
（別記）

2020 年度五所川原市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

当市の水田約５９パーセントにおいて主食用水稲が作付されており、次いで飼料用米、

大豆の作付が多く、土地利用型作物の担い手への集積が進んでいる。

主食用米の需要が減少する中で、主食用米から他の作物への転換が必要であり、農業者

が蓄積してきた稲作の多収技術や既存農業機械をそのまま活用できる飼料用米等の非主食

用米ついては、特に有効な手段となる為、今後はいかに水稲に占める主食用米の割合を非

主食用米に向けられるかが重要になってくる。

また、大豆、麦については、自己保全管理等の遊休農地化した水田への作付により、更

なる拡大が期待できるが、そういった水田は排水不良等、条件不利地となっており、圃場

の改善が必要となっている。

２ 作物ごとの取組方針等

（１）主食用米

現在、産地間競争が激化しており、生き残りをかけて「売れる米づくり」を目指す

ための取組の強化を図る必要があることから、販売状況や消費者・市場の動向を見据

えて多収型の稲から食味の勝る品種に切り替えを図る。

近年一部の生産者により作付けられた、特 A米の「青天の霹靂」、そして Aの評価

を受けた「つがるロマン」など、当市において、良食味米の作付拡大を図り、生産者

の所得向上へ向けた取組を推進していく。

また、食の安全性に対する消費者の関心が高まってきていることから、米の生産か

ら消費に至る安全性の確保と消費者ニーズに即した情報提供により、信頼を築くた

め、農協が実施している「農畜産物生産工程管理・記帳運動」の推進、農家個々の栽

培歴徹底により、良質米生産及び特別栽培米の生産販売の視点から品質・食味値情報

を蓄積・活用した米の生産、栽培方法等の情報の体制づくりを確立し、トレーサビリ

ティー等により食の安全・安心に向けた取組を図る。

（２）非主食用米

ア 飼料用米

主食用米の需要減が見込まれる中、実需者（養鶏、養豚、飼料メーカー）からの

需要に対応するため、生産拡大を図る。

農業者が蓄積してきた稲作の多収技術や既存農業機械を有効に活用できる飼料

用米の本作化や生産拡大にあたっては、多収品種の導入を図るために県設定及び

地域設定の産地交付金を活用し、生産コスト低減による取組に支援を行い、栽培面

積の拡大にともなう、安定した飼料用米の供給を図る。

また、地域設定の産地交付金を活用し、耕種農家と畜産農家の連携によるコス

ト削減のための稲わらの利活用を推進する。



イ 米粉用米

実需者との結びつきを強化しながら、土壌診断・葉色診断に基づく施肥管理等に

よる低コスト化を図り生産性向上及び高品質生産へ向けた栽培技術の取組に地域設

定の産地交付金による支援を行い安定した作付面積の確保を図る。

ウ 新市場開拓用米

主食用米の国内需要が減少する中、県設定の産地交付金を活用し、国内外のコメ

の新市場の開拓を図り、実需者との結びつきを強化しながら、安定した供給を目指

す。

エ WCS 用稲

畜産農家にとっては、飼料価値の高い飼料として利用できることから、地域設定

の産地交付金を活用し、畜産農家と連携及び団地化による生産性向上と低コスト化

を図り、作付面積の維持・拡大を目指す。また、適正な肥培管理による収量の確保

を図る

オ 加工用米

昨年までの複数年契約の推進により築かれた、実需者との結びつきを活かし、

安定した生産供給を目指す。

カ 備蓄米

主食用米にかわる作物として安定した生産が可能となる備蓄米について、JA（全

農）及び県集荷組合と連携を図りながら、加工用米と一体的に取り組む。

（３）麦、大豆、飼料作物

小麦・大豆については、地域設定の産地交付金を活用して、土地利用集積等によ

る低コスト化に加えて、弾丸暗渠等の排水対策により増収・品質向上に努めるな

ど、より生産性を高める取組を推進し、５年後においても、麦・大豆の作付面積を

維持・拡大する。

飼料作物については、生産拡大のために地域設定の産地交付金を活用して優良

草種の導入と輪作体系の導入による高位平準化を推進し、単収の向上を図るととも

に、作付地の拡大、団地化を図り機械の効率利用による労働時間の縮減に努め、高

品質・低コスト自給飼料の生産を推進する。

さらに、耕種農家と畜産農家が連携し、コスト削減のための資源循環の取組を

推進する。

（４）そば、なたね

そばについては、実需者との契約に基づき、県設定及び地域設定の産地交付金を

活用し、生産性向上及び高品質生産へ向けた輪作体系の導入等により、現行の栽培

面積を拡大する。

なたねについては、「取組なし」

（５）高収益作物（園芸作物等）

野菜（トマト、ミニトマト、つくねいも、たまねぎ）及び花きを振興品目として

拡大する。



トマト、ミニトマト、つくねいも、花については、実需者との結びつきがあるた

め、地域設定の産地交付金を活用し今後も安定した出荷量を確保し、栽培講習会の

実施や病害虫防除の徹底等により高品質栽培に取り組む。

昨年度新たに振興品目としたタマネギについては、地域設定の産地交付金を活用

