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○ 過剰作付け是正に向けた取組のチェックポイント

18年産の大幅な過剰作付けの状況が19年産も継続すれば、米価の大幅な下落により、農業経営に大
きな影響が出るおそれがあります。この状況を是正し、需給と価格の安定を図るためには、米からの
作付転換を積極的に進める必要があります。
このため、下記のチェックポイントにより地域を指導し、適正生産に誘導しましょう。

チェックポイント

① 適正な農業者配分の実施が適正生産の基本。農業者配分の適正な実施を
確認。

① 適正な農業者配分の実施が適正生産の基本。農業者配分の適正な実施を
確認。

② 地域農業の構造改革を促進するため、国の支援策は担い手に重点化。担
い手支援策の周知は徹底されているか、それを活用した、米生産の担い手
への集積が促進されているか確認。

② 地域農業の構造改革を促進するため、国の支援策は担い手に重点化。担
い手支援策の周知は徹底されているか、それを活用した、米生産の担い手
への集積が促進されているか確認。

③ ビジョンが地域農業の将来の設計図。ビジョンの点検・見直しが適正に
行われているか、特に米の将来目標を根拠なく増加させていないか、産地
づくり交付金は工夫のない使われ方をされていないか確認。

③ ビジョンが地域農業の将来の設計図。ビジョンの点検・見直しが適正に
行われているか、特に米の将来目標を根拠なく増加させていないか、産地
づくり交付金は工夫のない使われ方をされていないか確認。

④ 地域水田農業の将来を考えれば、現在、生産調整に参加していない大規模
農業者も重要な担い手。生産調整非参加者に対する積極的な働きかけがなさ
れているか確認。

④ 地域水田農業の将来を考えれば、現在、生産調整に参加していない大規模
農業者も重要な担い手。生産調整非参加者に対する積極的な働きかけがなさ
れているか確認。

１
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① 適正な農業者配分の実施が適正生産の基本。農業者配分の適正な実施を確認。

ア 生産調整方針作成者が農業者に配分する準備は完了したか。ア 生産調整方針作成者が農業者に配分する準備は完了したか。

○ 地域協議会における配分の一般ルールの設定は終わったか。
○ 市町村の支援の下で、ＪＡ等生産調整方針作成者の配分準備は完了したか。

イ 地域協議会による方針作成者ごとの需要量に関する情報の設定及び生産調整非参加者分の需要
量に関する情報の勘案は適正に行われたか。

イ 地域協議会による方針作成者ごとの需要量に関する情報の設定及び生産調整非参加者分の需要
量に関する情報の勘案は適正に行われたか。

○ 前年より増加した地域協議会において、その増加分を担い手への加算や非参加者の取り込み等に有効に活用しているか。
○ 非参加者の需要量に関する情報の勘案は、不当に少なく見積もられているようなことはないか（18年産の当該農業者の配
分数量がベースとなっているか）。
特に、生引きを受けるなどにより前年よりも大幅に減少した地域協議会において、非参加者分にのみ減少分を反映させて
いるようなことはないか。

ウ 非参加者の需給調整への参加を誘導するため、地域協議会による情報提供は行われているか。ウ 非参加者の需給調整への参加を誘導するため、地域協議会による情報提供は行われているか。

○ 地域協議会において、非参加者分の需要量に関する情報を算定し、当該情報を非参加者に情報提供しているか。
また、当該情報に基づく取組を実施すれば、生産調整メリット措置である産地づくり対策や品目横断的対策はもちろんの
こと、金融、税制等の手厚い担い手支援策が受けられることを周知徹底しているか。

エ 配分ルートを活用し、方針作成者から米の販売に関する情報、実需者からの評価・要望などが
農業者に的確に伝達されているか。

エ 配分ルートを活用し、方針作成者から米の販売に関する情報、実需者からの評価・要望などが
農業者に的確に伝達されているか。

○ 当年産の実需者の評価やどの銘柄米がいくらで売れたかを分析した上で、翌年産の生産方針を決定することは、農産物生
産の基本であることから、販売担当者である方針作成者からこれらの情報が適切に伝わっているか（需給調整の必要性につ
いても、米の需要が減少している中で、販売がどれぐらい難しいかを農業者に理解してもらうことが必須）。

２
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② 地域農業の構造改革を促進するため、国の支援策は担い手に重点化。担い手支援策の周知は
徹底されているか、それを活用した、米生産の担い手への集積が促進されているか確認。

ア 品目横断対策のみならず金融、税制等の担い手への手厚い支援策は現場に周知されているか。ア 品目横断対策のみならず金融、税制等の担い手への手厚い支援策は現場に周知されているか。

○ 品目横断対策のみならず、スーパーＬ資金、近代化資金の無利子化、無担保・無保証によるクイック融資など、経営全般に
わたる手厚い支援策が周知されているか。

○ 現行稲得、担経よりも有利な品目横断ナラシの周知は徹底されているか。

イ 品目横断対策の対象者は、米を含めた経営体となるよう（集落営農については米を含めた経理
の一元化を行うよう）誘導され、品目横断ナラシへの加入促進が行われているか。

イ 品目横断対策の対象者は、米を含めた経営体となるよう（集落営農については米を含めた経理
の一元化を行うよう）誘導され、品目横断ナラシへの加入促進が行われているか。

○ 品目横断対策の対象者は単なる転作組合ではなく、将来にわたって地域農業を支える担い手に育成する必要があることから、
米を含めた経営体となるよう（集落営農については米を含めた経理の一元化を行うよう）誘導されているか。

○ その際、方針作成者からの生産数量目標の配分についても、品目横断対策の対象者を一経営体とみなし、一括で配分が行われ
るようにされているか（品目横断対策のナラシ対策に加入する組織については、一括で当該組織に対して配分が行われないと
ナラシの助成金を受けられない）。

