
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）

（2回目の配分） （取組に応じた配分）

21,685,000 21,685,000 21,684,860

（注）追加配分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。

産地交付金の活用方法の明細

活用予定額
当初配分
(A)

追加配分
(B)

東員町地域農業再生協議会

東員町地域農業再生協議会

協議会等名

配分枠（A+B）



３．活用方法

配分枠

21,685,000円

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米 野菜 花き・花木 果樹

その
他高
収益
作物

1 小麦・大麦生産性向上(基幹) 1 1,470 18,000 18,000 2,646,000

2 大豆生産性向上(基幹) 1 1,420 280 280 39,760

3 そば面積拡大(基幹) 1 20,000 - 0 0

4 小麦・大麦生産性向上(二毛作) 2 7,500 4,500 4,500 3,375,000

5 大豆生産性向上(二毛作) 2 7,500 16,500 16,500 12,375,000

6 そば生産拡大(二毛作) 2 7,500 700 700 525,000

7 耕畜連携助成(耕畜連携) 3 3,100 3,000 3,000 930,000

8 高収益作物助成(基幹) 1 3,100 110 110 34,100

9 新規需要米生産性向上助成 1 3,200 5,500 5,500 1,760,000

10 複数年契約加算 1 12,000 0 0

11 新市場開拓米の取組助成 1 20,000 0 0

実面積 18,000 280 5,500 110 23,890 ※６

実面積 4,500 16,500 700 21,700 21,684,860

合計（基幹）※４

合計（二毛作）※４

※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。

戦略作物

新市場
開拓用米 そば なたね 雑穀

所要額
①×②
（円）

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価①
（円/10a）

※３

面　積　（ａ単位）

その他
合計
②
※５

高収益作物



４．追加配分を受けた場合の調整方法

５．所要額が配分枠を超過した場合の調整方法

6．高収益作物について

注１ 産地交付金で支援する作物のうち、高収益作物に該当する作物名（野菜、花き・花木、果樹除く）を記載してください。

注２ 収益性のわかるデータを添付してください。

優先①
≪整理番号４　小麦・大麦生産性向上助成(二毛作)7,500円/10a⇒9,000円/10aを上限に調整する。≫
≪整理番号５　大豆生産性向上助成(二毛作)7,500円/10a⇒9,000円/10aを上限に調整する。≫
≪整理番号６　そば生産拡大(二毛作)7,500円/10a⇒9,000円/10aを上限に調整する。≫
上記３つを一律に上限の範囲内で調整。
(追加配分額＋当初単価×作付面積の４～６の合計）/上限単価×対象面積の４～６の合計＝単価調整率

優先②
≪整理番号１　小麦・大麦生産性向上助成1,470円/10a⇒3,130円/10aを上限に調整する。≫
≪整理番号２　大豆生産性向上助成1,420円/10a⇒2,940円/10aを上限に調整する。≫
上記の２つを一律に上限の範囲内で調整。
(追加配分額＋当初単価×作付面積の１，２の合計－優先①での活用額）/上限単価×作付面積の１，２の合計＝単価調整率

優先③
≪整理番号９　新規需要米生産性向上助成3,200円/10a⇒参考となる単価3,600円/10aを上限に調整する≫

下記の順に調整する。

優先①
≪整理番号１　小麦・大麦生産性向上助成1,470円/10a⇒1,000円/10aを下限に調整する。≫
≪整理番号２　大豆生産性向上助成1,420円/10a⇒1,000円/10aを下限に調整する。≫
上記の２つを一律に下限の範囲内で調整。
(配分額の合計－整理番号４～６の調整前単価×作付面積の合計）/整理番号１，２の調整前単価×対象面積の１，２の合計
＝単価調整率）

優先②
≪整理番号４　小麦・大麦生産性向上助成(二毛作)7,500円/10a⇒6,000円/10aを下限に調整する。≫
≪整理番号５　大豆生産性向上助成(二毛作)7,500円/10a⇒6,000円/10aを下限に調整する。≫
≪整理番号６　そば生産拡大(二毛作)7,500円/10a⇒6,000円/10aを下限に調整する。≫
上記３つを一律に下限の範囲内で調整。
(配分額の合計－整理番号１，２の調整後単価×作付面積の合計）/整理番号４～６の調整前単価×対象面積の１，２の合計
＝単価調整率）

ゴマ



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　統計資料により単収を確認する。
　○　水田台帳、共済細目書等の公的資料により作付け面積の増減を確認する。

