
南部町農業再生協議会水田フル活用ビジョン 

 

１ 地域の作物作付の現状、地域が抱える課題 

南部町は、全耕地面積に占める水田面積の割合が約８１％で、そのうち主食用米が約

５３％を占め、転作作物としては飼料用米、そば、大豆、白ねぎの面積が増加してきて

いる。また、平坦地では土地利用型作物の担い手への集積、集落営農組織による作業受

託範囲の拡大が進む一方で、農業従事者の高齢化、後継者不足の進展から、中山間地域

を中心に不作付地の拡大が進んでいる状況である。 

主食用米の需要が減少する中、今後は需要のある作物への作付転換による水田フル活

用を推進していくことが必要であるが、水稲はもちろん、それ以外の作物においても、

自然災害や鳥獣被害、排水不良等による品質、単収の低下が問題になってきており、そ

れらを克服した農業所得向上対策の検討、実践が必要である。 

 

 

２ 作物ごとの取組方針 

（１）主食用米 

コシヒカリから高温障害を受けにくいきぬむすめへの作付転換を進め、一等米比

率を高めた高品質な米づくりを進めていくとともに、鳥取大学と連携し、米の食味

値向上を目指した調査研究を行い、消費者から支持されるブランド米づくりの取組

を進めていく。 

また、地域の高齢化が進む中、農地中間管理機構と連携を行いながら、平成３０

年度を目途に担い手への集約率４０％を目標に取組を進め、国から提供される需給

見通しとＪＡが策定する販売計画を鑑みながら適正な作付面積を確保していく。 

 

（２）非主食用米 

  ア 飼料用米 

飼料用米の作付を重点的に推進するため、ＪＡと連携しながら販売先の確保を

行い、平成２８年度には平成２５年度の２．５倍の１００．０ｈａ程度まで作付

けを図る。 

また、将来的には、畜産農家で排出される排泄物を活用した堆肥を、耕種農家

の農地に還元する耕畜連携のシステムを構築し、水田の地力向上を図るとともに、

地域の中心的な経営体となる法人や担い手等と連携して、農地利用の効率化、生

産性向上を図り水田活用を広く促し生産確保に繋げる。 

   

  イ WCS用稲 

現状の 1法人の取組を維持し、畜産農家へ継続的な供給体制の整備を推進する。 

 

（３）大豆、麦、飼料作物 

大豆については、団地化、集団化の推進による排水対策を徹底し、品質及び収量

向上と現状の作付面積の維持、拡大を図る。 

麦については、実需者との連携による小麦の作付拡大を推進し、団地化、集団化

を進めながら、平成２５年度作付面積の２倍以上の作付拡大を図る。 

飼料作物については、他作物への転換による作付面積の減少が見られるが、これ



以上の減少を抑え作付面積の維持を図る。 

 

（４）そば 

平成２５年度と比較すると他作物への作付転換等により２割程度作付面積は減少

するが、今後は作付予定面積を維持するとともに、溝切り等の排水対策を推進し、

品質及び収量の向上を図る。 

 

（５）野菜等 

ア 南部町推進作物（白ねぎ、ブロッコリー） 

地域振興作物として、白ねぎとブロッコリーの作付拡大を推進し、高品質で安 

全・安心な野菜生産を進め、ブランドとしての定着、有利販売・安定的な販売を 

進めていき、白ねぎについては平成２５年度作付面積の２割以上、ブロッコリー

については平成２５年度作付面積の４倍以上の拡大を図る。 

  イ その他作物（その他野菜、花き・花木、果樹、雑穀等を含む） 

     町内の４つの直売所の出荷量確保に加え、学校給食センターや保育園等の公

共機関への販売を促進するため、推進作物以外の野菜等についても継続して作

付けを推進する。また、これまで市場等に出荷されていない農産物の集荷対策

として、平成２６年度から地域おこし協力隊による農家の庭先集荷システムを

整備し、高齢化による労力不足が進む中、耕作意欲の維持、生産拡大に繋げて

いく。 

  ウ 地域奨励作物 

     ６次産業化に向けて町内の地域振興協議会が作付推奨している、うど、マコ

モタケについて中山間地域における水稲の代替作物として作付面積を拡大し、

耕作放棄地の増加防止並びに再生を図り、耕作意欲の維持に繋げていく。 

 

