
（別記） 

４年度長井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  

本市の農業は、稲作を中心として、畜産・果樹・園芸作物の複合経営で行われている。農家の高

齢化、農家戸数の減少により、稲作は個人の担い手への集積、稲作以外では作業受託等により各地

区の生産組織へ大豆・そば等の土地利用型作物の集積が進んでいる。 

その一方で、大豆・そば等は、農地の遊休化を防ぐために生産効率の悪い土地へも拡大してきた

傾向もあり、生産性や品質の向上を図っていく必要がある。また、土地利用型作物への依存度が高

いことから、収益性の高い園芸作物等への移行を進める必要がある。 

 

２ 高収益作物の導入や転換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 

当協議会では、収益性の高い園芸作物への移行を推奨している。その中でもえだまめは、産地

交付金の地域重点作物に位置付けており、ニーズも高いことから、今後さらなる規模拡大を図る

必要がある。 

 低コスト生産の取組として、収穫機械を導入することで作業の効率化を図り、適期収穫による

高品質なえだまめの収穫、さらには生産量の増加・規模拡大を実現させる。また、置賜地域の選

果施設である「おきたま園芸ステーション」と連携し、選別・出荷調整作業を委託することによ

り、作業分担による省力化と高品質・安定出荷を目指す。 

 

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  

 大豆、そば等は、数年以上定着し、畑作物のみを生産し続けている状況があると思われる。こ

の対象圃場について、数年間の作付状況と、令和４年度の作付状況を確認する。畑作物のみを生

産し続けている場合は、農家に対して今後も水稲作に活用される見込みがないかを点検していく。 

昨年度の点検結果として、水稲作に活用される見込みがない圃場が見受けられた。点検結果を

踏まえ、畑地化支援を周知、活用を図る。目標面積を２haとし、畑作物の本作化に取り組もうと

する農家の経営転換を後押しする。 

また、連作障害を回避するため、農業者及び関係機関と検討しながら、計画的にブロックロー

テーションに取り組むことができる体系を、確立していく。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

売れる米づくりの徹底によって米の主産地としての地位を確保する。前年の需要動向や集

荷業者等の意向を勘案しつつ、米の生産を行う。 

 

（２）備蓄米 

需要に応じた米生産を推進するため、令和３年産米の落札実績による生産を維持していく。 

 

（３）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

   地域外の実需者との結びつき（全農経由の出荷）を強化するとともに、地域内の畜産農家

等の需要に対応して、主食用米に代わる作物として生産面積の拡大を図っていく。また、産



地交付金を有効活用して、有機物・土壌改良資材の施用等の取組による生産性向上対策によ

る収量増と、複数年契約による安定的な生産・供給体制を構築する 

 

  イ 米粉用米 

    取組なし。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

戦略的輸出事業者や関西圏の卸業者を通じ、東南アジアへのマーケットの切り拓きに取

り組んでいく。また、戦略的輸出事業者の情報収集と新たな販路拡大に努め、輸出米数量

の増加を図る。 

 

  エ WCS 用稲 

需要見込みのある地域の酪農農家との結びつきを維持し、主食用米に代わる作物として

現行の生産面積を維持していく。 

 

  オ 加工用米 

    関東圏の卸業者等をはじめとした需要見込みのある実需者との結びつきを維持し、地域

流通も確保しながら現行の生産面積を維持していく。また、産地交付金を活用したケイ酸

質肥料の散布に取り組むことで、収量の高位安定化を図る。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

 麦は取組なし。 

 大豆は、産地交付金を活用して２回以上の中耕・培土等による生産性向上対策に取り組み、

品質向上・収量増につなげながら、作付面積を拡大し県内や関東圏の卸業者に対して安定供

給していく。 

 飼料作物は、作付面積を拡大し、地域の畜産農家に対して安定供給していく。 

 

