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○ 農林水産省では、新たな「食料・農業・農村基本計画」（令和2年3月31日 閣議決定）を策定。
○ 本計画において、令和12年度までに達成する生産努力目標として、小麦108万トン、大麦・
はだか麦23万トンを設定。

◆ 令和12年度における食料消費の見通し及び生産努力目標

品目

食料消費の見通し

生産努力目標 品目別自給率

克服すべき課題

1人・1年
当たり
消費量

国内消費
仕向量

(kg／人.年) (万トン) (万トン) (％)

平成
30年
度

令和
12年
度

平成
30年
度

令和
12年
度

平成
30年
度

令和
12年
度

平成
30年
度

令和
12年
度

小麦 32 31 651 579 76 108 12 19

○国内産小麦の需要拡大に向けた品質向上と安定供給
○耐病性・加工適性等に優れた新品種の開発導入の推進
○団地化・ブロックローテーションの推進、排水対策の更なる
強化やスマート農業の活用による生産性の向上

○ほ場条件に合わせて単収向上に取り組むことが可能な環境の
整備

大麦・
はだか麦

0.3 0.3 198 196 17 23 9 12

○国内産大麦・はだか麦の需要拡大に向けた品質向上と安定供
給

○耐病性・加工適性等に優れた新品種の開発導入の推進
○団地化・ブロックローテーションの推進、排水対策の更なる
強化やスマート農業の活用による生産性の向上

○ほ場条件に合わせて単収向上に取り組むことが可能な環境の
整備

１．食料・農業・農村基本計画における麦の目標及び課題
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大麦の種類 主な用途
国内生産量

(R2年産)
輸入量
(R1年度)

二条大麦 ビール、
焼酎

14.5万トン

主な産地
佐賀県(28%)
栃木県(21%)

16.5万トン

(ビール用の麦芽

輸入量は含まな
い。)

六条大麦 押麦、
麦茶

5.7万トン

主な産地
福井県(25%)
富山県(15%)

4.7万トン

はだか麦 麦みそ 2.0万トン

主な産地
愛媛県(34%)
香川県(14%)

3.9万トン

２．大麦の種類・用途

２列だけ
実がなる

実がな
らない

６列すべて
に実がなる

【上から穂を見た図】

６列（条）のうちの２列（条）に実がなる。
大粒大麦とも呼ばれる。

二条大麦、六条大麦と外見はほぼ同じ。

６列（条）のすべてに実がなる。
小粒大麦とも呼ばれる。

現在生産されている
はだか麦は、六条の
品種が多い。

【上から穂を見た図】

(注）流通量は、過去５年（H28～R２年度）の平均数量である。
２

・ 大麦は二条と六条に分けられ
る。さらに、皮がはがれやすいも
のを「はだか麦」と呼んでいる。

・ 大麦は精麦して押麦にするほ
か、ビールの醸造原料にも用い
られている。

・ グルテンを含まない。

（注）輸入量は食糧用麦政府輸入量（決算ベース）

（単位：万トン）
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○作付面積と生産量の推移（全国）

３．作付面積と収穫量（全国）

○ 全国の令和３年産４麦(小麦、二条大麦、六条大麦、はだか麦)の作付面積に占める六条大麦
の割合は６％。また、全国の六条大麦の作付面積のうち、北陸地域の割合は53％。

○ 六条大麦の作付面積は、平成５年産米の著しい不良(作況指数88)を受けて、平成６,７年産
米の生産調整が大幅に緩和されたことで大きく落ち込み。

○ 平成10年からの「新たな麦政策大綱」による麦の本作化推進により、作付が拡大してきたも
のの、近年は約１万８千haとほぼ横這い傾向。

◆麦種別の作付面積割合と六条大麦の地域別作付面積割合
（令和３年産）

◆全国の六条大麦の作付面積・収穫量の推移

資料：統計部「作物統計」 資料：統計部「作物統計」 ３※ラウンドの関係で100％とならない場合がある。

令和３年産
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４．作付面積と収穫量（北陸地域）

○ 北陸地域における令和３年産六条大麦の作付面積は9,660haであり、県別割合は新潟県１％(132ha)、富山
県34％(3,310ha)、石川県15％(1,440ha)、福井県50％(4,780ha)。

