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月形町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 

（１）地域の作物作付の現状 

当該地域は、水田面積に占める主食用米面積の割合が約４７％で、水田面積の残りは、小麦、

大豆、飼料作物といった土地利用型作物と、花き、果菜を主とする労働集約型作物となっている。

経営形態は、水稲、花き、果菜等の専業と、水稲＋土地利用型、水稲＋労働集約型作物の形態が

混在している。 

基幹作物となる水稲をはじめ、小麦、大豆、花き、果菜（メロン、スイカ、カンロ）、野菜（ト

マト、ミニトマト、その他販売野菜）、酪農・畜産など、多種多様な生産が可能であることから、

地域が一体となり特色あるクリーン農産物の生産に取り組み、市場・実需者及び消費者から信頼

される良質な農畜産物の生産と供給ができる地域となっている。 

 

（２）地域が抱える課題 

行政による米の生産数量目標の配分が廃止され、産地主導の生産調整へ移行されており、需要に応

じた米生産を推進するためには、当該地域の生産調整面積の大部分を占める、小麦・大豆・飼料作物、

特産品である花き・果菜・野菜、地力回復を目的とした地力増進作物等の計画的な生産が重要である。 

しかし農家の高齢化が進み、農家戸数が減少することにより、土地利用型作物が増加傾向にあ

り、施設園芸を含む地域の特色あるクリーン農産物の生産を維持することが課題となっている。 

また、当町は積雪量が多く根雪終わりが遅い地域であり、収量を確保するためには排水対策の

徹底と、適期播種を行うため、融雪を促進する等ほ場環境を整える必要がある。 

連作障害や排水不良等による収量や品質の低下を防ぐため、有機物管理を基本とした土づくり、

地力の回復、間作栽培を含む輪作体系の推進、排水対策の徹底が課題となっている。 

水稲面積の維持、水稲＋土地利用型作物の複合経営への誘導、花き、果菜等の特産品の計画的

な生産を目指すとともに、農地中間管理機構の事業を活用して担い手への集積を図り、水稲、土

地利用型作物、労働集約型作物それぞれに振興を図っていく必要がある。 

 

 

２ 作物ごとの取組方針等 

 

（１）主食用米 

   主食用米の需要の減少により産地間競争が激化するなかで、売れる米作りを実践するため、高

品質米・良食味米生産のための透排水性（春・秋のサブソイラ等）の向上を推進し、実需者や消

費者のニーズに応じる品質・数量・信頼の確保が重要である。 

近年の需要動向、生産実績や集荷業者等の意向を勘案し、需要に応じた米の生産を行う。 

 

（２）非主食用米 

   主食用米作付面積が北海道農業再生協議会より設定された生産の目安を超えた場合、水張り転

作を推進し、加工用米を優先的に取り組むこととする。 

加工用米の契約が困難になった場合は、生産者の意向を踏まえ飼料用米、WCS用稲等の生産を



行い水田機能の維持および生産力の確保を図る。 

 

  ア 飼料用米 

     生産者の意向を踏まえ実需者との契約に基づき作付し、直播栽培等によりコスト削減を図

り、適切な管理を行い収量の向上を図る。 

  イ 米粉用米 

生産者の意向を踏まえ実需者との契約に基づき作付し、需要に応じて生産する。 

  ウ 新市場開拓用米 

生産者の意向を踏まえ需要に応じて生産する。 

  エ WCS用稲 

生産者の意向を踏まえ、地域の実需者との契約等に基づき作付し、直播栽培等によりコス

ト削減を図り、適切な管理を行い収量の向上を図る。 

  オ 加工用米 

主食用米の需要減が見込まれるなか、水田機能を維持するため、産地交付金を活用し水張

り転作の中心作物として位置づける。 

加工用米の生産にあたっては、加工米飯向け等としてメーカー等との結びつきを強化し、 

効率的な生産体系を目指す。 

  カ 備蓄米 

生産者の意向を踏まえ実需者との契約に基づき作付し、適切な管理を行い収量の向上を図

る。 

 

（３）麦、大豆、飼料作物 

  ア 麦、大豆 

    農業所得向上のため、製品収量向上の取り組みとして排水対策の徹底、連作障害を回避す

る取組みを推進した結果、近年の当町の小麦、大豆の平均単収は向上しているが、更なる製品

収量の向上のため輪作体系の推進、収量向上のためのほ場環境の改善が必要である。 

ほ場環境の改善では、排水対策の徹底に加え、後作緑肥の作付け、有機物導入による土壌の

肥沃化を図る。 

また、利用集積により１戸当たりの作付面積が拡大しているなか、適期作業を行うため、労

働時間を縮減できる栽培技術の導入を推進する。 

  イ 飼料作物 

良質な粗飼料の生産のためには雑草対策が課題となる。土地条件に応じた草地更新（４年～

５年サイクルで的確に行う）と適期雑草防除を推進する。 

畜産農家と耕種農家における地域内連携を推進するため、地域の実需者との契約等に基づき

作付し、良質な粗飼料の生産と作業の効率化を図る。 

また、耕畜連携の取り組みとして、畜産農家との契約に基づき作付された粗飼料作物を、飼 

料として給餌し、その排せつ物から生産された堆肥をほ場へ散布する資源循環の取組と、省力

化・低コスト管理できる、水田放牧の取組を行う。 

 

