
（別記） 

令和４年度うきは市水田農業推進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  

本市は地形的に、平坦部、山麓部及び山間部に分かれ、それぞれの地域特性を活かした農業が

展開されている。 

  平坦部は、「県営ほ場整備事業」により生産基盤の整備もほぼ完了し、米・麦・大豆・飼料作

物・米粉用米・飼料用米を中心とした土地利用型農業が展開されている。特に大豆については、

ブロックローテーションによる作付の団地化が実施されている。また、トマト・イチゴ・カーネ

ーション・ユリ・バラ等、収益性の高い施設園芸作物の生産も行われ、近年では、そば・なたね

等の栽培も行われている。 

  山麓部は、県内有数の果樹産地として、かき・ぶどう・なし・もも・いちじく・キウイフルー

ツ等の栽培が盛んであり、水田から定着性の高い果樹への転換が行われている地域である。 

  山間部は高品質・良食味米の生産が行われ、園芸作物では夏秋ナス・アスパラガス・イチゴ・

花卉等の生産に取り組む農家もあり、直売農産物の生産も増加している。また、特産品である茶

の栽培も盛んである。一方で、ほ場が狭く作業効率が悪いうえ、高齢化も進んでいることから、

不作付田も年々増加傾向にあり、その荒廃化が懸念されている。 

 

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 

 

地域現状、課題を踏まえ、農産物直売所での地元産米の販売など米の需要に応じた計画的生

産、麦・大豆の収量、品質向上のために担い手への農地の集積、団地化や低コスト生産技術の導

入、アスパラガス、ブロッコリー、軟弱野菜等の収益性の高い園芸品目の作付拡大について関係

機関が連携し支援を行っていく。 

 

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  

水田の有効活用として裏作も含めた通年での露地野菜等の生産振興など、地域における効率的

な土地利用等に配慮しながら、高収益作物の定着を図っており、毎年提出される営農計画書によ

り作付の予定や生産者の意向を整理、把握し、水田の作付状況の現地確認を行うとともに、畑作

物の水田での利用状況等の点検結果を踏まえ、地域の実情に応じた取組方針を検討し、高収益作

物畑地化支援を活用した畑地化を推進していく。 
 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

    需要に応じた生産を基本として、消費者ニーズに対応した安全・安心な米生産に取り組むた

め、「夢つくし」の作付拡大をさらに推進し、いもち病多発地域においても安定生産できるよ

うな栽培技術の体制を整える。また、品質を統一するため、カントリーエレベーターやライス

センターへの加入を推進するとともに、個人で乾燥調製を行う場合についても品質管理を徹底

する。さらに、既存の営農組織の再編を進め、担い手農家や各営農組織ごとの作業集積を推進

し、作業面積の拡大を図るため、ほ場整備事業が遅れている未整備地区への事業の推進し、生

産コストの低減及び荒廃田の防止に努める。 

 

 

 



（２）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

飼料用米については需要確保に努め、多収品種の導入や複数年契約等による収量向上

を図る。産地交付金の活用により担い手の作付を推進し、水田の有効活用を行う。 

 

 

  イ WCS用稲 

WCS用稲についても需要に応じた生産確保に努め、病害虫防除や雑草管理等適切なほ場 

管理を行う。また、耕畜連携の取組を行う。 

 

 

（３）麦、大豆、飼料作物 

麦については、平坦部における水田の高度利用を図るため、産地交付金の活用により二

毛作助成や担い手加算等を行い、作付を推進するとともに弾丸暗渠等の排水対策、赤カビ

病の適期防除等を行い、良質麦の生産に努める。また、土壌改良資材の投入による地力向

上の取組により、収量向上を目指す。 

大豆についても、産地交付金を活用して、ブロックローテーションによる作付の団地

化・集積化を継続的に推進し、作業受託組合の体制を確立することにより、さらなる効率

化を図るとともに、弾丸暗渠等の排水対策、病害虫の適期防除により、良質な大豆の生産

に努める。 

また、飼料作物についても、二毛作助成の取組を行う。 

 

 

（４）そば、なたね 

そばと なたねについては、産地交付金を活用して、担い手の作付を支援することで、現  

行の作付面積を維持する。 

 

 

（５）高収益作物 

 

 ・野菜 

  平坦部は、イチゴ・トマト・ミニトマト・ほうれん草・水菜等を中心に、山間部は、ア 

スパラガス・イチゴを中心に施設園芸の拡大に努める。また、露地野菜のナス・なばなは

農業収入の安定を図る上でも欠かせない作物であり、産地交付金を活用して作付維持拡大

に向け推進を行う。さらに、小区画田を中心に市内全域で直売用野菜の生産振興を行う。 

 