○ 同収穫量は28,500tであり、県別割合は新潟県１％(333t)、富山県36％(10,200t)、石川県16％(4,680t)、

福井県47％(13,300t)。

○ 福井県は、令和３年産六条大麦の作付面積及び収穫量ともに全国１位。

○ 10a当たり収量は295kg/10aであり、全国平均の304kg/10aと比較して低い。各県別では、新潟県
252kg/10a、富山県309kg/10a、石川県325kg/10a、福井県279kg/10a。

◆県別の作付面積割合(六条大麦)

資料：統計部「作物統計」

４
資料：統計部「作物統計」

◆県別の10a当たり収量(六条大麦)

令和３年産
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○作付面積と生産量の推移（全国）

５．品種構成（北陸地域）

○ 北陸地域における六条大麦の品種構成は、令和２年産では新潟県でミノリムギ、富山県、石川県、
福井県ではファイバースノウの作付が多い。また新潟県では、作付面積は少ないものの、農研機構中
央農業研究センターが開発したゆきはな六条が一部で作付けされ、ウイスキーや焼酎の原料として活
用可能。

○ 近年、食物繊維などの機能性成分を多く含むもち性大麦について、実需者からの強い要望を踏まえ、
北陸地域においても、農研機構中央農業研究センターが開発した「はねうまもち(北陸皮糯58号)」や
長野県が開発したホワイトファイバー(東山皮糯109号)の作付面積は拡大。

◆六条大麦の品種構成
◆ファイバースノウの特徴
・ミノリムギより倒伏に強く、耐雪性、耐寒性
に優れる。

・精麦白度が高く、精麦品質が優れる。

資料：北陸農政局生産部生産振興課調べ

◆ゆきはな六条の特徴

・六条種としては大粒、軟質であり、ウイス
キーや焼酎の原料として活用できる。

・耐倒伏状が強く、うどんこ病に極強である。

◆はねうまもちの特徴

・ファイバースノウのもち性突然変異品種。

・うるち性大麦に比べ、もちもちとして食感が
優れる。

・機能性成分β-グルカンをファイバースノウの
約1.4倍多く含む。

５

県名
令和２年産

品 種 名 作付面積(ha) 作付割合(％)

新潟

ミノリムギ 76 52

はねうまもち 69 47

ゆきはな六条 2 1

計 147 100.0

富山 ファイバースノウ 3,200 100.0

石川

ファイバースノウ 1,296 98.1

ホワイトファイバー 23 1.9

計 1,319 100.0

福井

ファイバースノウ 3,567 81

はねうまもち 860 19

計 4,427 100.0

北陸地域計 9,093



○作付面積と生産量の推移（全国）

６．品質（農産物検査結果）及び価格（北陸地域）

○ 北陸地域における六条大麦の品質(検査等級)をみると、令和３年産の１等比率は78.9％(令和３年８月31
日現在) 。

○ なお、１等比率を県別に見ると、新潟県が1.4％、富山県が83.8％、石川県が64.5％、福井県が82.2％と、
バラツキが見られる。

○ 麦の価格は、平成12年産から民間流通制度に移行したことに伴い、入札によって決定。消費者の安全性
に対する意識や健康志向の高まりを背景に、国産大麦に対する需要が増大してきたことや、平成19年頃か
らの輸入麦価格の急騰により実需者の国産大麦への期待がこれまでになく高まったことから、入札価格が
上昇。

○ 平成22年産以降、輸入麦価格が大幅に下落したことにより、国内産麦の入札価格は下落、ここ数年は横
ばい傾向。

◆六条大麦の検査等級割合の推移（北陸地域） ◆民間流通麦の入札指標価格の推移（北陸地域）

資料：北陸農政局調べ

資料：全国米麦改良協会公表資料

注：19年産以降の新潟県ミノリムギは入札上場されていない。
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（単位：円/トン、税抜き)
福井はねうまもち 46,548