（５）そば、なたね 

そばは、産地交付金を活用して排水対策、ドリル播きの実施による生産性向上対策に取り

組み、品質向上・収量増につなげながら、作付面積を拡大し県内の製粉業者等に対して良質

なものを安定供給していく。 

      なたねは、作付する農業者が僅かである。需要に応じた数量を確保するために経営所得安

定対策説明会で周知を図り、目標値まで拡大していく。 

 

（６）地力増進作物 

   地力増進作物による土づくりを行うため、翌年度に高収益作物を導入することを要件とし、

エンバクやヘアリーベッチ等を作付けした場合に交付を行う。 

   

（７）高収益作物 

 水田フル活用のため園芸作物全般の底上げを図っていく。特に、ニーズが高く地域特産品で

あるアスパラガス、えだまめ、キャベツ、きゅうり、行者菜、すいか、トマト、なす、並びに

水稲との複合経営の作物として期待されるももを地域重点推進作物とし、収量・品質向上に向

けた新技術を取り入れながら、作付面積を拡大してさらなる産地化を図り、関東・中京・関西

の市場への出荷量を増やして農業所得の増加につなげていく。 

かぼちゃ、たらの芽、ねぎ、メロン、さくらんぼ、ぶどう、啓翁桜は、地域振興作物とし

て、大豆等の戦略作物と同等の位置づけでより一層の振興を図り、その他の野菜、花き、果

樹を含め、水稲に代わる作物として作付面積を拡大しながら、これまで以上に生産性向上、

安定生産につなげていく。 



 

５ 作物ごとの作付予定面積等 ～ ７ 産地交付金の活用方法の概要  

別紙のとおり 
 



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

1,598.17 1,532.00 1,500.00

36.38 36.38 36.38

112.70 120.00 130.00

0 0 0

12.96 13.40 13.90

39.10 39.10 39.10

19.66 19.66 19.66

0 0 0

357.46 394.60 402.50

177.45 4.45 180.00 6.00 183.00 7.50

・子実用とうもろこし 0 0 0

48.02 50.00 52.00

0.21 0.40 0.70

3.27 4.00 5.00

128.26 142.10 149.40

・野菜 109.28 113.90 119.30

　・アスパラガス
　・えだまめ
　・キャベツ
　・きゅうり
　・行者菜
　・すいか
　・トマト
　・なす
　・かぼちゃ
　・たらの芽
　・ねぎ
　・メロン
・その他野菜

8.94
23.58
1.07
4.75
0.50
3.53
6.35
2.97
5.96
0.63
4.03
0.63

46.34

9.00
26.00
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6.70
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0.70
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9.1
29.00
1.30
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0.70
4.30
7.10
3.20
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0.80
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46.70

