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適正なほ場の選定を行って効率的な栽培を行いましょう
第３章 規模拡大

（１）農地集積・団地化による大規模化の推進

効率的な作業を実現するため可能な限り地域で話し合い調整し団地化に
取り組みましょう。

メリット

留意事項

・ 各種作業を複数ほ場で一貫して実施可能となるため、労働コストを低減できます。
・ 飼料用米栽培ほ場を団地化し主食用米ほ場と分けて管理する
ことで漏生イネなどによる異品種混入を避けることができるこ
とに加え、団地ごとに適した導水管理が可能となり漏水の問題
などを防ぐことができます。

・ 飼料用米の栽培ほ場はできるだけ主食用米との輪作は控えましょう。
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（品種は主食用米、飼料用米とも同じ）
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■それぞれの生産者がそれぞれの経営判断に基
づき作付けしている中で、不作付地も発生。

〈 従来 〉
■主食用米と作期の異なる飼料用米（多収品種）

を作付けすることにより作業ピークを分散。

〈 見直し後 〉

《担い手の米生産コストの考え方》

 認定農業者のうち、農業就業者１人当たりの
稲作に係る農業所得が他産業所得と同等の
個別経営（水稲作付面積15ha以上層）

 米の販売金額が第１位となる稲作主体の組織
法人経営（平均水稲作付面積約29ha）

平均的な姿 米の担い手の姿
（認定農業者15ha以上層）

米の担い手の姿
（稲作主体の組織法人経営）

15,155円/60kg 10,851円/60kg 11,721円/60kg

労
働
費

物
財
費

生

産

費

（27%）

（19%）

（13%）

（23%）

（20%）

（16%）

その他の物財費

（15%）

（17%）

（24%）

注１：（ ）内は、生産費全体に占める割合である。
注２：上記の生産費は、出荷前の段階までに掛かる

経費であり、搬出・出荷経費、流通経費等は
含まれない。

注３：農業所得は、生産費総額から家族労働費、自
己資本利子及び自作地地代を控除した額を粗
収益から差し引いて算出される。

資料：『農業経営統計調査 令和元年産米生産費』

効果
農地集積による大規模化

で生産コストを
約28%低減
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（２）作期分散による大規模化の推進

・ 主食用米と作期の異なる飼料用米（多収品種）を作付けすることにより、作業ピークを分散
することができます。

・ 収穫機や乾燥施設の稼働率向上により、面積・収量当たりの機械費・光熱動力費の低減が可
能です。

・ 適期収穫をしやすくなることにより、品質の安定とともに、気象災害・病害虫被害等の危険
分散が図られます。

メリット

留意事項

・ 作業ピークが効果的に分散されるよう、品種ごとの栽培・施肥体系等を把握し、適切な作付
け品種の選択を行うことが重要です。

１
日
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り
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業
量

作業時期

ピーク時の作業量が膨大

コシヒカリ（早生）
コシヒカリ
（早生）

作業ピークを分散

みなちから
（中生）

ミズホチカラ
（晩生）

１
日
当
た
り
作
業
量

■ピーク時の作業量の関係上、これ以上の作業
（面積拡大）が困難な状況。

■主食用米と作期の異なる飼料用米（多収品種）
を作付けすることにより作業ピークを分散。

主食用米などさまざまな品種を組み合わせ、作期分散による規模拡大、機
械コストの低減に取り組みましょう。

【参考】
■ 品種、直播栽培等を組み合わせた作期分散によるコスト低減効果

「山形県での水稲作付面積50haの事例」

品種や移植栽培、直播栽培を組み合わせることにより、春期、秋期の作期幅の拡大を図り、スケールメリット
を活かした効率の良い大規模稲作経営に取り組んでいる。

１ 飼料用米、主食用米の品種を限定し2つの直播栽培と移植栽培の組み合わせによる作期幅の拡大
・ 移植栽培（40ha）：はえぬき25ha、つや姫5ha、べこあおば10ha
・ 直播栽培（10ha）：はえぬき5ha、べこあおば5ha

２ 省力低コストの評価（※H24 農水省統計「経営規模：15ha 以上」参照）
・ 直播、田植えに係る労働時間（時間/10a）は0.97 時間で、全国平均※（2.03 時間/10a）から52％