（６）地力増進作物、景観形成作物 

高齢化による労働力不足等で作付けが困難な農家、農地については、緑肥用ソルゴ

―、レンゲなどの地力増進作物などの作付けによる地力維持・増進、景観形成作物の

作付けによる景観形成を図り、担い手への集約が容易に行えるよう保全する。 

 

（７）不作付地の解消 

自己保全管理、調整水田等の不作付地及び耕作放棄地再生事業を活用して再生さ

れた農地を担い手農家等に集約し、飼料用米、ブロッコリー等の作付けを推進する。 

 

 

３ 作物ごとの作付予定面積 

作物 平成 25年度の作付面積 

（ha） 

平成 28年度の作付予定面積 

（ha） 

平成 30年度の目標作付面積 

（ha） 

主食用米 575.0 516.5 530.0 

飼料用米 40.2 107.5 100.0 

WCS用稲 1.6 1.3 1.5 

加工用米 0.1 0.0 0.3 

麦 2.5 5.6 5.6 

大豆 13.0 15.8 15.0 



飼料作物 7.0 6.8 6.5 

そば 38.0 29.1 31.0 

その他地域振興作物 91.1 101.7 97.9 

 ・白ねぎ 5.8 6.9 7.3 

・ブロッコリー 1.5 6.3 7.0 

・果樹 1.8 2.5 2.5 

・その他野菜 61.3 61.8 62.1 

・花き・花木 7.6 5.3 5.7 

・苗類 0.9 1.1 1.1 

・その他山菜 1.4 1.6 3.0 

・雑穀 0.1 0.1 0.1 

・地力増進作物 5.9 10.4 6.1 

・景観形成作物 4.8 5.7 3.0 

合  計 768.5  784.3  787.8  

 

４ 平成 28年度に向けた取組及び目標 

取組 

番号 
対象作物 取組 

分類 

※ 
指標 

平成 25年度 

（現状値） 

平成 28年度 

（目標値） 

平成 28年度 

の支援の有無 

1 白ねぎ 作付面積の維持 ア 作付面積 2.3ha 2.3ha 有 

2 白ねぎ 
担い手による作

付面積の拡大 
イ 作付面積 3.5ha 4.1ha 有 

3 白ねぎ 
担い手による作

付面積の増加 
イ 

作付増加面積 

（対前年比） 
0.0ha 

0.7ha 

(累計 1.4ha) 
有 

4 ブロッコリー 作付面積の増加 イ 作付面積 1.5ha 7.0ha 有 

5 飼料用米 
１ha 以上規模で

の作付面積増加 
イ 作付面積 19.7ha 60.0ha 有 

※「分類」欄については、要綱（別紙 16）の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか記入して下さい。

（複数該当する場合には、ア、イ、ウのうち主たる取組に該当するものをいずれか 1つ記入して下さい。） 

ア 農業・農村の所得増加につながる作物生産の取組 

  イ 生産性向上等、低コスト化に取り組む作物生産の取組 

  ウ 地域特産品など、ニーズの高い産品の産地化を図るための取組を行いながら付加価値の高い作物

を生産する取組 

※現状値及び目標値が単収、数量など面積以外の場合、（  ）内に数値を設定する根拠となった面積を記

載してください。 

※畑地の面積は含めないこと。 

※28年度の支援の有無の欄は、産地交付金による助成を行う取組は「有」を助成を行わない取組は「無」

を記載する。 

 

 

 



５ 産地交付金の活用方法の明細 

  別紙のとおり 



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）

産地戦略枠
（A）

従来枠
（B=E+F）

追加配分枠
（C)

産地戦略枠
（A）

従来枠
（E）

6,225,000 4,355,000 1,870,000 6,225,000 4,355,000 1,870,000 25,191,100 4,644,600 1,580,400 1,580,400 18,966,100

（注）2回目の配分（従来枠）、追加配分枠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。

1回目の配分（D=A＋E） 2回目の配分
（従来枠）

（F）

水田分
（d）

畑地分
（e）

南部町農業再生協議会

産地交付金の活用方法の明細

南部町農業再生協議会

協議会等名

配分枠（A+B+C） 活用予定額(a+b+c)

