
（別記） 

令和４年度飯豊町農業振興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  

令和３年度の本町水田面積は 1,968ha であり、そのうち青刈り用等面積を含む水稲作付面積は

1,396ha と水田面積に占める割合の約 71％となっている。飼料作物が次に多く 292ha と水田面積

の約 15％を占め、畑作物については大豆 29ha、そば 67ha と水田面積に占める割合の約 5％に留ま

っている。 

土地利用型作物の担い手への集積が進んでいるものの、主食用米の需要が減少する中で、園芸

作物等も含め、他の作物へ転換を促進することで、水田面積の維持を図っていく必要がある。 

 また、中山間地域においては農業条件が厳しく、個別農家の規模拡大には限界があり、集落営

農に重きを置いていく必要がある。 

今後、高齢化、担い手不足が進んだ場合、集落ごとの営農も困難となるため、集落を構成する  

小規模農家への支援対策も同時に進めることが必要になっている。 

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 

 本町については中山間地域に位置しており、12 月上旬から 4月上旬まで 1年の 1/3 程度が降雪

期間にあたり県下有数の豪雪地帯である。気温は山形県の平均気温より 1度～3度、山間地にあっ

ては 3度～5度低く、高収益作物の導入にあたっては気候や圃場条件を考慮していく必要がある。 

 なかでも収益の期待できるアスパラガスについては町奨励作物に位置づけ園芸振興を行ってき

た。しかし、生産者の高齢化や株の老朽化による病気のまん延等により生産面積の減少が続いて

いる。そこで、令和元年度にアスパラガス大規模園芸団地化計画を策定する等、県、町、ＪＡ等

が構成員となり団地化支援チームを結成し、アスパラガス大規模団地構想に取り組むことで生産

量の回復を目指している。令和２年度には大規模団地化圃場が完成し、令和３年度までに病気の

蔓延を防ぐ防風柵の設置や防除組織の編成、拍動潅水設備の導入、明渠による排水対策の設置

等、収量向上に向けたモデル的な圃場を整備したことにより、今後は研修会等を通じて新規栽培

の掘り起こしを推進していく。 

 新たな市場・需要の開拓については、一部の農業者が新しい販路開拓を視野に香港やシンガポ

ールにコメを輸出しているが生産コストのかかり増しにより利益が上がらない等の課題がある。

令和３年度にはコメの輸出の取組は増加したものの、まだ産地全体の取組とはなっていない。将

来に向けた取組として、海外に向けた販路拡大に繋がる情報収集と生産者への情報提供を行な

い、集荷業者の協力を得ながら実需者との結びつきを構築していくことが重要である。 

転換作物の生産性の向上に向けて協議会構成員であるＪAや生産部会と協力し、機械化による省

力的な生産体系を導入していくなど生産・流通コストの低減を図る。 

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  

豪雪地帯のため栽培管理に労力を要することや生産者の高齢化も重なり果樹園芸農家を取り巻

く現状は厳しく、生産面積は約 7ha である。しかしながら、おうとうやブドウなど園芸品目を営農

計画に取り入れ複合経営を目指す動きもある。新規植栽後 6年目からは定着したことにより水田か

ら畑地へ誘導させる方針であるが、水田を活用した永年性作物での推進を図っていきたい。 

省力的な新たな転換作物として子実用とうもろこしの普及を図るため、令和３年度に県の各関係

機関で構成されたタスクチームによる推進体制を構築し、生産者と町、県が一体化となって子実用

とうもろこしの生産と利用の拡大を目指している。 

 水田の有効活用に向けて現況把握については、毎年夏・秋の２回に分けてすべての圃場について

現地確認を行う。令和３年度においては、現地確認の結果、適切に有効利用されていることを確認

できたことから令和４年度においても引き続き現況把握を実施していく。 



また水田の畑地化の推進にあたっては、湿害を受けずに生産できる圃場を整備することで、排水

改善等による適切な土壌管理が可能になり、園芸品目の生産力の向上を図る。また、水田のブロッ

クローテ―ション体系については、農業者及び関係機関と取組に向けて検討を行う。 

４ 作物ごとの取組方針等  

飯豊町の水田について、産地交付金を有効に活用しながら、地域の需要に応じた作物の生産振

興を進め、作物生産の維持・拡大を図ることとする。 

（１）主食用米 

米の販売見込みに応じた生産量の調整と安定供給のため、「売れる米づくり」の推進と一体に

なった米消費拡大運動の展開を行うことにより、高品質、安全性による優位性の確保を目指

す。農地の利用集積を行い、低コストの稲作生産を推進すると共に収量の安定化を図っていく

ため、ケイ酸質資材等の散布の取組みを推進していく。 

 

