
（別記） 

令和４年度新庄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  

 当市は山形県の北東部、最上地域のほぼ中央に位置し、奥羽山脈と出羽山地の山々に囲

まれた新庄盆地にあり、市内全域に水田がある。気候は典型的な内陸盆地型気候となって

おり、冬季は季節風の影響により積雪量は多い。 

 全水田面積に占める水稲作付面積の割合が 70％を超えており、水稲への依存度が高く、

転作作物においては、加工用米や土地利用型作物であるそばや飼料作物の取組が多くの割

合を占めている。 

主食用米の需要が落ち込んでいる状況にある中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡

大により更なる国内需要の落ち込みがあり、新たな市場の開拓や売れる米作りが急務とな

っている。 

 そば、大豆については、排水不良、土壌酸度の不適正等により単収の低下を招いており、

排水対策や土壌改良が必要となっている。 

 

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 

水田面積に占める水稲作付の割合が高い地域となっている。適地適作を基本とするが、

土地利用型作物であるそばや大豆について、排水対策や土壌改良により収量を改善する取

組にも力を入れ、農業者の所得向上を目指していく。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大のため、外食・中食での主食用米の国内需要の落

ち込みにより、所得の安定化を図ることが難しいため、新たな市場の開拓が必要であり、

輸出への取組を行っていく。 

また、農業者の所得向上に資する取組として、低コスト生産技術の導入・普及を積極的

に推進していくほか、農地中間管理機構との結びつきを強化し、農地の集積・集約化を図

っていく。また、労働時間の削減を目的として、転換作物の団地化を図っていく。特に大

豆の作付面積の団地化について積極的に推進し、取組に対する支援も行っていく。 

 

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  

当市は米の産地として、需要に応じた米生産を基本とし、転換作物とのブロックローテ

ーションを進め、水田のまま活用していく。しかしながら、過去５年間畑作物のみを作付

している土地について洗い出しを行い、農業者へ畑地化の検討意向はないか等のアンケー

ト調査を今後行っていき、畑地化意向がある場合には、産地交付金において支援を行うこ

とを検討する。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

売れる米作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、主食用米の生産を行う。また、中食・外食のニー

ズに対応した業務用米の生産と安定取引の推進を図るとともに、担い手への大型機械

の導入や直播栽培などの低コスト化に取り組み、所得の向上を目指す。 

 

 



（２）備蓄米 

政府備蓄米の買入入札での落札による取り組みを維持する。 

 

（３）非主食用米 

 

  ア 飼料用米 

主食用米の需要減が見込まれる中、飼料用米を転作作物に位置づけ、地元需要者と

のマッチングを図るなど流通体制の構築を進めるとともに、多収品種の導入や複数年

契約による安定した取組の推進、共同防除作業等によるコスト低減の取組の推進によ

り、生産拡大を図る。 

 

  イ 米粉用米 

主食用米の需要減が見込まれる中、米粉を使った加工食品の試作・研究が進められ

ており、今後米粉用米の需要拡大が見込まれることから、導入を検討する。 

 

  ウ 新市場開拓用米 

国内の主食用米の需要減が見込まれる中、大きな需要が見込まれる海外マーケット

の開拓を今後も図っていく。 

 

  エ WCS 用稲 

稲作農家にとっては作りやすく、畜産農家には飼料価値の高い飼料作物であるが、

所得の確保や新たな設備投資が必要なことなどの課題があるため、需要動向を勘案し

ながら、ＷＣＳ用稲の作付を維持していく。 

 

  オ 加工用米 

市内に主な実需者がいないことから、ＪＡ・集荷業者と実需者との結びつきを強化

し、出荷契約数量の拡大を目指す。また、産地交付金を活用し、複数年契約による安

定した取組を推進する。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

麦については、取り組まない。 

大豆については、排水不良水田においては、弾丸暗渠等による排水対策や土壌改 良

に取り組みながら、産地交付金で団地化に対する支援を設け、労働時間の短縮を図り、

作付面積を拡大していく。 

飼料作物については、耕種農家と畜産農家の結びつきを強化し、需要に応じた安定供

給を行うため、作付けを維持していく。また、土づくりの観点から、耕畜連携の資源循

環についても推進していく。 

 

（５）そば、なたね 

そばについては、地域の実需者であるソバ店等との契約やＪＡ等集荷業者との契約

に基づき、品質 の向上と生産量の増を図るため、排水対策に取り組み、産地交付金を

活用し、生産面積の拡大を目指す。 

なたねについては、取り組まない。 

 

（６）地力増進作物 

   地力増進作物についての支援は行わない。 

 

 



（７）高収益作物 

園芸産出額の更なる拡大と競争力の高い農業者の育成に向け、園芸品目の戦略的な

産地づくりを支援することを目的として、重点振興作物、振興作物を定め、特に重点振

興作物については魅力ある産地づくり、ブランド化を図るため、産地交付金を活用し

て、作付面積の拡大を図る。 

振興作物については、産地交付金を活用し、品質の維持向上を図る。 

   ○重点振興作物（10 品目） 

    にら、ねぎ、たらの芽、うるい、トルコギキョウ、アスパラガス、ふきのとう、り

んどう、トマト（ミニトマトを含む）、きゅうり 

   ○振興作物（12 品目） 

    さといも、みつば、おうとう、なす、ストック、啓翁桜、ラズベリー、 

ひまわり、すいか、にんじん、きく（小ぎくを含む）、カスミソウ、 

シャインマスカット 

 

