
（別記） 
 

４年度今別町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  

当町の令和３年度の水田面積は約２７２ｈａで、このうち主食用米８７ｈａが作付され

ている。このほか、非主食用米（飼料用米）が１５ｈａ、飼料作物が１０５ｈａ、野菜や

花きが３ｈａとなっている。 

近年は、農業者の高齢化や後継者不足から徐々に減少しており、認定農業者などの担い

手を中心に借地や作業受託の拡大、農地の利用集積を推進するとともに、農業機械の効率

的利用によるコスト削減と生産性向上に努め、農業者の収益確保を図る。 

また、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大等により、主食用米の国内需要や消費が

減退している中、需要減少に見合った作付面積の削減が進まず過剰在庫となっている中

で、飼料用米等の非主食用米の定着・拡大を図り、地域特性を生かした地域振興作物の導

入を推進していく必要がある。 

 

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 

 

気象・土地条件等から町内での生産に適している「ばれいしょ・かぼちゃ・にんにく・

トマト・ミニトマト・なす・キク・アスパラガス・えだまめ・ぎょうじゃにんにく・ぶど

う・ごぼう・ながいも・にんじん・ねぎ・キャベツ・ブロッコリー・とうもろこし・こか

ぶ」の作付面積の拡大を推進していくなかで、町の特産品としてブランド化を図っている

「一球入魂かぼちゃ」の作付農家の高齢化や後継者不足が深刻な問題となっており、担い

手の確保が早急の課題である。 

また、飼料用米の作付面積の拡大を推進していく。 

   

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  

農業就業者は著しく減少しており、高齢化も進んでいるため、県や JA 等と連携し、農業

労働力の確保に向けた仕組みづくりに努める。 

経営規模の拡大に向けて意欲のある担い手等への農地の利用集積・集約を促進し、農地

利用の効率化と生産性の向上を図りながら、中間管理機構の事業に組み入れるなどの取組

を推進する。 

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

水田や今後も水稲が作付される見込みがない水田については、令和３年度に洗い出しを実

施し畑地化支援の活用について周知した。令和４年度から高収益作物畑地化支援の増額助

成を受けられる時限措置の活用を視野に入れ、引き続き生産者に周知するとともに畑地化

支援の活用を推進していく。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

令和４年度のほ場整備事業に伴い 29ha 減少するため、主食用米の作付が減る見込 

みである。ただし、ほ場整備事業完了に伴い令和５年度は増加する見込みである。 

 



（２）備蓄米 

「取組なし」 

 

（３）非主食用米 

水田活用の直接支払交付金を最大限に活用しながら、飼料用米等の非主食用米の   

作付を推進する。 

 

  ア 飼料用米 

主食用米の需要及び消費減退が見込まれる中、農業者が蓄積してきた技術と既存    

農業機械を有効に活用できる飼料用米の生産拡大を図る。複数年契約を進めなが

ら、多収品種・多肥栽培の定着化による収量向上、栽培技術の改善等による低コス

ト栽培を推進する。令和４年度は、主食用品種・多収品種合わせて２０ｈａ程度の

作付を目指す。 

 

  イ 米粉用米 

「取組なし」 

 

  ウ 新市場開拓用米 

「取組なし」 

 

  エ WCS 用稲 

「取組なし」 

 

  オ 加工用米 

「取組なし」 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

麦、大豆については取組なし。 

飼料作物は、前年度と同等面積となる見込となり、引き続き畜産農家との連携を図

り、利用供給契約を継続して結び、現行の栽培面積の維持、または拡大を目指す。 

 

（５）そば、なたね 

「取組なし」 

 

（６）地力増進作物 

「取組なし」 

 

（７）高収益作物 

町の特産品としてブランド化を図っているかぼちゃや今後の発展が期待されるぶど

うを軸に、ほ場整備が進んだ二股地区のほ場においていくつかの作物を試験的に作付

しながら、生産に適した作物を選択し面積の拡大を図る。 

 

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

87.70 0.00 86.00 0.00 80.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.24 0.00 18.00 0.00 25.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105.70 0.00 103.00 0.00 100.00 0.00

・子実用とうもろこし 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.96 0.00 4.50 0.00 6.10 0.00

・野菜 3.84 0.00 4.38 0.00 5.80 0.00

・花き・花木 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

・果樹 0.12 0.00 0.12 0.00 0.30 0.00

・その他の高収益作物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

（令和３年度） （令和５年度）

6.07ha
581kg/10a

6.07ha
622kg/10a

（令和３年度） （令和５年度）

9.17ha
581kg/10a

9.17ha
622kg/10a

（令和３年度） （令和５年度）

3.96ha 6.1ha

※　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

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1

2

取組面積
単収

取組面積
単収

取組面積
振興作物助成
（野菜・果樹）

生産性向上作付拡
大助成(多収品種)