（２）備蓄米 

  加工用米の生産と組み合わせつつ政府備蓄米に確実に取り組めるよう推進する。 

 

（３）非主食用米 

  ア 飼料用米 

飼料用米の生産拡大にあたっては、安定的に生産・供給されるよう産地交付金を活用し

た複数年契約の推進を図るとともに、稲作用機材を活用して栽培でき、農地保全と水田機

能の保持を堅持できることから、団地化による作業の効率化・低コスト化の取組、地力向

上対策の実施等の取組の推進を図る。 

  イ 米粉用米 

現在の取組実態がないことから、加工・流通施設との連携や直売所等による地産地消を

推進し、米粉の需要拡大対策に取り組む。 

  ウ 新市場開拓用米 

産地交付金を活用しつつ、作業の効率化・低コスト化に向けた取組を行ない、販路拡大

に繋がる情報収集と生産者へ情報提供を行ない、集荷業者の協力を得ながら実需者との結

びつきを構築していく。 

  エ WCS 用稲 

排水対策が難しい圃場でも作付けができることと、稲の栽培技術・機械をそのまま利用

できることから、農地の有効利用を図るため推進をする。なお、今後は専用品種を導入す

ることで高品質な飼料の増産をより進めていく。 

  オ 加工用米 

産地交付金を活用しつつ、地元集出荷業者との連携を図ると共に、異常気象に負けない

土づくりと収量の安定化を図る取組みを推進し、更なる生産拡大を目指していく。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

麦・大豆については、連作障害や湿害の回避や団地化・ブロックローテーションを前提にし

た作付けの拡大を図る他、消費者の求める品種の導入、品質の向上、機械化一貫作業体系によ

る省力化、低コスト化を図る。特に大豆については、産地交付金を活用しつつ、現在ある担い

手組織について規模拡大と同時に、前述の効率化や低コスト化のため、更なる集約を図る。 

飼料作物については水田の有効利用の観点から、新たな飼料穀物として期待の大きい子実用

とうもろこしの取組を推進しながら、作付けの拡大を図る。また、耕種農家と畜産農家との連

携による地域内流通体制の整備を図る。 

全体的には大型機械体系による作業の効率化、低コスト化及び機械の共同利用、飼料作物生

産受託組織の育成等による生産の組織化を目指す。 

 



（５）そば、なたね 

そばについては、栽培期間の短い省力作物のため他作物との組み合わせによる水田の高度利

用、需要の増大による地域特産物、地域活性化作物としての生産の拡大や地元業者への販売、

加工直売等による流通の拡大を行い、団地化や集積を推進することで更なる振興を図る。 

  なたねについては、現時点で販売目的による作付実績がないことから、今後関係機関と連携

しながら、水田の有効活用に向けた新たな作物としての推進を検討していく。 

 

（６）地力増進作物 

  地力が低下している圃場に対して、緑肥作物を作付けし、地力の回復・増進を行うことで、

当該圃場への将来的な高収益作物の導入を図っていく。具体的な緑肥作物については、ヘアリ

ーベッチ、ヒマワリ、ライ麦、レンゲ、マリーゴールド、チャガラシ、クロタラリア、セスバ

ニア、クリムゾンクローバー、ソルガム、エンバク、大麦とする。 

 

（７）高収益作物 

アスパラガスについては寒冷地でも収量があること、また高収益作物であることから、飯豊

町の最重要振興作物として、既作付け分の他、新規作付けを推進し団地化による規模拡大を図

っていく。 

野菜については、機械化や省力栽培技術、新品種の導入を進め収益性を高めていく。また、

作期の異なる複数品種を作付けし、作期を分散させ労働力の平準化や所得増加に向けた二毛作

の取組みの振興を図る。 

花きについては、パンジー・マリーゴールド・ビオラ・ハーブ・葉ぼたん等園芸用品目、花

木は啓翁桜等で出荷販売により収益の上がるものを推進する。 

 