○　小麦・大麦（基幹）の高収量・高品質化に資する取り組みを支援する。

目　　標
18,000　a

小麦290kg/10a
大麦290kg/10a小麦・大麦(基幹)取組面積

単収

－
　17,000　a

小麦270kg/10a
大麦270kg/10a

　17,500　a
小麦290kg/10a
大麦280kg/10a

　○　助成対象者
　　　　２０２０年度経営所得安定対策制度加入者であり、販売目的で対象作物を生産する農業者
　○　対象水田
　　　　経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
　○　取組要件
　　　　・播種前契約及び出荷・販売あるいは自家利用し販売すること
　　　　・以下のいずれかに取り組むこと
　　　　【土壌改良】
　　　　　石灰施用
　　　　　堆肥施用
　　　　【排水対策】
　　　　　小明渠浅耕播種
　　　　　プラウ深耕
　　　　【本田管理】
　　　　　止葉抽出期追肥
　　　　　除草剤散布

　○　経営所得安定対策加入申請書により確認
　○　作付面積については、共済細目書等の公的資料により確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　実需者との播種前契約書及び出荷数量確認
　○　作業日誌又は資材購入伝票により確認
　○　作業写真等により確認
　○　自家利用の場合は、原料使用簿、加工品製造販売台帳、出荷伝票等により確認
　○　水田活用の直接支払交付金の確認事項に準ずる

16,798　a
小麦200kg/10a(H29年)
大麦224kg/10a(H29年)

17,007　a
小麦290kg/10a(H30年)
大麦228kg/10a(H30年)

18,338　a
小麦358kg/10a(H31年)
大麦301kg/10a(H31年)

－

産地交付金の活用方法の明細（個票）

整理番号 1東員町地域農業再生協議会

2017年度 2018年度 2019年度

小麦・大麦　生産性向上助成

小麦・大麦（基幹）

1,470円／10ａ（２回目の配分額に応じて3,130円／10aを上限として単価を増額調整する）

小麦、大麦は供給量を上回る需要量があり、生産拡大を求められている。
本町の平均単収（小麦358kg/10a、大麦301kg/10a）は、県内平均（小麦363kg/10a、大麦327kg/10a）よりも
低いため、土壌改良、排水対策、本田管理など栽培技術の高度化により安定した高収量・高品質の生産を
図る。

2020年度



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目
標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

260　a
100kg/10a

270　a
120kg/10a

280　a
140kg/10a

250　a
81kg/10a

438　a
32kg/10a

111　a
41kg/10a

－

大豆（基幹）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

東員町地域農業再生協議会 整理番号 2

大豆　生産性向上助成

1,420円／10ａ（２回目の配分額に応じて2,940円／10aを上限として単価を増額調整する）

大豆については、豆腐の原料となるフクユタカを主とし、実需者と連携しながらニーズに合った生産を
行っており、多くの需要があるため生産拡大が課題となっている。
本町の平均単収は、全国平均166kg/10aを下回っている。そこで、種子調湿による湿害の回避、種子更
新や病害虫防除による病害虫被害対策、除草剤による雑草被害の回避、資材施用による土づくり、葉
面散布や肥効調節型肥料による生育促進等、基本となる栽培技術の励行に加えて狭畦無中耕播種栽
培技術の導入により安定した高収量・高品質の生産を図る。

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　統計資料により単収を確認する。
　○　水田台帳、共済細目書等の公的資料により作付け面積の増減を確認する。

○　大豆（基幹）の高収量・高品質化に資する取り組みを支援する。

　○　助成対象者
　　　２０２０年度経営所得安定対策制度加入者であり、販売目的で対象作物を生産する農業者
　○対象水田
　　　経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
　○　取組要件
　　　・播種前契約及び出荷・販売あるいは自家利用し販売すること
　　　・以下のいずれかに取り組むこと
　　　【土壌改良】
　　　　石灰施用
　　　　堆肥施用
　　　【湿害対策等】
　　　　種子調湿
　　　　狭畦無中耕播種栽培技術の導入
　　　【雑草対策】
　　　　除草剤散布
　　　【病害虫防除】
　　　　種子更新による種子伝染病害の防止
　　　　病害虫防除
　　　【肥培管理】
　　　　葉面散布資材の使用による登熟向上
　　　　肥効調節型肥料の使用による生育量の確保と登塾向上

