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令和４年度の経営所得安定対策の主なポイント

　ポイント１　需要に応じた米づくりの推進

　ポイント２　産地交付金の設定

　ポイント３　情報提供の強化
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12．集落営農の組織化と法人化………………………………………………………P１５

13．産地交付金の要件にある人・農地プランとは？ ………………………………P１６

14．水田活用の直接支払い交付金に関するよくある質問……………………… Ｐ１７

　平成３０年産から主食用米の生産数量目標が廃止されていますが、令和４年産についても前年同様に

兵庫県農業活性化協議会から「主食用米の生産目安」が提示されております。

　※米の直接支払交付金は平成３０年度から廃止されています。

　生産数量目標は廃止されましたが、需要に応じた米生産は重要であることから前年同様に主食用米に

代わる作物として期待される新規需要米や麦、大豆、飼料作物への支援は継続されています。

　単価についても前年度と同じ設定になっています。（P４を参照）

産地交付金についても前年同様に設定されております。

○県の産地交付金のポイント

　①飼料用米（生産性向上・担い手支援）（多収性品種導入支援）の取組について単価が変更となっ　　　

　　ています。（P１２を参照）

　②野菜については、施設・露地の区分をなくし、単価を変更しています。（P１３を参照）

　　転作水田だけでなく、主食用水稲や戦略作物の裏作での野菜も対象となっています。

　③飼料用米・米粉用米（複数年契約）の取組について令和2年、令和3年からの取組のみ単価を　　

　　変更して継続となっています。（令和4年度より新規で取組むことはできません。）

○市の産地交付金のポイント

　①玉葱べと病対策加算の単価が変更となっています。（P７を参照）

　　みどり戦略導入加算のメニューが追加となっています。（P１０を参照）

　②交付対象水田は県設定とは異なります。

　　産地交付金の対象となるのは、転作水田（戦略作物裏を除く）となっています。

　　例：主食用米の裏作、WCS用稲の裏作で野菜を作付け、出荷しても野菜に対する産地交付金は、

　　　　交付対象外となります。

　需要に応じた米づくりや水田フル活用の促進に向けた生産支援情報を提供できるよう、県協議会からの

情報について冊子やパンフレットを活用して提供していきます。

　P２～３に県協議会から提供された米の生産目安や米価の推移等について掲載しています。

新規

新規

変更
変更

変更
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　令和４年産主食用米の生産目安　参考情報

全国の米の需要動向については、年々減少しており、2/3 年では 704万トンとなっており、25/26 年と比較をすると
82.6 万トンの減少となっています。
国民一人当たりの米の消費量も昭和４０年と比較して約半分以下（122㎏⇒57㎏）となっています。

〔米の民間在庫量の推移〕

　主食用米の需要が１人当たりの消費量や人口減少等の影響により全国的に減少傾向にある中、新型コロナウイルス感
染症の影響により、中食・外食事業者向けの販売数量が減少している。兵庫県では、登熟中期の長期間にわたる日照不足、
穂いもち等の影響も加わり、登熟歩合が著しく低くなり、収量は平年よりかなり少なかった。南あわじ市においては、
新規需要米の作付け拡大が継続しており、主食用米の作付けが減少している。

　平成２６年産以降、米価は上昇傾向だったが､令和３年産については全国・兵庫県ともに、令和２年産に続き下落して
いる。米の在庫状況について全国段階では、近年は横ばい傾向だったが、令和３年は令和２年に続き微増、国が安定供
給を確保できる水準とする 200万トンを上回っている。兵庫県でも、令和３年は昨年比増で推移している。

県協議会からの生産目安と令和４年産主食用米作付計画の比較

左図は、県協議会が示す生産目安と令
和3年１２月に実施した作付計画調査の
結果を比較したものです。

県協議会が示す主食用水稲の生産目安面
積よりＲ４年の計画面積が下回っています。

主食用米の作付面積が減少しているた
め、生産目安を目標に、作付けを確保し
ましょう！

令和４年産

7 , 3 3 3
1 , 4 5 2 h a…①

1 , 4 1 1 h a…②

1 , 4 3 4 h a…③

※　生産目安とは兵庫県産米の需要に応じた生産が推進できるよう
　　県協議会が示す米の作付判断の参考となる数値です。
　　平成２９年度までの生産数量目標ではありません。

