
（別記） 

令和４年度新潟県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  

本県は、主食用米と非主食用米とを合わせ全国一の米生産を担い、農業産出額の約６

割を米が占める米主産地であり、米を基幹とした水田農業が展開されている。 
人口減少や新型コロナウイルス感染症等により、主食用米の需要が減少している中で、

本県の基幹産業である稲作農業と、本県を代表する地場産業である新潟清酒や米菓など

米関連産業が連携し、双方の振興を図る必要がある。 
そのため、米については、需要に応じた生産を基本としつつ、主食用・非主食用米を

合わせた米全体での需要拡大と、生産者所得の最大化のための多様な米づくりを推進す

る。 
更に、本県の強みである米に加え、国産大豆等のニーズの高まりへの対応や、園芸導

入により経営の幅を広げ、水田フル活用による本県農業の成長産業化を進める。 
 

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 

国内の主食用米の需要減少が続く中、稲作経営体の収益力強化を図るためには、園芸

作物等の高収益作物の導入拡大により経営の幅を広げていく必要がある。 

このため、園芸作物の導入・拡大に向けて様々に挑戦する農業者や産地を、県と関係

機関・団体が一体となって生産から販売まで一貫してサポートする取組を推進し、県園

芸振興基本戦略の目標である販売額１億円以上産地数の倍増や栽培面積の 1,000ha 増に

ついて令和６年までの達成を目指す。 

 加えて、県内外の市場等からの要望や、加工・業務用への対応など、様々な需要に応

じた販路を拡大することで、価格の安定化を図り、農業者の所得確保につなげていく。 

 

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  

 農作物を効率よく生産し、産地化を進めるため、ほ場整備の実施と併せ、排水対策の

徹底による水田の汎用化を推進していく。 

 本県では、ブロックローテーションが可能な地域では、水稲と大豆又は麦等を組み合

わせたブロックローテーション体系が広く浸透しており、この体系を維持していく。 

 また、水稲（水張り）を組み入れない作付体系が数年以上定着し、畑作物のみを生産

し続けている水田がないか、今後も水稲作に活用される見込みがないか等について引き

続き点検し、地域の実情に合わせながら畑地化を推進する。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

ア 家庭用米 

    コシヒカリは家庭内消費が中心であり、その需要に見合った生産を行う一方で、

良食味・高品質を確保するため、食味を重視した米作りを徹底する。 
また、中山間地域等では立地条件を活かし、付加価値の高い米づくりを進める。 

    新之助については、全国的な認知向上を図り需要を拡大するとともに、高いレ

ベルで安定した食味・品質の確保を最優先とした取組を推進する。 



 
イ 業務用米 

    業務用米は、新型コロナウイルス感染症の影響で需要が見通せない中、事前契約で
確実な需要を見極め、需要の見込めない米については、多収性品種を中心に非主食用
米への転換を推進する。また、コスト低減等により、生産者の所得確保を図る。 

 

（２）備蓄米 

優先枠を最大限活用し、備蓄米による安定的な所得確保に向けた取組を推進する。 
 

（３）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

米価変動の影響を受けにくいため、経営の安定化の観点から活用を図るが、低
コスト技術及び多収穫技術を導入し、より収益力の強化につながるよう推進する。 
また、畜産農家と結びついた地域内流通だけでなく、全国流通のスキームも活

用し、継続する複数年契約を支援することで安定生産につなげる。 

 

  イ 米粉用米 

主に県内の製粉業者等の実需との関係を構築し、実需が求める品種を中心に作
付けを推進する。また、継続する複数年契約を支援することで、安定生産につな
げる。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

海外などの新市場における新潟米の需要拡大に向け、国の支援事業の活用と併

せ、複数年契約の取組を進め、更なる生産拡大を図る。 

 

  エ WCS 用稲 

地域内での安定的な需給体制の構築をめざす。また、機械の整備等を支援し、
規模拡大や生産コスト低減を推進する。 

 

  オ 加工用米 

本県を代表する地場産業である新潟清酒や米菓など米関連産業と連携し、需要
の確保を進める。 

また、複数年契約や低コスト生産等を支援し、安定生産に資する取組を推進す
る。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

麦、大豆については、近年、作付面積が縮小傾向にある中、県内外の実需者から
の需要に応じた生産を実現するため、国や県の支援策を活用しながら排水対策等の
基本技術の徹底により品質・収量の高位平準化を図るとともに、生産の組織化・団
地化を進め機械・施設の効率的利用を図ることで、生産コストの低減を推進する。 
飼料作物については、収量性の高い品種の導入や栽培技術の支援により生産性の向

上を図るとともに、需要に応じた生産の維持・拡大を推進する。 
 

（５）そば、なたね 

中山間地域等における水田農業経営の重要品目であるそばについては、実需と結び
ついた生産の維持・拡大を推進する。 

   なたねについては、地域の状況に応じて生産の維持・拡大を推進する。 
 

 



（６）地力増進作物 

有機農業や高収益作物等への転換に向けた土づくりとして取り組む。 

 

（７）高収益作物 

産地交付金を活用し、地域振興作物として生産拡大を図るとともに、安定販路を

確保し、稲作経営体等への園芸の導入・定着を推進する。さらに、機械化一貫体系の

導入、集出荷施設の整備及びほ場排水条件の改善等により、水田等を活用した省力的

で生産効率の高い産地を育成し、園芸生産の拡大を図る。 

 

