
 

（別記） 

 

令和４年度松本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  

松本市では、長年の技術改良と生産者の努力により、高品質な米づくりや地域の特徴

を活かし、麦・大豆・そば等の品目を組み合わせた効率的な農業を展開しています。 

また、園芸作物は冷涼な気候と大都市圏に近い立地条件を生かしながら、いち早く産

地における鮮度保持流通体制を確立し、農業者の高い技術力と農業関係団体の先駆的な

取組みにより、野菜、果樹、花き等、多くの品目を抱える県内有数の園芸産地として発

展してきました。 

しかし、近年では都市化の進展に伴う農用地の減少や農産物の輸入自由化、産地間競

争の激化等による価格低迷等から、農業就農者の減少、高齢化、兼業化が進行し、後継

者・担い手の育成と確保、遊休荒廃農地対策等の農地の有効利用等が課題となっていま

す。 

 

 

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 

 準高冷地の優れた気候を活かした野菜・果樹等の高収益作物を推進し、農業者の所得

向上に繋げていくために、産地交付金を活用しながら、水田転作を促します。 

 

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  

 以前から畑作物のみを生産し続けている水田に対して、助成制度を周知するとともに

取組者を募り、畑地化支援助成の活用を検討しながら、畑作物の本作化を推進します。 

 また、水稲を組み入れない作付体系が数年以上定着し、畑作物のみを生産し続けてい

る水田がないか、今後も水稲作付に活用される見込みがないか等の点検を行います。こ

の点検を踏まえ、ブロックローテーション体系の構築に向けた検討を行います。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

米の需要量は、食の多様化や少子・高齢化による人口減少などにより構造的に減少傾

向にある一方で、過剰作付けがあることから、引き続き米の適正生産による需要に即応

した米の生産を進めていきます。 

また、長野県オリジナル品種「風さやか」の積極的な生産拡大や、生産技術の確立・

普及による稲作の省力化・低コスト化を推進するとともに、地域の特性を生かした米づ

くりを推進します。 

 

（２）備蓄米 

  需要に応じた備蓄米の生産振興を図ります。 

 

（３）非主食用米 

  ア 飼料用米 



       主食用米の需要は減少傾向にあるが、飼料用米は安定供給を望む要請もある

ことから複数年契約を推進するとともに多収性専用品種の導入推進及び団地化

や耕畜連携の推進等を図り、国からの産地交付金を活用しつつ、飼料自給率向

上を目指します。また、立毛乾燥、高度施肥管理、温湯種子消毒、多収性品種

の導入、直播栽培等低コストの取組みを推進します。 

 

  イ 米粉用米 

     主食用米の需要は減少傾向にあるが、米粉用米の需要は増加していることか

ら複数年契約を推進するとともにパン用・麺用等での利用促進を図りながら、

需要に応じた生産の拡大を推進します。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

     主食用米の需要は減少傾向にあることから、内外の新市場の開拓を図りなが

ら、需要に見合った米の適正生産の推進に取組みます。また、複数年契約の取

組を推進し、新市場開拓用米の定着を図ります。 

 

  エ WCS 用稲 

     主食用米の需要は減少傾向にあることから、畜産農家とＷＣＳ栽培農家との

連携を強化して、効率的な生産を推進します。 

 

  オ 加工用米 

     主食用米の需要は減少傾向にあることから、食料自給率向上を図ります。ま

た、実需者（ＪＡ全農スキーム）の需要に応じた生産の拡大を図りながら実需

者への安定供給の推進に取組みます。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

麦・大豆については、作付面積は増加傾向にあり、引き続きブロックローテーション

及び団地化の取組み、新品種の導入推進を図りながら水田転作、水田二毛作、畑作とし

ての生産拡大支援を図ります。 

飼料作物については、実需者（地元畜産農家）等との連携を図りながら、需要に応じ

た生産を促進することで、水田転作、水田二毛作として飼料生産基盤の拡大を図ります。 

 

（５）そば、なたね 

ブロックローテーション及び団地化を継続し、中山間でも比較的栽培しやすい作物で

あるため不作付地の解消も含め、作付拡大及び二毛作支援を促進します。 

 