削減し、経営全体で530 時間の労力軽減となっている。
・ 10a 当たりの農機具費は16,400 円で全国平均※（20,635 円/10a）から21％削減し、経営規模では、

2,118千円のコスト低減となっている。

資料：やまがたアグリネット（山形県運営の農業情報サイト）

＜導入機械＞

・田植え機
（８条植え）:１台

・直播機
（V 溝10 条播種）:１台

・直播機
（鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ8 条播種）:１台

・コンバイン（６条刈）:１台

中 下 上 中 下 上 中 上 中 下 上 中

移植　

直播（Ｖ直、鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ）

つや姫 移植

べこあおば 移植

（飼料用米） 直播（Ｖ直）

凡例 直播（鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ） 直播（Ｖ直）

9 10

秋作業の労力調整

はえぬき

品種・栽培方法

5 6
品種　 移植/直播

春作業の労力調整(移植＋直播）

〈 従来 〉 〈 見直し後 〉
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				栽植密度（株/3.3㎡） サイショク ミツド カブ		７０株 カブ		３７株 カブ		備考 ビコウ

				施肥法 セヒ ホウ		全面全層 ゼンメン ゼンソウ		窒素単肥側条 チッソ タンピ ソク ジョウ

				苗使用枚数（枚/10a） ナエ シヨウ マイスウ マイ		15		8

				種苗費（円/10a） シュビョウ ヒ エン		1,500		800		乾籾180ｇ/箱 カン モミ ハコ

				農薬費（円/10a） ノウヤク ヒ エン		3,730		1,989		種子消毒、播種・育苗、移植時用 シュシ ショウドク ハシュ イクビョウ イショク ジ ヨウ

				肥料費（円/10a） ヒリョウヒ エン		6,099		2,384		全面（アラジン444）、側条（塩安） ゼンメン ソク ジョウ エンアン

				資材費（円/10a） シザイヒ エン		4,307		2,297		育苗箱、培土 イクビョウ ハコ バイ ド

				資材費用小計 シザイヒ ヨウ ショウケイ		15,636		7,470		水道光熱費、減価償却費は試算から除く スイドウ コウネツヒ ゲンカ ショウキャク ヒ シサン ノゾ

				割合 ワリアイ		100		48
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				品種・栽培方法 ヒンシュ サイバイ ホウホウ				春作業の労力調整(移植＋直播） ハル サギョウ ロウリョク チョウセイ イショク チョクハ																秋作業の労力調整 アキ サギョウ ロウリョク チョウセイ

				品種　 ヒンシュ		移植/直播 イショク チョクハ						5						6						9						10

								中 ナカ		下 シタ		上 ジョウ		中 ナカ		下 ゲ		上 ジョウ		中 チュウ				上 ジョウ		中 ナカ		下 ゲ		上 ジョウ		中 チュウ

				はえぬき		移植　 イショク

						直播（Ｖ直、鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ） チョクハ チョク テツ

				つや姫 ヒメ		移植 イショク

				べこあおば		移植 イショク

				（飼料用米） シリョウヨウマイ		直播（Ｖ直） チョクハ チョク

				凡例 ハンレイ		直播（鉄ｺｰﾃｨﾝｸﾞ） チョクハ テツ				直播（Ｖ直） チョクハ チョク
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						流し込み施肥（例） ナガ コ セヒ レイ		慣行追肥 カンコウ ツイヒ

				肥料 ヒリョウ		尿素・塩化加里 ニョウソ エンカ カリ		NK化成肥料 カセイ ヒリョウ

				追肥にかかる時間※ ツイヒ ジカン		3.3分/10a フン		13分/10a フン

				肥料費（指数） ヒリョウヒ シスウ		63		100

				その他物財費 タ ブツ ザイ ヒ		溶解液の流通槽 ヨウカイエキ リュウツウ ソウ		動力散布機 ドウリョク サンプ キ

				※古川農試(流し込み施肥：尿素24kg、慣行施肥：26kg） フルカワ ノウ ナガ コ セヒ ニョウソ カンコウ セヒ






	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42
	スライド番号 43
	スライド番号 44
	スライド番号 45
	スライド番号 46
	スライド番号 47
	スライド番号 48
	スライド番号 49