○ 特に、非参加者に対する周知と加入（生産調整の実施）の働きかけが行われているか。

ウ 行政の需要量情報の算定にあたり大規模農業者への配慮要素を加味された地域協議会において
は、その数量が有効に活用されているか。

ウ 行政の需要量情報の算定にあたり大規模農業者への配慮要素を加味された地域協議会において
は、その数量が有効に活用されているか。

○ 需要量情報の算定にあたり大規模農業者に配慮され増加した地域において、その折角の増加した配慮分が単に一律的に配分
されるようなことなく、担い手への集積等に資するよう活用されているか。

３
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③ ビジョンが地域農業の将来の設計図。ビジョンの点検・見直しが適切に行われているか、特に米
の将来目標を根拠なく増加させていないか、産地づくり交付金は工夫のない使われ方をされていな
いか確認。

ア 地域協議会において、地域の全ての方針作成者が実質的に議論に参画して、適切にビジョンの
点検・見直しが行われているか。

ア 地域協議会において、地域の全ての方針作成者が実質的に議論に参画して、適切にビジョンの
点検・見直しが行われているか。

○ 地域協議会におけるビジョンの点検・見直しについては、
・ 地域の全ての方針作成者が実質的に議論に参画して行われているか（方針作成者の意見は反映されているか）。
・ その議論は透明・客観性の確保のため公開されているか。

イ 特に、ビジョンの米の中長期の生産目標は、需要の根拠なく増加するように設定されていない
か。

イ 特に、ビジョンの米の中長期の生産目標は、需要の根拠なく増加するように設定されていない
か。

○ 地域の生産構造の改革のスピードを緩めるばかりではなく、地域の農業者を幻惑させ意識改革を遅らせてしまう、根拠のない
米の中長期の生産目標の増加設定を行っているビジョンはないか。

○ 米以外の作物の本作化による複合経営の確立が進められているか。
○ 加工用米の取組や輸出の促進による需要の拡大に挑戦しているか。

ウ 産地づくり交付金は、農業構造改革の促進に資する創意工夫あるメニューが設定されているか。ウ 産地づくり交付金は、農業構造改革の促進に資する創意工夫あるメニューが設定されているか。

○ 米政策改革開始から４年目を迎えてもなお、単に麦・大豆等の作付に支払うような転作奨励金的にしか使われていない地域
協議会はないか。

○ ガイドラインに示された担い手への重点化のメニュー（助成単価の上乗せ、農地の集積・作業の受委託への助成、生産の組
織化・法人化に対する助成等）が設定されているか。

４
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④ 地域水田農業の将来を考えれば、現在、生産調整に参加していない大規模農業者も重要な担い
手。生産調整非参加者に対する積極的な働きかけがなされているか確認。

ア 生産調整非参加者に対する説明は、地域協議会において適切に行われているか。ア 生産調整非参加者に対する説明は、地域協議会において適切に行われているか。

○ 地域農業の将来の重要な担い手である生産調整非参加者に対して、地域協議会による
・ 当該地域のビジョンや非参加者分の需要量に関する情報、配分の一般ルール
・ 品目横断対策や金融、税制等担い手に対する手厚い支援策
等の情報提供や周知徹底は図られているか。
○ 生産調整方針を作成すれば、地域協議会の議論に参画でき、自分の意見がビジョン等の地域協議会の方針に反映できる可能性
があることが理解されているか。

イ 非参加者への数量配分の配慮、産地づくり対策の活用による非参加者への生産調整の集約、耕
畜連携水田活用対策の活用等、非参加者の誘導に向けて様々な工夫がなされているか。

イ 非参加者への数量配分の配慮、産地づくり対策の活用による非参加者への生産調整の集約、耕
畜連携水田活用対策の活用等、非参加者の誘導に向けて様々な工夫がなされているか。

○ 非参加者の参加への誘導に向けて、
・ 産地づくり交付金は参加者が多めに麦・大豆等に取り組むことでがっちり活用することとし、その分の数量目標を非参加者
に割り当てて参加しやすくする。
・ 新需給調整システム定着交付金については、加工用米等の非参加者が取り組みやすい使途を検討する。また、20年度の都道
府県別配分は19年度の生産調整によって左右されることを十分に念頭に置いて取組を進める。
・ 稲構交付金の配慮分の20年度の都道府県別配分は、19年度の生産調整の取組状況を踏まえて算定されることを十分に念頭

において取組を進める。

・ 耕畜連携水田活用対策は地域協議会において生産調整実施要件をかけないことも可能であることから、非参加者を参加へ向
けさせるきっかけとして活用する。
・ 加工用米や消費純増策を活用するなどの様々な工夫がなされているか。
○ 非参加者を誘導していくに当たって、産地づくり交付金本体のみで措置すれば、今までの参加者の産地づくり交付金の単価が
下がることから、新規の参加に消極的な場合は、新システム定着交付金、稲構交付金の活用は検討されているか。（稲構交付金
は、残余金が発生したとしても、翌年度への繰り越しはできないことに留意。）

５
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（参考）

過剰作付けの解消に向けた各種支援策の有効活用について

○ 過剰作付けの解消に向けたポイントは、生産調整非参加者の取込みにあります。
○ 非参加者に対しては、品目横断的経営安定対策への加入促進とあわせ、生産調整の実施によって得
られる支援が如何に充実しているかを周知徹底して下さい。
○ 産地づくり交付金、稲構交付金の使い方は、地域協議会が策定する「産地づくり計画書」に委ねら
れていますが、ただ単に助成金を交付するのではなく、過剰作付けの解消に結びつくよう、関係者
の英知の結集をお願いします。
○ その他の国の支援措置、県や市町村単独の事業についても、工夫をお願いします。

