
 
 

（別記） 

令和４年度年中山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 

当町における水田農業は、小規模経営の農家が多いことや、兼業化、農業従事者の高齢化、農

業後継者の減少などにより生産体制の構造が脆弱化している。加えて、これまでの生産調整の長

期化と面積の拡大から、不作付の水田が徐々に増加し、水田の持つ多面的な機能低下が表面化し

てきている等、課題が多くなっている。 

   また、近年は米価が回復基調にあったが、主食用米の需要の減少傾向は続いており、さらには、

新型コロナウイルスの影響は米の需要減少に拍車をかけている。水田農業を取り巻く情勢の厳し

さは、農業者の生産意欲の低下につながりかねず、このことは、今後の水田農業の持続的発展に

も影響が出ると予想されるものである。 

  こういった状況の中、平成 30年産以降の需要に応じた米生産に対応するため、生産者や集荷

業者・団体が需要に応じて、どのような米をいくら生産・販売するかなど地域が中心となって決

めることとなり、米の生産調整の成否については不透明さが増している。 

  当町においては、主食用水稲をベースとした主食用以外の作物作付において、基幹作物である

大豆・麦の団地化のほか、地域振興作物を設定し、米穀の需給調整を推進しており、今後におい

ては主食用水稲以外の各種作物作付の目標設定が重要な課題となっている。 

 

 

 

 

〇 適地適作の推進 

町西部については、基盤整備が進んでおらず条件不利地が多いため、すももやりんご等の果樹

の作付けを推進していく。 

町東部、中央部については、果樹のほかに、野菜の作付けを行っている農家が多いため、野菜

の作付けを推進していく。 

花き・花木については町中央部の耕作条件の良い平地を中心にハウス栽培を行っており、引き

続き作付けを図っていく。 

〇 収益性・付加価値の向上 

  JA が作成した果樹等産地推進計画に基づき、JA や農業技術普及課等と連携し、高収益作物の

作付け及び団地化を推進し、収益性の向上に取り組んでいく。 

また、町内に設置予定の農産物等の加工所を活用することで、６次産業化や産地のブランド化

を通じ付加価値の向上に取り組んでいく。 

 

３ 畑地化を含めた水田の有効活用に向けた産地としての取組方針・目標 

〇 地域の実情に応じた農地の在り方 

担い手の高齢化や減少が今後も増加することが予想され、また、主食用米の需要の減少傾向が

続くことが想定される中、農地の排水性の改善や集積等に計画的に取り組むためにも、地域にお

ける効率的な土地利用に配慮しつつ、畑作物の本作化のため畑地化を推進する。 

〇 地域の実情に応じた作物・管理方法等の選択 

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 



 
 

担い手の高齢化や減少が今後も増加することが予想されている中、地域担い手が中心となり、

大豆転作組合を運営し、大規模経営体として大豆生産に取り組み、系統出荷のみによらない販路

も開拓しながら大豆産地化・ブランド化の一役を担っていることから、そのような体制づくりを

今後推進していく。 

〇 地域におけるブロックローテーション体系の構築 

  産地交付金等の交付の有無が営農経営にどのような影響を及ぼすのかを考慮しながら、特に大

豆転作組合や法人化した経営体や関係各署と、連携を取りながらブロックローテーション体系を

構築していく。 

〇 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 

令和３年度に農業委員会の実施した農地パトロール等を通じ、畑地化支援の周知及び除外水田

の洗い出しを実施し、水張りを行わ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

いる水田がないか、また、今後も水張りする見込みの有無について点検等を行った。 

令和４年度も引き続き関係団体と連携し、畑地化支援を周知するとともに、今後５年間の中で

いかにしてブロックローテーション体系を構築するか、それが困難な場合など地域の実情を考慮

し現場の課題を検証していく。 

 

４ 作物ごとの取組方針等 

（１）主食用米 

  今後の人口減少や外食産業の動向を見極めながら、需要に応じた作付を行う。特に、つや姫を

はじめ、雪若丸、はえぬきについては栽培基準を順守し、減農薬栽培を増やし、付加価値の高い

米の生産を目指し、関係農業団体と連携を図りながら、地域ぐるみで取り組む。 

 

（２）備蓄米 

  各年の主食用米の価格の動向に応じ、需要動向を見極めながら状況に応じた取り組みを行う。 

 

（３）非主食用米 

  非主食用米については、需要動向を見極めながら、需要に応じた作物作付で対応していく。 

  ア 飼料用米 

   実需者の確保の面から、関係機関と連携を図りながら推進し、産地交付金を活用し低コスト

化、多収品種導入等による生産性向上に取り組みつつ、備蓄米との両立・転換を推進してい

く。 

  イ 米粉用米 取組なし 

  ウ 新市場開拓用米 

   コメ消費量が減少基調の中で、海外市場に積極的に進出し輸出の拡大を推進する。 

  エ WCS 用稲 取組なし 

  オ 加工用米 

   生産者が限られているため、現状を維持していく。産地交付金の県設定枠を活用し、取組を

推進する。 

   

