
（別記） 

令和４年度桑折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  

桑折町は、福島県中通り北部に位置しており、京浜市場までの所要時間が約６時間と近

く、また、東北中央道の開通により「太平洋」「日本海」への利便性が向上し、鮮度の高い

果樹・野菜の出荷・輸送が可能なため、モモ、リンゴ、キュウリ、トマト、イチゴ等の生産

が盛んである。特にモモは、県内有数の産地となっている。一方、水田は全耕地面積の約

３３％を占めているが、一戸当たりの所有面積は４０～５０ａ程度と少なく、ほ場区画も

小さいことから、自家消費米としての作付生産が主体である。そのため農家の高齢化によ

り条件不利地水田では、調整水田・自己保全管理等が多くなり土地利用率が低い状況にあ

る。 

また、平成 28 年から令和 3 年の間に遊休農地は 10.9ha 増加して 52.4ha となっており、

全農地に占める割合は、5.2％に達している。65 歳以上の基幹的農業従事者数も増加して

おり、全体に占める割合は 77.6％と高齢化が進行している。 

さらに、当地域においては近年イノシシ、クマ、サル等の野生有害鳥獣による農作物へ

の被害が増大しており、これが耕作放棄地に至る要因になっている場合もあり、農業振興

上の大きな課題となっている。 

 麦・大豆については、排水条件、土壌酸度不良等の圃場作付が多く、収穫量、品質の低

下がみられ、これが作付け地拡大の障害にもなっており、これを克服するための対策を講

じる必要がある。 

 今後は年間を通じて安定した需要のある、野菜等への作付転換を推進していくことが必

要である。 

 

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 

 

(１)適地適作の推進 

飼料用米は主食用米からの作付け転換が容易で、需要に応じた弾力的な作付けが可能な

ことから今後も転作作物の主力と位置付け、作付け面積の拡大を推進していく。 

 本町におけるアスパラガス、キュウリ、イチゴ、シュンギク栽培は専らハウス栽培なの

で、土壌条件が適した地域での推進はもちろんのこと、強風による被害を受けやすい地域

を避けるなど栽培に適したほ場での作付けの推進を図る。 

 本町は果樹農業地域でもあるが、転作作物としての果樹の導入は近年進んでいない。収

益力向上に向け、イチジク等の新たな作目導入の可能性について、町内二つの農協と協力

しながら検討を進める。 

(２)収益性・付加価値の向上 

 これまでもキュウリの推進を図ってきたが、当地域のキュウリは夏秋キュウリとしての

販売金額全国一のブランドを有しており、JA ふくしま未来の推進計画と歩調を合わせ、

更なる推進を図る。 

(３)生産・流通コストの低減 

 生産コスト低減のため、地元産のもみ殻と鶏糞を原材料とする堆肥を生産し、飼料用米

のほ場において施用する農畜連携による循環型稲作が取組まれているが、更なる普及を模

索する。 

 

 



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  

(１）地域の実情に応じた農地の在り方 

 本町においては、水田農業における高齢化の課題や、中山間地域における有害鳥獣の被

害による営農意欲の喪失等の課題があるが、現在、町全域で人・農地プランの実質化の作

業を進めており、アスパラガス、キュウリ、イチゴ、シュンギクの地域振興作物の栽培拡

大に向け、水田の畑地化及び中心経営体への農地の集積についても推進していく。 

 ブロックローテーションについては、町内の農地について圃場整備の進捗度、日照、肥

沃度、風当り等の条件を調査し、単収・収益性が上がることを考慮しローテーション体系

を構築する。 

(２)水田の利用状況の点検方針・点検結果を踏まえた対応方針 

 本年度は、桑折町全域において果樹等の永年性作物や、ハウス野菜栽培が 5年以上定着

しているほ場を確認するとともに、人・農地プランでの話し合いを進め、次年度以降の畑

地化支援の対象となるよう進める。 

 昨年度の調査では永年性作物、ハウス野菜等の 5年以上定着のほ場が散見されており、

ブロックローテーション体系の構築を推進する。 

 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

   桑折町全地区において、主要品種のコシヒカリを中心に、環境に配慮した安全・安

心な売れる米づくりを推進する。生産数量(面積)の目安及び JA 等の集出荷団体が策定す

る販売計画をもとに、需要に応じた米の生産を行う。 

 