品目横断的経営安定対策、担い手の育成について品目横断的経営安定対策、担い手の育成について

○ まずは、担い手の育成、担い手への農地集積を通じた生産調整を促進しましょう。

・ 品目横断的経営安定対策の導入とあわせ、担い手の育成や担い手への農地の集積を通じた生産調整の実施に
取り組みましょう。その際、稲構交付金の担い手集積加算を活用するほか、地域の実情に応じて、担い手の育
成に資するように産地づくり交付金の使途を工夫、稲構交付金から産地づくり交付金への融通の検討をお願い
します。
・ また、品目横断的経営安定対策の加入者が規模拡大水田で新たに転作（麦、大豆）を行う場合には、担い手
経営革新促進事業（過去の実績がない場合に対する支援）の対象となり得るので、非参加者に対しても周知を
お願いします。

６
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産地づくり交付金について産地づくり交付金について

○ 地域の実情を踏まえ、産地づくり交付金の使途を徹底的に工夫しましょう。
○ システム定着交付金は、非参加者の取り込みのための活用も視野に入れて検討しましょう。

このシステム定着交付金は、19年産の生産調整の取組を踏まえて、20年度の道府県別配分を見直す
こととしています。

・ 産地づくり交付金は、単に麦・大豆に支払うような転作奨励金的な活用方法に止まらず、地域の実情にあった
作物への交付、担い手への重点活用、農地の流動化、作業受委託への支援等、とことん工夫することにより、担
い手への農地集積や非参加者の生産調整への取込みを念頭に置いた助成を検討して下さい。

・ システム定着交付金については、単純に産地づくり交付金に融通するのではなく、加工用米等の非参加者が取
り組みやすい使途を検討することも重要です。

・ また、20年度のシステム定着交付金の道府県別配分は、19年度の生産調整の取組で左右されることも十分念頭
において検討して下さい。

耕畜連携水田活用対策について耕畜連携水田活用対策について

○ 耕畜連携水田活用対策は、非参加者の取り込みにも活用。

・ 耕畜連携水田活用対策は、地域の判断で生産調整実施者要件をかけないこともできますが、非参加者を生産調
整実施に向けさせるきっかけとして活用することができることも十分念頭において検討して下さい。

７
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稲構交付金について稲構交付金について

○ 品目横断的経営安定対策に加入できなくても、生産調整に協力すれば、稲構交付金により減収を補
てんします。
○ 配慮分については、19年産の生産調整の取り組み状況を踏まえて、20年度の道府県別配分を見直
します。

・ 非参加者で品目横断的経営安定対策の加入要件を満たさない農業者に対しては、まず、集落営農や規模拡大
等を通じた品目横断的経営安定対策への加入と併せた生産調整への取込みが重要です。
・ それが困難であれば、生産調整を実施することによって、生産者拠出なしで稲構交付金を受給でき、米価が
下落した際に最高で○○○円／10a（国の積算単価 4,000円／10a）、さらに品目横断的経営安定対策加入者に
水稲作付け農地を集積すれば補てんが加算され、最高で○○○円／10a（同じく3,000円／10a）の補てんを受け
ることができることをしっかり説明して下さい。
（注１）補てん単価は地域協議会が決定します（産地づくり交付金への財源の一部融通など地域協議会によって運用が異なりますので、国の積算単価と

同じ単価になるとは限りません）。
（注２）稲構交付金は、品目横断的経営安定対策（収入減少影響緩和対策）の補てん水準（減収の９割）以下の補てんしかなされず、21年度までの時限

措置であること、担い手の育成・増加を見込んで事業規模が毎年漸減することを踏まえれば、品目横断的経営安定対策の方がメリットが大きいこ
ととなります。

・ 非参加者の取込みによって生じる補てんの財源は、配慮分として各道府県に配分されています。19年度予算
においては一般部分と同じシェアで各道府県に配分しましたが、20年度からは生産調整の取り組み状況を踏ま
えて配分を行うこととしています。

８
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４ 過剰作付けの是正に向けた取組 ① 需給調整の実効性確保に向けた重点推進

米と麦・大豆・野菜等米以外の作
物を組み合わせた複合化による農
業経営の安定化を目指す。

米と麦・大豆・野菜等米以外の作
物を組み合わせた複合化による農
業経営の安定化を目指す。

産地銘柄の需要動向に応じた米の需給
調整にきっちりと取り組んだ上で、

水稲の生産を維持する方針であれ
ば、加工用や原料用などの実需者
ニーズに応じた新たな主食用以外の
需要拡大などに取り組む。

水稲の生産を維持する方針であれ
ば、加工用や原料用などの実需者
ニーズに応じた新たな主食用以外の
需要拡大などに取り組む。

米の需要の減少傾向が継続する状況にあっては、生産現場においては、産地銘柄の需要動向に応じた
米の需給調整にきっちりと取り組んだ上で、
① 米と米以外の作物を組み合わせた複合化による農業経営の安定化を目指す
② 水稲の生産を維持する方針であれば、加工用や原料用などの実需者ニーズに応じた新たな主食用以
外の需要拡大などに取り組む
等の対応が必要。

産地の対応方向

それでも、水稲の生産を維持しながら地域水田農業の取組を進めるとするならば･･･

９
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４ 過剰作付けの是正に向けた取組 ① 需給調整の実効性確保に向けた重点推進