（６）高収益作物（園芸作物等） 

野菜は、準高冷地の優れた気候を活かし、すいか・はくさい・キャベツ・きゅうり・

セルリー・レタス等を中心に、生産の拡大と流通の合理化を図り、良質野菜の安定的な

供給体制を整備するとともに、団地化を目指します。 

  花き・花木は、カーネーション・キク類・トルコギキョウ・アルストロメリア等を

中心に多品目にわたり栽培していますが、海外からの輸入自由化に加え、全国的に生

産が過剰の時代と言われる中、産地間競争がますます激化しており、需要の動向に即

応しながら新品目の拡大や優良品種への更新を進めます。 

  果樹は、りんご・ぶどう・なし・ももを中心に多品目にわたり栽培していますが、

海外からの輸入自由化に加え、全国的に生産が過剰の時代と言われる中、産地間競争

がますます激化しており、需要の動向に即応しながら新品目の拡大や優良品種への更

新を進めます。 



 

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）を添付してください。 



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

2651.88 2553.14 2465.0

21.31 21.31 22.5

29.21 29.30 29.4

0.00 0.00 0.1

13.73 14.10 14.6

1.77 1.90 2.0

9.18 9.30 9.3

649.50 685.96 686.0

533.95 492.41 535.00 493.00 535.0 493.0

76.34 20.65 76.81 20.80 79.0 23.0

・子実用とうもろこし 0.00 0.00 0.1

156.79 93.68 160.00 94.00 165.0 101.0

0.00 0.00 0.1

4.22 4.30 4.5

771.72 789.05 790.1

・野菜 576.82 587.51 588.0

・花き・花木 41.92 43.14 43.2

・果樹 150.10 155.52 156.0

・その他の高収益作物 2.88 2.88 2.9

0.00 0.00 0.0

0.00 0.00 0.1

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

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



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値(R6年)

麦 （3年度）649.5
(4年度)650.0
(5年度)650.1

大豆 （3年度）41.5
(4年度)41.6
(5年度)41.7

そば （3年度）63.1
(4年度)63.2
(5年度)63.3

なたね （3年度）0.0
(4年度)0.1
(5年度)0.1

飼料作物 （3年度）55.6
(4年度)55.7
(5年度)55.8

2 加工用米 作物生産の取組（加工用米） （3年度）9.2
(4年度)9.3
(5年度)9.4

飼料用米 （3年度）29.2
(4年度)29.3
(5年度)29.4

米粉用米 （3年度）0.0
(4年度)0.1
(5年度)0.1

WCS用稲 （3年度）1.8
(4年度)1.9
(5年度)2.0

（3年度）79.0
(4年度)80.0
(5年度)80.5

（3年度）492.4
(4年度)492.6
(5年度)492.7

（3年度）79.0
(4年度)80.0
(5年度)80.5

（3年度）114.2
(4年度)114.4
(5年度)114.6

（3年度）25.5
(4年度)25.5
(5年度)25.5

（3年度）200.0
(4年度)200.0
(5年度)200.0

※　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。

（3年度）5.6

支払対象面積（ha） ー
(4年度)4.5
(5年度)4.6
(6年度)4.7

（3年度）63.1
(4年度)63.2
(5年度)63.3

(4年度)5.7
(5年度)5.8

9
そば・なたね
※基幹作物

そば・なたねの取組（地域の
取組に応じた配分の対象分）

支払対象面積（ha）

11

新市場開拓用米への取組
（輸出米・バイオエタ

ノール用米）
※基幹作物

新市場開拓用米の複数年契約
の取組

10

新市場開拓用米への取組
（輸出米・バイオエタ

ノール用米）
※基幹作物

新市場開拓用米への取組
（地域の取組に応じた配分の

対象分）
支払対象面積（ha）

8
飼料用米
※基幹作物

飼料用米に係る複数年契約の
取組（地域の取組に応じた配

分の対象分）

契約面積（ha）

契約数量（t）

（3年度）6.0
(4年度)6.1
(5年度)6.2

7
野菜・花き・花木

果樹
作物生産の取組
（地域振興作物）

支払対象面積（ha） （3年度）293.9
(4年度)294.0
(5年度)294.1

6
飼料用米
※基幹作物

耕畜連携への助成 支払対象面積（ha）

5
そば・飼料作物

※二毛作
作物生産の取組

（そば・飼料作物※二毛作)

二毛作定着(％)

二毛作作付面積（ha）

支払対象面積（ha）

3

新規需要米
（飼料用米・米粉用米・

ＷＣＳ用稲）
※基幹作物

作物生産の取組
（飼料用米・米粉用米・

WCS用稲）

支払
対象
面積
（ha）

4
麦・大豆
※二毛作

作物生産の取組
(麦・大豆※二毛作)