（４）麦、大豆、飼料作物 

  これまで大豆・麦・飼料作物の団地化を推進しており、特に大豆については今後も適合した事

業により土壌改良や専用機械の導入も含め、高品質な収量の確保を図る。併せて大豆・麦につい

ては産地交付金を活用した団地化における生産性向上への取組みを行い、需要と供給に配慮した

作付を目指す。また、６次産業化を見据えた取り組みについても視野に入れ、地域の戦略作物と

して推進していく。 



 
 

（５）そば、なたね 

  そばについては、各年の生産量や需要状況を見極めながら、現状の面積を確保しながら、排水

対策等の生産性向上の取組みを行う。なたねについては、取組なし。 

 

（６）地力増進作物 取組なし 

 

（７）高収益作物 

 〇すもも 

  東北有数の産地であるすももは、産地戦略作物として将来に向けた収量確保を図るため、産地

交付金を活用し水稲の作付における条件不利地への作付を推進していく。 

〇すもも以外の果樹 

生産調整面積の増加及び将来に向けた収量確保の観点から、作付については現状から規模拡大

を図っていく。 

野菜については市場や直売所等へ販売している農家が多い。直売所の人気の高まりを契機とし

て、野菜作付については規模拡大を図っていく。 

花き・花木については野菜同様に生産・販売をしている農業者がおり、作付の規模拡大を図っ

ていく。 

 

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

357.6 353.5 351.5

11.5 11.5 15.0

64.7 65.0 60.0

0 0 0

1.7 1.7 2.5

0 0 0

0 0 1.0

0 0 0

110.1 112.0 107.5

1.4 1.5 2.2

・子実用とうもろこし 0 0 0

1.3 1.5 2.0

0 0 0

0 0 0

70.1 71.5 75.8

・野菜 20.0 21.0 22.0

　さといも － 1.5 2.0

　えだまめ 0.1 0.1 0.2

・花き・花木 6.3 6.5 6.7

・果樹 41.8 42.0 45.0

　すもも 4.2 4.2 4.2

・その他の高収益作物 2.0 2.0 2.1

0 0 0

0 0 0

0.1 0.3 1.0

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

（基幹作物）

大豆

（基幹作物）

すもも

（基幹作物）

里芋

（基幹作物）

すもも、里芋以外の果樹、
野菜、花き、花木

（基幹作物） 取組面積

生産圃場の稲わら 定着率

（基幹作物）

そば

（基幹作物）

えだまめ（３年産からの拡
大分）

（基幹作物）
複数年契約

取組面積・数量
（令和3年度）61ha
（令和3年度）396t

（令和5年度）31ha
（令和5年度）325t

飼料用米

作付面積・数量
（令和3年度）64ha
（令和3年度）416t

（令和5年度）60ha
（令和5年度）358t

（基幹作物）

そば

（基幹作物）

新市場開拓用米

（基幹作物）

新市場開拓用米

※　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。

（令和4年度）新設 （令和5年度）2.0ha

8 複数年契約加算

11 複数年契約加算
複数年契約
取組面積

9
そば取組助成（基幹

作）
取組面積 （令和3年度）0.28ha （令和5年度）1.0ha

10 コメの新市場開拓 取組面積 （令和3年度）1.7ha （令和5年度）2.0ha

7
転作作物拡大への加算
（えだまめ）（県推進

枠）

取組拡大面積
（作付）

（令和3年度）0.14ha （令和5年度）0.2ha

（令和5年度）30ha
（令和5年度）50％

6 戦略作物への加算
取組面積（作付）
10aあたりの収量

そば
（令和3年度）0.28ha

そば
（令和3年度）45㎏

そば
（令和5年度）1.0ha

そば
（令和5年度）48㎏

5
構築連携助成
（わら利用）

（令和3年度）25.5ha
（令和3年度）39.4％

3
地域ブランド
振興作物助成

作付面積 （令和4年度）新設 （令和5年度）2.0ha

4
振興作物流動化対策助

成
作付面積

果樹
（令和3年度）41.8ha

野菜
（令和3年度）20.0ha

花き・花木
（令和3年度）6.3ha

果樹
（令和5年度）45.0ha

野菜
（令和5年度）22.0ha

花き・花木
（令和5年度）6.7ha

（令和3年度）78.5％
（令和3年度）86.7ha
（令和3年度）7.1時間

（令和5年度）80％
（令和5年度）90.0ha
（令和5年度）5.9時間

2 産地振興作物助成
作付面積

（交付対象面積）
（令和3年度）4.2ha
（令和3年度）0.39ha

（令和5年度）4.5ha
（令和5年度）0.42ha

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1
産地戦略作物の団地加

算

1.5ha以上の
団地化率・作付面積
10aあたりの
労働時間



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：中山町農業再生協議会

1 産地戦略作物の団地加算 1 8,500 大豆

①実需者との出荷販売契約の締結、出荷・販売・収穫を行う。
②1.5ha以上の連担であり、一連の農作業を継続することが可能で
あること。連担（注）は中山町農業再生協議会が実施する転作現地
確認調査による。