平成18年産米の都道府県別の生産確定数量に対
する生産調整の取組状況について

（参考）

１８年産米
主食用等水稲
平年生産量

③＝②－①
配分基準単収
が要因となった
生産過剰分

配分基準単収
の要因を除い
た生産調整の
取組状況

① ② ④ ③－④

ﾄﾝ ﾄﾝ ﾄﾝ ﾄﾝ ﾄﾝ

全国 8,330,983 8,755,440 424,457 59,394 365,063 全国
北海道 594,713 595,295 582 2,406 ▲ 1,824 北海道
青森 282,750 299,351 16,601 1,978 14,623 青森
岩手 305,324 313,856 8,533 7,451 1,081 岩手
宮城 403,964 408,953 4,989 596 4,393 宮城
秋田 497,324 526,485 29,161 0 29,161 秋田
山形 398,936 414,500 15,564 7,906 7,658 山形
福島 373,982 438,876 64,895 366 64,528 福島
茨城 357,162 399,129 41,967 0 41,967 茨城
栃木 333,911 353,247 19,335 2,074 17,261 栃木
群馬 85,290 93,207 7,917 0 7,917 群馬
埼玉 159,950 183,064 23,114 489 22,624 埼玉
千葉 254,257 330,931 76,675 0 76,675 千葉
東京 980 769 ▲ 211 0 ▲ 211 東京
神奈川 15,040 15,715 675 65 610 神奈川
新潟 589,344 620,258 30,913 6,035 24,878 新潟
富山 210,910 210,686 ▲ 224 1,966 ▲ 2,190 富山
石川 133,044 134,919 1,876 1,903 ▲ 28 石川
福井 139,555 141,901 2,347 3,029 ▲ 682 福井
山梨 29,300 30,145 845 888 ▲ 43 山梨
長野 208,924 222,714 13,790 1,051 12,739 長野
岐阜 124,100 124,807 707 721 ▲ 14 岐阜
静岡 87,840 95,857 8,017 401 7,617 静岡
愛知 144,000 160,227 16,227 979 15,248 愛知
三重 154,766 158,332 3,566 1,018 2,548 三重
滋賀 177,824 176,732 ▲ 1,092 855 ▲ 1,947 滋賀
京都 81,609 81,928 318 365 ▲ 47 京都
大阪 27,898 30,776 2,878 516 2,362 大阪
兵庫 194,429 195,777 1,348 1,652 ▲ 304 兵庫
奈良 44,090 49,754 5,664 219 5,445 奈良
和歌山 37,270 39,152 1,882 0 1,882 和歌山
鳥取 74,950 74,935 ▲ 15 1,230 ▲ 1,245 鳥取
島根 99,978 101,701 1,723 1,734 ▲ 11 島根
岡山 171,780 182,386 10,606 522 10,085 岡山
広島 140,977 138,405 ▲ 2,572 1,240 ▲ 3,812 広島
山口 123,760 123,148 ▲ 612 0 ▲ 612 山口
徳島 62,062 66,796 4,734 0 4,734 徳島
香川 78,490 76,189 ▲ 2,301 13 ▲ 2,314 香川
愛媛 80,840 79,638 ▲ 1,202 653 ▲ 1,855 愛媛
高知 51,121 63,768 12,647 967 11,681 高知
福岡 201,250 203,104 1,854 1,369 485 福岡
佐賀 153,190 153,349 159 1,936 ▲ 1,777 佐賀
長崎 67,610 69,448 1,838 210 1,628 長崎
熊本 210,340 212,848 2,508 2,293 214 熊本
大分 131,150 131,380 230 611 ▲ 381 大分
宮崎 106,400 105,323 ▲ 1,077 996 ▲ 2,074 宮崎
鹿児島 125,240 122,462 ▲ 2,778 689 ▲ 3,467 鹿児島
沖縄 3,360 3,217 ▲ 143 0 ▲ 143 沖縄

都道府
県名

都道府
県名

１８年産米
生産確定数量

（注）整数表示（小数点以下の数値の関係）により計算の値が一致していない場合がある。
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４ 過剰作付けの是正に向けた取組 ③ 重点推進６県の取組方針

重点取組県における取組方針の概要

平成１９年２月取りまとめ
総合食料局

過剰作付の解消に向けた重点取組
秋田農政事務所

・ 平成 年産米主食用等平年生産量は、 ， ㌧で、18 528 139
平成 年産米の需要量に関する情報に対し、 ， ㌧19 28 859

県段階の過剰生産の （ ， ｈａ）の過剰生産となっている。5 035
分析 ・ また、市町村別をみても２５市町村のうち、１８市町村

が過剰生産となっているが、大潟村と能代市の２市村で約

９割を占めている。

・ 秋田県、ＪＡ秋田県中央会及び秋田農政事務所が一体と

なって、過剰作付解消の取組を促す。

県段階の取組方針 ・ 生産調整実施者への支援措置の周知及び重点市町村（大

潟村、能代市）と意見交換を行い、地域協議会での品目横

断的経営安定対策への加入促進と併せて、生産調整への参

加を促進する。

具体的には、

・ ネギ、ほうれん草、アスパラ等重点作物への誘導。

・ 大豆の作付けと高品質化への誘導。

県内１８市町村が過剰作付にある中で、最も多いのは、大

重点市町村の選定 潟村（７８％ 、次いで能代市（９％）となっており、全体）

の約９割を占めていることから、２市村を選定。

・ 能代市の 年産の配分対象農家戸数 ， 戸に対し水18 3 882
1 342 34 6稲生産実施計画書未提出農家戸数は 戸である(， ．

重点市町村の過剰作 ％ 。未提出農家の総面積は約 ｈａで、その内４ｈ） 1. 145
付の分析 ａ以上の農家は 戸（約 ｈａ ％）であり、補79 452 39. 5
（ ） 。 、分析資料を参照 助 金に頼らない独自の経営をしている農家である 一 方

