
（別記） 

令和 4年度美瑛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  

北は上川盆地、南は富良野盆地に挟まれ、東西では山岳・丘陵が境界となっており、西

から北東にかけて河川が境界となる地域に位置している。耕作面積は、11,600ha を有

し、水田 2,013ha、畑作・酪農で 9,546ha の面積が生産基盤となっている。 

転作は 62％を占め、転作作物は、小麦、飼料作物、大豆の面積が多く、その他、小

豆、てん菜、野菜等が作付されており、土地利用型作物の担い手への集積が進んでいる。  

一方、稼働力不足の状況のもと、経営面積・自家労力などの経営形態に応じ、適正な輪

作体系の維持を踏まえた作付を推進していくことが課題となっている。米の生産の目安を

踏まえた水張り面積の維持に加え、産地評価の向上を伴った土地利用型作物の安定化、施

設栽培をはじめとする野菜作付による高収益化に向け、革新的な技術の導入を含めた栽培

技術や圃場条件の向上について、担い手支援を行っていくことが必要となっている。 

２ 高収益作物の導入や転作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 

 収益性の高い水田農業経営への転換を図るため、黒大豆を高収益作物と位置づけし販路

の拡大を図り、作付面積拡大を目指していく。 

 その他高収益作物についても生産部会等と協議をし、作付面積拡大を目指していく。 

 今後、水田をフル活用しながら水張を維持するためにも、飼料用米や輸出用米等の新た

な市場開拓に向けて、販路の拡大を進め、経営の安定化を図る。 

 水田農業高収益化推進プロジェクトチームの設置については、今後検討をしていく。 

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  

 水稲以外の作付が続いている圃場は全体の 5割ほどとなっているが、畑地化による

各関係制度・関係機関への影響度(農地の賃貸・売買、土地改良区賦課金、JA 賦課金、

中山間交付金など)についての精査、助成対象者への制度理解の徹底、並びに対象地と

非対象地との整合性の整理に加えて、付随する圃場整備に係る負担対策についても総

合的な検討課題として取り組む。 

４ 作物ごとの取組方針等  

（１）主食用米 

生産の目安に沿った作付面積を確保し、売れる米作りの徹底によって米の産地としての

地位を確保する。「ゆめぴりか」の作付増反に伴い北のクリーン農産物表示制度「ＹＥ

Ｓ！ｃｌｅａｎ」による付加価値を高める取組の拡大を図る。 

 

（２）備蓄米 

生産の目安に即した作付面積の確保を図る。 

 

（３）非主食用米 

ア 飼料用米 

 水田面積の維持のため、飼料用米の取組が必要であり、生産性向上に向けた多収性品種

の導入、新技術の取組を推進する。 

  イ 加工用米 

 水田面積の維持のため、加工用米の取組・拡大が重要であり、加工米飯等の高価格帯需

要に加え、味噌等の低価格帯の需要を含め、幅広い需要確保の推進を図る。 



  ウ 新市場開拓用米 

  水田面積の維持のため、輸出用米の販路を確保し、需給緩和に対応した作付面積を拡

大していく。 

 

（４）麦、大豆、飼料作物 

麦、大豆は、畑地の輪作体系の維持のためにも重要な作物であり、重点作物として位置

付けし、産地交付金を活用して面積の維持・拡大を図る。  

黒大豆については、需要の高まりを受け、高収益作物と位置づけし、重要な土地利用型

作物として適正な輪作体系に沿った面積の確保を図る。 

小麦については、需給及び稼働力バランスを踏まえた品種構成に努め、安定した品質・

生産量の確保による産地評価の向上を図る。  

飼料作物については、飼料作物供給者と畜産農家による利用供給協定に基づき契約され

た内容で引き続き面積の維持に努めることとする。 

 

（５）そば、なたね 

実需者との契約に基づき、現行の栽培面積を維持する。 

また、そばは、他作物に比べ湿害に弱い作物であり、排水不良圃場には作付せず排水対

策などの徹底を図る。 

 

（６）地力増進作物 

「美瑛町輪作計画」（美瑛町農業再生協議会）にもとづく輪作体系の推進を図るために

も地力増進作物（えん麦、ヘアリーベッチ、クローバー、トウモロコシ、ソルガム、シロ

ガラシ、カラシナ、ひまわり）は重要な位置づけとなっており、病害虫対策、土壌改良対

策、増収対策の一環として、「美瑛町土づくり事業（緑肥支援）」と併せて支援する必要が

ある。 

 

（７）高収益作物 

ブロッコリー、かぼちゃ、スイートコーン、アスパラガス、たまねぎ、トマトについて

は重点作物、一般野菜を振興作物とし産地交付金を活用し転作面積を維持する。（「一般野

菜」は別紙一覧表で整理する） 

さらに、野菜同様 ｢花き｣ ｢花木｣についても振興作物とし産地交付金を活用し転作面

積を維持する。 

たまねぎについては、これまでの産地保管による良品生産集出荷に加え、一次加工を主

とした加工力強化による作物振興が必要とされることから、土地利用型野菜として加工た

まねぎ（剥きたまねぎ加工販売）の振興を図る。 

 