（内　　訳）

産地戦略枠
（a）

従来枠（b＝d+e）

追加配分枠
（c）



３．活用方法

（１）－①産地戦略枠分の活用分

配分枠

3,866,000円

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

同 1-1 白ねぎ作付助成 1 ア 28,000 118 118 330,400

同 1-2 白ねぎ作付助成 2 イ 28,000 550 550 1,540,000

同 1-3 白ねぎ作付助成 3 イ 34,000 29 29 98,600

同 2 ブロッコリー作付助成 4 イ 28,000 632 632 1,769,600

同 3 飼料用米作付助成 5 イ 1,500 6,040 6,040 906,000

実面積 6,040 1,329 7,369 ③　※７

実面積 4,644,600

野菜 果樹 地力増進 景観形成

面　積　（ａ単位）

※１　「H27との比較」は、新規の場合は「新」、H27から継続で一部変更した場合は「変」、Ｈ27と同じ設定の場合は「同」を記入してください。
※２　二毛作を対象とする使途は、二毛作への助成部分を他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（二毛作）」と記入してください。
※３　「取組番号」は、水田フル活用ビジョン４の表の取組に該当する取組番号を記入してください。
※４　「分類」欄については、要綱（別紙16）の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか記入してください。
※５　「合計（基幹）の実面積」は、基幹作物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、二毛作作物を対象とした設定の実面積を記入してください。
※６　②の合計は、各使途の合計面積を記入してください。
※７　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（二毛作）※５

合計（基幹）※５

所要額
①×②
（円）備蓄米 その他

合計
②
※６

H
2
7
と
の
比
較
※
１

戦略作物
整
理
番
号

そば

使途
※２

なたね 花き・花木 雑穀

取
組
番
号
※３

単価①
（円/10a）

分
類
※４



（１）－②従来枠・水田分の活用分

配分枠

3,915,000円

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

同 4 その他作物作付助成 10,000 558 307 95 1 195 1,156 1,156,000

同 5 景観・地力増進作物助成 4,000 995 66 1,061 424,400

実面積 558 307 95 1 995 66 195 2,217 ⑥　※６

実面積 1,580,400

野菜 花き・花木 果樹 雑穀

単価④
（円/10a）

面　積　（ａ単位）

整
理
番
号

使途
※２

取
組
番
号
※３

景観形成

※１　「H27との比較」は、新規の場合は「新」、H27から継続で一部変更した場合は「変」、Ｈ27と同じ設定の場合は「同」を記入してください。
※２　二毛作を対象とする使途は、二毛作への助成部分を他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（二毛作）」と記入してください。
※３　「取組番号」は、水田フル活用ビジョン４の表の取組に該当する取組番号を記入してください（該当しない場合の記入は不要です）。
※４　「合計（基幹）の実面積」は、基幹作物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、二毛作作物を対象とした設定の実面積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。