（２）備蓄米 

   需要に応じた水田における転作作物として有効であり、優先枠の確保に努め、安定

供給に取り組む。 

 

（３）非主食用米 

  ア 飼料用米 

   主食用米の更なる需要減が見込まれる中で、産地交付金と町の上乗せ配分により、

多収品種への移行が少しずつ進んでいる。令和 3年度においては 90ha までの作付け拡大

目標を達成したが、令和 4年度においても福島県独自の支援策が示されていることから、

団地化等の取組を更に推進し、生産性の向上やコスト縮減を図り、令和 4年度では 110ha

までの作付け拡大を図る。 

 

  イ 米粉用米 

   該当なし 

 

  ウ 新市場開拓用米 

   該当なし 

 

  エ WCS 用稲 

   産地交付金を活用して直播栽培や団地化等の取組を行い、生産性の向上やコスト低

減を図る。また、地域での耕畜連携の推進に努め、近隣市町の畜産農家に対して良質な

WCS を継続的に出荷できるよう推進する。 

 



  オ 加工用米 

   JA 等の集出荷団体と連携し複数年契約による販売先の確保に努め、直播栽培、疎

植栽培、立毛乾燥等のコスト低減に取組みながら生産性向上を図り、安定した生産量の確

保および低コスト化に努める。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

   麦については、実需者との契約に基づき、現在の栽培農業者、栽培面積を維持す

る。 

   大豆については、転作対象ほ場の排水改良を行いながら、団地化及び水稲を含めた

ブロックローテーションの取組を図る。また単収増及び地産地消に努め、需要に即した高

品質の大豆の生産に取組み、作付け面積の拡大を進める。 

令和 3年度（4.2ha）→令和 4年度（8.0ha） 

土壌の成分調査を実施し、ほ場に適した施肥によるコスト縮減を進める。 

飼料作物については、該当なし。 

 

（５）そば、なたね 

   そばについては、地域の実需者との出荷契約に基づき、高品質なそばの生産に取り

組んでいる。主に集落営農組織により適切な管理に努め、品質及び収量の向上を図りブラ

ンド力を向上させるとともに、施肥等のコスト削減への取組を更に進める。 

また、産地交付金を活用して面積の拡大や団地化の他、共同収穫作業や排水対策の生産性

向上等の取組を行って安定的な生産を可能とし、作付け面積の拡大を図る。 

なたねについては、該当なし。 

 

（６）地力増進作物 

   農業者に対し、レンゲ等の地力増進作物の有効性を説明し理解してもらうととも

に、ブロックローテーションの作目に取り入れることにより作物の増収に繋げる。 

 

（７）高収益作物 

   桑折町内における重点推進園芸作物として「キュウリ」「アスパラガス」「イチゴ」

「シュンギク」を地域振興作物の中核と位置付け、今後も収益力強化の中核をなす転作作

目として産地交付金を活用し、安定的な生産及び有利販売を推進する。 

 

 

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

281.00 0.00 257.00 0.00 236.00 0.00

2.20 0.00 2.20 0.00 2.20 0.00

90.72 0.00 110.00 0.00 130.00 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

17.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00

2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00

1.50 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

4.20 0.00 4.50 0.00 4.50 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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