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

1,102.4 1,090.0 1,088.0

55.5 48.0 48.0

103.8 104.0 106.0

0.0 0.0 0.5

11.0 14.4 15.0

91.4 93.5 95.0

31.6 45.0 50.0

0.3 0.5 0.1 0.5 0.1

29.0 23.0 25.0

291.7 280.8 248.0

・子実用とうもろこし 3.0 5.0 10.0

66.9 65.0 1.0 68.5 1.5

0.1 0.0 0.1

0.0 0.5 1.0

102.7 105.4 108.1

・野菜 83.4 86.0 88.5

　・アスパラガス 20.9 22.0 23.0

　・里芋 3.1 3.2 3.3

　・いちご 3.0 3.1 3.2

　・トマト 6.3 6.4 6.5

　・なす 9.5 9.6 9.7

　・えだまめ 1.9 2.0 2.1

　・ばれいしょ 2.2 2.3 2.4

　・キャベツ 0.6 0.7 0.8

　・かぼちゃ 5.9 6.0 6.1

　・きゅうり 5.8 5.9 6.0

　・にんにく 0.8 0.9 1.0

　・たまねぎ 1.0 1.1 1.2

　・わさび菜 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3

　・ブロッコリー 5.0 5.1 5.2

　・その他 15.3 15.5 15.7

（ワラビ・タラの芽等）

・花き・花木 12.2 12.6 13.0

・果樹 7.1 6.8 6.6

・その他の高収益作物 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 1.0 1.5

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

 複数年契約取組面積・数量数量 （３年度）90.3ha・587.6t

作付面積・数量  　　　　103.8ha・668.2t

（３年度）6.3ha

アスパラガス新規作
付助成

アスパラガス作付助
成

果樹新規作付助成

大豆作付助成

町奨励作物助成

WCS用専用稲振興助
成

そば振興助成

複数年契約助成

飼料用米わら利用助
成（耕畜連携）

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1

果樹作付助成 新植面積を除いた生産面積

アスパラガス 新規作付面積

新植面積を除いた生産面積

新規作付面積

生産面積
10aあたりの単収

生産面積

生産面積
平均単収

生産面積

取組面積
飼料用米わら利用の割合

4

アスパラガス

果樹
（日本なし、西洋なし、う
め、柿、栗、こくわ、かり
ん、くるみ、りんご、おう
とう、もも、ぶどう、ラズ
ベリー、ブルーベリー、プ
ルーン）

そば

（５年度）23.0ha
　　　　　150.0kg

（３年度）1.6ha

（３年度）19.3ha

町奨励作物
【野菜】さといも、いち
ご、トマト、なす、えだま
め、ばれいしょ、キャベ
ツ、かぼちゃ、きゅうり、
にんにく、たまねぎ、わさ
び菜、ブロッコリー【花
き・花木】ﾊﾟﾝｼﾞｰ、ｱﾙｽﾄﾛﾒﾘ
ｱ、ﾀﾞﾘｱ、ﾄﾙｺぎきょう、葉
ぼたん、あじさい、ひまわ
り、ゆり、きく、ｼﾞｷﾀﾘｽ、ﾗ
ﾑｽﾞｲﾔｰ、ﾘｸﾆｽ、ﾍﾞｺﾆｱ、ﾍﾞﾛﾆ
ｶ、ｼﾓﾂｹ、ｷﾝｷﾞｮｿｳ、ｴｹﾍﾞﾘ
ｱ、ｱｶﾞﾍﾞ、ｼｸﾗﾒﾝ、ﾊﾞｰﾍﾞﾅ、
ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾋﾞｵﾗ、ﾋﾞﾊﾞｰﾅ
ﾑ、ｱｽﾄﾗﾝﾃｨｱ、ﾘﾝﾄﾞｳ、ｵﾐﾅｴ
ｼ、ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ、啓翁桜、うめ
もどき

（３年度）37.2ha （５年度）49.0ha

8

9

10

大豆
（３年度）27.0ha
　　　　　138.7kg

ＷＣＳ用専用稲(つきすず
か、ふくひびき、たちあや
か、たちすずか、たちはや
て、つきあやか、リーフス
ター、ミナミユタカ、タチ
アオバ、べこごのみ、夢あ
おば）