所要額
④×⑤
（円）

戦略作物

そば なたね

合計（基幹）※４

合計（二毛作）※４

備蓄米 その他
合計
⑤
※５

地力増進

H
2
7
と
の
比
較
※
１



（１）－③従来枠・畑地分の活用分

配分枠

円

※１

※４

（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。

所要額
⑦×⑧
（円）麦

合計
⑧

※３
休閑緑肥

H
2
7
と
の
比
較

整
理
番
号

使途
単価
⑦

（円/10a）

面　積　（ａ単位）

大豆 てん菜
でん粉原料

用
ばれいしょ

そば なたね

※２　「実面積」は使途ごとの面積の計でなく、実面積を記入してください。

※３　⑧の合計は、各使途の合計面積を記入してください。

※４　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。

※１　「H27との比較」は、新規の場合は「新」、H27から継続で一部変更した場合は「変」、Ｈ27と同じ設定の場合は「同」を記入してください。

合計
実面積

※２



（２）追加配分枠の活用分
配分枠 

円

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

同 6 エ そば作付助成（基幹作物） 20,000 2,490 2,490 4,980,000

同 7 ア 飼料用米多収品種作付助成 12,000 10,749 10,749 12,898,800

同 8 カ 地域奨励作物作付加算 10,000 82 82 82,000

変 9 カ 景観・地力増進作物作付加算 3,000 995 66 1,061 318,300

変 10 カ 飼料用米大規模作付加算 1,500 1,000 1,000 150,000

同 11 カ その他作物作付推進加算 5,000 558 307 95 1 113 1,074 537,000

実面積 10,749 2,490 558 307 95 1 995 66 0 195 15,456 ⑪　※５

実面積 18,966,100

（３）水田における交付対象面積計　（ａ単位）

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米

実面積 10,797 2,490 1,887 307 95 1 995 66 0 195 16,833

実面積

※　「合計（基幹）」は、当初配分と追加配分を含め、基幹作物を対象とした設定の実面積を記入し、「合計（二毛作）」は、二毛作作物を対象とした設定の実面積を記入してください。

※１　「H27との比較」は、新規の場合は「新」、H27から継続で一部変更した場合は「変」、Ｈ27と同じ設定の場合は「同」を記入してください。
※２　「取組の種類」には、いずれの取組等に係る追加配分枠を充てるのか、以下のア～カのいずれかを記入してください。
　　　「ア」多収性専用品種の導入への取組　　「イ」加工用米の複数年契約の取組　　「ウ」備蓄米の取組　　「エ」そば、なたね（基幹作）の作付け　　「オ」そば、なたね（二毛作）の作付け
　　　「カ」主食用米作付面積が生産数量目標の面積換算値を下回ることとなる都道府県に対し、生産数量目標より下回った面積に応じた配分
※３　二毛作を対象とする使途は、二毛作への助成部分を他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（二毛作）」と記入してください。
※４　「取組番号」は、水田フル活用ビジョン４の表の取組に該当する取組番号を記入してください（該当しない場合の記入は不要です）。
※５　「合計（基幹）の実面積」は、基幹作物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、二毛作作物を対象とした設定の実面積を記入してください。
※６　⑩の合計は、各使途の合計面積を記入してください。
※７　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。

その他
合計
⑩
※４

合計（基幹）※３

合計（二毛作）※３

所要額
⑨×⑩
（円）雑穀 地力増進 景観形成 備蓄米

野菜 花き・花木 合計

合計（基幹）

合計（二毛作）

果樹 雑穀 地力増進 景観形成 備蓄米 その他なたね
戦略作物

そば

H
2
7
と
の
比
較
※
１

取
組
の
種
類
※
２

使途
※２

単価⑨
（円/10a）

面　積　（ａ単位）

戦略作物

そば なたね 野菜 花き・花木 果樹

整
理
番
号

取
組
番
号
※４



４．2回目の配分を受けた場合の調整方法

５．主食用米作付面積が生産数量目標の面積換算値を下回った面積に相当する追加配分を受けた場合の対応

６．所要額が配分枠を超過した場合の調整方法

（１）産地戦略枠（整理番号１～３）に対し、前年度交付単価を上限に上乗せ単価調整を行う。その際、次の単価調整方法を使用する。
　　　　単価調整係数＝２回目配分額／（使途ごとの対象面積×交付単価）の合計　　　単価調整係数は小数点第４位以下切捨てとする。
（２）残額がある場合は、従来枠（整理番号４）に対し、前年度交付単価を上限に上乗せ単価調整を行う。その際の単価調整は、（１）に準じて行う。
（３）（１）、（２）による調整後に残額がある場合は、産地戦略枠（整理番号１～３）及び従来枠（整理番号４）に、所要額で按分して充当する。

（１）整理番号８～１１に対して、充当する。
（２）追加配分額が活用予定額を上回る場合は、整理番号１０について２回目の配分を受けた場合の調整後の整理番号３と同単価となるよう按分して充当する。
　　 この調整後にさらに残額がある場合は、その残額は活用しない。
（３）追加配分額が活用予定額を下回る場合は、追加配分額に収まるよう、整理番号８～１１について、次の単価調整係数を乗じて交付単価を一律減額する。
　　単価調整係数＝活用予定額／（使途ごとの対象面積×交付単価）の合計　　　単価調整係数は小数点第４位以下切捨てとする。