二毛作定着(％)

二毛作作付面積（ha）

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1
麦･大豆･そば・
なたね･飼料作物

※基幹作物

作物生産の取組
（麦･大豆･そば･なたね･

飼料作物）

支払
対象
面積
（ha）



７　産地交付金の活用方法の概要

協議会名：松本市農業再生協議会

1
作物生産の取組

（麦・大豆・そば・なたね・飼料作物）
1 2,100

麦・大豆・そば・なたね・飼料作物※基幹作
物

対象作物の作付け及び販売実績の提出

2 作物生産の取組（加工用米） 1 15,000 加工用米※基幹作物
生産性向上のための取組（多収品種の導入、不耕起田植
技術、肥料・農薬の低コスト化、省力化等）

3
作物生産の取組

（飼料用米・米粉用米・WCS用稲）
1 21,000

新規需要米（飼料用米・米粉用米・WCS用
稲）

※基幹作物

生産性向上のための取組（多収品種の導入、不耕起田植
技術、肥料・農薬の低コスト化、省力化等）

4
作物生産の取組

（麦・大豆　※二毛作）
2 15,000 麦・大豆　※二毛作

二毛作の実施。生産性向上のための取組（多収品種の導
入、不耕起田植技術、肥料・農薬の低コスト化、省力化等）

5
作物生産の取組

（そば・飼料作物　※二毛作）
2 13,000 そば・飼料作物　※二毛作

二毛作の実施。生産性向上のための取組（多収品種の導
入、不耕起田植技術、肥料・農薬の低コスト化、省力化等）

6 耕畜連携への助成（耕畜連携） 3 11,000 飼料用米　※基幹作物
利用供給協定又は自家利用計画に基づく、わら利用の取
組の実施

7 作物生産の取組（地域振興作物） 1 13,000 野菜・花き・花木・果樹　※基幹作物 地域振興作物の作付及び販売実績の提出

8
飼料用米の複数年契約の取組

（地域の取組に応じた配分の対象分）
1 6,000 飼料用米　※基幹作物

需要者側へ出荷・販売を目的として、３年以上の複数年契
約による取組の実施

9
そば・なたねの取組

（地域の取組に応じた配分の対象分）
1 20,000 そば・なたね　※基幹作物 農協・実需者等との販売契約の締結

10
新市場開拓用米への取組

（地域の取組に応じた配分の対象分）
1 20,000

新市場開拓用米（輸出米・バイオエタノール
用等）　※基幹作物

実施要綱に基づき、新市場開拓用米の取組に係る手続き

11 新市場開拓用米の複数年契約の取組 1 10,000
新市場開拓用米（輸出米・バイオエタノール

用等）　※基幹作物
新市場開拓用米の取組に係る手続き。３年以上の複数年
契約による取組の実施

取組要件等
※４

※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。

都道府県名:長野県

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

対象作物
※３

新様式（公表用）



令和３年産二毛作定着率算出根拠（整理番号４、５関連）

37.1%

合計 79.0%

内訳
麦 649.5
そば 63.1

飼料作
物

55.6 飼料作物 20.6

大豆

飼料作物

1作目　面積（ha) 二毛作助成対象面積（ha) 二毛作定着率

麦、そば 麦 0 麦

82.2%大豆 492.4

712.6

そば 93.6 そば



（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
【確認方法】
種子の購入伝票(自家採種の場合は作業日誌及び購入
当初の種子購入伝票又は自家増殖計画書)

不耕起田植技術
【確認方法】
作業日誌

排水対策
（明暗きょ排水の整備、心土破砕）

【確認方法】
作業日誌

育苗・移植作業の省力化
（直は栽培、乳苗移植、プール育苗、密苗栽培、疎植
栽培）

【確認方法】
作業日誌

土づくり
（堆肥の施用、ケイ酸質資材の施用）

【確認方法】
作業日誌及び土壌診断結果通知書又は肥料購入伝票

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）

【確認方法】
作業日誌及び土壌診断結果通知書又は肥料購入伝票

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）

【確認方法】
作業日誌及び農薬の購入伝票

立毛乾燥
【確認方法】
作業日誌

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
【確認方法】
営農計画書及び農業経営改善計画の認定書、青年等就
農計画の認定書、経営所得安定対策への加入を希望す
る集落営農の一覧、人・農地プラン、担い手リストのい
ずれか