（３年度）39.2ha
　　　　　1,814kg

飼料用米生産ほ場の稲わら
（３年度）35.9ha
　　　　　34.6%

2

3

5

6

7

（３年度）0.6ha （５年度）0.2ha

（５年度）6.1ha

果樹
（日本なし、西洋なし、う
め、柿、栗、こくわ、かり
ん、くるみ、りんご、おう
とう、もも、ぶどう、ラズ
ベリー、ブルーベリー、プ
ルーン）

（３年度）60.4ha

飼料用米

（５年度）1.0ha

（５年度）22.0ha

（５年度）67.0ha

（５年産）48.0ha
　　　　 106.0ha

（５年度）46.9ha
　　　　　44.2%

（５年度）41.0ha
　　　　　1900kg



前年度（実績） 目標値

整理
番号

対象作物 使途名 目標

※　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。

15

（３年度）0.8ha
　　　　　0.3%

（３年度）47.8ha
　　　　　52.3%

18

17

16

水田放牧助成（耕畜
連携）

資源循環助成（耕畜
連携）

新市場開拓用米取組
助成

園芸作物振興助成

二毛作振興助成

11

地力増進作物助成

子実用とうもろこし
生産性向上取組助成

12

13

取組面積
水田放牧の取組割合

取組面積
資源循環の取組割合

取組面積

14

飼料作物

ＷＣＳ用稲

作付面積

地力増進作物
ヘアリーベッチ、ヒマワ
リ、ライ麦、レンゲ、マ
リーゴールド、チャガラ
シ、クロタラリア、セスバ
ニア、クローバー、ソルガ
ム、エンバク、大麦

（５年度）1.0ha

生産面積

新市場開拓用米

園芸作物
【野菜類】あさつき、小
豆、おかひじき、オクラ、
かぶ、カリフラワー、かん
しょ、菊芋、こまつ菜、
ゴーヤ、ごぼう、さやいん
げん、さやえんどう、しし
とう、食用ぎく、小菊、食
用ほおづき、すいか、せい
さい、せり、セルリー、だ
いこん、チンゲン菜、つる
むらさき、とうもろこし、
にら、にんじん、ねぎ、白
菜、パプリカ、ピーマン、
ブロッコリー、ほうれんそ
う、みず菜、ミョウガ、メ
ロン、モロヘイヤ、ヤーコ
ン、レタス、れんこん、わ
さび、アーティーチョー
ク、うるい、しょうが、ア
スパラ菜、ケール、プチ
ヴェール【花木】鑑賞用か
ぼちゃ、リョウブ、クロモ
チ【その他】ワラビ、ス
ゲ、タラの芽

（５年度）3.5ha
　　　　　1.3%

（５年度）52.3ha
　　　　　55.0%

（５年度）15.0ha

子実用とうもろこし

（３年度）5.3ha （５年度）12.0ha

【野菜】さといも、いち
ご、トマト、キャベツ、か
ぼちゃ、きゅうり、にんに
く、たまねぎ、わさび菜、
【花き】ﾊﾟﾝｼﾞｰ、ベコニ
ア、ユリ、葉ぼたん【その
他】麦、そば