  ・果樹 

    新品種の導入を促進し、省力機械の導入による労力の軽減及び施設化による安定生産を

図り、柿・ぶどう・梨・桃・いちじく・キウイフルーツ等個性ある産地の育成強化に努め 

る。特に柿については全国有数の産地として知られているが、生産者の高齢化や後継者不

足により、パイロット事業で作付された地域では柿の維持管理が困難になっている。その

反面、山麓部から基盤整備された平坦部においては栽培管理が徹底されており、県が推進

している平棚栽培方法が導入されている。今後は、既存品種の「西村早生」・「伊豆早生」

から改植・高接を行い新品種の「早秋」・「太秋」・「秋王」への切り替えを推進する。ぶど

うについては、現在「巨峰」・「キャンベル」・「ピオーネ」が栽培されているが、今後は

「巨峰」・「シャインマスカット」を中心とした作付を推進するとともに、ハウス、雨よけ

等の施設化を図る。なしについても「幸水」・「豊水」を中心に、ハウスや雨よけ等の施設



化を推進する。また、新規作物としてブルーベリー及びイチジクの作付を推進し、イチジ

クについては施設化を図る。 

 

・花き・花木 
産地交付金を活用し集積の推進を支援することで、現行の作付面積を維持する。 

 

  ・その他（種苗類・茶・オリーブ・ツバキ） 
    産地交付金を活用し地域の振興作物を支援することで、現行の作付面積を維持する。 

 

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

776.5 739.9 768.8

51.5 51.7 52

2.1 2.4 2.8

688.8 683 695 689.2 690 684.6

207.6 209 209.2

2.6 1.3 2.6 1.3 6

・子実用とうもろこし 0 0 0

0.2 3.5 2.6 4.2

8 8 8 8 8.5

396.2 400.2 404.2

・野菜 95.5 99 101.7

・花き・花木 65.5 65.8 66.5

・果樹 235.2 235.4 236

0.2 0.2 0.3

・茶・油料作物 0.2 0.2 0.3

0 0 0.2

なたね

高収益作物

その他

畑地化

作物等

WCS用稲

麦

大豆

飼料作物

そば

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

飼料用米



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値（R5年度）

交付対象面積 684ha
(681.0)
690.0ha

二毛作作付率 134.4% 135.5%

飼料用米

WCS用稲

交付対象面積 688ha
(675.0)
694.0ha

二毛作作付率 134.7% 135.8%

交付対象面積 8ha
(6.3)
8.4ha

二毛作作付率 91.9% 93.1%

交付対象面積 684ha
(679.0)
690.0ha

二毛作作付率 134.4% 135.4%

※　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。

(202.0)
212.0ha

14 麦・飼料作物

二毛作助成
（麦・飼料作物)
（増額調整用）
（年度末払）

13 大豆
大豆担い手助成

（基幹）
交付対象面積 206.9ha

0.4ha

12 飼料用米
複数年契約加算

（基幹）
交付対象面積 50.3ha 53.0ha

11 そば
そば担い手加算

（基幹）
交付対象面積 0.2ha

11.3ha

8・9 麦
麦担い手助成

（基幹・二毛作）

10 なたね
なたね担い手加算

（二毛作）

7 花木 花木集積助成（基幹） 交付対象面積 10.8ha

交付対象面積 2.0ha 8.3ha

6 振興作物 振興作物助成（基幹） 交付対象面積 75.3ha 80.0ha

3・4 麦・飼料作物
二毛作助成（麦・飼料作

物)（年末払）

5
耕蓄連携の取組

(わら利用・資源循環)
助成（耕畜連携）

203.3ha
（202.0)
207.0ha

2 飼料用米
飼料用米担い手加算

（基幹）
交付対象面積 37ha

(35.0)
39.0ha

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1 大豆
大豆(団地化・集積化)

助成（基幹）
交付対象面積



７　産地交付金の活用方法の概要
都道府県名：福岡県
協議会名：うきは市水田農業推進協議会

1 大豆(団地化・集積化)助成(基幹) 1 7,000 大豆（基幹作物のみ）
本地域で作成した水田フル活用ビジョンに基づく取組支援として、団地化または
3ha以上で行う大豆作付に対して助成する。

2 飼料用米担い手加算(基幹) 1 7,000 飼料用米（基幹作物のみ）
実需者との「新規需要米の販売等に関する契約書」を締結し、販売すること。生産
上の取組として、多収品種の飼料用米を作付すること。

3 二毛作助成（麦）（年末払） 2 2,700 麦（二毛作作物のみ）
主食用米または水田活用の直接支払交付金の戦略作物を作付したほ場におい
て、二毛作で麦や飼料作物を作付すること。