Ｒ４年産南あわじ市主食用米作付計画面積

R３年南あわじ市主食用米作付実績面積
（参考）

（R３年１２月に実施の作付計画面積の調査結果）

主食用米の作付面積が
減少する一方で、WCS用稲
は年々増加しています。

R4年は
作付計画

① ② ③
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　飼料用米と米粉用米の数量助成

（標準単収値）

農産物検査又は農産物検査によらない手法（ふるい

目や水分含有量率等を明記した販売伝票などによる

確認）により数量の確認を受けていることが条件と

なっております。（別途、規定様式による数量報告書

及び農産物検査結果通知書の写し等、確認書類の提

出が必要です。）

　水田活用の直接支払交付金

※野菜等については、出荷したことが確認できる書類が必要です。

出荷確認等ができる
書類が必要です。

P５の単価のイメージを参照して下さい。

出荷が確認できる
書類が必要です。

加算

加算

飼料作物の土地利用集積加算

令和4年度より新規メニュー追加

※野菜については玉葱、レタス類、白菜、キャベツ類、ブロッコリー、カリフラワーを除く
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　玉葱べと病対策加算

※　玉葱べと病対策加算に取組むためには、以下のように営農計画書に記載する必要があります。

※水稲やソルゴーなどを作付けした水田は対象外となります。

※高収益作物助成、地力増進作物と地域特産野菜の二毛作助成、担い手による地力増進作物と地域特産野菜の

　二毛作助成とは重複不可。

　地力増進作物と地域特産野菜による二毛作助成

　上記のような取組みで、二毛作助成の対象となります。

　上記のような取組みでは、二毛作助成の対象になりません。レタスの交付金のみとなります。

※　地力+野菜の二毛作助成に取組むためには、以下のように営農計画書に記載する必要があります。

※高収益作物助成、地域特産野菜助成、玉葱べと病対策加算、レタスビッグベイン病防除対策加算とは重複不可。
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　玉葱べと病対策加算
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 レタスビッグベイン病防除対策加算（カラシナ）

緑肥用カラシナの活用について

カラシナを活用したビッグベイン病防除対策

※　ビッグベイン病防除対策加算（カラシナ）に取組むためには、以下のように営農計画書に記載する必要があります。

※高収益作物助成、地力増進作物と地域特産野菜の二毛作助成、担い手による地力増進作物と地域特産野菜の

　二毛作助成とは重複不可。

 レタスビッグベイン病防除対策加算（太陽熱消毒）

太陽熱消毒の手順

太陽熱消毒によるビッグベイン病防除対策

※　ビッグベイン病防除対策加算（太陽熱消毒）に取組むためには、以下のように営農計画書に記載する必要があります。

※高収益作物助成、地力増進作物と地域特産野菜の二毛作助成、担い手による地力増進作物と地域特産野菜の

　二毛作助成とは重複不可。
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 レタスビッグベイン病防除対策加算（カラシナ）

緑肥用カラシナの活用について
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 レタスビッグベイン病防除対策加算（太陽熱消毒）

太陽熱消毒の手順

太陽熱消毒によるビッグベイン病防除対策

※　ビッグベイン病防除対策加算（太陽熱消毒）に取組むためには、以下のように営農計画書に記載する必要があります。
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　二毛作助成とは重複不可。
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　戦略作物等への加算 　耕畜連携助成

●利用供給協定に基づき、飼料作物の作付けをしている
水田で生産された飼料作物を給与された家畜の排せつ
物から生産した堆肥であること。
●たい肥を散布する水田が、たい肥を散布する者の自己
経営地でないこと。
●ほ場への堆肥散布量は、２トン／１０ａ以上であること。

・利用供給協定書（明細書も含む）、堆肥散布後の写真（田の全体を写した写真）
　写真の提出は堆肥散布後、速やかに提出してください。
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10,000円