生産性向上作付拡
大助成(一般品種)

飼料用米
（一般品種）(基幹作物）

飼料用米
（多収品種）(基幹作物）

ばれいしょ・かぼちゃ・に
んにく・トマト・ミニトマ
ト・なす・キク・アスパラ
ガス
えだまめ・ぎょうじゃにん
にく・たまねぎ・ぶどう・
ごぼう・ながいも・にんじ
ん・ねぎ・キャベツ・ブ
ロッコリー・とうもろこ
し・こかぶ(基幹作物）



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：青森県

協議会名：今別町農業再生協議会

1
生産性向上作付拡大助成（一
般品種）

1 10,000 飼料用米（一般品種）（基幹作物）
プール育苗、温湯種子消毒、複数
年契約等

2
生産性向上作付拡大助成（多
収品種）

1 10,000 飼料用米（多収品種）（基幹作物） 多収品種の導入、複数年契約等

3 振興作物助成（野菜・果樹） 1 11,790

ばれいしょ・かぼちゃ・にんにく・トマト・
ミニトマト・なす・キク・アスパラガス、
えだまめ・ぎょうじゃにんにく・たまね
ぎ・ぶどう・ごぼう・ながいも・にんじ
ん・ねぎ・キャベツ・ブロッコリー・とうも
ろこし・こかぶ

作付面積に応じて支援

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．地域農業再生協議会名

２．活用予定額の総括表

（単位：円）

当初配分
(A)

追加配分
(B)

2,080,023 2,080,023 0 2,054,550

（注）追加配分が未定の段階にあっては、該当箇所を空欄により作成することとします。

今別町農業再生協議会

８　産地交付金の活用方法の明細

今別町農業再生協議会

協議会等名

配分枠（A+B）

活用予定額



３．活用方法

配分枠

2,080,023円

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

新市場開拓用米

そば なたね 地力増進作物

野菜 花き・花木 果樹
その他の
高収益作
物

その他

1
生産性向上作付拡大助成

（一般品種） 1 10,000 607 607 607,000

2
生産性向上作付拡大助成

（多収品種） 1 10,000 917 917 917,000

3 振興作物助成（野菜・果樹） 1 11,790 438 12 450 530,550

実面積 1,524 438 12 1,974

実面積

所要額
①×②
（円）

高収益作物

合計
②
※５

2,054,550

※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　「面積」は、当初配分により支援を行う使途について記入し、追加配分により支援を行う使途については、追加配分額が未定の段階にあっては空欄としてください。
※４　「合計（基幹）の実面積」は、基幹作を対象とした設定の実面積を記入し、「合計（二毛作）の実面積」は、二毛作を対象とした設定の実面積を記入してください。
　　　また、「合計②」欄は、基幹作、二毛作それぞれの実面積の合計を記入してください。
※５　②の合計は、各使途の合計面積を記入してください。
※６　所要額欄の二重枠には、所要額の合計を記入してください。
（注）使途ごとに「産地交付金の活用方法の明細（個票）」を添付してください。

合計（基幹）※４

合計（二毛作）※４

整
理
番
号

戦略作物
使途
※１

単価①
（円/10a）

作
期
等
※２

面　積　（ａ単位）※３



４．追加配分等を受けた場合の調整方法

５．所要額が配分枠を超過した場合の調整方法

６．高収益作物について

注１ 産地交付金で支援する作物のうち、高収益作物に該当する作物名（野菜、花き・花木、果樹除く）を記載してください。
注２ 収益性のわかるデータを添付してください。

　追加配分を受けた場合は、整理番号１～３に充当し、上限単価の範囲内で一律に単
価の引き上げを行う。

なお、単価調整については１０円単位とする。

整理番号１～３の単価を一律に減額調整する。
なお、単価調整については１０円単位とする。

該当なし



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　令和４年１２月末までに、以下の方法で確認する。
　①取組メニューごとの支払対象面積を集計。

一般品種　10,000円以内／10a（上限単価　27,000円／10a）

　主食用米の需要が減少する中、需要に応じた生産の維持と水田の有効活用ができる非主食用米
の作付を推進していく必要がある。
　令和３年度は、労働時間縮小に係る省力化の取組を推進・助成し取組面積はJA等関係機関と連
携し周知等を行い目標は達成した。ただし、省力化については、生産者の技術不足等もあり未達
成となった。
　令和３年度の当地域の単収が県平均616kg/10aに対し581kg/10aと低く、飼料用米については、
単収による数量払いが農業収入に大きな影響があることから、増収への取組を推進し農業所得向
上を図る必要がある。また、生産者には飼料用米に係る多収品種の作付に対し、混タミ等による
主食用米の品質低下を懸念する者も多く、飼料用米への転換には抵抗があるものと思われる。
　令和４年度は、主食用米から飼料用米へ転換が容易な一般品種による増収の取組支援に切り替
えをし、JA等関係機関と連携を図り、取組の周知と増収を推進し、農業所得向上と目標達成を目
指す。また、農業経営の安定を図るため、３年以上の複数年契約を取組要件とし、令和５年度ま
で要件の変更は行わない。
　令和５年度にはほ場整備が完了している見込みであり、令和５年度作付目標面積の４割に当た
る10haの取組面積と県平均単収622kg/10aを目標に設定する。
　なお、令和３年度の実績面積が6.07haで複数年契約であることから、令和４年度以降の取組面
積も6.07haと設定する。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