　○　経営所得安定対策加入申請書により確認
　○　作付面積については、共済細目書等の公的資料により確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　実需者との播種前契約書及び出荷数量確認
　○　種子購入伝票
　○　作業日誌又は資材購入伝票により確認。
　○　自家利用の場合は、原料使用簿、加工品製造販売台帳、出荷伝票等により確認
　○　水田活用の直接支払交付金の確認事項に準ずる

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

大豆(基幹)取組面積

単収

－



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　水田台帳、共済細目書等の公的資料により作付け面積を確認する。

○　そば（基幹）の作付けに対して支援する。

　○　助成対象者
　　　　２０２０年度経営所得安定対策制度加入者であり、販売目的で対象作物を生産する農業者
　○　対象水田
　　　　経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
　○　取組要件
　　　・播種前契約及び出荷・販売あるいは自家利用し販売すること
　　　・被害の発生等により、著しく収量が減収となる場合を除き、
　　　　概ね統計単収とほぼ同程度の単収となること

　○　経営所得安定対策加入申請書
　○　作付面積については、水稲共済細目書等営農計画書の公的資料により確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　実需者との出荷契約及び出荷数量確認
　○　自家利用の場合は、原料使用簿、加工品製造販売台帳、出荷伝票等により確認
　○　水田活用の直接支払交付金の確認事項に準ずる

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度

－ 5 a 5 a

0 a 0 a 0 a

2020年度

そば(基幹)取組面積

20,000円／10ａ

近隣のいなべ市産のそばが、「いなべの里の蕎麦」ブランドとして実需者から高い評価を得るなど増産
を求められているうえ、本町も含めた三重県北勢地域産のそばは人気が高く、原料供給の需要がある
ため、そば生産の面積拡大を行う必要がある。

そば（基幹）

7 a

－

産地交付金の活用方法の明細（個票）

東員町地域農業再生協議会 整理番号 3

そば面積拡大（基幹）助成



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

4,000　a 4,300　a 4,500　a

3,770　a 2,920　a 2,118　a －

小麦・大麦（二毛作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

東員町地域農業再生協議会 整理番号 4

小麦・大麦(二毛作)　生産性向上助成

7,500円／10ａ（２回目の配分額に応じて9,000円／10aを上限として単価を増額調整する）

　小麦、大麦は供給量を上回る需要量があり、生産拡大を求められているため、農地の高度利用（二毛
作）の推進による生産量の増加が重要である。

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　水田台帳、共済細目書等の公的資料により作付け面積の増減を確認する。

　○　小麦・大麦による二毛作に取り組む農業者を支援する。

　○　助成対象者
　　　　２０２０年度経営所得安定対策制度加入者であり、販売目的で対象作物を生産する農業者
　○対象水田
　　　　経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
　○　取組要件
　　・出荷・販売あるいは自家利用し販売すること
　　・農地の高度利用のための小麦・大麦の二毛作に取り組むこと
　　・以下のいずれかに取り組むこと
　　　　【土壌改良】
　　　　　石灰施用
　　　　　堆肥施用
　　　　【排水対策】
　　　　　小明渠浅耕播種
　　　　　プラウ深耕
　　　　【本田管理】
　　　　　止葉抽出期追肥
　　　　　除草剤散布

　○　経営所得安定対策加入申請書により確認
　○　作付面積については、共済細目書等の公的資料により確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　実需者との播種前契約書及び出荷数量確認
　○　作業日誌又は資材購入伝票により確認
　○　自家利用の場合は、原料使用簿、加工品製造販売台帳、出荷伝票等により確認
　○　水田活用の直接支払交付金の確認事項に準ずる
　○　作業写真等により確認

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

小麦・大麦(二毛作)取組面
積

－



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目
標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

16,000　a
100kg/10a

16,300　a
120kg/10a

16,500　a
140kg/10a

14,267　a
81kg/10a

13,981　a
32kg/10a

14,388　a
41kg/10a

－

大豆（二毛作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

東員町地域農業再生協議会 整理番号 5

大豆(二毛作)　生産性向上助成

7,500円／10ａ（２回目の配分額に応じて9,000円／10aを上限として単価を増額調整する）

多くの需要がある大豆については、豆腐の原料となるフクユタカを主とし、実需者と連携しながらニーズ
に合った生産を行う。
本町の平均単収は、全国平均166kg/10aよりも低いため、麦跡ほ場を活用した二毛作による面積拡大
に加えて種子更新、適期播種、病害虫防除等基本となる栽培技術の励行により安定した高収量・高品
質の生産を図る。