（８）地域振興作物 

てん菜、馬鈴薯、小豆については、輪作体系の維持に重要な作物であることから地域の

重点作物として位置付けて、担い手における作付を奨励し、心土破砕などの湿害対策によ

る品質向上、土壌診断に基づく適正施肥による収量向上、直播栽培による省力化を推進す

ることにより、耕作放棄地の発生を防止するとともに、てん菜、馬鈴薯、小豆の作付面積

の維持・拡大を図る。 

また、菜豆(豆類)、その他雑穀については輪作体系の維持にも重要な作物であり、振興

作物と位置付けし、産地交付金を活用し転作面積を維持する。 



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

784.00 736.80 840.40

36.87 37.24 37.61

65.97 90.50 91.40

390.79 392.09 393.40

93.83 94.74 95.68

153.82 174.00 174.00

・子実用とうもろこし

13.72 22.70 22.90

43.83 44.27 44.71

・野菜 231.93 253.90 256.10

・花き・花木 0.03 0.50 0.80

・果樹

・その他の高収益作物 45.80 64.96 65.54

・てん菜 38.72 49.00 49.50

0.00 0.00 52.05
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６ 課題解決に向けた取組及び目標 

 

 

 

 

 

 

前年度（実績） 目標値

加工用米 加工用米作付助成 作付面積 (2021年度)　　65.97ha (2023年度)　　91.4ha

販売額 50,160千円 88,749千円

飼料用米 飼料用米作付助成 作付面積 (2021年度)　 36.87ha (2023年度)　   37.61ha

作付割合 4.16% 4.24%

単収 657kg/10a 792kg/10a

取組面積 28.24ha 28.8ha

小麦 小麦作付助成 作付面積 (2021年度)　390.79ha (2023年度)　  393.4ha

単収 552kg/10a 563kg/10a

大豆 大豆作付助成 作付面積 (2021年度)　　93.83ha (2023年度)　  95.68ha

(黒大豆を除く) 汚粒処理出荷物の低減 24.00% 23.52%

小豆 重点振興作物助成(小豆) 作付面積 (2021年度)　　19.3ha (2023年度)　   27.2ha

てん菜 てん菜作付助成 作付面積 (2021年度)　　38.72ha (2023年度)　   49.5ha

取組面積 28.5ha 29.1ha

馬鈴薯 馬鈴薯作付助成 作付面積 (2021年度)　　21.7ha (2023年度)　   22.5ha

重点振興作物助成(野菜) 作付面積 (2021年度)　 213.4ha (2023年度)　  221.2ha

振興作物助成(野菜等) 作付面積 (2021年度)　　 5.6ha (2023年度)　   13.2ha

そば、なたね そば、なたね作付助成 作付面積 (2021年度)　　13.7ha (2023年度)　   22.9ha

振興作物助成(その他) 作付面積 (2021年度)　　 1.6ha (2023年度)　   8.44ha

飼料用米 複数年契約加算 　 (2021年度) 　(2023年度)

作付面積・数量 36.87ha・242.55t 37.61ha・247.401t

複数年契約取組面積・数量 0.71ha・5.87t 1.45ha・9.265t

黒大豆 作付面積 (2021年度)　 24.85ha (2023年度)　   29.9ha

飼料用米 飼料用米特別栽培加算 作付面積 (2021年度)　 36.87ha (2023年度)　  37.61ha

単収 657kg/10a 792ka/10a

地力増進作物 休閑緑肥助成 作付面積 (2021年度) 　43.83ha (2023年度)　   44.71ha
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７ 産地交付金の活用方法の概要 

 

1 加工用米作付助成 1 3,685(上限 6,000) 加工用米 需要性に優位な品種の出荷、ケイ酸資材の施用等

2 飼料用米作付助成 1 3,071(上限 5,000) 飼料用米 土壌診断に基づく施肥設計、土壌改良材の施用等

3 小麦作付助成 1 9,214(上限 15,000) 小麦 輪作体系の維持、透排水対策等

4 大豆作付助成 1 9,214(上限 15,000) 大豆 輪作体系の維持、特殊栽培の実施等

5 重点振興作物助成(小豆) 1 27,644(上限 45,000) 小豆 作付面積に応じて支援

6 てん菜作付助成 1 15,358(上限 25,000) てん菜 直播栽培、コントラクター等の作業委託

7 馬鈴薯作付助成 1 15,358(上限 25,000) 馬鈴薯 作付面積に応じて支援

8 重点振興作物助成(野菜) 1 27,644(上限 45,000) 別紙のとおり 作付面積に応じて支援

9 振興作物助成(野菜等) 1 12,286(上限 20,000) 別紙のとおり 作付面積に応じて支援

10 そば、なたね作付助成 1 20,000以内 そば、なたね 作付面積に応じて支援

11 振興作物助成(その他) 1 12,286(上限 20,000) 別紙のとおり 作付面積に応じて支援

12 複数年契約加算 1 6,000以内 飼料用米

複数年契約

(令和2年又は令和3年から継続して3年以上の契約、多収品種

の導入等)

13 重点振興作物助成(黒大豆) 1 9,214(上限 15,000) 黒大豆 作付面積に応じて支援

14 特別栽培加算 1 1,842(上限 3,000) 飼料用米 多収品種の導入、区分管理等

15 休閑緑肥助成 1 20,000以内 地力増進作物 2作以上の間隔を取った休閑緑肥、すき込みが確認できる等

対象作物 取組要件等
※2

整

理
番
号

使途

作
期
等
※1

単価
（円/10a）

※１　「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」としています。

※２　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います。