（４）そば、なたね 

麦・大豆の作付けが不向きな地区では、そばが転作作物の重要な位置付けとなっている。実需

者との契約に基づき作付し、排水対策の徹底と肥培管理に取組み、収量・品質の向上を図る。 

 

（５）高収益作物（野菜等） 

  ア 野菜 

    労働集約型作物であることから、農業者の高齢化に伴い作付面積は減少傾向にある。特に



「メロン」、「スイカ」、「カンロ」、「トマト」、「ミニトマト」、「南瓜」は当町の特産品であり、

地域の特色を活かした農業を振興するため、作付面積の維持が重要課題となっている。 

付加価値化を図るためクリーン農業に取組み、Yes!Clean 制度を活用した月形ブランドの確

立と、収量及び品質向上のため連作障害の回避、排水対策の徹底、地力の回復等の取組みを行

い所得の向上を目指す。 

また、上記以外の野菜についてもクリーン農業、排水対策の徹底、地力回復の取組みを行

い、地域の特色を活かした農業を振興する。 

  イ 花き 

     労働集約型作物であることから、農業者の高齢化に伴い作付面積は減少傾向にある。「花き」

についても当町の特産品であり、地域の特色を活かした農業を振興するため、作付面積の維持

が重要課題となっている。 

産地の維持を図るため「月形の花」の作付面積の維持、付加価値化を図るためクリーン農業

に取組み、収量及び品質向上のため連作障害の回避、排水対策の徹底、地力の回復等の取組み

を行い所得の向上を目指す。 

 

（６）その他作物 

  ア てん菜 

    麦・大豆の交互作の割合が多いことから、持続的かつ安定的な畑作農業を可能とする作付

体系に組み込まれる作物として作付け拡大の推進を行う。 

     土壌診断結果に基づいた適正な施肥設計、ほ場環境の改善、排水対策の徹底を行い、収量及

び糖度の向上を図る。 

  イ 豆類、販売作物 

  豆（大豆を除く）や苗等の販売作物の作付も農地の有効利用を図るためには重要な作物であ

ることから、排水対策を徹底し、所得の向上を目指す。 

ウ 地力増進作物 

    農作物の生産において、土づくりが基本となる。地力回復のため、休閑及び小麦収穫後の地

力増進作物の作付け推進し、ほ場環境の改善を図る。 

エ 景観形成作物 

   当町は中山間地域であるため、一部の地域では山に囲まれた水田も存在する。そのような 

条件不利地は不作付地となることが懸念されるため景観形成作物を作付けし、所得向上に寄与

する作物への作付移行を図る。 

 

（７）畑地化の推進 

農業者の意向を踏まえ対応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 作物ごとの作付予定面積 

作物 平成 29年度の作付面積 

（ha） 

平成 30年度の作付予定面積 

（ha） 

平成 32年度の作付目標面積 

（ha） 

主食用米 １１３６．３ １１２６．０ １１３０．０ 

飼料用米 ７．０ ４．０ ６．６ 

米粉用米 ０．０ ０．０ ０．０ 

新市場開拓用米 ０．０ ０．０ ０．０ 

WCS用稲 ８．８ １９．４ １９．５ 

加工用米 ０．０ ０．０ ０．０ 

備蓄米 ０．０ ０．０ ０．０ 

麦 ３３６．８ ３３７．５ ３３９．０ 

大豆 ４０９．５ ４２０．０ ４２５．０ 

飼料作物 ３２２．３ ３２０．０ ３２３．２ 

そば １７．８ １８．８ １９．５ 

なたね ０．０ ０．０ ０．０ 

その他地域振興作物 １６４．５ １６２．７ １７０．９ 

 花き ５２．９ ５３．０ ５３．１ 

 メロン ９．０ ９．１ ９．２ 

 スイカ ５．４ ５．４ ５．５ 

 カンロ ２．３ ２．４ ２．５ 

 トマト １．７ １．８ １．９ 

 ミニトマト ３．７ ３．８ ３．９ 

 南瓜 ３４．４ ３４．５ ３４．６ 

 その他販売野菜 １３．１ １３．２ １３．３ 

 豆類（大豆を除く） １．４ １．３ １．６ 

 てん菜 １３．２ １６．２ ３４．０ 

 地力増進作物 １３．９ ８．８ ８．９ 

 その他作物 １３．５ １３．２ ２．４ 

 

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 

 