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　統計資料により単収を確認する。
　○　水田台帳、共済細目書等の公的資料により作付け面積の増減を確認する。

　○　大豆（二毛作）の高収量・高品質化に資する取り組みを支援する。

　○　助成対象者
　　　　２０２０年度経営所得安定対策制度加入者であり、販売目的で対象作物を生産する農業者
　○対象水田
　　　　経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
　○　取組要件
　　　・播種前契約及び出荷・販売あるいは自家利用し販売すること
　　　・大豆の二毛作に取り組むこと
　　　・上記のほか、以下のいずれかに取り組むこと
　　　【土壌改良】
　　　　石灰施用
　　　　堆肥施用
　　　【湿害対策等】
　　　　種子調湿
　　　　狭畦無中耕播種栽培技術の導入
　　　【雑草対策】
　　　　除草剤散布
　　　【病害虫防除】
　　　　種子更新による種子伝染病害の防止
　　　　病害虫防除
　　　【肥培管理】
　　　　葉面散布資材の使用による登熟向上
　　　　肥効調節型肥料の使用による生育量の確保と登塾向上

　○　経営所得安定対策加入申請書により確認
　○　作付面積については、共済細目書等の公的資料により確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　実需者との播種前契約書及び出荷数量確認
　○　種子購入伝票
　○　作業日誌又は資材購入伝票により確認。
　○　自家利用の場合は、原料使用簿、加工品製造販売台帳、出荷伝票等により確認
　○　水田活用の直接支払交付金の確認事項に準ずる

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

大豆(二毛作)取組面積
単収

－



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

170　a 270　a 700　a

150　a 249　a 595　a －

そば（二毛作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

東員町地域農業再生協議会 整理番号 6

そば生産拡大（二毛作）助成

7,500円／10ａ（２回目の配分額に応じて9,000円／10aを上限として単価を増額調整する）

近隣のいなべ市産のそばが「いなべの里の蕎麦」ブランドとして実需者から高い評価を得るなど増産を
求められているうえ、本町も含めた三重県北勢地域産のそばは人気が高く、原料供給の需要があるた
め、そば生産の面積拡大を行う必要がある。
麦作あとの有効利用のため、１年２作型の二毛作にも積極的に取り組み、水田の高度利用を図る。

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　作付面積については、水稲共済細目書等営農計画書の公的資料により確認

○　そば（二毛作）の作付けに対して支援する。

○　助成対象者
　　　２０２０年度経営所得安定対策制度加入者であり、販売目的で対象作物を生産する農業者
○　対象水田
　　　経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
○　取組要件
　　　・播種前契約及び出荷・販売あるいは自家利用し販売すること
　　　・そばの二毛作に取り組むこと
　　  ・被害の発生等により、著しく収量が減収となる場合を除き、
　　　　概ね統計単収とほぼ同程度の単収となること

　○　経営所得安定対策加入申請書
　○　作付面積については、水稲共済細目書等営農計画書の公的資料により確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　実需者との出荷契約及び出荷数量確認
　○　自家利用の場合は、原料使用簿、加工品製造販売台帳、出荷伝票等により確認
　○　水田活用の直接支払交付金の確認事項に準ずる

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

そば(二毛作)取組面積

－



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

2,500　a 2,800　a 3,000　a

2,146　a 1,931　a 1,374　a －

飼料用米・ＷＣＳ用稲（基幹）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

東員町地域農業再生協議会 整理番号 7

耕畜連携助成

3,100円／10ａ（２回目の配分額に応じて3,600円／10aを上限として単価を増額調整する）

畜産農家から国産飼料の安定供給を求められていることもあり、生産者の所得向上のため、飼料用米
等の作付けを行った水田のわら利用の取り組みを支援する必要があるが、本町は定着していない。

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　作付面積については、水稲共済細目書等営農計画書の公的資料により確認

○　耕畜連携の取組を行う水田において、飼料用米・ＷＣＳ用稲を生産し、わら利用の取り組みを行う
農業者であり、連携の相手方となるものとの間に、３年間以上を締結期間とする利用供給協定を締結
している農業者に対して取組面積に応じて助成する。