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

2,730 2,560 2,508

116 155 177

128 140 145

0 0 0

5 6 7

90 90 92

392 443 450

0 0 0

46 50 54

437 443 448

・子実用とうもろこし 0 0 0

399 406 410

0 0 0

0 0 0

163 165 167

・野菜 152 154 156

　・にら 65 66 67

　・ねぎ 30 31 32

　・たらの芽 21 21 21

　・うるい 20 20 20

　・アスパラガス 10 10 10

　・きゅうり 3 3 3

　・トマト（ﾐﾆﾄﾏﾄ） 2 2 2

　・ふきのとう 1 1 1

・花き・花木 11 11 11

　・トルコギキョウ 7 7 7

　・りんどう 4 4 4

16.9 18.0 19.2

・野菜 14.3 14.9 15.8

　・すいか 6 6.1 6.2

　・さといも 4 4.1 4.3

　・なす 3 3.2 3.4

　・にんじん 0.9 1.1 1.5

　・みつば 0.4 0.4 0.4

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

大豆

飼料作物

そば

なたね

地力増進作物

高収益作物（重点振興作物）

高収益作物（振興作物）



・花き・花木 1.7 1.9 2.0

　・啓翁桜 0.5 0.6 0.7

　・きく（小ぎく） 0.4 0.4 0.4

　・ストック 0.3 0.4 0.4

　・ひまわり 0.3 0.3 0.3

　・かすみそう 0.2 0.2 0.2

・果樹 0.9 1.2 1.4

　・おうとう 0.7 0.8 0.8

　・ラズベリー 0.2 0.2 0.2

　・シャインマスカット 0.0 0.2 0.4

0 0 0

0 0 0

その他

畑地化



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

（令和３年度） （令和５年度）

163ha 167ha

（令和３年度） （令和５年度）

17ha 19ha

（令和３年度） （令和４年度）

21ha 21ha

（令和３年度） （令和４年度）

1ha 1ha

（令和３年度） （令和５年度）

227ha 232ha

（令和３年度） （令和５年度）

399ha 410ha

（令和３年度） （令和５年度）

77ha 120ha

（令和３年度） （令和５年度）

複数年契約取組面積・数量 114ha・728t 114ha・730t

作付面積・数量 128ha・815t 145ha・923t

（令和３年度） （令和５年度）

5ha 7ha

（令和３年度） （令和５年度）

10a当たりの収量
72㎏ 48㎏

そばの取組面積 335ha 348ha

（令和３年度） （令和５年度）

大豆の団地化面積 10ha 20ha

大豆の作付面積 46ha 54ha

（令和３年度） （令和５年度）

取組面積 37ha 44ha

10ａあたりの収量 141㎏ 144㎏

※　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。

大豆
大豆の団地化
支援助成

大豆
大豆の生産性向上

取組助成

重点振興作物作付面積

振興作物作付面積

取組面積

取組面積

取組面積

そばの作付面積

加工用米複数年
契約取組面積

取組面積

飼料用米
複数年契約助成

新市場開拓用米
新市場開拓用米
取組助成

そば
そばの多収栽培
支援助成

目標

1

12

11

9

10

5

6

7

8

2

3

重点振興作物 重点振興作物助成

振興作物 振興作物助成

4

整理
番号

対象作物 使途名

飼料用米生産ほ場の稲わ
ら

耕畜連携助成
（わら利用）

飼料作物等
耕畜連携助成
（水田放牧）

飼料用米

飼料作物等
耕畜連携助成
（資源循環）

そば そば振興助成

加工用米
加工用米

複数年契約助成



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：新庄市農業再生協議会

1 重点振興作物助成 1 24,000

重点振興作物（アスパラガス、うる
い、たらの芽、トルコギキョウ、に
ら、ねぎ、ふきのとう、りんどう、トマ
ト、きゅうり）

作付面積に応じて助成

2 振興作物助成 1 12,000

振興作物（さといも、なす、みつば、
おうとう、すいか、ストック、ひまわ
り、啓翁桜、ラズベリー、にんじん、
きく（小ぎくを含む）、カスミソウ、
シャインマスカット）

作付面積に応じて助成

3 耕畜連携助成（わら利用） 3 3,000 飼料用米生産ほ場の稲わら
利用供給協定に基づき実施する飼料用米生産ほ
場の稲わら利用の取組面積に応じて助成

4 耕畜連携助成（水田放牧） 3 3,000 飼料作物等（別表２）
利用供給協定に基づき実施する飼料作物の作付
水田における牛の放牧の取組面積に応じて助成

5 耕畜連携助成（資源循環） 3 6,500 飼料作物等（別表２）
飼料作物等の供給を受けた家畜の排せつ物から
生産された堆肥を飼料作物等を作付けする水田に
施肥する取組面積に応じて助成

6 そば振興助成 1 0 そば 作付面積に応じて助成

7 加工用米複数年契約助成 1 2,000 加工用米
令和３年産以降に３年以上の複数年契約締結をし
た加工用米作付面積に応じて助成

8 飼料用米複数年契約助成 1 0 飼料用米
令和２年産または３年産に３年以上の複数年契約
締結をした飼料用米作付面積に応じて助成

9 新市場開拓用米取組助成 1 0 新市場開拓用米 作付面積に応じて助成

10 そばの多収栽培支援助成 1 3,000 そば
排水対策、追肥、条播のいずれか１つ以上取組を
行った面積に応じて助成

11 大豆の団地化支援助成（1ｈａ） 1 5,000 大豆 １ｈａ以上の団地化した面積に応じて助成

12 大豆の生産性向上取組助成 1 3,000 大豆
湿害対策技術、耕うん同時畝立播種、土壌診断に
基づく土づくりのいずれか１つ以上取組を行った面
積に応じて助成

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。



（別表２）　飼料作物の範囲

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
・水田放牧は、「＊～」のみ対象とする

（注）　上記の粗飼料用作物等については、食用に供される畜産物を生産するために飼養される
牛、馬、めん羊、山羊に供される場合に限る。