今別町農業再生協議会 整理番号 １（継続）

生産性向上作付拡大助成（一般品種）

飼料用米（一般品種・複数年契約）（基幹作物）

実績 2.46ha 6.07ha

目標 －

令和3年度からの複数年契約分は、令和5年度まで同一要件で継続し、令和5年度の検証後、令和6
年度の以降の継続を含め検討を行う。ただし、令和2年度からの複数年契約については、令和4年
度まで同一要件で継続する。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

目　　標

令和2年度 令和3年度 令和４年度 令和5年度

取組面積

　一般品種による飼料用米の生産性向上とコストの低減を図りながら、増収の取組を推進し面積
に応じて支援する。

具体的要件

１　助成対象者
　・実需者等に出荷・販売することを目的とし、対象作物の生産に取り組む農業者又は集落営農
とする。
２　取組要件
 ①生産者と実需者との間で締結する複数年契約（令和3年度から3年以上、各年産におけ
　る数量の契約）に基づき、生産・出荷・販売を行うこと。ただし、令和２年度から３
　年以上の複数年契約を行っているほ場に限り対象とする。
 ②新規需要米取組計画の認定を受けること。
 ③コスト低減と増収を図るため、次のいずれか１つ以上取り組むこと。
   プール育苗、温湯種子消毒、育苗箱全量施肥、農薬の田植え同時処理、共同防除機
   又はラジコンヘリによる防除、側条施肥、密苗・密播育苗技術、多肥栽培（青森県
   が指導する栽培指針による多肥栽培）
※ただし、県設定と重複助成を受ける場合は、異なる取組を行うこと。

取組の
確認方法

１助成対象者
　　出荷契約書、作業日誌等の出荷・販売・収穫を行ったことがわかる書類。営農計画書、
　　自家利用計画書の添付。
２取組要件
　　①出荷契約書、販売伝票、作業日誌等の出荷・販売・収穫を行ったことがわかる書類。
　　②新規需要米認定結果通知書により確認。
　　③現地確認または資材購入伝票、作業日誌等の技術導入がわかる書類。

成果等の
確認方法

5.00ha 6.07ha 6.07ha

単収
目標 - 602kg/10a 612kg/10a 622kg/10a

実績 592kg/10a 581Kg/10a



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

令和４年１２月末までに、以下の方法で確認する。
①取組メニューごとの支払対象面積を集計。

一般品種　10,000円以内／10a（上限単価　30,000円／10a）

　主食用米の需要が減少する中、需要に応じた生産の維持と水田の有効活用ができる非主食用米
の作付を推進していく必要がある。
　令和３年度は、飼料用米に対する助成として一般品種による労働時間縮小に係る省力化の取組
に行ったが、令和３年度の当地域の単収が県平均616kg/10aに対し581kg/10aと低く、飼料用米に
ついては、単収による数量払いが農業収入に大きな影響があることから、増収への取組を推進し
農業所得向上を図る必要がある。
　令和４年度以降は、令和４年度からの複数年契約は対象外とするため取組面積は増加しないも
のの、増収に向けた各取り組みを推進することで単収の増加を目指し、令和５年度までに20㎏
/10a増加を目標とする。
　なお、令和３年度の実績面積が9.17haで複数年契約であることから、令和４年度以降の取組面
積も9.17haと設定する。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

今別町農業再生協議会 整理番号 ２（継続）

生産性向上作付拡大助成（多収品種）

飼料用米（多収品種・複数年契約）（基幹作物）

実績 2.46ha 9.17ha

目標 －

令和3年度からの複数年契約分は、令和5年度まで同一要件で継続し、令和5年度の検証後、令和6
年度の以降の継続を含め検討を行う。ただし、令和2年度からの複数年契約については、令和4年
度まで同一要件で継続する。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