○　助成対象者
　　　２０２０年度経営所得安定対策制度加入者であり、飼料用米、WCS用稲の作付を行う水田で耕畜
連携
　　　　（飼料用米のわら利用、ＷＣＳ用稲の資源循環）に取り組む農業者又は集落営農
○　助成対象水田
　　　経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
○　取組要件
　　 耕畜連携の相手方と3年間以上を締結期間とする利用供給協定を締結すること
　　 当年産においてＷＣＳ用稲及び飼料用米の作付が行われる水田であること
　　 そのわらが確実に飼料として利用され、かつ、その子実が飼料又は飼料用の種苗として利用
　　 される稲の作付であること
　　 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

　○　経営所得安定対策加入申請書
　○　作付面積については、水稲共済細目書等営農計画書の公的資料により確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　認定結果通知書
　○　作業写真
　○　作業日誌
　○　利用供給協定書
　○　水田活用の直接支払交付金の確認事項に準ずる
　○　新規需要米取組計画により確認

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

耕畜連携取組面積

－



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

90　a 100　a 110　a

80　a 91　a 99　a －

別表１で指定した野菜（基幹）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

東員町地域農業再生協議会 整理番号 8

高収益作物助成

3,100円／10ａ（２回目の配分額に応じて3,600円／10aを上限として単価を増額調整する）

当町の作物作付の状況は、稲作・麦・大豆の土地利用型作物が中心であり、野菜等の作付けが極めて
少ない。このため、地元直売所での需要がある野菜等の高収益作物への転換を図り、農業所得を向上
させる取り組みを支援する。

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　作付面積については、現地確認

高収益作物（別表１で指定した野菜）の作付・販売を行う農業者を支援する。

　○　助成対象者
　　　 ２０２０年度経営所得安定対策加入者であり、販売目的で対象作物（苗を含む）を生産する農業者
　○　対象水田
　　　 経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
　○　取組要件
 　　　出荷・販売が目的であること

　○　経営所得安定対策加入申請書
　○　作付面積については、現地確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　対象作物の出荷販売伝票、作業日誌等

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

高収益作物取組面積

－



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

2020年度

飼料用米取組面積

単収

－
5,100　a

475kg/10a
5,300　a

510kg/10a
5,500　a

520kg/10a

4,503　a
350kg/10a

3,728　a
505kg/10a

2,970　a
436kg/10a

－

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　作付面積については、水稲共済細目書等の公的資料により確認
　○　統計資料により単収を確認する。

新規需要米の高収量・高品質化に資する取り組みを支援する。

　○　助成対象者
　　　　２０２０年度経営所得安定対策制度加入者であり、販売目的で対象作物を生産する農業者
　　　　新規需要米取組計画の認定を受けている者
　○　対象水田
　　　　経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
　○　取組要件
　　 　　・以下のいずれかに取り組むこと
　　 　 　病害虫防除
　   　 　多肥栽培の励行(窒素9kg/10a程度)
    　  　肥効調節型肥料の施用
　　　 　多収品種の導入
　○　経営所得安定対策加入申請書
　○　作付面積については、水稲共済細目書等の公的資料により確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　実需者との出荷契約及び出荷数量確認
　○　認定結果通知書
　○　種子（又は苗）購入伝票
　　　（自家採種の場合「自家採種の種子による取組申請書」（平成31年度要綱の様式を流用））
　○　作業日誌又は資材購入伝票により確認
　○　水田活用の直接支払交付金の確認事項に準ずる

3,200円／10ａ（２回目の配分額に応じて3,600円／10aを上限として単価を増額調整する）

畜産農家の需要もあり、契約数量の確保のため、新規需要米の生産拡大が求められている。
本町では、通常の水稲と同様の肥培管理を慣行しているが、病害虫の被害等もあり、平均単収が
436kg/10aと本町の水稲基準単収475kg/10aを下回っている。そこで、病害虫防除・多肥栽培・肥効調
節型肥料・多収品種の導入の励行により安定した高収量・高品質の生産を図る。

飼料用米（基幹）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

東員町地域農業再生協議会 整理番号 9

新規需要米生産性向上助成



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

飼料用米、米粉用米

産地交付金の活用方法の明細（個票）

東員町地域農業再生協議会 整理番号 10

複数年契約加算

12,000円/10a

　飼料用米及び米粉用米について、飼料工場、畜産農家等の需要者から、「安定的に供給して欲しい」
という声があることから、飼料用米等が安定的に供給されるよう産地を誘導するため、複数年契約とな
るように推進していく必要がある。また、飼料用米については、生産コストの削減を図るため、併せて土
づくり、多収品種の推進など生産性向上の取組を行うことが重要である。

