飼料作物を作付けし、ほ場の団地化要件を満たした場合

6 重点作物助成（飼料作物） 1 2,000
飼料作物（飼料用米・ＷＣＳ用稲を除く）（詳細は
別紙一覧のとおり）

たい肥の施用等

7 振興作物助成（花き、野菜（施設栽培）） 1 27,600
花き及び野菜（施設栽培）※整理番号１に該当す
るものを除く

作付面積に応じて支援

8 振興作物助成（花き、野菜（露地栽培）） 1 17,810
花き及び野菜（露地栽培）※整理番号１の該当
するものを除く

作付面積に応じて支援

9 小豆作付助成 1 13,380 小豆 作付面積に応じて支援

10 ほ場環境保全助成 1 7,620 地力増進作物（詳細は別紙一覧のとおり）
当年度基盤整備を実施したほ場等において、作付面積に応
じて支援

11 輪作確立支援助成 1 7,620 地力増進作物（詳細は別紙一覧のとおり） 栽培計画に基づく栽培を行い鋤込みの実施等

12 そば作付助成 1 20,000 そば 作付面積に応じて支援

13 複数年契約加算 1 6,000 飼料用米
３年以上の複数年契約の締結、新規需要米取組計画の認
定、多収品種の導入等

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入して
ください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。



（別　紙）

◎重点作物

◎振興作物
アルストロメリア きゅうり さつまいも 青刈りとうもろこし えん麦
フリージア トマト パプリカ ソルガム とうもろこし
カスミ草 なす 甘なんばん スーダングラス イタリアンライグラス
コスモス ピーマン とうもろこし 稲発酵粗飼料用稲 ギニアグラス
ハイブリットスターチス かぼちゃ うど テオシント はぜりそう
ラークスパー いちご えごま 青刈り麦 アカクローバー
デルフィニューム すいか ブルーベリー 青刈り大豆 シロクローバー
カンパニュラ メロン しこくびえ クリムゾンクローバー
アルケミラ キャベツ 青刈りひえ アルサイククローバー
スターチスシヌアータ はくさい オーチャードグラス ヘアリーベッチ
クジャク草 ほうれんそう チモシー マリーゴールド
トルコギキョウ ねぎ トールフェスク ペルコ
ヒメヒマワリ たまねぎ 飼料用芝 レバナ
エリンジューム レタス メドーフェスク ソルガム
おもちゃかぼちゃ だいこん バヒアグラス カラシナ
バラ えだまめ アルファルファ ひまわり
よしの鈴バラ 青さやいんげん ペレニアルライグラス
アスチルベ スイートコーン ケンタッキーブルーグラス
アスター ばれいしょ（でん原用を除く） リードカナリーグラス
ストック アスパラガス アカクローバー
ブルースプレー きのこ シロクローバー
ブプレリューム とうがらし イタリアンライグラス
ピペリカム オクラ ギニアグラス
ヘレニューム セロリ カラードギニアグラス
ヒマワリ カリフラワー ネピアグラス
ニゲラ ブロッコリー ブルーパニックグラス
カーネーション しゅんぎく ローズグラス
エキノプシス みつば パラグラス
カラー いちご パンゴラグラス
オーニソガラム ぱせり オオクサキビ
シャクヤク ふき デントコーン
サンダーソニア しそ・青しそ かぶ
スカビオサ にんにく ビート
スナップ にら 子実用えん麦
ソリダゴ みょうが ルタバカ
スモークツリー 食用花 人参
フリースドルフ かぶ 子実用とうもろこし
ブルーレースフラワー ごぼう 子実用あわ
スカシユリ やまのいも 子実用ひえ
オリエンタル百合 青さやえんどう かぼちゃ
クレマチス 食用ゆり 青刈り稲
多茎カスミ草 わさび 飼料用米
スターチスシネンシス まくわうり そば そば
エミール しろうり 豆類 小豆
チャームブルー にがうり
ＬＡユリ チンゲンサイ
種苗類 アイヌネギ
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