
（別記） 
 
 

令和４年度上三川町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  

 本地域の総水田面積に占める主食用米の割合は約半分程度である。主に転換作物は、

二条大麦や近年大きく面積を拡大している飼料用米などの土地利用型作物が多くを占め、

また、野菜については施設園芸作物が中心になっている。 

 しかしながら、主食用米の需要が年々減少している状況に加え、昨今の新型コロナウ

イルス感染症の影響等により、中食・外食向けの需要が大きく減少していることから、

なお一層他の作物への転換を促進することが必要となっている。 

 また、農業従事者の高齢化や農家戸数の減少が進む中で、これらの経営体の農地の受

け皿となる担い手の確保や農地集積、大規模化に対応すべく集落営農の組織化・法人化

の促進が課題となっている。 

 

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 

 本地域の平坦で水利に富んだ水田を活用し、二条大麦・飼料用米を中心とした土地利

用型作物の更なる推進を図るとともに、ＩＣＴ等の新技術の導入などにより、施設園芸

の生産拡大を図っていく。 

 

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  

 加工・業務用野菜の需要が高まっていることから、より効率的な園芸生産が行われる

よう、徹底した排水対策や適切な用水供給を可能とする排水体系の整備し、畑地への転

換を図る「畑地化」により、高品質で安定した生産による収益力の向上による経営の安

定化を進める。 

また、水稲作付けを組み入れない畑作物の連続した作付けなどの水田の利用状況（作

付体系）を過去の作付けの記録や現地調査により把握する。その結果を踏まえ、水田よ

りも排水性や作業効率の改善が期待できる畑地化を、地域の状況に応じて推進する。 

 水稲作付と畑作物のブロックローテーションを地域の生産者の意向を踏まえ検討を行

う。 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

適地適作を基本とし、需給動向に基づいた計画的な生産を進める。 

   主力品種である「コシヒカリ」を中心としつつ、県産ブランドの「とちぎの星」

の生産面積の増加を進め、県産ブランド力の向上を図る。 

 

（２）備蓄米 

   主食用米と一括管理できる利点を活かし、生産者にとって水田の経営・維持に有

効であることから、ＪＡと連携し生産枠の拡大を図る。 

 

（３）非主食用米 

  ア 飼料用米 



主要な転換作物の一つとして位置付ける。需要が減少しつつある主食用米からの 

転換を推進し、ＪＡグループを介した畜産農家への供給ルートの確保及び地域内流 

通拡大への取組強化等を行い、令和５年度には令和３年度の作付予定面積の２０％ 

以上の拡大を目指す。 

なお、規模拡大に伴う高コスト化については、生産性向上技術を複数組み合わせ 

た、複合的低コスト化の普及を進める必要がある。令和５年度には飼料用米の生産 

面積の７５％以上に普及させることを目標とする。 

さらに、稲わらについては、畜産農家に対し安定供給を行うためにも、耕畜連携を 

通じた提供体制を維持する。 

更に、土地利用型作物の生産農地を活用した二毛作の推進を継続し、水田機能を 

十分発揮させ、所得向上を図る。 

 

  イ 米粉用米 

主食用米の過剰在庫が解消され、米粉を菓子、パン、麺の三つの新基準を製粉業 

界などに普及する取組も本格化していることから、需要に応じた生産基盤の拡充を 

図る。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

   米の新たな需要が見込める点と、主食用米と一括管理を行うことができ、生産者 

にとって水田経営の維持が行いやすい点から、販売業者等と連携し需要に応える生 

産取組を推進する。 

 

  エ WCS 用稲 

   自給飼料や地域内流通飼料として有効であることから、畜産農家と耕種農家との 

結び付きや、WCS 用稲の利用拡大を含めた取組推進を図る。 

 

  オ 加工用米 

   交付金を活用した実需者との結び付き（地域内流通を含む。）の拡大により需要を 

平準化させ、実需者の意向に即した生産を行う。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

【麦】 

土地利用型作物の主要な転換作物の一つとして位置付け、排水対策・適期播種・

土づくりを基本とした作付けを推進しながら安定供給を図る。 

また、農業者の高齢化、離農等による耕作放棄地の増加が懸念される中で、担い

手による集積及び作付けを推進し、令和５年度には、担い手による作付けが面積の

９５パーセント以上を占めること及び令和３年度の作付予定面積から１０パーセン

ト以上の面積増加を目指す。 

更に、土地利用型作物の生産農地を活用した二毛作の推進を継続し、水田機能を 

十分発揮させ、所得向上を図る。 

【大豆】 

需要量が増加傾向にあることから、実需者への安定供給を促進し、単収及び品質

向上を図りながら規模拡大及び二毛作を促進する。 

【飼料作物】 

畜産農家の自家栽培はもとより、耕畜連携による取組を推進し、栽培面積を拡大 



しつつ品質向上及び安定供給及び二毛作を促進する。 

 