し作付面積の拡大と高品質生産技術に取組、産地化を目指す。

（６）畑地化の推進

畑地化については、経営の安定化に向け、野菜等高収益作物の導入と併せて、地域

の実状に応じた取組を推進していく。



３ 作物ごとの作付予定面積

作物 前年度の作付面積

（ha）

当年度の作付予定面積

（ha）

2020 度の作付目標面積

（ha）

主食用米 ４３０４．６ ４２００．０ ４，２００.０

飼料用米 ６９４．３ ７１０．０ ７１０．０

米粉用米 ２．５ ３．５ ３．５

新市場開拓用米 ４７．２ ７０．０ ７０．０

WCS 用稲 １６．３ ２０．０ ２０．０

加工用米 ２３７．２ ２７０．０ ２７０．０

備蓄米 ４２５．８ ４２０．０ ４２０．０

麦 １５６．９ ２１０．０ ２１０．０

大豆 ４２６．６ ４９０．０ ４９０．０

飼料作物 ２９４．７ ３１０．０ ３１０．０

そば ７６．５ ７７．０ ７７．０

なたね ０．０ ０．０ ０．０

その他地域振興作物 ９０．６ １１８．３ １１８．８

野菜

・トマト

(ミニトマト含)

・つくねいも

・タマネギ

花き（別表２）

別表３の作物

・野菜

・果樹

・他基幹作物

地力増進作物

２８．０

７．２

０．３

１１．３

３２．５

２．３

０．８

８．２

３５．０

８．０

２．０

１６．０

３９．０

２．５

０．８

１５．０

３５．０

８．０

２．０

１６．０

３９．０

２．５

１．３

１５．０

総合計 ６，７７３．２ ６，８９８．８ ６，８９９．３



４ 課題解決に向けた取組及び目標

整理

番号
対象作物 使途名 目標

前年度（実績） 目標値

1 飼料用米
飼料用米（多収品

種）生産向上支援

飼料用米（多収品

種）取組面積

10a 当たりの生産費

(2019 年度)486.0ha

(2019 年度)97,004 円/10a

(2020 年度)710.0ha

(2020 年度)87,000 円

/10a

2
米粉用米・

WCS 用稲

米粉用米・WCS 用稲

生産向上支援

米粉用米取組面積 10a

当たりの生産費
(2019 年度)1.7ha

(2019 年度)95,000 円/10a

(2020 年度)3.5ha

(2020 年度)87,000 円

/10a

WCS 用稲取組面積 10a

当たりの収量
(2019 年度)11.4ha

(2019 年度)1,287 ㎏/10a

(2020 年度)20.0ha

(2020 年度)1,256 ㎏/10a

3 麦・大豆
麦・大豆

生産向上支援

麦取組面積

品質向上

（麦の品質区分ラン

ク比率）

(2019 年度) 108.5ha

(2019 年度)品質

Aランク 54.1％

B ランク 37.7％

C ランク 6.0％

D ランク 2.2％

規格外 0％

(2020 年度)210.0ha

(2020 年度)品質

Aランク 97％

Bランク 3％

Cランク 0％

Dランク 0％

大豆取組面積

品質向上

（農産物検査等級比

率）

(2019 年度)290.5ha

1 等 15.0％

2 等 53.6％

3 等以下 31.4％

(2020 年度)490.0ha

1 等 30％

2 等 50％

3等以下 20％

4 そば そば生産向上支援

そば取組面積

品質向上

（農産物検査等級比

率）

(2019 年度)52.9ha

品質

1等 28％

2等 73％

(2020 年度)77.0ha

(2020 年度)品質

1等 80％

2等 20％

5 飼料作物 飼料作物助成
取組面積

10a 当たりの収量

(2019 年度)192.8ha

(2019 年度)1.0 ロール/10a

(2020 年度)310.0ha

(2020 年度)1.5 ロール

/10a

6

つくねいも・

トマト

ミニトマト・

タマネギ

花き

地域振興作物助成

作付面積

（トマト・ミニトマト）

（つくねいも）

（タマネギ）

（花き）

(2019 年度)28.0ha

(2019 年度)7.2ha

(2019 年度)0.3ha

(2019 年度)11.3ha

(2020 年度)35.0ha

(2020 年度)8.0ha

(2020 年度)2.0ha

(2020 年度)16.0ha

7

別表３で定

める野菜・

果樹、その

他作物

地域振興作物助成

（その他作物）

作付面積

（野菜）

（果樹）

（他基幹作物）

(2019 年度) 32.5ha

(2019 年度)2.3ha

(2019 年度)0.8ha

(2020 年度)39.0ha

(2020 年度)2.5ha

(2020 年度)1.3ha

8
地力増進作

物

地域振興作物助成

（地力増進作物）
取組面積 (2019 年度)8.2ha (2020 年度)15.0ha



9
飼料用米稲

わら

耕畜連携助成

（わら利用）
取組面積 (2019 年度)313.3ha (2020 年度)455.0ha


