
（別記） 

令和４年度鹿沼市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  

 

本市の水稲作付率は主食用米の消費減少等により低下しており、主食用米以外の作物

の振興が急務であった。そのような中、主食用米以外の作物として平成 20 年度から飼料

用米の取り組みを推進し、作付を拡大してきた。 

当初はなかなか進まなかった飼料用米の作付においても、飼料メーカーから引き合い

が強いこと（需要がある）、自給率向上につながることを丁寧に説明した結果、農業者も

需要に応じた生産の意識を持つようになり、昨年度約 483ha の作付面積となった。 

今後は、実需者の求める荷姿の実現、奨励品種の導入の振興によりコスト削減、飼料

米以外の高収益作物導入による販売収入の増大を図る。 

また、専業農家の経営するイチゴ、ニラ、トマト等の施設園芸作物、飼料作物等は、

作付面積の拡大を図り、経営規模を縮小する兼業農家等の農地は、人・農地プランに位

置付けられる大規模経営体、集落営農組織に集積を促進する。 

 

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 

 

水田を活用した露地野菜をはじめとした高収益作物の導入・生産拡大を進め、農業の

収益性向上を図る。特に本市はいちご、にらの新規就農研修等にも力を入れており、引

き続き新規就農者の受け入れや産地の発展を図っていく。 

 また、実質化された人・農地プランと連携し、その地域の実情に応じた高収益作物の

励行を進め、その地域ならではの農業の展開と農業者一人ひとりの所得向上を図ってい

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  

 水田活用の直接支払交付金の対象農地要件について周知を再徹底するとともに、今後、

畑作物作付けが定着し、稲作活用の見込みがない水田の把握にも努めていく。 

それらの点検結果、大規模農家を中心としたブロックローテーションの取組が可能な

生産者に対して同取組を推奨し、その流れが地域全体に浸透していくような働きかけを

行っていく。 

加えて、ブロックローテーションが困難かつ畑作物が中心となっている生産者に対し

ては、「高収益作物畑地化支援及びその他畑地化支援」等を有効に活用できるよう周知を

図っていく。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

前年の需給動向を見極めたうえで、令和４年度の作付参考値を目安に需要に応じた 

生産を行う。 

 

（２）備蓄米 

集荷業者等が設定する需要量に応じた生産量を確保していく。 



（３）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

  飼料メーカーや鹿沼市内畜産農家の求める規格・荷姿の実現を図り、実需者のニー 

ズに応えられる生産体制を構築する。生産コストの低減に向けた取組を進めるととも 

に、収量の向上、主食用米からの転換による作付面積の拡大を推進する。 

 また、当市においては実績がほとんどないが、麦など作付け時期が重ならない作物 

との二毛作の推進にも注力していく。 

 

  イ 米粉用米 

  小麦代替のグルテンフリーの材料として米粉の需要に回復の傾向がみられることか 

ら、段階的に生産拡大を推進していく。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

世界的に和食の人気が高まっており、米の新たな需要が見込めることから、生産コ 

スト低減と多収技術を実証しながら、販売業者等と連携して取組を進めていく。 

 

  エ WCS 用稲 

鹿沼市内畜産農家の自給飼料や地域内流通飼料として有効であり、引き続き畜産農 

家と耕種農家との結びつきや、品質の向上などを図っていく。 

 

  オ 加工用米 

実需者との結び付き（地域内流通を含む）の拡大により、需要量を確保し、計画的 

な生産が行われるよう安定化を図っていく。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

新品種の導入等を図ること、実需者のニーズに応じた生産を図る。酸性土壌の改良、 

播種時期や収穫時期の排水管理を徹底し、品質向上、単収増を図る。また、二毛作を 

進め、販売収入の増大を図る。 

麦については、認定農業者や集落営農組織等の担い手を誘導し、規模拡大を目指す 

とともに、麦の中でも引き合いの強い小麦の生産量増も図っていく。 

  飼料作物においては、子実用とうもろこしの導入支援やその他の飼料作物について 

も耕畜連携を推進しコスト低減を図る。 

 

（５）そば、なたね 

中山間地を中心に振興を図る。そばの機械化の推進と排水対策の徹底、鳥獣被害対策 

よる生産性・品質向上を図る。また、二毛作・二期作を進め、販売収入の増大を図る。 

  生産者を認定農業者又は集落営農組織に誘導し、個々の生産者の規模拡大を目指す。 

   

