
（別記） 

令和４年度岩手県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  

(1) 作物作付の現状 

本県は、広大な農地や変化に富んだ気象条件など農業資源に恵まれ、各地域で立地特性

を生かした多彩な農業が展開されており、我が国の食料供給基地としての役割を担ってい

る。 

 これまで、米、畜産に加え、全国一のりんどうや夏秋ほうれんそうなどの園芸産地の形

成に取り組んでおり、令和２年の農業産出額は 2,741 億円（前年比＋65 億円）で、東北

第２位（前年同）、全国第 10 位（前年同）となっている。 

 一方、高齢化等により農業従事者の減少が見込まれ、また、中山間地域においては、担

い手不足、耕作放棄地の増加等により、農業生産活動の停滞や地域の活力の低下が懸念さ

れるなど、様々な課題に直面している。 

 

 令和２年の農業産出額（下段：前年比） 

合 計 米 麦・大豆等 園芸・工芸等 畜産 

2,741 億円 

（＋65 億円） 

566 億円 

（▲37 億円）

23 億円 

（＋２億円）

524 億円 

（＋42 億円） 

1,628 億円 

（＋59 億円）

(注：ラウンドの関係で合計と各項目の合計が一致しない場合がある。) 

 

 水田では、主食用米と転換作物を組み合わせた取組を推進しており、令和３年の作付状

況は、水田面積（93,900ha）の 49％が主食用米で、次いで飼料作物、飼料用米、麦・大

豆、野菜などとなっている。 

 

(2) 課題 

 主食用米については、農業者の経営安定に向けた生産コストの一層の低減に加え、県産

米の安定的な需要を確保するため、実需との結び付きの強化や販路開拓が課題となってい

る。 

 飼料用米については、県が開発した多収品種等の導入割合が拡大しているものの、倒伏

等により単収が低いことから、単収の向上と生産コストの低減が課題となっている。 

 加工用米については、県内酒造メーカーでの需要に応じた生産が必要となっている。 

 麦・大豆については、主に水田に作付けされており、湿害の発生や連作による土壌病

害・雑草の多発等により、単収が低く、不安定であることから、これらの解消による単収

の向上が課題となっている。 

 また、園芸作物についても、本県の主要な農産物であり、収益性の高い品目の導入拡大

が課題となっている。 

 



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 

 

○ 適地適作の推進 

  土地利用型作物の作付や、実需者との結び付きがある作物の作付拡大、地域ごとにそ 

の特性を活かした転換作物を定め、園芸作物の推進を図る。 

 

○ 収益性・付加価値の向上 

作付実績や課題等を踏まえ、今後５か年の水田農業の推進方針を令和４年９月を目途 

に新たに作成するとともに、水田フル活用を推進する。 

  特に高収益作物等については、県及び関係団体が一体となって地域をサポートすると 

ともに、地域の取組状況・意向を踏まえ県の水田農業高収益化推進計画を随時見直す。 

 

○ 新たな市場・需要の開拓 

  新型コロナウイルス感染症の拡大等により、主食用米の需要構造が変化しているた

め、水田リノベーション事業等も活用し、国内外の新たな需要に対応した低コスト生産

の取組を推進する。 

 

○ 生産・流通コストの低減 

  安定的な販売確保や所得を確保しながら実需者が求める価格帯で生産できるよう、新 

たな技術の導入等を普及・推進し、生産コストや流通コストの低減に努める。 

  担い手等に、管理作業の機械化や共同利用施設が活用できる作物への転換、農地の集 

積・団地化を推進する。 

 

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  

○ 地域の実情に応じた農地の在り方、作物・管理方法等の選択 

主食用米の需要が年々減少する中、需要に応じた米の生産・販売を進めるためにも野  

菜等の高収益な畑作物の本作化を進める必要があるが、一方で、水田での畑作物栽培は 

排水の問題や畦畔等による作業効率の問題があるため、取組む地域の状況・意向を確認 

しながら、より生産性を高めていくための畑地化による排水改善や作業効率の向上を推 

進する。 

 

○ 地域におけるブロックローテーション体系の構築 

  地域における水稲作付水田と転換作物作付水田のローテーションについて、各地域   

において、作物の選定や土地の有効利用等、体系構築に向けた課題、対応の検討が進む  

よう、各地域協議会等へ情報提供等を行う。 

 