12,000円

7,000円

3,000円

5,000円



ー 13ー

3,000円

6,000円

20,000円

10,000円

10,000円

12,000円

7,000円

3,000円
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　集落営農の組織化と法人化

【助成単価】２５万円（定額）

※ ただし、兵庫県農業経営法人化推進協議会が実施する「農業経営者サポート事業」により、
　 経営相談等を行っていることが要件となります。

　米の収入減少緩和対策

出荷・販売の対象数量（農産物検査３等以上又は当該等級に相当するもの）を報告する必要があります。

平成２７年度から規模要件が廃止され、認定農業者であればどなたでも加入できるようになりました。

また、補てん後の積立金の残額は翌年度へ繰り越しされるため、掛け捨てとはなりません。

当年産の米の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を、

国からの交付金と農業者の積み立てた積立金で補填します。

補てん額＝（標準的収入額－当年産収入額）×０.９

国からの交付金は、農業者が積み立てた積立金の３倍が上限です

認定農業者、集落営農、認定新規就農者です。

運用見直しに伴う手続きの変更点
需要に応じた米生産を後押しするため、令和4年産から、ナラシ対策の対象作物である米について

具体的な出荷・販売予定に従って計画的に生産したものが補填の対象となります。

【変更点①】

米を生産予定の農業者は、6月末までの加入申請に当たり、「出荷・販売契約数量等報告書」

の提出が必要となります。

【変更点②】

積立金の納付期限は7月31日から8月31日になります。

詳細については近畿農政局兵庫県拠点まで問合せください。（078-331-9951）
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水田活用の直接支払い交付金に関するよくある質問

1，玉葱を春に収穫し冬に定植する場合の記入方法は？
　⇒春作と秋冬作の両方に玉葱と記入してください。
　　玉葱の場合（秋冬期定植）にしか記載がないと本年度については交付対象になり 
   　ません。

2，地力増進作物を作付けし、裏作でキャベツを作付けして出荷した場合受けられる
産地交付金は「高収益作物助成」、「地域特産野菜助成」、「地力増進作物と地
域特産野菜の二毛作助成」ですか？
　⇒受けられるのは「地力増進作物と地域特産野菜の二毛作助成」のみです。
　　認定農業者等担い手の場合は「担い手による地力増進作物と地域特産野菜の
　　二毛作助成」です。（担い手の単価で取組む場合は 30a 以上取組む必要があります。）

3，水稲を作付けした裏作で野菜を作付けした場合交付対象となりますか？
　⇒基本的には交付対象外となります。認定農業者等担い手の場合は県の産地交付金の
　　対象となります。

4，地力増進作物を作付けし、玉葱を作付け出荷する場合、「玉葱べと病対策加算」　　
　　と「地力増進作物と地域特産野菜の二毛作助成」を同時に受けることはできますか？
　⇒どちらか片方のみとなります。

5，ＷＣＳの圃場は取組計画書提出後変更できますか？
　⇒変更はできません。申請圃場に間違いないか提出までにご確認ください。

　産地交付金の要件にある人・農地プランとは？

「集落の未来設計図策定支援事業」を活用しよう！
　人・農地プランを策定しようとする集落
　　　⇒　最大５万円の助成があります。
　人・農地プランを変更しようする集落
　　　⇒　５万円+策定していたプランの内容により
　　　　 　最大２０万円を加算します。

　※会議に必要な消耗品や会議当日のお茶代、また、他集落
への視察に係る交通費や講師謝礼などにお使いいただ
けます。

担い手不足

農業情勢の変化
耕作放棄田の
増加

まずは、作ってみる。 作ればいろんな課題が出てくる。

そこには言い争いや葛藤も出てくるかもしれない。
しかし、「地域の将来を見据えて」を大義に、一つずつ解決していくことが不可欠！
とにかく一歩踏み出す事！

そして、物事を実現するには時間がかかる。
だからこそ、プランは一度作ったら、育てていかないといけない。
５年後、１０年後を目指し、継続的にしっかりと育てていかなくてはならない。
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令和４年度　営農計画書

に農会長様へ