（１）産地戦略枠、従来枠、追加配分枠それぞれについて、原則として活用予定額に収まるよう、次の単価調整係数を乗じて交付単価を一律減額する。
　　 単価調整係数＝活用予定額／（使途ごとの対象面積×交付単価）の合計　単価調整係数は小数点第４位以下切り捨てとする。
　　　※追加配分枠の単価調整は、整理番号８～１１のみで行う。
（２）従来枠に残額が発生し、産地戦略枠、追加配分枠が活用予定額を超過する場合は、残額を産地戦略枠、追加配分枠の順に充当し、枠ごとに（１）に準じて一律減額する。
（３）追加配分枠に残額が発生し、産地戦略枠、従来枠が活用予定額を超過する場合は、残額を産地戦略枠、従来枠の順に充当し、枠ごとに（１）に準じて一律減額する。
（４）産地戦略枠に残額が発生し、従来枠、追加配分枠が活用予定額を超過する場合は、産地戦略枠活用額が配分額を上回っている場合に限り、残額を従来枠、追加配分枠の順に充当し、枠ごと
に（１）に準じて一律減額する。



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 1－1、１－2、１－3

　（1-1） 28,000円／10a
　（1-2） 28,000円／10a
　（1-3） 34,000円／10a（作付拡大分）

（1-1） 34,000円／10a
（1-2） 34,000円／10a
（1-3） 40,000円／10a（作付拡大分）

○助成対象者
　　　…(1-1)　 　白ねぎを作付けし、販売する農家
　　　　 (1-2､3)　白ねぎを作付けし、販売する担い手（農地中間管理機構から農地を借り受け
　　　　　　　　　　ている農業者、認定農業者、認定新規就農者、集落営農又は人・農地プラン
　　　　　　　　　　に位置付けられた地域の中心経営体）
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…白ねぎ（基幹作物）
○その他要件
　　　…①販売すること
　　　　 ②(1-3)は、対象者ごとに前年度の作付面積と比較して増加した面積について、作付
　　　　　　拡大１年目に限って助成対象とする。ただし、以下の水田については増加面積とみ
　　　　　　なさないものとし、今年度の作付面積から除外して判定する。
　　　　　　　・前々年度に白ねぎを作付した水田において、連作障害回避等の目的で、前年
　　　　　　　　度に他作物を作付け、又は、不作付けとした水田

○助成対象者
　　　…(1-1)　共通事項のとおり
　　　　 (1-2)　協議会が作成した対象者名簿（対象水田一覧）による
○助成対象水田
　　　…(1-1)　共通事項のとおり
　　　　 (1-2、3)　共通事項及び前年度及び前々年度の水田台帳により作付状況を確認
○助成対象作物
　　　…共通事項のとおり
○その他要件
　　　…販売実績、作業日誌、営農計画書、現地確認等による

○１ほ場に１回までの助成
○白ねぎは地域振興作物としてＪＡが強力に推進している品目で、新規就農者の参入もあり、
　さらなる振興を図っていくため、産地戦略枠を活用し助成を行う。担い手に対して、作付１年
目に限り単価を引き上げ、作付面積の拡大加速化を図る。

白ねぎ作付助成（南部町推進作物作付助成）

白ねぎ（基幹作物）

白ねぎを作付けする販売農家に、作付面積に応じて助成する。

新規 H27継続（変更あり） H27継続 ○ 助成開始年度 Ｈ２７ 

産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 ア イ ウ 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 2

ブロッコリー作付助成（南部町推進作物作付助成）

ブロッコリー（基幹作物）

34,000円／10a

ブロッコリーを作付けする担い手販売農家に、作付面積に応じて助成する。

28,000円／10a

○助成対象者
　　　…ブロッコリーを作付けし、販売する担い手農家（農地中間管理機構から農地を借り受け
　　　　ている農業者、認定農業者、認定新規就農者、集落営農又は人・農地プランに位置
　　　　付けられた地域の中心経営体）
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…ブロッコリー（基幹作物）
○その他要件
　　　…販売すること

○助成対象者
　　　…協議会が作成した対象者名簿による
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…共通事項のとおり
○その他要件
　　　…販売実績、作業日誌、営農計画書、現地確認等による