○ 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 

これまで各地域においては、水田の利用状況を随時把握しており、令和３年度におけ

る点検の結果、４年度から畑地化支援の活用を検討する地域も出てきている。引き続

き、各地域における水田の利用状況の把握を行うとともに、畑地化を含めた今後の水田

活用についての議論を促し、ブロックローテーション体系の構築や畑地化を推進する。 



４ 作物ごとの取組方針等  

 県は、広大な面積を有し、地域により気象条件、農業構造等が異なっていることから、

地域の主体的な取組を尊重するとともに、適地適作を推進しながら経営所得安定対策等を

有効に活用した作物生産の維持・拡大を図ることとする。 

 

（１）主食用米 

   令和３年３月に策定した「いわてのお米ブランド化生産・販売戦略」に基づき、実

需者ニーズに応じた高品質・良食味米の安定生産、生産コストの低減と省力化等によ

る経営安定に向けた取組等を推進するとともに、販売促進の取組を強化し、米主産地

としての地位確保に向けて取り組むとともに、県で設定した生産目安に基づき、需要

に応じた生産を推進する。 

 

（２）備蓄米 

   県別優先枠を活用し、落札数量に応じた生産に取り組む。 

 

（３）非主食用米 

  ア 飼料用米 

    主食用米の需要が減少している動向を踏まえ、水田機能を維持できる飼料用米へ

の転換を推進する。このため、作業効率の向上と主食用米への混入防止の観点で、

団地化に加え、主食用品種で取り組む飼料用米の直播栽培や疎植栽培の低コスト生

産を支援する産地交付金を活用した県推進メニューを設定する。 

    平成 26 年産から導入された数量払に対応するため、本県で開発した多収品種の

導入推進や、多収栽培実証圃の実績を活用した技術指導、「飼料用米多収日本一」

への参加誘導等により、飼料用米の単収向上を目指すとともに、引き続き、新たに

栽培に取り組む農業者や、生産を拡大する農業者に対して、県内の畜産事業者を中

心とした実需者とのマッチングを支援していく。 

    なお、令和２年度に、飼料用米の多収品種助成が国のメニューから除外された

が、多収品種は一般品種と異なり、主食用米に転換することができないため、その

抑止力の一助となっていたこと、単収向上を誘導する観点から、県枠メニューとし

て助成を継続する。 

    また、令和３年度に引き続き、全国的な主食用米の在庫の過剰を解消すべく、大

幅な減産が必要とされているため、主食用米と同様の栽培管理ができ、今後も需要

が見込まれる飼料用米への転換を推進する目的で、県枠メニューとして、主食用米

からの新規作付転換に対する助成を継続する。 

 

  イ 米粉用米 

    大手製麺業者と農業生産法人との間で契約栽培が行なわれるなど、地域の特色を

活かした取組が進められていることから、今後とも需要に応じた生産を推進する。 

 



 

  ウ 新市場開拓用米 

    主食用米の需要が毎年約 10 万トン減少していく中で、食料自給率・食料自給力

の向上及び生産者の所得向上を図っていくためには、新たな需要を確保する必要が

あるため、県枠メニューとして新市場開拓用米の作付に対する上乗せ助成を設定

し、国内外を問わず米の新市場開拓の取組を推進する。 

 

  エ WCS 用稲 

    飼料用米の単収向上が困難な地域や、飼料基盤が少ない水田地帯にあっては、地

域農業再生協議会が中心となって、地域の畜産農家やコントラクターとのマッチン

グを図り、地域内自給体制の構築を推進する。 

 

  オ 加工用米 

    酒造用等の需要、県酒造組合等の県内需要を中心に、各地域の取組希望をマッチ

ングさせながら取り組むとともに、安定的な供給を図るため、複数年契約を推進す

る。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

麦・大豆については、水田麦・大豆産地生産性向上事業を活用し、生産ほ場の団地

化や営農技術の導入等に取り組んだ生産者や大規模経営体への技術的なフォローアッ

プを実施しながら、単収の向上と作付面積の拡大を図る。なお、県推進メニューに、

大豆の作付拡大に対する助成を設定する。 

また、飼料作物については、需要に応じた生産に取り組む。 

 