現状値 目標値 

1 小麦 
小麦収量向上対策助

成（生産性向上対策） 

春小麦製品単収 

秋小麦製品単収 

作付面積 

（29年度） 322.1㎏/10a 

（29年度） 457.5㎏/10a 

（29年度）   336.8ha 

（32年度）330.0㎏/10a 

（32年度）466.0㎏/10a 

（32年度）   339.0ha 

2 大豆 
大豆収量向上対策助

成（生産性向上対策） 

製品単収 

作付面積 

（29年度） 247.8㎏/10a 

（29年度）     407.4ha 

（32年度）251.0㎏/10a 

（32年度）    425.0ha 

3 飼料作物 地域振興作物助成 生産面積 （29年度）    280.0ha （32年度）    286.0ha 

4 そば 地域振興作物助成 
製品単収 

実施面積 

(29年度)   43.9㎏/10a 

(29年度)     17.7ha 

(32年度)   46.0㎏/10a 

(32年度)     19.5ha 

      



整理

番号 
対象作物 使途名 目標 

 

現状値 目標値 

5 

メロン、スイカ、

カンロ、トマト、

ミニトマト、南瓜 

地域振興作物助成 実施面積 （29年度）    56.5ha （32年度）      57.6ha 

6 花き 地域振興作物助成 実施面積 （29年度）    52.9ha （32年度）      53.1ha 

7 その他販売野菜 地域振興作物助成 実施面積 （29年度）    13.1ha （32年度）      13.3ha 

8 てん菜 地域振興作物助成 
単収 

実施面積 

（29年度）6,985kg/10a 

（29年度）     13.2ha 

（32年度） 7,000kg/10a 

（32年度）      17.0ha 

9 

豆類（大豆、黒大

豆を除く）、その他

作物 

地域振興作物助成 
製品単収 

作付面積 

（29年度）  113.0/10a 

（29年度）    1.4ha 

（32年度）  116.0/10a 

（32年度）      1.7ha 

10 地力増進作物 地域振興作物助成 実施面積 （29年度）   12.5ha （30年度）      8.8ha 

11 景観形成作物 地域振興作物助成 実施面積 （29年度）   13.4ha （32年度）      0.0ha 

12 小麦 輪作体系推進加算 

春小麦製品単収 

秋小麦製品単収 

実施面積 

（29年度）322.1㎏/10a 

（29年度）457.5㎏/10a 

（29年度）      222.2ha 

（32年度） 330.0㎏/10a 

（32年度） 466.0㎏/10a 

（32年度）   215.0ha 

13 大豆 輪作体系推進加算 
製品単収 

実施面積 

（29年度） 247.8㎏/10a 

（29年度）     247.0ha 

（32年度） 251.0㎏/10a 

（32年度）    240.0ha 

14 
てん菜、ばれいし

ょ 
輪作体系推進加算 

小麦・大豆からの、

てん菜・ばれいし

ょ転換面積 

（29年度）    23.6ha （（32年度）   26.5ha 

15 小麦 革新技術導入加算 

春小麦実施面積 

秋小麦実施面積 

作付面積 

（29年度）       0.0ha 

（29年度）     175.0ha 

（29年度）    336.8ha 

（32年度）      38.0ha 

（32年度）    205.0ha 

（32年度）   339.0ha 

16 大豆 革新技術導入加算 
実施面積 

作付面積 

（29年度）    93.0ha 

（29年度）   407.7ha 

（32年度）    355.6ha 

（32年度）    425.0ha 

17 てん菜 革新技術導入加算 
実施面積 

作付面積 

（29年度）      13.2ha 

（29年度）     13.2ha 

（32年度）      17.0ha 

（32年度）     34.0ha 

18 

メロン、スイカ、

カンロ、トマト、

ミニトマト、南瓜 

特産品作付加算 実施面積 （29年度）    52.2ha （32年度）    53.1ha 

19 花き 特産品作付加算 実施面積 （29年度）    35.0ha （32年度）    36.3ha 

20 

花き、メロン、ス

イカ、カンロ、ト

マト、ミニトマト、

南瓜 

クリーン農業加算 実施面積 （29年度）    76.7ha （32年度）    77.0ha 

21 

メロン、スイカ、ト

マト、ミニトマト、

南瓜、その他販売野

菜 

クリーン農業加算 実施面積 （29年度）     6.6ha （32年度）     4.4ha 

22 飼料作物 
水田放牧助成（耕畜

連携） 
実施面積 （29年度）    40.4ha （32年度）    45.0ha 



整理

番号 
対象作物 使途名 目標 

 

現状値 目標値 

23 飼料作物 
資源循環助成（耕畜

連携） 
実施面積 （29年度）    80.5ha （32年度）    87.2ha 

24 飼料作物 草地更新加算 実施面積 （29年度）    20.7ha （32年度）    21.0ha 

25 そば そば作付加算 
製品単収 

実施面積 

（29年度）  43.9㎏/10a 

（29年度）      0.0ha 

（32年度）  46.0㎏ 10a 

(32年度）      15.0ha 

※ 必要に応じて、面積に加え、当該取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定して下

さい。 

※ 目標期間は３年以内としてください。 