2 産地振興作物助成 1 18,000 すもも

現地確認。販売伝票、出荷契約書、作業日誌等の出荷・販売・収穫
を行ったことが分かる書類。
ただし、農産物共済の共済引受面積で確認できる場合は現地確認
不要。
新植からの経過年数について、過去５年間の水田台帳及び現地確
認結果により確認。

3 地域ブランド推進助成 1 18,000 さといも

現地確認。販売伝票、出荷契約書、作業日誌等の出荷・販売・収穫
を行ったことが分かる書類。
ただし、農産物共済の共済引受面積で確認できる場合は現地確認
不要。

4 振興作物流動化対策助成 1 4,000 別紙（公表用）の通り
すもも以外の果樹・野菜・花き・花木は収穫・出荷・販売を行うこと。
果樹については、新植から４年目までを対象とする。

5 耕畜連携助成（わら利用） 1 5,000
飼料用米生産圃場の稲わ
ら

①当年産において、わら専用稲及び飼料用米の作付が行われる水
田であること。
②そのわらが確実に飼料として利用され、且つ、その子実が飼料又
は飼料の種苗として利用される稲の作付であること。
③刈取り時期が出穂期以降で利用供給協定に定める時期としてい
ること。
④新規需要米取組計画の認定を受けていること。

6 戦略作物への加算（そば） 1 0 そば

①対象作物については、実需者との出荷販売契約の締結、出荷・
販売・収穫を行う。
②生産性向上等の次のいずれか一つ以上に取組むこと。
・地力増進作物のすき込み　・地域の指針に沿った堆肥の施用　・
新品種の導入　・排水対策

7
転作作物拡大への加算
（えだまめ）（県推進枠）

1 0 えだまめ

①本年度と前年度の営農計画書及び現地確認結果により増加面
積を確認する。
②現地確認及び販売伝票。必要に応じて出荷・販売・収穫を行った
ことが分かる書類（出荷契約書、作業日誌等）。種子及び堆肥の購
入伝票、作業日誌。

8 複数年契約加算（飼料用米） 1 0 飼料用米

①生産者等と需要者等との間で締結する複数年契約に基づき，生
産・出荷・販売を行うこと。
②需要に応じた米の生産・販売の推進に関する要領に定める新規
需要米取組計画又は米穀の新用途への利用の促進に関する法律
に定める生産製造連携事業計画の認定を受けていること。
③飼料用米については、生産性向上のための課題に対する取組と
して、別紙３の取組のうち１つ以上に取り組むこと。

9 そば取組助成 1 0 そば

水田台帳、営農計画書、水稲共済細目書等、現地確認及び出荷販
売契約書、販売伝票。必要に応じて、出荷・販売・収穫・肥培管理等
を行ったことの分かる書類（作業日誌等）。
※水稲共済細目書で確認できない場合は、現地確認。

10 コメの新市場開拓 1 0 新市場開拓用米 新規需要米認定結果通知書による確認を行う。

11 複数年契約加算（新市場開拓用米） 1 0 新市場開拓用米 新規需要米認定結果通知書による確認を行う。

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２）

※　対象作物一覧（整理番号４「振興作物流動化対策助成」）

【果樹】

作物ｺｰﾄﾞ 作物名 備考

401 日本なし

402 西洋なし

403 もも

406 かき

981 りんご

982 ぶどう

983 おうとう

984 キウイフルーツ

【野菜】

200 きゅうり

201 トマト

202 なす

204 かぼちゃ

206 すいか

208 キャベツ

210 はくさい

211 ほうれんそう

212 ねぎ

213 たまねぎ

215 だいこん
218 れんこん
220 えだまめ
221 青さやいんげん
222 未成熟とうもろこし
223 ばれいしょ（食用品種）
224 甘しょ（食用品種）
225 アスパラガス
227 シロウリ
229 オクラ
231 カリフラワ
232 ブロッコリー
239 ふき
240 しそ
242 にら
245 食用菊
246 かぶ
247 ごぼう
255 わらび
258 小松菜
261 たらの芽
277 青菜
278 五月菜
【花き】
500 花き（アスター、べにばな、ばら、そりだこ、きく、ひまわり）
【花木】
504 花木（啓翁桜）