○１ほ場に１回までの助成
○ブロッコリーは地域振興作物として平成２６年度からＪＡが重点的に推進している品目
であり、耕作放棄地の再生後の作付けを行うなど、今後の基幹作物として作付面積の
増加を推進していることから、産地戦略枠を活用し助成を行う。

新規 H27継続（変更あり） H27継続 ○ 助成開始年度 Ｈ２７ 

産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 ア イ ウ 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

○助成対象者
　　　…共通事項のとおり
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…種もみ又は苗の購入伝票等により確認
○その他要件
　　　…需要に応じた米生産の推進に関する要領別紙４の第６の規定による生産集出
　　　　荷数量一覧表等による

○１ほ場に１回までの助成
○飼料用米は地域振興作物として平成２６年度から推進する品目で、多収品種の導入
　と併せて、担い手への農地集積による規模拡大を加速していくため、産地戦略枠
　から助成する。

3

飼料用米作付助成

飼料用米（基幹作物）

2,000円／10a

　飼料用米の作付に当たって多収品種を導入し、１ha以上作付けする販売農家
に、作付面積に応じて助成する。
　助成対象の上限を作付面積５haまでとする。

○助成対象者
　　　…飼料用米の取り組みにおいて多収品種を導入し、１ha以上作付けする農業者
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…需要に応じた米生産の推進に関する要領別紙４の第４の規定による多収品種
○その他要件
　　　…需要に応じた米生産の推進に関する要領別紙４の第５の規定による取組計画の
　　　　認定を受けていること

1,500円／10a

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会

新規 H27継続（変更あり） H27継続 ○ 助成開始年度 Ｈ２７ 

産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 ア イ ウ 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

○１ほ場に１回までの助成
○農地の有効活用を促すとともに、直売所等での消費者ニーズへの対応、出荷量の
　維持を図るため、引き続き野菜以外も含めた多様な作物を対象に設定する。

その他作物作付助成

その他作物（作物一覧に記載されたその他作物）（基幹作物）

13,000円／10a10,000円／10a

その他野菜等を作付けする販売農家に、作付面積に応じて助成する。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 4

○助成対象者
　　　…その他作物等を作付けし、販売する農家
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…作物一覧表に記載されたその他作物（基幹作物）
○その他要件
　　　…①販売すること
　　　　 ②永年作物は植栽年から３年間を助成対象とする。
　　　　 ③みつ源れんげは養蜂農家と契約すること。

○助成対象者
　　　…共通事項のとおり
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…共通事項のとおり
○その他要件
　　　…①販売実績、作業日誌、現地確認等による
　　　　 ②水田台帳
　　　　 ③養蜂農家との契約書、作業日誌

新規 H27継続（変更あり） H27継続 ○ 助成開始年度 Ｈ２７ 

産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 ア イ ウ 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

○助成対象者
　　　…共通事項のとおり
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…共通事項のとおり
○その他要件
　　　…種子等の買受納品書、作業日誌、現地確認等による

○１ほ場につき１回までの助成
○生産者の高齢化による労働力軽減により農地の耕作放棄地化を防ぎ、地域の
　農地の地力維持、増進を図るため引き続き設定するが、野菜等の換金作物に
　作付誘導する。

景観・地力増進作物作付助成

景観・地力増進作物（基幹作物）

5,000円／10a

景観形成作物、地力増進作物を作付けする農家に、作付面積に応じて助成する。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 5

4,000円／10a

○助成対象者
　　　…景観形成作物、地力増進作物を作付けする農家
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…作物一覧表に記載された景観形成作物、地力増進作物（基幹作物）
○その他要件
　　　①景観形成作物…適切な肥培管理を行うこと
　　　②地力増進作物…鋤きこむこと
　

新規 H27継続（変更あり） H27継続 ○ 助成開始年度 Ｈ２７ 

ア イ ウ 産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

○助成対象者
　　　…そばを作付けし、販売する農家
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…そば（基幹作物）
○その他要件
　　　…出荷・販売契約を締結し、販売すること

○１ほ場につき１回までの助成
○そばの作付けに対して、追加配分枠から助成する

そば作付助成

そば（基幹作物）

20,000円／10a

そばを作付けする販売農家に、作付面積に応じて助成する。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 6

20,000円／10a

○助成対象者
　　　…共通事項のとおり
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…共通事項のとおり
○その他要件
　　　…販売実績、作業日誌、現地確認等による
　