3.85 0.00 10.40 0.00 10.60 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

3.78 0.00 4.20 0.00 4.30 0.00

・野菜 3.78 0.00 4.20 0.00 4.30 0.00

アスパラガス 1.22 0.00 1.40 0.00 1.40 0.00

キュウリ 1.22 0.00 1.30 0.00 1.20 0.00

イチゴ 1.22 0.00 1.30 0.00 1.50 0.00

シュンギク 0.12 0.00 0.20 0.00 0.20 0.00

・花き・花木 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

・果樹 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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

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

（令和３年度）31.32ha （令和５年度） 50.00ha

（令和３年度）
            512 kg/10a
        104,005円/10a

（令和５年度）
            551kg/10a
         99,947円/10a

（令和３年度） 3.85ha （令和５年度）　10.60ha

（令和３年度）
         80,934円/10a

（令和５年度）
         70,084円/10a

（令和３年度）  59.4ha （令和５年度）80.00ha

（令和３年度）
        115,620円/10a

（令和５年度）
        100,120円/10a

（令和３年度）　3.76ha （令和５年度）  4.30ha

※　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。

整
理
番
号

対象作物 使途名 目標

1
飼料用米(多収品種）
（基幹作物）

飼料用米多収栽
培推進助成

多収栽培面積の導入面
積
10a当たりの収量
10a当たりの生産費

取組面積
10a当たり生産費

取組面積
10a当たり生産費

地域振興作物助成面積4

3

2 そば（基幹作物）

飼料用米(一般品種）
（基幹作物）

振興作物(野菜）(基幹
作物）

そば作付助成

飼料用米推進助
成

地域振興作物助
成



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：福島県

協議会名：桑折町地域農業再生協議会

1 飼料用米多収栽培推進助成 1 4,500 飼料用米(多収品種） 多収品種の導入等

2 そば作付助成 1 3,000 そば コスト縮減対策等

3 飼料用米推進助成 1 1,500 飼料用米(一般品種） 資材低減取組等

4 地域振興作物助成 1 3,900 アスパラガス、キュウリ、イチゴ、シュンギク 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)

3,329,000 3,329,000 3,325,800

（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。

桑折町地域農業再生協議会

８　産地交付金の活用方法の明細

桑折町地域農業再生協議会

協議会等名

配分枠（A+B）

活用予定額



３．活用方法

配分枠

3,329,000

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 飼料用米多収品種栽培促進助成 1 4,500 4,000 4,000 1,800,000

2 そば作付助成 1 3,000 1,040 1,040 312,000

3 飼料用米推進助成 1 1,500 7,000 7,000 1,050,000

4 地域振興作物助成 1 3,900 420 420 163,800

実面積 11,000 1,040 420 12,460 ※６

実面積 33,258,000

所要額
①×②
（円）

高収益作物

合計
②
※５

※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。

整理番号１に10,500円/10aを上限に単価を上乗せする。

整理番号1～4の単価を一律に減額する。
所要額が配分額を超えた場合は、次の計算式により単価調整係数を算出し、それぞれの単価に乗じて一律に単価調整を行
う。
・単価調整係数１（小数点第4位以下切り捨て）＝（配分額（当初＋追加）÷整理番号「１」「２」「３」「４」の所要額の合計額
・調整後の単価（10円未満切捨て）＝調整前の単価×単価調整係数

該当作物なし



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。

飼料用米多収栽培推進助成

産地交付金の活用方法の明細（個票）

整理番号 1(継続）桑折町地域農業再生協議会

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度

多収栽培技術の導
入面積

10ａ当たりの収量
10a当たりの生産費

飼料用米多収品種の導入と多肥栽培に合わせた多収栽培技術による生産の取組を支援。
尚、飼料用米については作付けの推進を図るため、県枠設定による飼料用米への各種支援への上乗せによる支援
を行う。

一般品種を含めて令和4年度の取組の検証を行い、次年度以降の飼料用米に対する支援のあり方を検討
する。

飼料用米（多収品種）（基幹作物）

４，５００円/１０a(上限単価１５，０００円/１０a)