茨城ミカモゴールデン 28,479

岡山スカイゴールデン 35,396

石川ファイバースノウ 43,666

香川イチバンボシ 35,161

茨城カシマムギ 45,268

大分トヨノカゼ 35,790

宮城ミノリムギ 35,754

栃木ニューサチホゴールデン 29,769

福井ファイバースノウ 46,353

群馬シュンライ 37,816

一般社団法人全国米麦改良協会資料「令和４年産民間流通麦の入札における落札決定
状況（ 公表）」より作成
注：県名は産地を指す

愛媛ハルヒメボシ 35,639
佐賀はるか二条 39,602

50千

45千

40千

35千

30千

７．国内産大麦・はだか麦の産地銘柄別落札価格の動向（全国）

長野ファイバースノウ 37,868

富山ファイバースノウ 46,166

○ 令和４年産における全銘柄の落札価格は、入札結果で、六条大麦が42,463円/トンであり、前
年産より低下。

○ 令和４年産の産地銘柄別では、需給状況等を反映して落札価格に差が生じている。

佐賀サチホゴールデン 39,523

◆令和４年産国内産大麦・はだか麦の産地銘柄別の落札価格◆国内産大麦・はだか麦の落札価格の推移

７

麦種 年産
指標価格

第１回 第２回 入札結果

六条大麦

２年産 43,144 43,284 43,213

３年産 43,411 42,684 43,037

４年産 42,154 42,806 42,463

二条大麦

２年産 37,689 37,572 37,636

３年産 31,047 30,805 30,955

４年産 37,291 38,402 37,850

はだか麦

２年産 43,382 42,789 43,085

３年産 41,881 41,712 41,823

４年産 35,583 35,507 35,553

（単位：円/トン、税抜き)

六条大麦 二条大麦 はだか麦

一般社団法人全国米麦改良協会資料「民間流通麦の入札における落札
状況」より作成
注１)指標価格：入札上場銘柄ごとの落札価格を落札数量により加重平均
した価格
注２)入札結果は、当該年産の産地・銘柄毎の基準価格又指標価格を落札
数量で加重平均したもの



８．生産コスト（全国）

◆六条大麦の10a当たり生産費（費用合計）

資料：農林水産省統計部「農産物生産費統計」
注 ：生産費（費用合計）は、「物財費＋労働費」

８

○ 令和２年産六条大麦の10ａ当たり生産費は35,837円。

○ 費用合計に占める割合は、肥料費が最も大きく、令和２年産では23％。

○ 北陸地域では肥効調節型肥料(基肥一発肥料)の利用が進んでおり、省力化に効果。



９．北陸地域の麦作経営優良事例（１）

○島崎 恒守 （福井県福井市）

令和２年度全国麦作共励会 農家の部 全国農業協同組合中央会会長賞

栽培・経営上の特徴

９

作付面積 大麦 3.65ha、水稲 29.64ha、大豆 3.65ha

品種 ファイバースノウ

単収
(県平均単収)

494kg/10a
(274kg/10a)

上位等級比率 93％

令和２年産生産状況

○当該地区は湿害が発生しやすい条件であり、暗渠の施工のほか、前作水

稲を早生品種にすることで、麦の播種前のサブソイラー作業を早期に

行い、ほ場乾燥を進めるほか、明渠の溝堀り後に盛り上がった土が排

水の障害にならないよう崩すなど、丁寧な湿害対策を実施。

○土壌改良剤（ようりん、ケイカル、マグエースなど）の定期的な施用や

わらや大豆の収穫残渣のすきこみを実施。大型トラクターによるプラ

ウでの土壌反転を取り入れ、乾きやすいほ場への土づくりを実施。
明渠をしっかり切ったほ場

〇大型機械を利用した効率化とともに、播種作業を耕起・施肥・播種・除草剤散布を同時に行うなど、個別

工程の効率化を進めることで、10aあたりの作業時間を2.1時間（県平均4.0時間）に効率化。



９．北陸地域の麦作経営優良事例（２）

○株式会社白銀カルチャー （新潟県新潟市）

令和２年度全国麦作共励会 集団の部 日本農業新聞会長賞

○トラクターにGPSガイダンス・車速連動ブロードキャスターを装備し、直進アシスト機能を用いて肥料の重

複散布やムラを抑えた均一な生育を確保。生育調査やほ場ムラのチェックにドローンを活用、営農支援

ツール「アグリノート」を用いた作業記録により簡便な情報管理・共有を実施するなどスマート農業の活

用を進めている。

〇基盤整備による暗渠施工、地下灌漑システム「コップス」、リモート水栓の装備と明渠の組み合わせで高

い排水性を実現し、耕うん同時畦立て播種により省力的でより効果的な排水対策を実施。

○精麦した「はねうまもち」をスーパー、直売所、食品メーカー等に直販し、収益性の向上を実現。

〇「Akihaもち麦プロジェクト」に参画し、地域のレストラン、菓子店、障がい者施設等と連携し、「はねう

まもち」の商品を開発。障がい者施設に対する委託精麦や農作業での雇用など、地域連携や農福連携に努

めている。

栽培・経営上の特徴

10

令和２年産生産状況

作付面積
大麦10.29ha
水稲46.03ha、大豆50.71ha等

品種
はねうまもち(9.49ha)
ゆきはな六条(0.80ha)