（５）そば、なたね 

 生産者と地域の実需者との取引により生産されている中で、地産地消を推進する上

から、安定生産と品質向上を図る。 

また、産地交付金を活用し二毛作の取組を支援し作付面積の維持を図る。 

 

（６）地力増進作物 

レンゲ類やソルガム、エンバク等の緑肥の活用を進め、土壌改善を進めつつ持続可

能な農業を促進する。 

    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 

伝統作物である「かんぴょう」をはじめ、たまねぎ、なす等を重点作物と位置付け、

令和５年度には現在の作付面積の１．８％拡大を目指す。 

施設園芸作物については補助事業による生産基盤強化を図り、露地野菜について 

は作付作物の転換による生産規模の拡大による所得増加を図る。 

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 
 

 ※ 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

777.3 0 754.4 0 750 0

14.1 0 17.6 0 28 0

403.3 0 488.7 1 490 0

0 0 0 0 0 0

0.3 0 1 0 7 0

0.6 0 0.6 0 1 0

16.9 0 16.7 0 22 0

203.7 15.2 205.8 16.7 208 17

4.5 0.3 5.6 0.2 6 0.4

19 4.9 18.9 5.2 20 6

・子実用とうもろこし 11 0.3 10.3 0.3 12 0.4

0.6 0 0.2 0.01 0.7 0

0.2 0 0.8 0.7 1 0.8

1.2 0 1.2 0 1.3 0

140.2 5.5 172.4 6.4 178 7

・野菜 131 5.5 160.9 6.4 165 7

・花き・花木 6.3 0 8.1 0 9 0

・果樹 2.9 0 3.4 0 4 0

・その他の高収益作物

麦

作物等
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

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

その他

畑地化

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

※　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。

作付面積

低コスト技術の複合取
組実施面積

（令和３年度）398ha

（令和３年度）302ha

（令和４年度）410ha
（令和５年度）420ha

（令和４年度）263ha
（令和５年度）320ha

作付面積

低コスト技術の複合取
組実施面積

（令和３年度）404ha
（令和４年度）410ha
（令和５年度）420ha

（令和３年度）96ha
（令和４年度）100ha
（令和５年度）105ha

作付面積

担い手による集積率

（令和３年度）187ha

（令和３年度）92%

（令和４年度）196ha
（令和５年度）200ha

（令和４年度）95%
（令和５年度）95%

整理
番号

対象作物 使途名 目標

6

4

3

5

2

1
麦

（基幹作及び二毛作）
麦の生産性向上
（担い手）

飼料用米
(基幹作）

飼料用米
(基幹作）

麦・大豆・飼料作物・ＷＣ
Ｓ用稲・米粉用米・飼料用

米・加工用米・
そば・なたね

飼料用米、わら専用稲

飼料作物（粗飼料作物等）

飼料用米の
生産性向上

飼料用米の
生産性向上
（複合取組）

二毛作・二期作助成

耕畜連携助成（わら利
用）（基幹作および二

毛作）

耕畜連携助成（資源循
環）（基幹作および二

毛作）

二毛作・二期作の取組
面積

取組面積（わら利用）

取組面積（資源循環）

（令和３年度）20ha

（令和３年度）171ha

（令和３年度）0.1ha

（令和４年度）24ha
（令和５年度）25ha

（令和４年度）173ha
（令和５年度）175ha

（令和４年度）0.3ha
（令和５年度）0.3ha



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：上三川町農業再生協議会

1 麦の生産性向上（担い手） 1 4,200 麦（基幹作）

以下の取組要件のいずれかを満たすこと。
・共同乾燥施設の利用
・バラ出荷
・有機栽培

1 麦の生産性向上（担い手）（二毛作） 2 4,200 麦（二毛作）

以下の取組要件のいずれかを満たすこと。
・共同乾燥施設の利用
・バラ出荷
・有機栽培

2 飼料用米の生産性向上 1 2,900 飼料用米（基幹作）

複数ある取組要件のいずれかを満たし、合計１ポイントであ
ること。
・１取組で１ポイントとなる取組の内容と要件の例
　（取組内容）収穫機械の共同利用
　（取組要件）コンバインの共同利用
・２取組で１ポイントとなる取組の内容と要件の例
　（取組内容）プール育苗
　（取組要件）育苗用のプールを設置すること