　主食用米の需要は毎年10万トン程度減少しており、またそれに伴って民間在庫量は増加の傾向にある。需要に
応じた米生産を推進する為には、令和4年度もまだまだ需要が見込まれる飼料用米への転換を図る必要がある。特
に、収益力の安定性が期待される多収品種栽培を推進する為、生産の取組を支援する必要がある。
 令和3年度は生産者説明会等を通じて、多収品種栽培へのPRに努め目標を達成できた。令和4年度は、引き続き多
収品種栽培の取組拡大を推進する為に、研修会等により栽培管理を徹底し、収量の増加とコスト低減を目指す。
　目標については、飼料用米全体の作付面積を令和2年度作付け面積67.49haを令和5年度までに1.93倍の130haに
拡大することとし、うち多収品種については令和5年度目標の4割である50.0haを目標面積に設定する。また、令
和5年度の10a当たりの収量は現状の1.1倍となる551kg、生産費については99,947円/10aとし推進する。
　

令和５年度

実績
23.88ha

505kg/10a
105,208円/10a

31.32ha
512kg/10a
104,005円/10a

＿ ＿

目標
50.00ha

536kg/10a
100,526円/10a

30.00ha
541kg/10a

104,155円/10a

40.00ha
546kg/10a

102,051円/10a

50.00ha
551kg/10a

99,947円/10a

　※　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
・実需者等（自家利用者含む）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、若しく
は集落営農組織とする。
２取組要件
①多収品種の作付け
（多収品種とは、需要に応じた米の生産・販売の促進に関する要領別紙１の第4の3に定める品種とする。)
②多肥栽培（伊達農業普及所が指導する栽培指針（飼料用米専用品種「ふくひびき」栽培マニュアルVer.1（平成
28年2月福島県農林水産部）に取り組むこと。
③実需者と出荷・販売契約を締結するとともに、収穫・販売を行うこと。
④新規需要米の取組計画の認定を受けること。

取組の
確認方法

１助成対象者
・交付申請書及び営農計画書、出荷契約書、販売伝票、自家利用計画書、作業日誌等で対象者を確認する。
２取組要件
①多収品種種子購入伝票（自家採取の場合は、自家採取の取組計画書及び種子購入伝票）、営農計画書により確
認する。
②作業日誌、伊達農業普及所が指導する栽培指針に沿った施肥を行ったことが分かる書類により確認する。
③出荷販売契約書、販売伝票、自家利用計画書、作業日誌の出荷・販売・収穫を行ったことのわかる書類により
確認する。
④新規需要米認定結果通知書

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，多収栽培技術による作付け面積について、交付対象面積を集計。
２，10a当たりの収量は、新規需要米生産集出荷数量一覧表及び、水田活用の直接支払い交付金におけ
る飼料用米の数量報告書により確認する。
３，生産費の低減については、取組実施状況を作業日誌にて確認し、取組農業者から聞き取り調査を行
い生産量の確認をする。

　※　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。



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。

そば(基幹作物）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

桑折町地域農業再生協議会 整理番号 2(継続）

そば作付助成

３，０００円/１０a

　休耕田等を有効利用することを目的として、地域の実需者との出荷契約に基づき、適切な栽培管理を
しながら、高品質なそばの生産に取り組むこととする。
  共同作業等により施肥等のコスト削減への取組を進めながら、共同収穫作業や排水対策の生産性向
上等の取組を行い、令和5年度までに生産費を10.a当たり70,084円まで削減することを目標とし今後一
層の作付拡大を図る。
　目標については、そばの作付面積を令和３年度取組面積3.85haを、令和5年度まで2.7倍の10.60haに
拡大することとし、生産費については70,084円/10aを目標とする。
　当地域では、近年有害鳥獣による水稲等の農作物被害が増大している現状を考慮し、取組要件とし
て「有害鳥獣被害防止の為の取組」を追加する。