目　　標

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

取組面積

　多収品種による飼料用米の生産性向上とコストの低減を図りながら、複数年契約と増収の取組
を推進し面積に応じて支援する。

具体的要件

１　助成対象者
　・実需者等に出荷・販売することを目的とし、対象作物の生産に取り組む農業者又は集落営農とする。
２　取組要件
 ①生産者と実需者との間で締結する複数年契約（令和3年度から3年以上、各年産におけ
   る数量の契約）に基づき、生産・出荷・販売を行うこと。ただし、令和２年度から
   ３年以上の複数年契約を行っているほ場に限り対象とする。
 ②新規需要米取組計画の認定を受けること。
 ③多収品種に取り組むこと（「ゆたかまる」も対象とする）。
 ④コスト低減と増収のため、次のいずれか１つ以上に取り組むこと。
   プール育苗、温湯種子消毒、育苗箱全量施肥、農薬の田植え同時処理、共同防除機
   又はラジコンヘリによる防除、側条施肥、密苗・密播育苗技術
※ただし、県設定と重複助成を受ける場合は、異なる取組を行うこと。

取組の
確認方法

１　助成対象者
　・営農計画書又は交付申請書、必要に応じ出荷契約書、販売伝票、作業日誌等で対象者を確認する。
２　取組要件
 ①出荷契約書、作業日誌等の出荷・販売・収穫を行ったことの分かる書類。
 ②新規需要米認定結果通知書等の写し。
 ③種子購入伝票又は自家採種の種子による取組申請書
 ④現地確認または資材購入伝票、作業日誌等の技術導入がわかる書類。

成果等の
確認方法

5.00ha 9.17ha 9.17ha

単収
目標 - 602kg/10a 612kg/10a 622kg/10a

実績 592kg/10a 581kg/10a



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

具体的要件

１　助成対象者
　　需用者等に出荷販売することを目的として、対象作物の生産に取り組む農業者
２　取組要件
　　①収穫、出荷、販売を行うこと。
　　②永年性（多年性）作物については、定植、改植から収穫まで１年以上要するので、
　　　地域の栽培方針に沿った肥培管理を行うことで、育成期間も助成対象とする。た
　　　だし、ほ場への作付（播種）と収穫が単に年度をまたぐもので、作付から収穫ま
　　　で１年に満たないものは、その収穫年度において助成対象とする。
　　③ぶどう（果樹）については、新植５年目までを助成対象とする。

取組の
確認方法

１　助成対象者
　　出荷契約書、販売伝票、作業日誌等の出荷・販売・収穫を行ったことがわかる書類、
　　営農計画書または交付申請書で対象者を確認。
２　取組要件
　　①出荷契約書、番倍伝票、作業日誌等の出荷・販売・収穫を行ったことがわかる書類。
　　②営農計画書及び現地確認、作業日誌、栽培指針に沿った肥培管理を行ったことがわ
　　　かる書類により確認。
　　　アスパラガス等作付初年目に出荷が確認されない作物については、現地確認に加え、
　　　作業日誌等により対象作物の作付と地域の栽培指針に沿った通常の肥培管理を行っ
　　　たことを確認。

成果等の
確認方法

令和４年１２月末までに、以下の方法で確認する。
①野菜等の作付面積について、品目ごとに交付対象面積を集計。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

対象作物を生産し、出荷販売する取組を支援する。

ＰＤＣＡサイクルによる検証・見直しの上で継続する。

ばれいしょ・かぼちゃ・にんにく・トマト・ミニトマト・なす・キク・アスパラガス
えだまめ・ぎょうじゃにんにく・たまねぎ・ぶどう・ごぼう・ながいも・にんじん・ねぎ・
キャベツ・ブロッコリー・とうもろこし・こかぶ（基幹作物）

一般品種　11,790円以内／10a（上限単価　30,000円／10a）

　地域でブランド化を図っているかぼちゃや新幹線駅に隣接する直売施設向けの野菜等は、昨
今観光客や土産品としての需要が高まっているが、供給量不足が課題となっている。今後さら
に需要の増加が予想されており、生産量を増やし農家所得の向上を図るため、取組面積の拡大
を推進する。
　令和３年度は、ほ場整備事業に係る整備後のほ場での振興作物の取組があったが、排水環境
が悪く収穫まで至らず目標は未達成となった。
　令和４年度はほ場整備が完了し作付け可能な地域が増加するものの、整備完了直後でありほ
場の状態確認の観点からすべてのほ場で水稲作付を行うため、取組面積を大きく拡大すること
は難しい。
　令和５年度の作付目標は整備されたほ場と併せて前年度から2.2haの増となる6.1haを当協議
会の目標に設定する。また気象・土地条件等から生産に適している「ごぼう」ほか７作物を追
加しほ場に適した作物の選別も行う。後継者不足が深刻な問題でもあるため、町の事業を活用
しながら、担い手の確保や育成も推進し目標達成を目指す。

令和5年度

実績 3.62ha 3.96ha

目標 4.29ha 4.5ha 6.1ha目　　標

令和2年度 令和3年度 令和4年度

取組面積

振興作物助成（野菜・果樹）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

整理番号 ３（継続）今別町農業再生協議会
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平令和4年度今別町農業再生協議会委員名簿（現在）


