
協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

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。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

　収量を向上させるため、多収性品種の導入や排水対策等を行った者に対して支援する。

具体的要件

　・特定農作業受委託契約を締結している圃場を含むこと。
　・農協等との出荷契約又は需要者との販売契約を締結していること。
　・下記取り組みから３つ以上取り組むこと。
　　周囲明渠、畝立播種、弾丸暗渠、培土２回、里のほほえみ導入、追肥、防除（カメムシ対
策）、大豆300A技術、作付２年で更新連作防止、雑草対策、全量基肥施肥、スマート農業機器
の活用、ディスク式中耕培土、被覆尿素肥料の施用

取組の
確認方法

　・営農計画書
　・水田活用の直接支払い交付金の対象作物に係る出荷・販売等実績報告書兼誓約書及び特定
農作業受委託契約書
　・出荷契約書又は販売契約書
　・現地確認
　・収量向上の取組確認書類（栽培履歴帳、作業日誌、資材購入伝票、写真等）

成果等の
確認方法

以下の方法で、2023年1月末までに確認する。
　取組面積：水田台帳システムの集計
　単収確認：畑作物の直接支払交付金における数量払いの交付申請書により数量確認し単収を
算出する。

133.1㏊（163㎏） ― ―

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

7,000円/10a（上限単価8,700円）

　大豆生産は収益力向上を図るため、専用の機械・技術を有する市内担い手等へ集約をし、機
械の共同利用等による機械（資本）回転率を上げることで生産コストを低減してきた。その結
果、当地域の大豆平均単収は全国平均に及ばないが、あと少しのところまできている。昨年度
は長雨、日照不足による生育不良や異常高温による生育停滞等で収量・品質低下、害虫による
食害被害が発生しており、今後は前述対策を要件に加え、収量向上を図る。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

取組面積
10aあたり収穫量

目標 215ha(177㎏） 170ha（135kg） 170ha（140kg） 170ha（145kg）

実績 150ha(120kg)

大豆（基幹作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

阿賀野市農業再生協議会 整理番号 1

収量向上支援



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

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。

収量向上支援

産地交付金の活用方法の明細（個票）

整理番号 2阿賀野市農業再生協議会

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度

取組面積
10aあたり収穫量

　収量を向上させるため、追肥施用や排水対策を行った者に対して支援する。

麦（基幹作）

7,000円/10a（上限単価8,700円）

　麦生産は作付経験が浅いが着実に面積を増やしている。当地域の麦の平均単収は約224㎏/10
ａで全国平均を上回大幅に上回った。技術要件が適切であることを確証するため要件を継続し
作付け拡大を図る。

令和５年度

実績 13ha(224kg) 13.3ha（205㎏） ― ―

目標 10ha(200kg) 15ha（258㎏） 17ha（258㎏） 17ha（258㎏）

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

具体的要件

　・特定農作業受委託契約を締結していること。
　・農協等と需要者との間で締結された販売契約に基づく農協等との出荷契約又は需要者との
販売契約を締結していること。
　・下記取り組みから３つ以上取り組むこと。
　　全量基肥施肥、周囲明渠、畝立播種、防除の実施（赤カビ病対策）、防除同時葉面散布追
肥、心土破砕、無材穿孔暗渠

取組の
確認方法

　・営農計画書
　・水田活用の直接支払い交付金の対象作物に係る出荷・販売等実績報告書兼誓約書及び特定
農作業受委託契約書
　・出荷契約書又は販売契約書
　・現地確認
　・収量向上の取組の確認書類（栽培履歴帳、作業日誌、資材購入伝票、写真等）

成果等の
確認方法

　以下の方法で、2023年1月末までに確認する。
　取組面積：水田台帳システムの集計
　単収確認：畑作物の直接支払交付金における数量払いの交付申請書により水田部分を抜き出
し数量確認し単収を算出する。

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

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。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

　生産コスト低減に取組む認定農業者に対し、加工用米の取組面積を支援する。

具体的要件

１　助成対象者　　　加工用米で生産コスト低減に取組む認定農業者及び集落営農組織
２　その他要件
　・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加工用米取組計画の認定を受け
ていること。
　・以下の取組みから2つ以上取組んでいること。
　　側条施肥、全量基肥施肥、プール育苗、農薬の田植え同時処理、スマート農業機器の活
用、直播栽培、疎植栽培、高密度播種育苗栽培、温湯種子消毒、作期分散、土壌診断等を踏ま
えた施肥・土づくり、多収性品種の導入、農業機械の共同利用

取組の
確認方法

１　助成対象者
　　・営農計画書
　　・経営所得安定対策等交付金交付申請書
　　・加工用米出荷契約等数量農業者別一覧表
　　・阿賀野市認定農業者名簿
２　その他要件
　　・営農計画書　・現地確認
　　・加工用米取組計画認定結果通知書
　　・加工用米生産集出荷数量一覧表
　　・生産コスト低減取組の確認書類（栽培履歴記帳、資材購入伝票、写真等）