4 二毛作助成（飼料作物）（年末払） 2 12,800 飼料作物（二毛作作物のみ）
主食用米または水田活用の直接支払交付金の戦略作物を作付したほ場におい
て、二毛作で麦や飼料作物を作付すること。

5
耕畜連携の取組(わら利用・資源循

環)
助成(耕畜連携)

3 7,000 飼料用米、WCS用稲（基幹作物のみ）

わら利用の場合、わらが確実に飼料として利用され、かつ、その子実が飼料また
は種苗として利用される稲を作付すること。資源循環の場合、水田で生産された
粗飼料作物等の供給を受けた家畜の排泄物由来の堆肥を粗飼料作物等を作付、
または作付した水田に施肥する取組であること。

6 振興作物助成(基幹) 1 7,500
野菜 花き 花木 種苗類 果樹 お茶 オリーブ、ツ

バキ他
具体的な作物名は別表1を参照

果樹等永年性作物は、植栽年度を含めて4年目までのものについて助成する。対
象作物については、別表に定める品目以外で、地域協議会長が特に認める場合
は対象とすることが出来る。

7 花木集積助成(基幹) 1 7,000
花木（基幹作物のみ）

具体的な作物名は別表1を参照
本地域で作成した、水田フル活用ビジョンに基づく取組支援として、担い手が行う
花木(3ha以上に限る)の作付に助成する。

8 麦担い手助成(基幹) 1 1,060 麦（基幹作）
対象水田において、赤かび防御と生産履歴の記録を徹底すること、弾丸暗渠等に
よる排水対策を行うこと。二毛作の場合、主食用米または水田活用の直接支払交
付金の戦略作物を作付したほ場において、麦を作付すること。

9 麦担い手助成(二毛作) 2 670 麦（二毛作）
対象水田において、赤かび防除と生産履歴の記帳を徹底すること。弾丸暗渠等に
よる排水対策を行うこと。二毛作の場合、主食用米または水田活用の直接支払交
付金の戦略作物を作付したほ場において、麦を作付すること。

10 なたね担い手加算(二毛作) 2 12,000 なたね（二毛作作物のみ）
生産性向上の取組みとして、弾丸暗渠による排水対策を実施すること。農薬を使
わない有機肥料による作付を行うこと。主食用米または水田活用の直接支払交付
金の戦略作物を作付したほ場において、二毛作でなたねを作付すること。

11 そば担い手加算(基幹) 1 20,000 そば（基幹作物のみ）
生産性向上の取組みとして、弾丸暗渠による排水対策を実施すること。農薬を使
わない有機肥料による作付を行うこと。

12 複数年契約加算(基幹) 1 6,000 飼料用米（基幹作物のみ）

需要者側へ出荷・販売を目的として、対象作物の生産に取り組む販売農家又は集
落営農による取組であること。需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領
に定める新規需要米取組計画又は米殻の新用途への利用の促進に関する法律
に定める生産製造連携事業計画の認定を受けていること。多収品種の飼料用米
を作付すること。

13 大豆担い手助成(基幹) 1 100 大豆（基幹作物のみ）
病害虫防除の徹底のため、複数回防除を行うこと。弾丸暗渠による排水対策を実
施すること。なお、単価については追加配分に応じて支払う。

14
二毛作助成（麦・飼料作物）
（増額調整用）（年度末払）

2 0 麦・飼料作物（二毛作作物のみ）
主食用米または水田活用の直接支払交付金の戦略作物を作付したほ場におい
て、二毛作で麦や飼料作物を作付すること。

※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。

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等

※２

単価
（円/10a）

対象作物
※３

取組要件等
※４



 別表１

野菜

トマト、ミニトマト、いちご、アスパラガス、なす、なばな、スイートコーン、ブロッコ
リー、かつお菜、オクラ、しゅん菊、らっきょう、みょうが、ばれいしょ、甘しょ、きゅ
うり、キャベツ、白菜、里芋、ネギ、枝豆、レンコン、ピーマン、小豆、かぼちゃ、レ
タス、にんじん、大根、ほうれん草、ささぎ、すいか、しょうが、たまねぎ、たかな、
わらび、しそ、水菜

花き ゆり、ばら、きく、カーネーション、トルコギキキョウ、ガーベラ

花木 ツツジ、ナンテン、ラカンマキ、サザンカ、レッドロビン

種苗類 ツツジ、ナンテン、ラカンマキ、サザンカ、レッドロビン

果樹
柿、いちじく、ぶどう、なし、もも、りんご、栗、キウイ、ブルーベリー、ぎんなん、び
わ、ゆず、すもも、あんず、うめ

茶 茶

油料作物 オリーブ、椿