集積・団地化
１ha以上の団地化が対象
【確認方法】
営農計画書及び農地の位置関係がわかる図面

施設・機械の共同利用
【確認方法】
作業日誌又は機械利用簿

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）

【確認方法】
作業日誌及び出荷伝票又は作業委託契約書のいずれ
かの写し

地域内流通
松本市内の需要者への出荷
【確認方法】
販売先がわかる伝票等



野菜 小豆 キャベツ ししとうがらし てんさい ブロッコリー
アスパラガス キャベツ（種） しそ とうがらし ほうれんそう
アマランサス きゅうり しそ（種） とうがん ホップ
あわ 行者ニンニク 馬鈴しょ とうき ホンウリ
いちご 金糸瓜 しゃくやく とうのいも まこも
いんげん クレソン しゅんぎく トマト まんねんたけ
うど くわい しょうが トマト（種） みずな
ウドブキ ケ－ル 食用ほうずき ながいも みつまた
えごま 香料作物 しろうり なす 蜜源れんげ
えだまめ ゴーヤ スイートコーン にら みょうが
エンダイブ コゴミ すいか にんじん メロン
えんどう ごぼう ズッキーニ にんにく モロヘイヤ
おかひじき ごま セリ ねぎ ヤーコン
陸ワサビ こまつな セルリー のざわな 薬用作物
オクラ ゴミシ センブリ ハーブ やまいも
加工用トマト こんにゃく そら豆 はくさい やまごぼう
かぶ 採油用ひまわり タアサイ パセリ 山東菜
かぼちゃ ささげ だいこん はとむぎ ゆうがお
カリフラワー さつまいも たまねぎ 花豆 落花生
かんしょ さといも たまねぎ（種） ピーマン らっきょう
菊芋 砂糖きび タラの芽 ひえ レタス
きのこ類 沢わさび チンゲンサイ 青大豆 れんこん
きび 山椒 つけ菜類 ふき わらび

果樹（新植３年間） りんご くり くるみ やまぶどう かき
日本なし いちじく すもも マルメロ ぎんなん
西洋なし キウイフルーツ ソルダム ぶどう プルーン
もも あんず びわ さくらんぼ その他果樹
うめ 木イチゴ ベリー類 さるなし

花木 あじさい類 さくら類 セツカヤナギ ビブルナム むらさきしきぶ
いちい シンフォリカルボス ツルウメモドキ ヒペリカム ユーカリ
うめもどき スモークツリー なんてん ぼけ れんぎょう
その他花木

花き あざみ 観賞用とうがらし スターチス フサスグリ ラナンキュラス
アスター カンパニュラ ストック ププレウラム リアトリス
アーティチョーク ききょう スモークグラス フリージア リオン
アネモネ きく セロシア ベビーコーン りんどう
アリウム類 きんぎょそう せんにちこう べにばな ルドベキア
アルストロメリア クジャクソウ ソリダコ ヘリフリサム ルピナス
あやめ グラジオラス ソリダスター ヘレニューム レースフラワー
イブニングスター クリスマスローズ ダイアンサス 弁慶草 れんげ
エキナセア けいとう ダリア ほうき草 ワレモコウ
エキノプス コスモス チーゼル ほおずき はす
エリンジウム ササリンドウ チューリップ ほととぎす 菜の花
おだまき サマーチェリー デルフィニュウム マトリカリア らん
オーニソガラム サンダ―ソニア トルコぎきょう マリーゴールド アンゲロニア
おみなえし シクラメン なでしこ みしまさいこ トレニア
貝細工 ジキタリス ばら メジューム ネメシア
かきつばた しゅうめいぎく ひまわり モルセラ パンジー
かすみそう 女郎花 姫ひまわり やぐるまそう ペチュニア
カーネーション すいせん ヒメユリ ゆり その他花き
ケイカ スイートピー ひおうぎ ラークスパー 花用りんご
カラー スカビオーサ 風船とうわた ラベンダー

その他 山林植栽用（苗木）

地域振興作物（高収益作物）　一覧



（別紙）

飼料作物 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
クリムソンクローバ

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
スムーズブロームグラス 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 ネーピアグラス セタリア
飼料かぶ 飼料用ビート 飼料用しば ベントグラス

飼料作物リスト

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）