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

飼
料
用
米

複数年契約取
組面積・数量

5,500a・26万t

実績 － － － －

実績 － － －

目標 － － －

－

米
粉
用
米

複数年契約取
組面積・数量

目標 － － － 50a・0.2万t

実績 －

作付面積・数量
目標 － － － －

－ － －

作付面積・数量
目標 － － － －

実績

○以下の書類及び現地確認により確認する。
　・交付申請書及び営農計画書
　・新規需要米取組計画書又は生産製造連携事業計画及びその添付書類（新規需要米出荷契約
　　数量等農業者別一覧表、複数年契約に係る販売契約書等）
　・販売伝票、作業日誌等の収穫・出荷・販売を行ったことがわかる書類
　・別紙の生産性向上の取組を行ったことがわかる書類（生産性の向上に資する取組の確認は、
　　別紙に定める方法による）
　・新規需要米自家加工販売計画書

　２０２１年３月までに、以下の書類等により確認する。
　・取組面積：支払対象面積
　・作付面積・数量：新規需要米認定結果報告書又は生産製造連携事業計画に係る認定通知書

※新規需要米生産性向上助成(整理番号９)の対象となる場合は、重複交付できる。

－ － － －

需要者との複数年契約（３年以上）に基づき、飼料用米・米粉用米を作付けする取組を支援する。

１　需要者側（需要者又は実需者団体）へ出荷・販売を目的として、以下の要件を満たす３年以上の
　　複数年　契約（令和２年産から新たに結んだ令和４年産までの３年分を含むもの）に基づき、対象
　　作物の生産に取り組む販売農家又は集落営農（複数年契約に係る新規需要米取組計画又は生
　　産製造連携事業計画に位置付けられた者に限る。）による取り組みであること。
　　①　生産者側（生産者又は生産者団体のいずれか）と需要者側（需要者又は需要者団体のいず
　　　　 れか）の契約であること。
　　②　販売契約書に各年産米の契約数量及び契約価格（契約価格の設定方法を含む）が明確に
　　　　 記載されており、かつ、契約不履行に対する違約条項があること。
　　③　複数年契約期間中の契約数量が維持又は増加するものであること。

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　飼料用米を自らの畜産経営に供する目的で生産する者又は、米粉用米を自家加工品（販売目
　　的）の製造原料に供する目的で生産する者が行う取組についても、３年以上確実に取り組む場
　　合には支援対象とする。

４　別紙に定める生産性向上の取組のうち一つを実施すること



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

目標

実績

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付して下さい。

新市場開拓米取組面積

－ － 2,000 a 3,000 a

産地交付金の活用方法の明細（個票）

整理番号 11

2017年度 2018年度 2019年度

東員町地域農業再生協議会

　新市場開拓米の取組を支援する。

　新市場開拓米の取組助成

　新市場開拓米（基幹）

20,000円/10a

　これまで、食料自給率の向上や農業者所得向上を図るために麦、大豆等を推進してきた。しかし、当
協議会管内には麦大豆の不適地もあり、新規需要米の取組みを推進する必要がある。
　国内の主食用米需要量が毎年減少していく中、新規需要米のうち新市場開拓米について、従前から
の取組に加え、農林水産省「コメ海外市場拡大戦略プロジェクト」に参加する集荷事業者と協力して輸
出用米生産に取組む農業者や自ら輸出に取組む農業者を支援する。

2020年度

　○　助成対象者
　　　 ２０２０年度経営所得安定対策制度加入者であり、販売目的で対象作物を生産する農業者
　　　 新規需要米取組計画の認定を受けている者
　〇　対象水田
　 　　経営所得安定対策等実施要綱別紙１に定める交付対象水田
　〇　取組要件
　 　　新規需要米の取組計画認定を受けること。

　○　経営所得安定対策加入申請書
　○　作付面積については、水稲共済細目書等の公的資料により確認
　○　交付対象水田については、水田台帳等の公的資料との照合により確認
　○　実需者との出荷契約及び出荷数量確認
　○　認定結果通知書
　○　作業日誌又は資材購入伝票により確認
　○　水田活用の直接支払交付金の確認事項に準ずる

　２０２１年３月までに、以下の方法で確認する。
　○　作付面積については、水稲共済細目書等の公的資料により確認
　○　統計資料により単収を確認する。
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