
（別記） 

令和４年度大任町地域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  

大任町においては、これまで主食用米を中心に麦・大豆・野菜などが生産されてきた。

生産者の大部分は零細規模の農家で、効率的な農業経営が行われているとは言い難く、高

齢化も進行しており、生産者の減少による荒廃農地の増加が心配される状況となってい

る。 

 また以前はブロックローテーションによる大豆の転作が行われていたが、現在ではブロ

ックローテーションが崩壊し、大豆作付地が固定化したため、連作障害による地力低下に

悩まされている。 

近年は飼料用米等の新規需要米を生産する農家や新規就農者が園芸栽培を開始するケース

も増加傾向にあるが、まだまだ小規模なものであり、関係機関と連携し、計画的に育成に

努めていく必要がある。 

 

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 

本町では、主食用米以外への作物への転換を促進するため、高収益作物の拡大を目指し

ている。特にニンニクについては町の特産品化に向けて重点的に取り組んでおり、平成２

８年に大任町とたがわ農協の共同出資による(株)おおとうニンニク食品を設立し、大任産

ニンニクを活用したニンニク球やニンニクドレッシングの生産に取り組み付加価値の向上

を図っている。 

 また、産地交付金を活用し、高収益作物を生産する農家の作付面積の拡大と土壌改良な

どの水田の収益力強化に取り組んでいく。 

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  

毎年生産者より提出される営農計画書により作付予定や生産者の意向を整理、把握し、

水田台帳に基づくほ場の現地確認等により、畑作物のみの生産が続く水田や長期間水稲の

作付がない水田について、地域の実情に応じて畑地化の検討・推進を図る。 

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つつ、「美味しい・安全・安心・安価」をキーワード

として、消費者・実需者ニーズを重視した、品種誘導を地域の水系と団地化栽培を基

本に行う。また、地域の特徴ある米づくり・品質の安定した米づくりを実践し、産地

の評価を高め、需要の確保を図る。 

 

（２）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

    主食用米から非主食用米への作付け転換を推進するため、産地交付金を活用し

て、飼料用米の複数年契約の拡大に努める。 

 

  イ WCS用稲 

主食用米から非主食用米への作付け転換を推進するため、WCS用稲の作付拡大に

努める。また産地交付金を活用して、耕畜連携も推進する。 



（４）麦、大豆 

産地交付金を活用して担い手を中心に作付を推進し、面積の拡大を図るとともに、

生産者に対して排水対策や雑草の抑制、連作障害の抑止などの取組を励行し収益性の

向上を図る。 

 

（５）高収益作物 

産地交付金を活用し、所得性の高い作物の作付面積の維持・拡大を図り、農業経営

を基幹とする農家の育成や新規就農者等への支援と労働力の低減を図るとともに、後

継者不足に対する生産体制も整備する。 

   また、大任町が推進するニンニクの産地化に向け、農協等の関係機関と連携し、重

点的に作付農家に対して支援を行う。 

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
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６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

交付対象面積 （R3年度）25.9ha （R5年度）31.0㏊

単収 （R3年度）55kg/10a （R5年度）80kg/10a

交付対象面積 （R3年度）4.7ha （R5年度）6.0ha

麦の二毛作作付率 （R3年度）2.04% （R5年度）2.59%

粗飼料作物作付面積 （R3年度）1.0㏊ （R5年度）1.5㏊

堆肥散布面積拡大 （R3年度）1.0㏊ （R5年度）1.5㏊

実施率 （R3年度）100% （R5年度）100%

複数年契約取組面積・数量 （R3年度）6.8ha/32.9t （R5年度）15.0ha/72.6t

作付面積・数量 （R3年度）6.8ha/32.9t （R5年度）15.0ha/72.6t

※　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。
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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：大任町地域農業再生協議会

1 生産性向上のための支援（基幹） 1 11,000 大豆 大豆を作付し、収量向上を図る取組を支援

2 二毛作助成（二毛作） 2 8,000 麦 二毛作で麦を作付し、販売収入の増大を図る取組を支援

3 資源循環助成（耕畜連携） 3 13,000 WCS用稲 耕畜連携の取組支援

4 高収益作物助成（基幹） 1 10,000 野菜、果樹、花き・花木(別表) 高収益作物（基幹）を作付けする農業者・営農組織に対する支援

5 高収益作物の収益性向上のための支援（基幹） 1 10,000 野菜、果樹、花き・花木（別表） 土壌改良面積に応じ取組を支援

6 地域ブランド育成に向けた取組（基幹） 1 20,000 ニンニク ニンニクを作付けする農業者・営農組織に対する支援

7 複数年契約加算（基幹） 1 6,000 飼料用米 複数年契約（3年以上）に基づき飼料用米を作付する取組を支援
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※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。



　　別　表

 整理番号 4.5

番 号 作 物 名 備 考 番 号 作 物 名 備 考
1 なす 51 カリフラワー
2 トマト 52 フキノトウ
3 唐辛子 53 ミョウガ
4 シシトウガラシ 54 カブ
5 ハバネロ 55 ダイコン
6 ピーマン 56 ハツカダイコン
7 かぼちゃ 57 ワサビ
8 ズッキーニ 58 ゴボウ
9 きゅうり 59 ショウガ

10 トウガン 60 にんじん
11 ヘチマ 61 ラッキョウ
12 オクラ 62 レンコン
13 とうもろこし 63 ユリ根
14 いんげんまめ 64 サツマイモ
15 えんどう 65 サトイモ
16 枝豆 66 ジャガイモ
17 そらまめ 67 ナガイモ
18 イチゴ 68 ヤマイモ
19 スイカ 69 キク
20 メロン 70 ユリ
21 カラシナ 71 バラ
22 キャベツ 72 カーネーション
23 クレソン 73 トルコギキョウ
24 ケール 74 ガーベラ
25 小松菜 75 洋ラン
26 サンチュ 76 シクラメン
27 春菊 77 ギガンチウム
28 セリ 78 ブルーベリー
29 セロリ
30 ダイコンナ
31 タカナ
32 チシャ
33 チンゲンサイ
34 ニラ
35 ノザワナ
36 白菜
37 パセリ
38 ほうれん草
39 ミズナ
40 ミツバ
41 メキャベツ
42 レタス
43 ワサビナ
44 アスパラガス
45 ザーサイ
46 ニンニク 個票６の単価で対応
47 ネギ
48 ワケギ
49 タマネギ
50 ブロッコリー