成果等の
確認方法

以下の方法で、2023年1月末までに確認する。
　取組面積：加工用米出荷契約数量等農業者別一覧表
　生産コスト低減取組：生産性向上取組の確認書類（栽培履歴記帳、資材購入伝票、写真等）
　２つ以上取組実施率：２つ以上取組農家数　÷取組農家全数

510.4ha（46.7％） ― ―

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

4,000円/10a（上限単価 5,000円）

　国内で主食用米の需要減少が続く中、当協議会では主食用米偏重の是正が最優先課題であ
る。そのため、国の事業や県枠の支援も活用しながら、実需者との結びつきが強い加工用米へ
転換を進める。同時に収益力向上のため生産コスト低減の取組をメニューを増やし定着させ
る。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

取組面積
取組実施率

目標 540ha(100%) 560㏊(60%) 560㏊(80%) 560㏊(100%)

実績 397ha（46%）

加工用米（基幹作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

阿賀野市農業再生協議会 整理番号 3

生産コスト低減支援



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

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。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

二毛作として作付する麦（当該年度に収穫を行う麦）の取組面積に応じて支援する。

具体的要件

　・基幹作物を大豆とする。
　・基幹作物の大豆は整理番号１、麦は整理番号２の追加の要件を満たすこと。
　・大豆との組合せで二毛作として作付する麦（当該年度に収穫を行う麦）の取組面積に応じ
て助成する。

取組の
確認方法

整理番号１、整理番号２の確認方法と同様

成果等の
確認方法

以下の方法で、2023年1月末までに確認する。
取組面積：水田台帳システムの集計による

0.2ha ― ―

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

5,000円/10a（上限単価6,200円）

　当地域では水稲等の年一作での栽培体系となっているが、収益力向上を図るためには二毛作
に取り組む必要がある。当地域で可能な作付は麦である。麦と大豆の二毛作面積を拡大するこ
とで、１ほ場あたりの販売収入増大を目指す。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

二毛作取組面積
目標 6ha 7.9ha 3ha 8ha

実績 7.3ha

麦（二毛作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

阿賀野市農業再生協議会 整理番号 4

農地の高度利用支援（二毛作）



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

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。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

資源循環（飼料生産水田への堆肥散布の取組）をしたWCS用稲の取組面積に対して支援する。

具体的要件

１　助成対象者
　・畜産農家と利用供給協定書を締結し、資源循環の取組みを行う市内耕種農家（自家利用者は対象外）。
　　協定期間は３年間以上とし、利用供給協定書に次の事項を記載すること。
　（１）取組内容（２）供給される飼料作物名（WCS用稲）（３）飼料作物（WCS用稲）を生産する者
　（４）堆肥を散布する者（５）ほ場の場所及び面積（６）堆肥の散布時期及び量（７）利用供給協定締結期間
　（８）堆肥散布の条件（作業分担及び品代・経費の負担）
２　その他要件
　・当該年度における堆肥散布の取組みであること。
　・散布される堆肥が、利用供給協定に基づき水田で生産されたWCS用稲の供給を受ける家畜の排せつ物から生産
されたものであること。
　・堆肥の散布者は水田で生産されたWCS用稲の供給を受けた家畜所有者または、散布の委託を受けた者（WCS生産
水田への堆肥散布を受ける耕種農家を除く）であること。
　・堆肥の散布量が10ａ当たりで750ｋｇ以上であること。
  ・前年の作付面積を下回らないこと。

取組の
確認方法

１　助成対象者　営農計画書
２　助成対象水田　営農計画書、現地確認
３　その他要件
　・利用供給協定書の写し
　・堆肥散布作業日報

成果等の
確認方法

以下の方法で、2023年1月末までに確認する。
　取組面積：水田台帳システムの集計
  ロール数：新規需要米生産集出荷数量一覧表にある出荷数量ロール数の10ａあたり平均集計

12.4ha（6.9ﾛｰﾙ） ― ―

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

4,000円/10a（上限単価5,000円）

　新潟県酪農発祥の地である当市の作物栽培に向かない地域では、酪農が盛んである。酪農経
営を継続するためには糞尿を有効利用する必要があり、そのために耕種農家と畜産農家連携に
よる資源循環（堆肥散布）を進め、土づくり推進と収益力向上を図る。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

取組面積
10aあたりロール数

目標 14.3ha（11.2ﾛｰﾙ） 14ha（8ﾛｰﾙ） 14ha（8ﾛｰﾙ） 14ha（8ﾛｰﾙ）

実績 13ha（7ﾛｰﾙ）

ＷＣＳ用稲（基幹作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

阿賀野市農業再生協議会 整理番号 5

農地の高度利用支援（耕畜連携）



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

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。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