新規 H27継続（変更あり） H27継続 ○ 助成開始年度 Ｈ２７ 

ア イ ウ 産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

飼料用米多収品種作付助成

飼料用米（多収品種）

12,000円／10a 12,000円／10a

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 7

飼料用米の作付に当たって多収品種を導入し作付けする販売農家に、
作付面積に応じて助成する。

○助成対象者
　　　…共通事項のとおり
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…需要に応じた米生産の推進に関する要領別紙４の第４の規定による
　　　　 多収品種
○その他要件
　　　…需要に応じた米生産の推進に関する要領別紙４の第５の規定による
　　　　 取組計画の認定を受けていること

○助成対象者
　　　…共通事項のとおり
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…種もみ又は苗の購入伝票等により確認
○その他要件
　　　…需要に応じた米生産の推進に関する要領別紙４の第６の規定による
　　　　 生産集出荷数量一覧表等による
　

○１ほ場に１回までの助成
○飼料用米多収品種の取組に対して、追加配分枠から助成する。

新規 H27継続（変更あり） H27継続 ○ 助成開始年度 Ｈ２７ 

ア イ ウ 産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 8

○助成対象者
　　　…うど、マコモタケを作付けし、販売する農家
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…うど、マコモタケ（基幹作物）
○その他要件
　　　…販売すること

○助成対象者
　　　…共通事項のとおり
○助成対象水田
　　　…共通事項のとおり
○助成対象作物
　　　…共通事項のとおり
○その他要件
　　　…作業日誌、作付けが確認できる書類、販売実績、現地確認等による

○１ほ場に１回までの助成
○町の地域振興協議会で作付奨励を行っているうど、マコモタケの作付けを推進するため、
追加配分枠から助成する。
○整理番号４と重複助成は可能とする。

地域奨励作物作付加算

整理番号４の対象作物のうち、うど、マコモタケ

10,000円／10a

うど、マコモタケを作付けする販売農家に、作付面積に応じて追加配分枠から助成する。

10,000円／10a

新規 H27継続（変更あり） H27継続 ○ 助成開始年度 Ｈ２７ 

ア イ ウ 産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

景観形成作物、地力増進作物を作付けする農家に、作付面積に応じて助成する。

○助成対象者
　　　…整理番号５の助成を受けた農家
○助成対象水田
　　　…整理番号５の助成を受けた水田
○助成対象作物
　　　…整理番号５のとおり
○その他要件
　　　…整理番号５のとおり

整理番号５のとおり

○１ほ場につき１回までの助成
○生産者の高齢化による労働力軽減により農地の耕作放棄地化を防ぎ、地域の
　農地の地力維持、増進を図るため引き続き設定する従来枠分とあわせて追加
　配分枠から助成する。
○整理番号５との重複助成は可能とする。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 9

景観・地力増進作物作付加算

景観・地力増進作物（基幹作物）

3,000円／10a 5,000円／10a

新規 H27継続（変更あり） ○ H27継続 助成開始年度 Ｈ２８ 

ア イ ウ 産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

　飼料用米の作付けに当たって多収品種を導入し、5ha以上作付けする販売農家
に、作付面積が5haを超過した面積に応じて助成する。

○助成対象者
　　　…飼料用米の取組において多収品種を導入し、5ha以上作付けする農業者
○助成対象水田
　　　…整理番号３の助成を受けた水田以外
○助成対象作物
　　　…整理番号３のとおり
○その他要件
　　　…整理番号３のとおり