４ｈａ未満の農家 戸 （約 ｈａ ％）は小規1. 263 693 60. 5
模農家。

・ 大潟村の 年産の配分対象農家戸数 戸( ｈ18 544 9. 430
ａ） に対し水稲生産実施計画書未提出農家戸数は 戸で312
ある （ ｈａ ％面積比)。これら農家は全て４ｈ6. 710 57. 3
ａ以 上であり、補助金に頼らない独自の経営をしており

販売力 のある経営者が多く、生産調整に対する拒否反応が

強い。

また、これまでの取組では生産調整への参加の意思を示

していない。

・ 大潟村、能代市の地域協議会として過剰作付解消に向け

た創意工夫を重ねた取組を促す。

重点市町村段階の取 ・ リストアップされた非協力者に対する担い手及び生産調

組方針 整実施者への支援措置等のパンフレットを作成し、個別説

明の実施。

・ 集落座談会等の場を活用して国の支援措置を生産者に周

知。
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４ 過剰作付けの是正に向けた取組 ③ 重点推進６県の取組方針

過剰作付の解消に向けた重点取組
関東農政局(埼玉）

平成 年産米は、 の作況であっても生産確定数量との18 94
比較で ㌧の過剰生産であった。仮に作況が であ12, 300 100

県段階の過剰生産の れば ㌧の過剰生産となり、面積換算で を超23, 100 4, 000ha
分析 える作付けオーバーとなっている状況である。また、市町村

別に見ても、 市町村のうち、 の市町村が過剰生産とな71 40
っている。

その背景としては、米の大消費地に隣接し農業者は作れば

全て売れる状況にあり、需給調整の重要性についての意識が

薄い。

・ 地域協議会、 及び市町村担当者を集めた会議等におJA
いて過剰作付解消に向けた取組の重要性を周知。

県段階の取組方針 ・ 品目横断的経営安定対策の米・麦・大豆の加入促進と連

携した取組による未実施者の取込み。

・ 重点市町村の部長級幹部及び協議会担当者との意見交換

・ 過剰作付解消に向けたパンフレットを作成し、集荷円滑

化対策パンフレットとセットにして、全農家に配布。

県内の半数以上の市町村が過剰作付にある中で、 年産19
の需要量情報の算定要素に米政策改革を入れたことにより、

重点市町村の選定 前年産の需要量から特に増加した４市（羽生市・行田市・熊

谷市・深谷市）を選定。

また、埼玉県中央会において前年より 以上の過剰作50ha
付にある の中から重点 を選定中。JA JA

・ 上記の４市では、 年産米が過剰作付にあるにもかか18
わらず、 － の需要量が ㌧以上増加している。18 19 150

JA 200ha重点市町村の過剰作 ・ 埼玉県中央会において、 を過剰作付面積別に

付の分析 以上、 ～ 、 ～ 、 以下に区分けし、100 200ha 50 100ha 50ha
地域ごとに分析中。

・ 地域協議会において、４ 以上の作付者で、需給調整ha
非協力者のリストを作成し、計画生産の徹底を農業者に働

重点市町村段階の取 きかける。

組方針 ・ 集落座談会等の場を活用し、過剰作付解消の取組への協

力を要請。

・ 品目横断的経営安定対策の加入促進と連携した取組。

過剰作付の解消に向けた重点取組
茨城農政事務所

① １８年産米主食用等平年生産量は、３９９，１２９トン

， （ ， ）で 生産確定数量に対し４１ ９６７トン ８ ０７１ha

県段階の過剰生産の の生産過剰。

分析 ② 要因としては、ア 都市近郊のため流通業者が多く作

れば売れる。イ 湿田のため転作作物が見当たらない。ウ

系統集荷率が生産量の３割を切っている。

① 市町村別の過剰生産状況の把握

② 生産調整未実施者リストの整備・未実施者に対する実施

県段階の取組方針 の働きかけの指導・支援

③ 担い手支援協議会等との連携による米ナラシ対策の周知

及び加入促進の指導・支援

④ 産地づくり交付金、稲構、水田農業ビジョンの周知指導

１８年産米の過剰生産１，０００トン以上の市町村１７市

重点市町村の選定 町を選定。

大都市近郊のため流通業者が多く作れば売れる。また、湿

重点市町村の過剰作 田のため良品質の麦・大豆の生産が困難で、米に変わる転作

付の分析 作物が見当たらない。独自販売ルートを持っている農業者も

多く、系統の集荷率が生産量の３割をきっている。

① 生産調整未実施者リストの整備・未実施者に対する実施

の働きかけ。

重点市町村段階の取 生産調整未実施の大規模生産者との意見交換会の実施

組方針 （２月～３月）

② 麦・大豆生産者で品目横断的経営安定対策非加入者の動

向把握。

③ 米ナラシ対策の（メリット）の周知・加入促進。

④ 産地づくり交付金の周知・稲構・担い手経営革新促進事

業・水田農業ビジョンの周知及び転作作物の周知。

⑤ 加工用米・飼料米・飼料用作物等の推進。
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４ 過剰作付けの是正に向けた取組 ③ 重点推進６県の取組方針