（６）地力増進作物 

高収益作物の導入等を視野に入れ、対象農地の地力の回復を図る。 

   〇対象作物：えん麦、アウェナストリゴサ（えん麦野生種）、ライ麦、ライ小麦、 

大麦、小麦、大豆、そば、稲、ソルガム、とうもろこし、ヒエ、ギニアグラス、

イタリアンライグラス、スーダングラス、トールフェスク、ケンタッキーブルー

グラス、ミレット類、チモシー、アニュアルライグラス、オオナギナタガヤ、テ

フグラス、バヒアグラス、グリーピングベントグラス、オーチャードグラス、ク

ロタラリア、セスバニア、エビスグサ、ヘアリーベッチ、レンゲ、クローバ類、

アルファルファ、ひまわり、マリーゴールド、コスモス、シロガラシ、菜の花（な



たね）、カラシナ、ハゼリンソウ、ダイカンドラ 

    ※ 対象作物は青刈りを含む 

（７）高収益作物 

イチゴ、ニラ、トマトを中心とする、施設園芸作物の振興を図る。また、産地交付 

金を活用し、露地野菜を含めた重点振興作物として、ハトムギ、いちご、にら、トマ 

ト、なす、きゅうり、うど、さつきの苗木、麻、こんにゃく、ズッキーニ、鹿沼菜、 

さといもの作付面積の拡大を図る。 

 

 

５ 作物ごとの作付け予定面積等 ～ 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 



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

1,831 0 1,739 0 1,731 0

11 0 11 0 11 0

483 0 543 0 490 0

0 0 0 0 0 0

21 0 21 0 5 0

143 0 141 0 150 0

9 0 9 0 10 0

201 41 203 41 210 41

38 37 38 38 40 38

292 188 307 200 320 200

・子実用とうもろこし 0 0 8 0 10 0

263 95 305 105 315 110

1.6 0.8 1.4 1.2 2 1

0 0 0 0 1 0

136.2 33 182.3 52 187.3 52

・野菜 105 2 130 2 135 2

・花き・花木 0 0 2 0 2 0

・果樹 0 0 0 0 0 0

・その他の高収益作物 31.2 31 50.3 50 50.3 50

0 0 0 0 0 0

1.4 0 1 0 3 0

.

畑地化

麦

作物等
前年度作付面積等

当年度の
作付予定面積等

新市場開拓用米

WCS用稲

加工用米

その他

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物

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



６　課題解決に向けた取組及び目標

（令和4年度）411

（令和5年度）411

（令和4年度)　20

（令和5年度） 21

（令和4年度)　19

（令和5年度） 19

（令和4年度)　500

（令和5年度） 465

取組面積の拡大
（ha）

（令和3年度）
197

（令和4年度)　225
（令和5年度） 230

品質区分1等の割合
（％）

（令和3年度）
81

（令和4年度)　 96
（令和5年度）  96

取組面積の拡大
（ha）

（令和3年度）
37

（令和4年度)　 58
（令和5年度）  59

品質区分1等の割合
（％）

（令和3年度）
95

（令和4年度)　 95
（令和5年度）  95

取組面積の拡大
（ha）

（令和3年度）
142

（令和4年度)　145
（令和5年度） 150

品質区分1等の割合
（％）

（令和3年度）
47

（令和4年度)　 76
（令和5年度）  76

前年度（実績） 目標値

取組面積の拡大
（ha）

取組面積の拡大
（ha）

（令和3年度）
362

（令和3年度）
19

（令和3年度）
31

（令和3年度）
97

（令和4年度)   50
（令和5年度）　50

（令和4年度） 134
（令和5年度)  135

取組面積の拡大
（ha）

（令和3年度）
483

（令和3年度）
13

6
水田における大豆

（基幹作・二毛作）
大豆の生産性向上助

成

9 重点振興作物助成

7
水田におけるそば

（基幹作）
そばの生産性・品質

向上の取組助成

8
水田におけるハトムギ

（二毛作）
重点振興作物助成

(二毛作）

いちご、にら、トマト、な
す、きゅうり、さといも、
うど、こんにゃく、ズッ
キーニ、鹿沼菜、さつきの
苗木、麻
（基幹作）

4
飼料用米、米粉用米

（基幹作）
飼料用米等の生産性

向上助成

5
水田における麦

（基幹作・二毛作）
麦の生産性向上助成

（担い手）

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1

麦・大豆・飼料作物・WCS用
稲・米粉用米・飼料用米・
加工用米・そば・なたね・
地力増進作物（二毛作・二

期作）

二毛作･二期作助成
対象作物の作付面積

（ha）

2
飼料作物（粗飼料作物等）

（基幹作・二毛作）
耕畜連携助成
(資源循環)