単収
(県平均単収)

はね：644kg/10a(366kg/10a)
ゆき：591kg/10a(591kg/10a)

ドローンによる生育調査



16道県1,000筆以上の実態調査の
エビデンスに基づいた指標化

生産者自らがほ場毎に要因を診断

対策技術の処方＆情報提示

ポイントを解説後、
詳しい情報へのポータルとして利用 ほ場の条件にあった適切な栽培技術、情報を提示

○ 農林水産省委託プロジェクト研究「収益力向上のための研究開発（多収阻害要因の診断
法および対策技術の開発）」により得られた成果をもとに、農研機構HP内に掲載。
https://www.naro.affrc.go.jp/project/research_activities/laboratory/carc/134256.html

→
コ
コ
か
ら
マニュアルへ

１０．診断に基づく栽培改善技術導入支援マニュアル

11



生育予測モデル

○ 愛知県・名古屋大学・JAあいち経済連は、発育診断予測モデルに衛星画像や、
メッシュ気象情報などをくみあわせた栽培管理を実証中（H29～R2の4年間）。
ブロックローテーションの中で、稲作と合わせて、麦・大豆作の生育ステージ予測
に基づく追肥診断等を一体的に取り組んでいる。

1kmメッシュ気象情報

×

茎立期、出穂期等の生育ステージを予測

追肥診断 病害虫発生予測

衛星画像（NDVI等）に基づく最適追肥量 メッシュ気象に基づく発病リスク分布

・適期追肥

・適期摘心（大豆）

・最適な水管理

・病害虫の適期防除

・除草体系の実践（大豆）

・適期収穫

【効果】精度の高い生育ステージ予測ができており、栽培指導の役に立っている。

（JAあいち経済連から聴き取り）

愛知県・JAあいち経済連・名古屋大学

営農指導

普及指導員・営農指導員 生産者

・品質向上・収量向上

・省力・低コスト化の実現

・農家手取りの向上

適
期
作
業

１１．発育診断予測モデルの事例
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○ 高度120mから空撮し、画像をSkymatiX
社のサービス「いろはmapper」にアップ。本サー
ビスによりクラウド上で画像と地図がリンク。オン
ラインマップ上に並んだ画像をクリックすると高解
像度のほ場画像が表示される。市職員がパソ
コン上で画像を見て、作付確認を実施。自治
体が管理する農地GISとの連携も可能。

○ オペレーターを派遣し、ドローンを活用した効率
的な撮影オペレーションを実施。また、人口集
中地区や高速道路周辺は従来通り人が確認
を実施し、安全性に考慮。

導入メリット

取組概要

＜目的＞多大な時間と労力を要している作付確認の省力化。

※作付確認：国の経営所得安定対策等交付金の支払いのために行う現地確認作業。
生産者が計画した作物が作付されているかを確認する。

導入経緯
実施時期 2019年6月

確認面積 1200ha

使用機体 Wingtra（スイス製のVTOL固定翼ドローン）

パソコン上で画像を確認

・確認ほ場に立札を設置
・調査体制/ルートの確認

・クラウド上で画像を
時系列で保存/管理

・画像=証憑にて再調査なし

・車を走らせ1週間かけて
延べ180人が作付状況を
現場で目視確認

・飛行場所を自治体から
撮影委託者に連絡

従
来

新
た
な
取
組

事前準備 調査・確認 報告

・(確認結果をPCへ手入力)
・農家との理解相違⇄再調査

再
調
査

紙
or

タブレット

・1週間で延べ16人が撮影・確認
・作付状況をPC上で確認

○ 従来2週間で180人を動員していたが、ドローンの導入により9割の人員を削減できた。

○ 「いろはmapper」の地図上に撮影画像が随時リンクされるため、進捗管理を明瞭に行うことができた。

○ 画像が保存・管理されているため、認識相違による再調査が発生しなくなった。

１２．ドローンを用いた作付確認の事例

○ 新潟市でドローンによる作付確認を実運用、作業労力・時間を大幅短縮。

株式会社スカイマティクス
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