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
10a当たり生産費

目標 ー ー
10.40ha

75,500円/10a
10.60ha

70,084円/10a

実績 ー ー ー ー

令和4年度については「10a当たり生産費」を取組要件に設定する。

　※　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。

水田にそばを、生産性向上等の一定の取組で作付けした場合、作付けに応じて支援する。な
お、そばについては、取組面積の拡大を図るため、県枠設定の「そば・なたね助成」に上乗せ
による支援を行う。

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に対象作物の生産に取り組む農業者、若しくは集落営
農組織とする。
２取組要件
①実需者と出荷・販売契約を締結し、収穫販売を行うこと。
②コスト縮減のため、共同利用組合等に集出荷について委託契約を行い収穫を行っているこ
と。生産者組織または農家間の共同作業には播種、防除、刈り取り及び乾燥調製いずれか2作業
以上を委託し、機械等の共同利用を実施した場合。
③明渠、暗渠等の適切な排水対策を行っている水田での取り組みであること。
④有害鳥獣被害防止の為、侵入防止柵・電気柵の設置及び見回り、緩衝帯としてのほ場周囲の
除草を行うこと。

取組の
確認方法

1助成対象者
・交付申請書及び営農計画書、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・販売契約書、出荷・販売伝票及び現地確認により確認する。
②共同利用組合との委託契約書及び現地確認により確認する。
③現地確認及び作業日誌等により確認する。

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そばによる作付け面積について交付対象面積を集計。
②JAふくしま未来による検査請求書兼検査結果通知書により単収の算出確認を行う。
③生産費の低減については取組実施状況を作業日誌にて確認し、取組農業者から聞き取り調査
を行い生産費の確認を行う。
④有害鳥獣被害防止に関する取組として、侵入防止柵・電気柵の設置及び見回り、緩衝帯とし
てのほ場周囲の除草などの対策の実施の有無を、聞き取りや農作業日誌で確認する。



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

具体的要件

取組の確認
方法

成果等の確
認方法

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。

飼料用米(一般品種）(基幹作物）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

桑折町地域農業再生協議会 整理番号 ３(継続）

飼料用米推進助成

１，５００円/１０a

　新型コロナウイルス感染症の関係で、需要が著しく減少している福島県産主食用米を、今後まだ需要
が見込まれる飼料用米へ転換を図る必要がある。本町としては、一般品種・専用品種ともに推進するこ
ととし、多収品種栽培へ移行する準備期間として、一般品種に対しても生産の負担を軽減するための支
援が必要である。単価については、本町の支援方針により飼料用米の中でも多収品種への切り替えを
推進する為、地域協議会として調整を行い引き下げることとする。
　これまでも、飼料用米の作付面積の拡大、収量増の取組を行い収益力の向上を図ってきたが、地域
での取組の定着度が高くなっており、更なる生産費の削減に取り組む必要があることから、堆肥の施用
を行うことを必須要件に設定するとともに、作付けほ場の団地化を推奨し、更なる収益力の向上の取組
として説明会の開催やチラシの配布、ポスターの掲示、大規模経営農家への戸別訪問等により推進す
る。
　令和3年度は、取組の結果として取組面積が59.4haと前年度から約29.2ha（197%）増加し、作付け転換
と所得確保に貢献できた。
　令和4年度は、飼料用米への転換の推進に努め目標の70ha以上を達成したい。
　令和５年度の目標は、取組面積を現状59.4haから約1.4倍の80.0haとし、生産費は現状109,839円から
約9%減の100,120円とする。

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
10a当たりの生産

費

目標
－
ー

ー
ー

70.0ha
102,228円/10a

80.0ha
100,120円/10a

実績
ー
ー

　※　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。

飼料用米(一般品種)について、生産コストを削減を図りながら生産する取組を支援する。
国の戦略作物助成への上乗せによる支援を行う。

59.4ha
109,839円/10a

ー ー

令和４年度の取組の検証を行い,効果が確認できれば次年度以降も検討していく。
令和４年度において定着度が高くなった場合は、次年度において新たな取り組み要件を設定する。