3 飼料用米の生産性向上（複合取組） 1 5,800 飼料用米（基幹作）

複数ある取組要件のいずれかを満たし、合計２ポイントであ
ること。
・１取組で１ポイントとなる取組の内容と要件の例
　（取組内容）収穫機械の共同利用
　（取組要件）コンバインの共同利用
・２取組で１ポイントとなる取組の内容と要件の例
　（取組内容）プール育苗
　（取組要件）育苗用のプールを設置すること

4 二毛作・二期作助成 2 6,700
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（二毛作・

二期作）

対象作物ごと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。
例）対象作物が麦の場合
　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。

5 耕畜連携助成（わら利用） 3 6,700 飼料用米、わら専用稲（基幹作）

・別に定める内容が含まれた３年間以上を締結期間とする
利用供給協定書を締結していること。
・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。
・刈取り時期が出穂期以降で利用供給協定に定める時期で
あること。

5 耕畜連携助成（わら利用）（二毛作） 4 6,700 飼料用米、わら専用稲（二毛作）

・別に定める内容が含まれた３年間以上を締結期間とする
利用供給協定書を締結していること。
・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。
・刈取り時期が出穂期以降で利用供給協定に定める時期で
あること。

6 耕畜連携助成（資源循環） 3 6,700 飼料作物（粗飼料作物等）（基幹作）

・別に定める内容が含まれた３年間以上を締結期間とする
利用供給協定書を締結していること。
・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。
・堆肥の散布量が１０ａ当たり２ｔ又は４㎥以上であること。
・刈取り時期が出穂期以降で利用供給協定に定める時期で
あること。

6 耕畜連携助成（資源循環）（二毛作） 4 6,700 飼料作物（粗飼料作物等）（二毛作）

・別に定める内容が含まれた３年間以上を締結期間とする
利用供給協定書を締結していること。
・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。
・堆肥の散布量が１０ａ当たり２ｔ又は４㎥以上であること。
・刈取り時期が出穂期以降で利用供給協定に定める時期で
あること。

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。
※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。

新様式（公表用）



取組内容 要件 確認方法

多収品種の使用
多収品種による飼料用米の栽培出荷
※他の取組と組合わせることによりポイント加算とする

多収品種の種籾の購入伝票又は自家採取の
種子による取組申請書

直播栽培 上三川町農業再生協議会 作業の写真等

家畜堆肥の施用
【牛・豚】10aあたり1.0t以上の施用
【鶏】10aあたり0.1t以上の施用 堆肥の購入伝票等

団地化 1ha以上の団地化による作付 ほ場位置図、現地確認等

収穫機械の共同利用 コンバインの共同利用 機械利用日誌の提出

フレコン・バラ出荷 フレコンまたはバラの形態で集荷業者へ出荷 集荷業者の荷受伝票等

　

取組内容 要件 確認方法

疎植栽培※
苗の移植密度を50株/坪以下にし、使用した苗箱を 15枚
/10a以下とすること

栽培履歴および作業の写真等

プール育苗 育苗用のプールを設置すること

流し込み施肥 水口に流し込み施肥用の装置を設置

側条施肥 側条施肥に対応した田植機の使用

農薬の苗箱播種同時処
理

苗箱への播種と同時に農薬を処理する機械を使用

農薬の田植え同時処理
田植機による移植作業と同時に農薬処理を行う専用の機械
を使用

密苗栽培※
乾籾240ｇ/箱以上で栽培した苗を密苗に対応した田植機を
使用し、使用した苗箱を12枚/10a以下とすること

２．２取組で１ポイントとなる取組

取組の写真等

※１ポイント取り組みの「密苗疎植栽培」と２つで１ポイントの取組「疎植栽培」および「密苗栽培」は重複してのポイント加算は不可とする。

　助成の対象となる取組は以下のとおりとし、ポイントの合計が１ポイントの場合は「飼料用米の生産性向上（整理番号２）」、２ポイント以上
の場合は「飼料用米の生産性向上（複合取組）（整理番号３）」の交付対象とする。

１．１取組で１ポイントとなる取組

密苗疎植栽培※
乾籾240ｇ/箱以上で栽培した苗を密苗に対応した田植機を
使用し、苗の移植密度を50株/坪以下にし、使用した苗箱
を8枚/10a以下とすること

栽培履歴および作業の写真等



その他要件の確認方法

 
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。また、飼料用米に
ついては、（別紙）飼料用米の生産性向上に記載された取組を１つ以上取り組むこと。

（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。

・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」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。

・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。



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



(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、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刈取り時期
　⑧利用供給協定締結期間
　⑨たい肥散布の条件（作業分担及び品代・経費の負担）
　⑩その他必要な事項