地域振興作物を販売目的で作付けした場合、取組面積に対して助成する。

具体的要件

　・露地栽培の場合は１圃場３a以上の作付。施設栽培は１a以上の作付。
　・対象作物を作付け、出荷、販売すること。
　・いちじくは植栽年から３年以内の育成期間限定の助成とし、出荷販売要件は課さない。
　・整理番号7との重複助成はしない（整理番号7の対象作物は、露地栽培で9.5ａ以上の作付が対象）
　・対象作物は特定農作業受委託契約を締結している圃場を含む場合、農協等への出荷又は需要者との販売をして
いること。

取組の
確認方法

　・営農計画書　・現地確認
　・水田活用の直接支払交付金の対象作物に係る出荷・販売等実績報告書兼誓約書
　・出荷販売伝票の写し
　・３年以内の育成期間は営農計画書に記載の植栽年で確認
  ・特定農作業受委託契約書、出荷契約書又は販売契約書

成果等の
確認方法

　以下の方法で、2023年1月末までに確認する。
　取組面積：水田台帳システムの集計

9.9ha ― ―

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

10,000円/10a（上限単価12,500円）

　当地域において園芸作物は湿田地域により適さないという条件もあり、面積拡大が進んでい
ない。しかし水稲だけに依存しない経営基盤強化が重要であることから、地域振興作物の導入
を推進し産地化への移行を図る。
　新潟県園芸振興基本戦略に基づき進める産地育成計画に沿って拡大を進める。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

取組面積
目標 23ha 20ha 20ha 20ha

実績 9.9ha

いちじく、えだまめ、花き・球根、カリフラワー、キャベツ、さといも、種苗類、たまねぎ、
トマト、ねぎ　計１０品目（基幹作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

阿賀野市農業再生協議会 整理番号 6

作付拡大支援（地域振興作物）



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

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。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

　重点推進作物を販売目的で作付けした場合、取組面積に対して助成する。

具体的要件

　・１圃場あたり露地栽培で9.5a以上の作付。
　・整理番号6と重複助成はしない。
　・対象作物を作付、出荷、販売すること。
　・対象作物は特定農作業受委託契約を締結している圃場を含む場合、農協等への出荷又は需要者との販売をして
いること。

取組の
確認方法

　　・営農計画書　・現地確認
　　・水田活用の直接支払交付金の対象作物に係る出荷・販売等実績報告書兼誓約書
　　・出荷販売伝票の写し
　　・特定農作業受委託契約書、出荷契約書又は販売契約書

成果等の
確認方法

　以下の方法で、2023年1月末までに確認する。
　取組面積：水田台帳システムの集計

11.5ha ― ―

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

34,500円/10a（上限単価43,700円）

　当地域で園芸作物は湿田地域により適さないという条件もあり面積拡大が進んでいない。そ
んな状況下で認定農業者へ阿賀野市での作付に適している作物、作付してみたい作物の調査を
実施し、上位3品目を選定した。新潟県園芸振興基本戦略に基づき進める産地育成計画にも登
載していることから、市をあげて産地化を進める。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

取組面積
目標 12ha 15ha 15ha 15ha

実績 9.8ha

えだまめ、さといも、たまねぎ　計3品目（基幹作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

阿賀野市農業再生協議会 整理番号 7

作付拡大支援（重点推進作物）



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

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。

　※　令和４年度から新規に設定した目標については、令和２年度及び３年度の目標の記載は不要です。

　次年度の収益力向上を目的として地力増進作物を作付けし、収穫せずにすき込む取組に対して支援する。

具体的要件

　地力増進の見地から十分な植栽密度があるとともに、通常の肥培管理が行われており、収穫せずにすき込むこ
と。また、この取組を行ったほ場の翌年度に大豆、麦、そば、高収益作物の生産、販売を行うこと。
【地力増進作物】
　エンバク、ソルガム、イタリアンライグラス、ギニアグラス、ヘアリーベッチ、アカクローバー、クロタラリ
ア、レンゲ、セスバニア、マリーゴールド、ヒマワリ、シロアラシ

取組の
確認方法

以下の書類及び現地確認により確認する。
　　・交付申請書、営農計画書および水田台帳
　　・種子購入伝票、作業日誌等で播種、すき込みを行ったことがわかる書類、翌年度の作付に係る誓約書
　　・ほ場位置図

成果等の
確認方法

2023年1月までに、上記資料から作付面積を集計する。

3ha ― ―

　※　目標が複数ある場合は、欄を追加して全ての目標について記載してください。

3,000円/10a（上限20,000円/10a）

　当協議会は、麦、大豆、高収益作物等の転換作物を推進しているが、連作障害等により低単
収のほ場が見受けられる。そのため栽培体系に地力増進作物を導入したブロックローテーショ
ンにより、畑作物の単収回復および増加を推進する必要がある。

目　　標

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

取組面積
目標 ― ― 3.5ha 4ha

実績 ―

地力増進作物（基幹作）

産地交付金の活用方法の明細（個票）

阿賀野市農業再生協議会 整理番号 8

地力増進作物の導入支援（基幹作）