　※　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。

１.助成対象者
　・実需者等（自家利用者含む）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
もしくは集落営農組織とする。
２.取組要件
　（1）資材の低減を図るため、「農薬の田植同時処理」を行うこと。また以下の①から⑤の取組中からい
ずれか一つ以上の取組を行うこと。
　　①直播栽培(福島県稲作畑作技術指針に基づく栽培を行うこと。)
　　②温湯種子消毒
　　③側条施肥
　　④立毛乾燥
　　⑤疎植栽培（株間20ｃｍ以上広げた栽培）
　（2）実需者と出荷・販売契約等を締結するとともに、収穫、販売を行うこと。
　（3）新規需要米認定を受けること。
　（4）堆肥の施用を行うこと。

1.助成対象者
　 ・交付申請書及び営農計画書、出荷契約書、販売伝票、自家利用計画書、作業日誌等で対象者を確
認する。
２.取組要件
　（1）資材費の低減
　「農薬の田植同時処理」及び③は、作業日誌、資材の購入伝票、必要に応じて現地確認で確認する。
　①、②、⑤は、作業日誌必要に応じて現地確認で確認する。
　④は、作業日誌、現地確認で確認する。
　（2）出荷契約書、販売伝票、自家利用計画書、作業日誌等の出荷・販売・収穫を行ったことの分かる
書類で確認する。
　（3）新規需要米認定結果通知書。
　（4）作業日誌、資材の購入伝票、必要に応じて現地確認で確認する。

令和４年12月末までに、以下の方法で確認する。
①飼料用米（一般品種）による作付面積について、交付対象面積を集計。
②生産コストの低減はJAによる実態調査により生産費を確認する。



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。

野菜（アスパラガス、キュウリ、イチゴ、シュンギク）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

桑折町地域農業再生協議会 整理番号 4(継続）

地域振興作物助成

３，９００円/１０a

　桑折町において単位面積当たりの収益性が高い園芸作物については、これまでも地域振興
作物に設定し推進を図ってきた。
　野菜については令和5年度までに作付面積を4.3haまで拡大するビジョンを計画し、令和3年
度はJAの事業説明会や営農指導等により作付面積が目標に向けて順調に推移している。ま
た、町外からの移住による新規就農予定者の中には、栽培品目としてアスパラガス、キュウ
リを検討している人もいる。
　令和4年度の取組としては、引き続きJA等の説明会で高収益が見込まれる野菜栽培の推進を
行い、当初目標とおりに作付け面積増の推進を図る。
　令和5年度は、4品目への転換を推進するとともに今後のブロックローテーションを念頭
に、農家及びＪＡ等とローテーションの具体的な進め方について検討を進める。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

地域振興作物助
成面積

目標 4.3ha 4.0ha 4.2ha 4.3ha

実績 3.69ha 3.78ha ＿ ＿

令和4年度の取組の検証を行い、効果が確認できれば次年度以降も継続する。

　※　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。

対象作物を施設及び露地栽培で生産し、出荷・販売を行う取り組みを支援する。

具体的要件

１助成対象者
　・実需者に出荷・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、若しく
は集落営農組織を対象とする。

２取組要件
　・定植から収穫に至るまで一定期間を要するアスパラガスについては、JA等が示す栽培指
針に沿った肥培管理を行うこと。

取組の
確認方法

１助成対象者
　・営農計画書や交付申請書及び出荷契約書、販売伝票、作業日誌等で対象者を確認する。

２取組要件
　・営農計画書及び現地確認
　・作業日誌及びJA等が示す栽培指針に沿った肥培管理を行ったことのわかる書類により確
認する。

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。
　・対象作物の作付け面積について、交付対象面積を集計する。