・花き・花木 15.78 24.70 26.10

　・啓翁桜
・その他花き・花木

12.26
3.52

13.50
3.70

14.80
3.90

・果樹 1.90 2.10 2.50

　・もも
　・さくらんぼ
　・ぶどう
・その他果樹

0.56
0.44
0.15
0.75

0.60
0.50
0.20
0.80

0.70
0.60
0.30
0.90

・その他の高収益作物 1.30 1.40 1.50

　・果樹苗 1.30 1.40 1.50

0 0 0

0 2.00 2.00

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

大豆 大豆生産性向上支援 生産性向上取組面積 （R3年度）308.2ha （R5年度）320.0ha

10a当たり平均収量 （R3年度）134㎏/10a （R5年度）140㎏/10a

そば そば生産性向上支援 生産性向上取組面積 （R3年度）20.7ha （R5年度）24.0ha

10a当たり平均収量 （R3年度）31㎏/10a （R5年度）45㎏/10a

地域重点推進作物支援 （R3年度）48.6ha （R5年度）53.0ha

拡大面積 （R3年度）9.6ha （R5年度）12.0ha

地域振興作物支援 （R3年度）21.6ha （R5年度）23.0ha

拡大面積
（R3年度）3.2ha （R5年度）4.2ha

その他作物支援 作付面積 （R3年度）18.2ha （R5年度）18.8ha

拡大面積 （R3年度）4.6ha （R5年度）7.5ha

飼料用米 飼料用米生産性向上支
援

生産性向上取組面積 （R3年度）47.2ha （R5年度）53.0ha

10a当たり平均収量 （R3年度）660㎏/10a （R5年度）680㎏/10a

飼料作物 二毛作助成 作付面積 （R3年度）4.5ha （R5年度）7.5ha

稲わら収集面積 （R3年度）32.2ha （R5年度）38.0ha

飼料作物及び粗飼料作物等 資源循環取組面積 （R3年度）123.7ha （R5年度）125.0ha

WCS用稲 資源循環取組面積 （R3年度）15.2ha （R5年度）19.0ha

飼料用米 複数年契約取組面積 （R3年度）81.1ha （R5年度）81.1ha

新市場開拓用米 複数年契約取組面積 （R3年度）0ha （R5年度）9.0ha

そば、なたね そば、なたね支援 作付面積 （R3年度）そば
44.3ha

（R5年度）そば
48.0ha

（R3年度）なたね 0.1ha （R5年度）なたね 0.7ha

新市場開拓用米 作付面積 （R3年度）0ha （R5年度）13.9ha

地力増進作物 地力増進作物助成 取組面積 （R3年度）0ha （R5年度）2.0ha

※　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。

17

新市場開拓用米取組拡
大助成

13

耕畜連携助成（資源循
環）WCS用稲

14

飼料用米の複数年契約
助成

15

11

耕畜連携助成（わら利
用）

12

耕畜連携助成（資源循
環）飼料作物

16

新市場開拓用米の複数
年契約助成

飼料用米の生産ほ場の稲わ
ら

8

野菜、花き、果樹、その他
作物

その他作物支援（拡大
分）

9

10

6

かぼちゃ、たらの芽、ね
ぎ、メロン、さくらんぼ、
ぶどう、啓翁桜

地域振興作物支援（拡
大分）

7

野菜、花き、果樹、その他
作物

18

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1

2

3

アスパラガス、えだまめ、
キャベツ、きゅうり、行者
菜、すいか、トマト、な
す、もも

作付面積

4

アスパラガス、えだまめ、
キャベツ、きゅうり、行者
菜、すいか、トマト、な
す、もも

地域重点推進作物支援
（拡大分）

5

かぼちゃ、たらの芽、ね
ぎ、メロン、さくらんぼ、
ぶどう、啓翁桜

作付面積



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：山形県

協議会名：長井市農業再生協議会

1 大豆生産性向上支援 1 1,800 大豆 ２回以上の中耕培土、排水対策の徹底等

2 そば生産性向上支援 1 800 そば 排水対策の徹底、ドリル播きの実施

3 地域重点推進作物支援 1 30,000
アスパラガス、えだまめ、キャベツ、きゅ
うり、行者菜、すいか、トマト、なす、もも

出荷販売

4 地域重点推進作物支援(拡大分） 1 5,000
アスパラガス、えだまめ、キャベツ、きゅ
うり、行者菜、すいか、トマト、なす、もも

出荷販売、作付け拡大

5 地域振興作物支援 1 15,000
かぼちゃ、たらの芽、ねぎ、メロン、さくら
んぼ、ぶどう、啓翁桜

出荷販売

6 地域振興作物支援（拡大） 1 5,000
かぼちゃ、たらの芽、ねぎ、メロン、さくら
んぼ、ぶどう、啓翁桜

出荷販売、作付け拡大

7 その他作物支援 1 5,000 野菜、花き、果樹、その他作物（別紙１） 出荷販売

8 その他作物支援（拡大） 1 5,000 野菜、花き、果樹、その他作物（別紙１） 出荷販売、作付け拡大

9 飼料用米生産性向上支援 1 2,600 飼料用米
地力向上対策の実施（有機物・土壌改良資材の施
用）・高単収に向けた取組（多肥栽培等）

10 二毛作助成 2 11,000 飼料作物 飼料作物の二毛作

11 耕畜連携助成（わら利用） 3 9,000 飼料用米の生産ほ場の稲わら
飼料用米の作付が行わる水田で、連携の相手方とな
るものと協定を締結しわらを飼料として利用・生産性
向上の取組