 

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 

 
 ※ 地域農業再生協議会が水田収益力強化ビジョンを策定する場合には、都道府県水田収益力強化ビジ

ョンの後に添付してください。 

 ※ 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

101,800 － 98,500 － (97,500) －

4,529 － 5,000 － (5,080) －

3,768 0 5,600 0 (5,680) (0)

2,145 0 2,200 0 (2,230) (0)

1,497 0 1,550 0 (1,570) (0)

400 0 450 0 (460) (0)

7,097 0 7,150 0 (7,260) (0)

139 28 150 28 (260) (28)

3,745 79 4,300 79 (4,360) (79)

297 8 370 8 (380) (8)

・子実用とうもろこし 0 0 1 0 (1) (0)

776 32 800 32 (810) (32)

0 0 0 0 (0) (0)

0 0 5 0 (10) (0)

5,408 52 5,550 52 (5,630) (52)

・野菜 4,375 52 4,510 52 (4,580) (52)

・花き・花木 689 0 690 0 (700) (0)

・果樹 316 0 320 0 (320) (0)

・その他の高収益作物 28 0 30 0 (30) (0)

1 － 5 － (10) －

※　県の年産別生産目標は、直近の需要実績や作柄、需要見通し等を踏まえ毎年設定することとして
いるため、1年後の令和５年度の作付目標面積は国が示す全国の需要量の推移を参考に、令和５年
度の全国の主食用米の需要量が令和４年度からさらに10万トン減少すると仮定し、新潟県の主食用
米の生産面積を試算し、それ以外の作物の面積については主食用米の減少面積に応じて、基本的に
同じ割合で増加させている。
また、令和５年度の作付目標面積については、国の需要量の見通し等を参考に見直しを行う。

高収益作物

畑地化

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

なたね

地力増進作物

そば

作物等

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

麦

大豆

飼料作物



６　課題解決に向けた取組及び目標

加工用米の
複数年契約取組面積

(令和３年度） 4,650ha （令和５年度） 4,800ha

加工用米の
作付面積

(令和３年度） 7,097ha （令和５年度） 7,260ha

新市場開拓用米の
複数年契約取組面積

(令和３年度） 1,040ha （令和５年度） 1,100ha

新市場開拓用米の
作付面積

(令和３年度） 1,497ha （令和５年度） 1,570ha

新市場開拓用米の
複数年契約取組面積

(令和３年度） 1,040ha （令和５年度） 1,100ha

新市場開拓用米の
作付面積

(令和３年度） 1,497ha （令和５年度） 1,570ha

※　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。

1,719ha

2,683ha

複数年契約支援

(令和３年度）

2,700ha(令和３年度）

（令和５年度）

（令和５年度）

（令和５年度）

1,800ha

前年度（実績） 目標値

（令和５年度）

使途名 目標

66%

1

整理
番号

対象作物

複数年契約支援加工用米（基幹作）

2

80%

4 高収益作物（基幹作） 拡大支援
高収益作物の

作付面積
5,630ha

(令和３年度）

(令和３年度）

3 加工用米（基幹作） 安定生産支援
加工用米の
安定生産

取組面積率

新市場開拓用米（基幹作）

5,408ha

5

7 新市場開拓用米（基幹作） 作付支援
新市場開拓用米の

作付面積

複数年契約支援
飼料用米の

複数年契約面積

6 米粉用米（基幹作） 複数年契約支援
米粉用米の

複数年契約面積

飼料用米（基幹作）

8 新市場開拓用米（基幹作） 複数年契約支援

810ha そばの作付面積作付支援そば・なたね（基幹作）9

1,570ha(令和３年度）

(令和３年度）

（令和５年度）

（令和５年度）776ha

1,497ha



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：新潟県

1 複数年契約支援 1 12,000（上限12,000） 加工用米（基幹作） 令和２、令和３年産～継続分のみ

2 複数年契約支援 1 12,000（上限12,000） 新市場開拓用米（基幹作） 令和２、令和３年産～継続分のみ

3 安定生産支援 1 6,000（上限6,000） 加工用米（基幹作）
低コスト生産の取組を２つ以上又は令和４年産～３年以上
の新規複数年契約

4 拡大支援 1 25,000（上限25,000） 高収益作物（基幹作）
地域農業再生協議会が支援する高収益作物の前年産から
の拡大分

5 複数年契約支援 1 6,000（上限6,000） 飼料用米（基幹作）
令和２、令和３年産～継続分のみ、生産性向上に資する取
組の実施

6 複数年契約支援 1 6,000（上限6,000） 米粉用米（基幹作） 令和２、令和３年産～継続分のみ

7 作付支援 1 20,000（上限20,000） 新市場開拓用米（基幹作） 新規需要米取組計画の認定

8 複数年契約支援 1 10,000（上限10,000） 新市場開拓用米（基幹作） 令和４年産～３年以上の新規複数年契約

9 作付支援 1 20,000（上限20,000） そば・なたね（基幹作）
農協等と需要者との間で締結された販売契約に基づく農協
等との出荷契約又は需要者との販売契約

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。