取組面積の拡大
（ha）

3
飼料用米、わら専用稲
（基幹作・二毛作）

耕畜連携助成
（わら利用）

取組面積の拡大
（ha）



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：栃木県

協議会名：鹿沼市農業再生協議会

1 二毛作・二期作助成 2 11,000

麦・大豆・飼料作物・
WCS用稲・米粉用米・
飼料用米・加工用米・
そば・なたね・地力増

進作物
（二毛作・二期作）

・助成対象者が、助成対象水田にお
いて、対象作物を二毛作として作付
すること及び当該年度内に収穫及び
出荷・販売を行うこと。

2 耕畜連携助成（資源循環） 3 10,000
飼料作物

（粗飼料作物等）
　（基幹作）

　・堆肥を散布する者は、対象作物
の供給を受けた家畜の所有者又は
その者の委託を受けた者であること
等

2 耕畜連携助成（資源循環・二毛作） 4 10,000
飼料作物

（粗飼料作物等）
　(二毛作）

　・堆肥を散布する者は、対象作物
の供給を受けた家畜の所有者又は
その者の委託を受けた者であること
等

3 耕畜連携助成（わら利用） 3 10,000
飼料用米、わら専用稲

（基幹作）

・わらが確実に飼料として利用され、
飼料用米については、子実が飼料
又は飼料の種苗として利用されてい
ること　等

3 耕畜連携助成（わら利用・二毛作） 4 10,000
飼料用米、わら専用稲

（二毛作）

・わらが確実に飼料として利用され、
飼料用米については、子実が飼料
又は飼料の種苗として利用されてい
ること　等

4 飼料用米等の生産性向上助成 1 4,000
飼料用米、米粉用米

（基幹作）
・フレコン・バラ出荷、オペレータやコ
ントラクタ等への作業委託　等

5 麦の生産性向上助成（担い手） 1 2,100
水田における麦

（基幹作）

・個人 (１戸１法人含む)：３ha以上
 ・集落営農 (任意組織からの法人含
む)：５ha以上　等

5
麦の生産性向上助成（担い手）（二毛

作）
2 2,100

水田における麦
（二毛作）

・個人 (１戸１法人含む)：３ha以上
 ・集落営農 (任意組織からの法人含
む)：５ha以上　等

6 大豆の生産性向上助成 1 2,100
水田における大豆

（基幹作）

 ・個人 (１戸１法人含む)：大豆２ha以
上
 ・集落営農 (任意組織からの法人含
む)：大豆５ha以上　等

6 大豆の生産性向上助成（二毛作） 2 2,100
水田における大豆

（二毛作）

 ・個人 (１戸１法人含む)：大豆２ha以
上
 ・集落営農 (任意組織からの法人含
む)：大豆５ha以上　等

7 そばの生産性・品質向上の取組助成 1 2,800
水田におけるそば

（基幹作）

・ドリルシーダーを使用した播種をす
ること
・鳥獣害対策の柵を設置すること
等

8 重点振興作物助成（二毛作） 2 3,400
水田におけるハトムギ

（二毛作）
・作付面積が3ha以上　等

9 重点振興作物助成 1 2,500

いちご、にら、トマト、う
ど、きゅうり、なす、さと
いも、さつきの苗木、
麻、こんにゃく、ズッ

キーニ、鹿沼菜（基幹
作）

・通常の収穫を上げ得るに十分な栽
植密度があるとともに、通常の肥培
管理等が行われていること。

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。

新様式（公表用）



　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

（別紙）二毛作・二期作助成のその他の要件

二毛作・二期作助成の対象作物については、以下の要件を満たして生産され、当該年度内に収穫及び出荷・販売を
行うこと。
（１）麦
　農協等と実需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実需者との販売契約を締結して
いること。
（２）大豆
　農協等との出荷契約又は実需者等との販売契約を締結していること。
（３）飼料作物
　利用供給協定を締結していること。自らの畜産経営に供する目的で生産する場合は、自家利用計画を策定してい
ること。
（４）飼料用米、米粉用米
　新規需要米取組計画（需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙２の第４）又は生産製造連携事業計
画（米穀の新用途への利用の促進に関する法律第５条第３項）の認定を受けていること。
  飼料用米は、整理番号４別紙の生産性向上のための取組のうち1つ以上に取り組むこと。
（５）ＷＣＳ用稲
　新規需要米取組計画の認定を受けていること。
（６）加工用米
　加工用米取組計画（需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙１の第５）の認定又は加工用米出荷契
約（需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領別紙１の第６）を締結していること。
(７）そば・なたね
　　農協等と実需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実需者との販売契約を締結して
いること。
※麦、大豆、そばのうち、自家加工については、「畑作物の直接支払交付金に係る自家加工販売（直売所等での販
売）計画書兼出荷・販売等実績報告書」（様式第９－４号）を作成すること。直売所での販売については、直売所と取
引契約を締結するか又は直売所の名称、所在地、連絡先、対象作物の年間販売予定数量などを記載した計画書を
作成すること。