（３年度）2.1ha （５年度）4.0ha

新市場開拓用米
新市場開拓用米複数
年契約助成

取組面積
複数年契約の割合

取組面積

生産面積
10aあたりの単収

（５年度）7.5ha
　　　　　50.0%

（５年度）10.0ha
　　　　　550kg

（３年度）0ha



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：飯豊町農業振興協議会

1 アスパラガス新規作付助成 1 50,000 アスパラガス 新規作付面積に応じて支援

2 アスパラガス作付助成 1 25,000 アスパラガス 作付面積に応じて支援

3 果樹新規作付助成 1 40,000 果樹（別紙のとおり） 新規作付面積に応じて支援

4 果樹作付助成 1 8,000 果樹（別紙のとおり） 作付面積に応じて支援

5 大豆作付助成 1 9,000 大豆 排水対策、難防除対策、倍土期追肥

6 町奨励作物助成 1 8,000 野菜、花き・花木（別紙のとおり） 作付面積に応じて支援

7 WCS用専用稲振興助成 1 9,000 WCS用稲専用品種（別紙のとおり） 作付面積に応じて支援

8 そば振興助成 1 ― そば 作付面積に応じて支援

9 複数年契約助成 1 ― 飼料用米 令和２年度及び令和３年度に３年以上の複数年契約を締結

10 飼料用米わら利用助成（耕畜連携） 3 7,000 飼料用米生産ほ場の稲わら 飼料用米生産ほ場の稲わらを飼料として供給

11 水田放牧助成（耕畜連携） 3 7,000 飼料作物（別表２） 水田放牧の取組面積に応じて支援

12 資源循環助成（耕畜連携） 3 7,000 WCS用稲 WCS用稲の供給及び供給先の家畜からの堆肥を散布

13 新市場開拓用米取組助成 1 ― 新市場開拓用米 取組面積に応じて支援

14 園芸作物振興助成 1 7,000 野菜、花木、その他（別紙のとおり） 作付面積に応じて支援

15 二毛作振興助成 2 7,000 野菜、その他（別紙のとおり） 二毛作の取組面積に応じて支援

16 新市場開拓用米複数年契約助成 1 ― 新市場開拓用米 令和４年度から３年以上の複数年契約を締結

17 地力増進作物助成 1 ― 別紙のとおり 取組面積に応じて支援

18 子実用とうもろこし生産性向上取組助成 1 5,000 子実用とうもろこし 作付ほ場に堆肥・液肥を散布

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。



７ 産地交付金の活用方法の概要 （別紙） 

整理番号 使途 対象作物 

3・4 
果樹新規作付助成 

果樹作付助成 

日本なし、西洋なし、うめ、柿、栗、こくわ、かりん、くる

み、りんご、おうとう、もも、ぶどう、ラズベリー、ブルー

ベリー、プルーン 

6 町奨励作物助成 

【野菜】さといも、いちご、トマト、なす、えだまめ、ばれ

いしょ、キャベツ、かぼちゃ、きゅうり、にんにく、たまね

ぎ、わさび菜、ブロッコリー【花き・花木】ﾊﾟﾝｼﾞｰ、ｱﾙｽﾄ

ﾛﾒﾘｱ、ﾀﾞﾘｱ、ﾄﾙｺぎきょう、葉ぼたん、あじさい、ひまわ

り、ゆり、きく、ｼﾞｷﾀﾘｽ、ﾗﾑｽﾞｲﾔｰ、ﾘｸﾆｽ、ﾍﾞｺﾆｱ、ﾍﾞﾛ

ﾆｶ、ｼﾓﾂｹ、ｷﾝｷﾞｮｿｳ、ｴｹﾍﾞﾘｱ、ｱｶﾞﾍﾞ、ｼｸﾗﾒﾝ、ﾊﾞｰﾍﾞ

ﾅ、ﾏﾘｰｺﾞｰﾙﾄﾞ、ﾋﾞｵﾗ、ﾋﾞﾊﾞｰﾅﾑ、ｱｽﾄﾗﾝﾃｨｱ、ﾘﾝﾄﾞｳ、ｵ

ﾐﾅｴｼ、ﾃﾞｨｱﾎﾞﾛ、啓翁桜、うめもどき 

7 WCS 用専用稲振興助成 

つきすずか・ふくひびき・たちあやか・たちすずか・たち

はやて・つきあやか・リーフスター・ミナミユタカ・タチア

オバ、べこごのみ、夢あおば 

14 園芸作物振興助成 

【野菜類】あさつき、小豆、おかひじき、オクラ、かぶ、

カリフラワー、かんしょ、菊芋、こまつ菜、ゴーヤ、ごぼ

う、さやいんげん、さやえんどう、ししとう、食用ぎく、小

菊、食用ほおづき、すいか、せいさい、せり、セルリ

ー、だいこん、チンゲン菜、つるむらさき、とうもろこし、

にら、にんじん、ねぎ、白菜、パプリカ、ピーマン、ブロ

ッコリー、 ほうれんそう、みず菜、ミョウガ、メロン、モ

ロヘイヤ、ヤーコン、レタス、れんこん、わさび、アーテ

ィーチョーク、うるい、しょうが、アスパラ菜、ケール、プ

チヴェール【花木】鑑賞用かぼちゃ、リョウブ、クロモチ

【その他】ワラビ、スゲ、タラの芽 

15 二毛作振興助成 

【野菜】さといも、いちご、トマト、キャベツ、かぼちゃ、

きゅうり、にんにく、たまねぎ、わさび菜、【花き】ﾊﾟﾝｼﾞ

ｰ、ﾍﾞｺﾆｱ、ゆり、葉ぼたん【その他】麦、そば 

17 地力増進作物助成 

ヘアリーベッチ、ヒマワリ、ライ麦、レンゲ、マリーゴー

ルド、チャガラシ、クロタラリア、セスバニア、クローバ

ー、ソルガム、エンバク、大麦 

 



（別表２）  
粗飼料作物等の範囲 

 水田放牧助成における飼料作物等の範囲は以下に記載するとおりとします。 
 
・ソルガム・テオシント・スーダングラス・麦（ライ麦又は燕麦を含む。）・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・飼料用しば 
 