過剰作付の解消に向けた重点取組
千葉農政事務所

・１９年産米の需要に関する情報を１８年産米の作付実績で

62000 12000比較すると 約 トンの過剰生産 面積ベースで約、 、

県段階の過剰生産の ヘクタールの過剰作付（４３／５５市町村）となる。

分析 ・原因は多々考えられるが、湿田が多く転作（畑地化）が困

難な地域もあるが、転作が可能な地域においても水稲生産と

同程度の経営所得を確保することが難しい面も抱えている。

・１６年産からの「産地づくり」も地域段階では定着してい

ないため、交付金の減額が復田に結びつく状況。

県段階の取組方針 ついては、現在の産地づくり実施面積の維持を最優先し、

加えて、需給システム定着交付金を活用し、水稲による飼料

生産を推進し生産調整の拡大を図る。

・系統以外への出荷や自ら販売を行なうウエイトが高い、大

規模農業者等と農政事務所が主体なって意見交換を行ない需

給調整等への理解と協力を要請する。

・農業者団体（ＪＡ中央会）の取組み方針は現在検討を進め

ており２月上旬には方針を決定する予定。

・需給システム定着交付金の活用に伴う飼料用生産を行なう

モデル的な市町村を選定する方向で検討中。

重点市町村の選定 ・重点市町村の選定については、ＪＡ中央会の取組み方針等

も踏まえ、県・ＪＡ中央会とも統一した取組みが行えるよう

１月末を目処に選定することで検討していく。

重点市町村の過剰作 千葉県は、水稲作付のある５５市町村の内、１千トン以上の

付の分析 過剰生産が見込まれるのは、１７市町村である。

大幅な過剰の市町村は米生産量は多いが、商系及び旧計画外

の取扱業者の集荷競争が激しいため、ＪＡの出荷率が低く、

農業者への影響力が低下している。

重点市町村段階の取 過剰生産を抑制するためには、ＪＡ以外の出荷取扱業者等と

組方針 取引を行なっている、農業者の理解と協力が重要となってい

る。この状況を踏まえ、大規模生産者等との意見交換など市

町村と取組みを強化する方向。

過剰作付の解消に向けた重点取組
福島農政事務所

県段階の過剰生産の 本県は、平成 年度から生産調整が未達となり、依頼、年々達成率が減10

、 、分析 少し 米政策改革がスタートした平成 年度からも過剰作付は年々拡大し16

千平成 年産米では、生産確定目標数量の 千㌧に対し、生産量が18 374 439
㌧と 千㌧が過剰生産となった。65

その要因としては、米以外の大豆、麦、その他土地利用型作物への転換が

、 、なかなか拡大しなかったことと 担い手への農地集積が遅れていることから

本県の水田構造改革が進んでいないことが上げられる。

また、園芸作物については、既存産地の生産基盤の脆弱化等による作付面

積の減少と新規の園芸作物導入の遅れにより、過度の稲作に依存した農業生

産構造からの転換が進んでいない。

さらに、流通面においても、県内外卸売業者等から本県産米の品質評価が

高く、平成 年からの米政策改革のスタートに合わせ多様な流通ルートが16

浸透 「作れば売れる」という仕組みが拡大、結果として本県の在庫が発生、

しない状況となっている。

また、流通ルートの多様化は、 の集荷率低下を招き、 への未結集農JA JA

業者に対する生産調整推進にも支障をきたしている実態にある。

県段階の取組方針 県は 「水田農業改革アクションプログラム」を策定して、米に替わる作、

物による水田の利活用を図る取組を強化している。

年産米の需要量に関する算定結果が、 年産米の確定数量より増加し19 18

ている市町村にあっては、 年産米の作付実績を上回らないよう指導する計18

画。

福島中央会は、本省の講師による農業と食品産業の連携についての研修会

( )を開催し、今後の取組について確認した。12/ 12

翌 日の全組合長会議において、農家の手取り向上に向けた、米に替わ13

る園芸・畜産の振興を確認した。

計画生産のための「取組行動計画」を策定し、１月 日の理事会の承認30

を得ている。

重点市町村の選定 県内 市町村のうち、 市町村において過剰作付の状況となっているこ60 41

とから、福島県としては、特に重点市町村を設定せず、福島県全域を重点市

町村として対応する方針

ただし、市町村別過剰作付状況の精査、分析は実施する。

重点市町村の過剰作 特に過剰作付が多い地域は、中通りの県中・県南地域及び浜通りのいわき

付の分析 市、会津地域では喜多方市を中心とした平坦部となっている。

当該地域においては、買取業者等の活動が活発であることから、 へのJA
JA JA JA集荷率が低下しており の農業者に対する影響力も低下 は生産者の、 、

離れを恐れ、各生産者に対し、強い指導をできない状況となっている。

重点市町村段階の取 県農林事務所（７カ所）に設置した「地方水田農業改革推進本部」と一体

組方針 となり、市町村、 等方針作成者、農政事務所地域課等関係機関・団体がJA

連携し、地域の取り組みを強化する。

生産調整非実施者に対し、新たな制度・支援策について周知を図る。
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４ 過剰作付けの是正に向けた取組 ③ 重点推進６県の取組方針