12 耕畜連携助成（資源循環）飼料作物 3 9,000 飼料作物及び粗飼料作物（別紙２）
水田で生産された飼料作物の供給を受けた家畜の排
泄物から生産された堆肥を飼料作物を作付けする水
田に施肥

13 耕畜連携助成（資源循環）WCS用稲 3 9,000 WCS用稲
水田で生産されたWCS用稲の供給を受けた家畜の排
泄物から生産された堆肥を飼料作物を作付けする水
田に施肥し、ケイカル等の適正量散布

14 飼料用米の複数年契約助成 1 0 飼料用米
令和２年度及び令和３年度に結んだ３年以上の契約・
生産性向上の取組

15 新市場開拓用米の複数年契約助成 1 0 新市場開拓用米 令和４年度に結んだ３年以上の契約

16 そば、なたね支援 1 0 そば、なたね 出荷販売

17 新市場開拓用米取組拡大助成 1 0 新市場開拓用米 出荷販売

18 地力増進作物助成 1 0 地力増進作物（別紙４）
作物の作付けすき込みし、翌年度に高収益作物の栽
培

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。



別紙１

助成対象作物一覧（個票７、８の別紙）
分類 作物名 備考

野
菜

あさつき、イチゴ、うど、うるい、おかひじき、オク
ラ、かぶ、かんしょ、行者にんにく、シイタケ、エノ
キタケ、ブナシメジ、マイタケ、エリンギ、ナメコ、ヒ
ラタケ、ツクリタケ（マッシュルーム）、キクラゲ、アラ
ゲキクラゲ、ハタケシメジ、コンニャクイモ、キクイ
モ、さといも、さやいんげん、さやえんどう、こご
み、ししとう、食用ぎく、食用ほおずき、スイート
コーン、せいさい、せり、セルリー、だいこん、たま
ねぎ、つるむらさき、にら、にんじん、パプリカ、ば
れいしょ、ピーマン、ふき、ブロッコリー、ほうれん
そう、みず菜、モロヘイヤ、みょうが、ヤーコン、わ
さび、わらび、ニンニク

花
き

アスター、アネモネ、アルストロメリア、しゃくやく、
きく、きんぎょそう、コスモス、サンダーソニア、宿
根アスター、宿根かすみそう、スターチス、ストッ
ク、ダリア、デルフィニウム、トルコぎきょう、ばら、
ひまわり、ブプレウラム、フリージア、ブルーレース
フラワー、べにばな、ゆり、ラナンキュラス、りんど
う、

・花きについては、景観形成作物を
除く。

果
樹

あけび、いちじく、うめ、かき、くり、さるなし、キウ
イ、すもも、西洋なし、日本なし、ブルーベリー、プ
ルーン、山ぶどう、りんご、ぶどう

・果樹については、新規植栽から４
年間、果樹以外の木本性作物は３
年間とする。

そ
の
他
作
物

野菜苗（対象作物のもの）、果樹苗（対象作物のも
の）



別紙２

助成対象作物一覧（個票１０、１２の別紙）
区分 作物名

飼料作物、粗飼料作物

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、青刈り麦、青刈り大
豆、子実用えん麦、青刈り稲、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



別紙４

助成対象作物一覧（個票１８の別紙）
区分 作物名

地力増進作物

エンバク、ライムギ、ライコムギ、コムギ、イ
タリアンライグラス、ソルガム、スーダングラ
ス、トウモロコシ、ギニアグラス、ヒエ、ヘア
リーベッチ、レンゲ、クリムソンクローバ、ア
カクローバ、クロタラリア、セスバニア、エビ
スグサ、ヒマワリ
マリーゴールド、シロガラシ、ナタネ、カラシ
ナ、ハゼリソウ