整理番号３のとおり

○１ほ場に１回までの助成
○整理番号３の助成と併せて農地集積による規模拡大の加速化を図るため
追加配分枠から助成を行う

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 10

飼料用米大規模作付加算

飼料用米（基幹作物）

1,500円／10a 2,000円／10a

新規 H27継続（変更あり） ○ H27継続 助成開始年度 Ｈ２８ 

産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 ア イ ウ 



協議会名 整理番号

活用枠※１ 分類※２

使途

対象作物

単価 前年度の単価

内容

具体的要件

確認方法

備考

　※１　「活用枠」欄は該当する項目の□に✓（チェック）を付けてください。

　※２　「分類」は、実施要綱別紙16の２（５）のア、イ、ウのいずれに該当するか□に✓（チェック）を付けてください。

その他野菜等を作付けする販売農家に、作付面積に応じて助成する。

○助成対象者
　　　…その他作物等（うど、マコモタケを除く）を作付けし、販売する農家
○助成対象水田
　　　…整理番号４の助成を受けた水田（うど、マコモタケの作付水田を除く）
○助成対象作物
　　　…整理番号４のとおり（うど、マコモタケを除く）（基幹作物）
○その他要件
　　　…①販売すること
　　　　 ②永年作物は植栽年から３年間を助成対象とする。
　　　　 ③みつ源れんげは養蜂農家と契約すること。

○助成対象者
　　　…整理番号４のとおり
○助成対象水田
　　　…整理番号４のとおり
○助成対象作物
　　　…整理番号４のとおり
○その他要件
　　　…整理番号４のとおり

○１ほ場に１回までの助成
○農地の有効活用を促すとともに、直売所等での消費者ニーズへの対応、出荷量の
　維持を図るためには、多様な作物の作付推進が必要であるため、追加配分枠を活用
　して新たな助成を設定する。
○整理番号４との重複助成は可能とする。

産地交付金の活用方法の明細（個票）

南部町農業再生協議会 11

その他作物作付推進加算

その他作物（作物一覧に記載されたその他作物から「うど、マコモタケ」を除いた
作物（基幹作物）

5,000円／10a 5,000円／10a

新規 H27継続（変更あり） H27継続 ○ 助成開始年度 Ｈ２７ 

産地戦略枠  従来枠・水田分 従来枠・畑地分 追加配分枠 ア イ ウ 



産地交付金単価 （単位：円）

28,000
(34,000)
34,000
(40,000)

きゅうり、トマト、なす、ピーマン、かぼちゃ、イチゴ

スイカ、メロン、キャベツ、白菜、ほうれん草、ねぎ

タマネギ、大根、里芋、さやいんげん、馬鈴薯、甘藷

とうもろこし、アスパラ、にんにく、やまのいも

らっきょう、みょうが、わさび、しょうが

その他野菜

きのこ類（しいたけ、ひらたけ、なめこ） 10,000

小豆、その他雑穀
(13,000)

日本なし、西洋なし、もも、梅、びわ、かき、くり、いちじく
5,000

キウイフルーツ、ゆず、ぎんなん、山椒、その他果樹
(5,000)

りんどう、トルコキキョウ、ストック、てっぽうユリ

菊、その他花き

どうだんつつじ、花木（枝物用）、切花用（母樹）

その他花木

種苗類（スイカ苗、ストック苗等）

花壇苗（ビオラ苗、パンジー苗等）

みつ源れんげ、みつまた、芝、はま茶、うど、マコモタケ

香料作物、薬用作物、油糧作物

その他工芸作物

たらの芽、その他山菜

うど、マコモタケ

4,000
(5,000)

地力イタリアンライグラス、地力ソルガム、地力れんげ 3,000

その他地力増進作物
(5,000)

そば（基幹作物）

飼料用米（多収品種）

雑穀類
（その他作物）

果　　樹
（その他作物）

きのこ類
（その他作物）

花　　き
（その他作物）

【作物一覧表】

販売用等作物

野　　菜
（推進作物）

野　　菜
（その他作物）

白ねぎ

ブロッコリー

非主食用米 飼料用米（栽培面積１ha以上）

単価（１０a当たり）
下段（　）H27単価

継続作付

担い手
規模拡大

28,000
(34,000)
1,500

(2,000)

そ の 他
（その他作物）

山　　菜
（その他作物）

花　　木
（その他作物）

苗　　類
（その他作物）

当初配分枠

追加配分枠

当初配分枠

追加配分枠
(ｳﾄﾞ､ﾏｺﾓﾀｹ
を除く)

なお、産地交付金の交付総額が予算枠上限に達した場合には、単価の減額調整を行います。

20,000
(20,000)
12,000

(12,000)
非主食用米

景観形成作物（レンゲ、ひまわり等）

そば

景観形成作物

地力増進作物

10,000
（10,000）

地域奨励作物
（その他作物）