過剰作付の解消に向けた重点取組
No.1新潟農政事務所

県段階の過剰生産 作 ① 過剰生産量は配分基準単収換算で約 ｔ程度と試算。（ 25,000

付）の分析 ② 県内の未実施者は、県協議会において１７年産米水稲生産

実施計画書、アンケート調査により約３ ０００人程度と,

推計（１８年、１９年産米においても大勢は変わらず 。）

③ 背景として、過剰作付の大半は、平坦地域の湿田地帯に集

中しており、未実施者は、固定化。

県段階の取組方針 ① １９年２月～３月を県協議会、県地域協議会（県出先機関

単位 、地域協議会による「水田農業ビジョンの高度化等）

」 、 。に関する推進強化月間 と設定し その一環としての取組

・ 市町村地域協議会別ヒアリング

１０会場（６３協議会を実施）

・ 全農業者への啓発チラシ等の発行 など

② にいがたシステム（県段階における新需給システム）の

。具体策（市町村段階の取組方針）の定着

重点市町村の選定 １９年産米需要量情報から生産数量を削減された６市町村を

選定。

重点市町村の過剰作 ① 過剰作付面積は、県段階と同様に重点市町ごと算出。

付の分析 ② 方針不参加者（未実施者）については、方針作成者別生産

数量目標を算定する際に特定。

③ 重点市町村の特徴

【Ａ 町】 比較的規模の大きい農家等による過剰作付け。

とも補償制度のあった時代は、制度を活用して達

成を図っていた。

【Ｂ 市】 旧Ｍ町などでの過剰作付け。潟の干拓時代からの

歴史的な経過あり。

【Ｃ 市】 すべての旧町村において過剰作付け。以前から、

生産資材や農機具代金をコメ代金で精算する体質

あり。

No.2

重点市町村の過剰作 【Ｄ 市】 旧Ｇ市、電鉄沿線（旧Ｈ村・旧Ｉ村・旧Ｊ村

付の分析 ・旧Ｋ市）などでの過剰作付け。

旧Ｌ市は、潟の干拓時代からの歴史的な経過あ

り。他は、食管制度時代から流通業者等による

コメ集荷が背景にある。

【Ｅ町・Ｆ市】 食管制度時代から流通業者等によるコメ集荷

が背景にある。

市町村段階の取組方 ① １９年２月に全地域協議会において、的確な需給調整推進

針 について集落別指導。

重点市町村を含む ② 地域協議会は方針作成者と連携し、全農業者へいずれかの（ ）

方針参加（自ら作成を含む）を働きかけ。

③ また、方針不参加者に対しては、当該農業者の需要量（水

稲生産実施計画書等を送付）を情報提供し、品目横断的対

策に係る担い手への支援策、支援対策等を周知し、生産調

整の参加を粘り強く推進。
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４ 過剰作付けの是正に向けた取組 ④ 農業者団体の計画生産周知徹底チラシ

配分に基づく適正な生産を
徹底しましょう！

１９年産米が引き続き過剰作付けとなれば、
米の値段が大幅に下落することとなります！

１９年産米が引き続き過剰作付けとなれば、
米の値段が大幅に下落することとなります！

米の需要量は減少傾向が続いています。米の需要量は減少傾向が続いています。

(単位：千トン）

年 ｘ
8/9 1 9,438

9/10 2 9,129

10/11 3 9,073

11/12 4 8,859

12/13 5 9,115

13/14 6 8,721

14/15 7 8,947

15/16 8 8,616

16/17 9 8,654

17/18 10 8,508

18/19 11 8,436

19/20 12 8,350

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

18/19年 8,436

19/20年 8,350

注１：17/18年とは、17年７月から18年６月までの期間を示す。
注２：18/19年及び19/20年は需要実績に基づく推計した需要見通し。
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▲2.2kg/年 ▲1.3kg/年 ▲0.8kg/年 ▲0.6kg/年
（昭和40年代） （昭和50年代） （昭和60～平成６年度） （平成７～16年度）（年平均減少量）

 0

61.4

○ 需要実績及び需要見通し ○ 米の消費量の推移（１人１年あたり）

資料：農林水産省「食料需給表」
注：１人当たり供給純食料の値である。

１９年産における削減必要数量

このような状況の中、１８年産は大幅な過剰作付けの状況でした。
１９年産で過剰作付けが是正されなければ大変なこととなります！

このような状況の中、１８年産は大幅な過剰作付けの状況でした。
１９年産で過剰作付けが是正されなければ大変なこととなります！

１８年産主食用等水稲の全国生産量
（作況９６） ８４０万トン

１８年産主食用等水稲の全国生産量
（作況１００の平年ベース）

８７０万トン

１９年産米の需要量に関する情報 ８２８万トン

１９年産における削減必要数量 ４１万トン

（※配分基準単収の要因を除いたもの）

１８年産主食用等水稲の全国生産量
（作況９６） ８４０万トン

１８年産主食用等水稲の全国生産量
（作況１００の平年ベース）

８７０万トン

１９年産米の需要量に関する情報 ８２８万トン

１９年産における削減必要数量 ４１万トン

（※配分基準単収の要因を除いたもの）

１９年産以降も過剰作付け
が続けば、米の値段の
大幅な下落は必至！

購入した種子量は、配分数量に見合った量ですか？
全ての種子量を使用したら過剰生産となりませんか？

購入した種子量は、配分数量に見合った量ですか？
全ての種子量を使用したら過剰生産となりませんか？

米の需給の均衡による農業経営の安定化を図るため、
配分された生産数量目標に基づく生産を徹底しましょう！

１９年度から認定農業者や集落営農組織に対して品目横断的
経営安定対策をはじめ、新しい支援措置が大幅にパワーアッ
プし、担い手となるメリットが格段に増加しました！
これを機に、需給調整に参加した上で、認定農業者あるい

は集落営農に参加し、担い手となりましょう！

１９年度から認定農業者や集落営農組織に対して品目横断的
経営安定対策をはじめ、新しい支援措置が大幅にパワーアッ
プし、担い手となるメリットが格段に増加しました！
これを機に、需給調整に参加した上で、認定農業者あるい