その他要件の確認方法

・麦
　出荷販売契約及び出荷販売伝票により確認する。自家加工については、「畑作物の直接支払交付金に係る自家
加工販売（直売所等での販売）計画書兼出荷・販売等実績報告書」（様式第９－４号）により確認する。
・大豆
　出荷販売契約及び出荷販売伝票により確認する。自家加工については、「畑作物の直接支払交付金に係る自家
加工販売（直売所等での販売）計画書兼出荷・販売等実績報告書」（様式第９－４号）により確認する。
・飼料作物
　利用供給協定書又は自家利用計画書により確認する。
・飼料用米、米粉用米
　新規需要米取組計画書及び新規需要米生産集出荷数量一覧表により確認する。
　飼料用米の生産性向上の取組については、取組を行ったことが分かる書類、現地確認等により行う。
・ＷＣＳ用稲
　新規需要米取組計画書及び新規需要米生産集出荷数量一覧表により確認する。
・加工用米
　加工用米取組計画書又は加工用米出荷契約書及び加工用米生産集出荷数量一覧表により確認する。
・そば・なたね
　出荷販売契約及び出荷販売伝票により確認する。自家加工については、「畑作物の直接支払交付金に係る
自家加工販売（直売所等での販売）計画書兼出荷・販売等実績報告書」（様式第９－４号）により確認する。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。



（別紙）耕畜連携助成（資源循環）

(1)　対象作物の粗飼料作物等の範囲

青刈りとうもろこし、青刈りソルガム、テオシント、スーダングラス、青刈り麦（らい麦又はえん麦を
含む。またサイレージ化したものを含む。）、青刈り大豆、子実用えん麦、子実用とうもろこし、青刈
り稲、ＷＣＳ用稲、わら専用稲、青刈りひえ、しこくびえ、オーチャードグラス、チモシー、イタリアン
ライグラス、ペレニアルライグラス、ハイブリットライグラス、スムーズブロムグラス、トールフェス
ク、メドーフェスク、フェストロリウム、ケンタッキーブルーグラス、リードカナリーグラス、バヒアグラ
ス、ギニアグラス、カラードギニアグラス、アルファルファ、オオクサキビ、アカクローバ、シロクロー
バ、アルサイククローバ、ガレガ、ローズグラス、パラグラス、パンゴラグラス、ネピアグラス、セタリ
ア、飼料用かぶ、飼料用ビート、飼料用しば

上記の粗飼料作物等以外で地域農再生協議会がその地域の特性に適合し、かつ、水田におい
てその生産振興を図る必要があると認められる場合（新規需要米を除く）は、あらかじめ県と協議
することとする。

(２)　利用供給協定に含まれるべき事項

資源循環（飼料生産水田へのたい肥散布の取組）
　①取組の内容
　②供給される飼料作物の種類
　③飼料作物を生産する者
　④たい肥を散布する者
　⑤ほ場の場所及び面積
　⑥たい肥の散布時期及び量
　⑦利用供給協定締結期間
　⑧たい肥散布の条件（作業分担及び品代・経費の負担）
　⑨刈り取り時期
　⑩その他必要な事項



（別紙）耕畜連携助成（わら利用）

利用供給協定に含まれるべき事項

わら利用（わら専用稲の生産及び飼料用米生産ほ場の稲わら利用の取組）
　（１）取組の内容
　（２）わらを生産する者
　（３）わらを収集する者
　（４）わらを利用する者
　（５）ほ場の場所及び面積
　（６）刈取り時期
　（７）利用供給協定締結期間
　（８）わら取引の条件（作業分担及び品代・経費の負担）
　（９）その他必要な事項



(別紙)

生産性向上のための取組

取組内容 備考

多収品種の導入

不耕起田植技術

排水対策 明暗きょ排水の整備、心土破砕

育苗・移植作業の省力化 直播栽培、乳苗移植、プール育苗、密苗栽培、疎植栽培

土づくり 堆肥の施用、ケイ酸質資材の施用

肥料の低コスト化、省力化
土壌分析・生育診断を踏まえた施肥、流し込み施肥、側
条施肥

農薬の低コスト化、省力化
種子の温湯消毒、農薬の苗箱播種同時処理、農薬の田
植同時処理、共同防除

立毛乾燥

担い手が行う取組
農地中間管理機構の借受者、認定農業者、認定新規就
農者、集落営農、人・農地プランに位置付けられた地域の
中心となる経営体

集積・団地化 (①から⑤の条件に基づく、一
連の農作業に支障が生じない２筆以上の水
田であること)

①畦畔で接続②農道又は水路等を挟んで隣接③各々一
隅で接続③段状に接続④耕作者の宅地に接続

施設・機械の共同利用

収穫・流通体制の改善
フレコン・バラ出荷、オペレータやコントラクタ等への作業
委託

地域内流通 交付申請者と同じ市町の需要者への出荷