（５）そば、なたね 

排水対策等の基本技術の徹底について指導を行う。また、県内業者の需要に応じた

生産に取り組む。 

そばについては、米、麦、そばの２年３作や、産地交付金を活用し、団地化や担い

手への集積等の低コスト生産に向けた取組を推進する。 

 

（６）地力増進作物 

   高収益作物等の生産性向上に向けた計画的な土づくりの取組を推進していく。 

 

（７）高収益作物 

   規模拡大が期待できる大規模機械化一貫体系が確立されている野菜８品目を県の重

点品目と定め、県枠メニューとして作付に対する助成を設定するとともに、各地域に

おいては、振興作物を定め、生産の拡大を図る。 

   また、県推進メニューに、野菜、花き、果樹の作付拡大に対する助成を設定する。 

 

 

 



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

46,200 44,548 44,163

656 654 660

4,683 5,579 5,600

71 71 80

343 492 500

1,939 2,121 2,200

1,196 1,325 1,350

3,310 0 3,399 0 3,450

3,888 124 4,054 71 4,150

7,800 6 7,612 6 7,600

・子実用とうもろこし 18 0 27 0 40

1,153 528 1,167 524 1,150 520

15 0 11 0 20

31 0 40 0 80

2,192 2,360 2,420

・野菜 1,270 1,401 1,450

・花き・花木 369 409 410

・果樹 184 184 190

・その他の高収益作物 369 366 370

13 13 15

・景観形成 13 13 15

0 2 10

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

なたね

地力増進作物

高収益作物

その他

畑地化

そば

作物等

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

麦

大豆

飼料作物



６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

土地利用型野菜 作付面積 （３年度） （５年度）

作付助成 　４２３ha 　５０８ha

新市場開拓用米 取組面積 （３年度） （５年度）

作付加算助成 　３４３ha 　５００ha

作付面積
（３年度）
　４，６８３ha

（５年度）
　５，６００ha

多収品種かつ
施肥取組面積

（３年度）
　３，７０７ha

（５年度）
　４，４８０ha

単収
（３年度） （５年度）

　６００kg/10a

作付面積
（３年度）
　飼料用米　４，６８３ha
　WCS用稲　 １，９３９ha

（５年度）
　飼料用米５，６００ha
　WCS用稲 ２，２００ha

拡大面積（単年）
（３年度）
　飼料用米　１，０９４ha
　WCS用稲　 　　１８２ha

（５年度）
　飼料用米　　２１ha
　WCS用稲　　 ７９ha

※　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

4

使途名 目標

1

整理
番号

対象作物

2

えだまめ、キャベツ、たま
ねぎ、にんじん、ねぎ、に
んにく、ばれいしょ、加工

用トマト

新市場開拓用米

飼料用米（多収品種）

飼料用米、WCS用稲

飼料用米多収品種

取組助成

飼料用米等

新規作付拡大助成



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：岩手県

1 土地利用型野菜作付助成 1 45,000
えだまめ、キャベツ、たまねぎ、に
んじん、ねぎ、にんにく、ばれい
しょ、加工用トマト

・実需者等へ出荷・販売を行うこと。

2 新市場開拓用米作付加算助成 1 5,000 新市場開拓用米

・東北農政局長による新規需要米取組計画の認定を受けるこ
と。
・実需者等と出荷・販売契約等を締結し、収穫・販売等を行うこ
と。

3 飼料用米多収品種取組助成 1 2,000 飼料用米（多収品種）

・新規需要米取組計画の認定を受けていること。
・収穫・出荷・販売を行う。自家利用の場合は、自家利用計画に
基づき、収穫・給餌すること。
・多収品種で取り組む飼料用米であること。
・施肥管理を行うこと。

4 飼料用米等新規作付拡大助成 1 10,000 飼料用米、WCS用稲

・新規需要米取組計画の認定を受けていること。
・前年産飼料用米又はWCS用稲作付面積と比較し、当年産飼
料用米又はWCS用稲作付面積が増加した面積を対象とする。
（主食用米からの作付転換面積が対象）
・収穫・出荷・販売を行うこと。自家利用の場合は、自家利用計
画に基づき、収穫・給餌すること。

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。