は集落営農に参加し、担い手となりましょう！

７

無利子で資金を融通

スーパーＬ資金、近代化資金の無利子化措置

小口の資金を無担保・無保証人、最短１週間で融通

無担保・無保証によるクイック融資

品目横断的経営安定対策の交付金等を準備金として積み立てた場合、積立分
を必要経費（損金）に算入

税制特例（農業経営基盤強化準備金）

融資で機械・施設等を導入する場合、個別経営体でも自己負担部分を助成

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

集落ぐるみで面的にまとまった農地を利用集積する場合、集積に必要な経費を
支給

担い手農地集積高度化促進事業

基盤整備に係る土地改良負担金の利息の一部を軽減

品目横断的経営安定対策等支援

経営相談、法人化支援、技術指導など、あらゆる担い手向けの支援を一元
的に実施

担い手アクションサポート事業

過去の生産実績がない場合でも、生産活動に必要な経費を支給

担い手経営革新促進事業

１９年度から

スーパーＬ資金（金利：1.45～1.8％ ）
近代化資金（金利：スーパーＬ資金並み）

農業機械等の割増償却

リースによる機械・施設の導入支援

共同による生産・加工施設等の整備支援

担い手への農地の利用集積支援

農地の利用調整支援

担い手の育成のための基盤整備

各関係機関がそれぞれ支援

○金融

○税制

○施設整備等の支援

○農地の利用集積のための支援

○基盤整備に対する支援

○経営相談や研修などの支援

これまで

※ 平成18年12月20日現在

このほかにも、様々な支援措置を用意

７

無利子で資金を融通

スーパーＬ資金、近代化資金の無利子化措置

小口の資金を無担保・無保証人、最短１週間で融通

無担保・無保証によるクイック融資

品目横断的経営安定対策の交付金等を準備金として積み立てた場合、積立分
を必要経費（損金）に算入

税制特例（農業経営基盤強化準備金）

融資で機械・施設等を導入する場合、個別経営体でも自己負担部分を助成

地域担い手経営基盤強化総合対策実験事業

集落ぐるみで面的にまとまった農地を利用集積する場合、集積に必要な経費を
支給

担い手農地集積高度化促進事業

基盤整備に係る土地改良負担金の利息の一部を軽減

品目横断的経営安定対策等支援

経営相談、法人化支援、技術指導など、あらゆる担い手向けの支援を一元
的に実施

担い手アクションサポート事業

過去の生産実績がない場合でも、生産活動に必要な経費を支給

担い手経営革新促進事業

１９年度から

スーパーＬ資金（金利：1.45～1.8％ ）
近代化資金（金利：スーパーＬ資金並み）

農業機械等の割増償却

リースによる機械・施設の導入支援

共同による生産・加工施設等の整備支援

担い手への農地の利用集積支援

農地の利用調整支援

担い手の育成のための基盤整備

各関係機関がそれぞれ支援

○金融

○税制

○施設整備等の支援

○農地の利用集積のための支援

○基盤整備に対する支援

○経営相談や研修などの支援

これまで

※ 平成18年12月20日現在

このほかにも、様々な支援措置を用意

生産数量目標に見合った種子量の使用を徹底しましょう！

目標に即した適正作付けを！

詳細はお近くのＪＡ、市町村、農政事務所までお問い合わせ下さい。

○ 計画生産の徹底を周知するチラシの例（全国農業協同組合中央会）



- 156 -

４ 過剰作付けの是正に向けた取組 ④ 農業者団体の計画生産周知徹底チラシ

配分に基づく適正な生産を
徹底しましょう！

１９年産米が引き続き過剰作付けとなれば、
米の値段が大幅に下落することとなります！

１９年産米が引き続き過剰作付けとなれば、
米の値段が大幅に下落することとなります！

米の消費量は減少傾向が続いています。米の消費量は減少傾向が続いています。
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▲2.2kg/年 ▲1.3kg/年 ▲0.8kg/年 ▲0.6kg/年
（昭和40年代） （昭和50年代） （昭和60～平成６年度） （平成７～16年度）（年平均減少量）

 0

61.4

○ 米の消費量の推移（１人１年あたり）

資料：農林水産省「食料需給表」
注：１人当たり供給純食料の値である。

このような状況の中、１８年産は大幅な過剰作付けの状況でした。
１９年産で過剰作付けが是正されなければ大変なこととなります！

このような状況の中、１８年産は大幅な過剰作付けの状況でした。
１９年産で過剰作付けが是正されなければ大変なこととなります！

１９年産以降も過剰作付けが続けば、
米の値段の大幅な下落は必至！

★購入した種子は、配分を受けた生産数量
目標に見合った量を使いましよう★

★購入した種子は、配分を受けた生産数量
目標に見合った量を使いましよう★

米の需給の均衡による農業経営の安定化を図るため、
配分された生産数量目標に基づく生産を徹底しましょう！

◎１９年度から需給調整に参加する認定農業者や集落営
農組織に対して、品目横断的経営安定対策をはじめ、新
しい支援措置が大幅にパワーアップし、担い手となるメ
リットが格段に増加しました！

◎１９年度から需給調整に参加する認定農業者や集落営
農組織に対して、品目横断的経営安定対策をはじめ、新
しい支援措置が大幅にパワーアップし、担い手となるメ
リットが格段に増加しました！

生産数量目標に即した
適正作付けを！

★詳細はお近くの集荷業者、市町村、農
政事務所までお問い合わせ下さい。

１８年産主食用等水稲の全国生産量
（作況９６） ８４０万トン

１８年産主食用等水稲の全国生産量
（作況１００の平年ベース）

８７０万トン

１９年産米の需要量に関する情報 ８２８万トン

１９年産における削減必要数量 ４１万トン

（※配分基準単収の要因を除いたもの）

１８年産主食用等水稲の全国生産量
（作況９６） ８４０万トン

１８年産主食用等水稲の全国生産量
（作況１００の平年ベース）

８７０万トン

１９年産米の需要量に関する情報 ８２８万トン

１９年産における削減必要数量 ４１万トン

（※配分基準単収の要因を除いたもの）

※１９年産における削減必要数量※

○ 計画生産の徹底を周知するチラシの例（全国主食集荷協同組合連合会）


