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平成 26 年産の需給調整等に係る取組状況について 

 

平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 

新潟県農業再生協議会 

 

１ 重点取組推進事項と取組経過 

第１ステージ（田植え前まで１～４月）の取組 

【目標】経営所得安定対策等への取組促進 

重点推進活動事項 取組経過 

 

（１）見直し後の経営所得安定対策への加入

メリット等の周知 

 

（２）国の制度を活用した戦略作物等の取組

推進・不作付地の改善に向けた取組 

 

（３）地域とも補償等の推進による制度加入

の推進 

 

 

 

○ 経営所得安定対策の加入状況等調査にもとづく要因

分析と対応方策の検討 

○ 経営所得安定対策に係る制度周知パンフレットの作

成、配布（３月 187,500 部） 

○ 産地交付金の活用を図るため、地域協議会等実務担

当者説明会を開催（1/31） 

○ 事務局会議での制度加入推進に向けた情報提供内容

の検討 

○ 攻めの農業実践緊急対策事業に係る事業運営・推進

方策に係る検討（2/10） 

○ 攻めの農業実践緊急対策事業に係る実務担当者説明

会の開催（2/19） 

○ 攻めの農業実践緊急対策事業の制度周知に係るチラ

シの提供（3/3） 

○ 各種会議を活用し、攻めの農業実践緊急対策事業に

ついて周知 

○ 大豆・麦等生産体制緊急整備事業を活用した豪雪被

害対策への取組（支援要望無し） 

○ 国スキームによる県間調整の情報提供、希望数量の

とりまとめ 

 

 

第２ステージ（田植え以降：５～６月）の取組 

【目標】制度未加入者の経営所得安定対策への取組推進と申請手続きの支援 

重点推進活動事項 取組経過 

 

（１）主食用米から非主食用米への転換誘導 

の働きかけ 

 

（２）制度未加入者への取組推進と申請手続

きの支援 

 

○ 地域協議会からの需給調整取組状況の報告により作

付状況の確認・把握（５月～11 月、計８回） 

○ 経営所得安定対策の県交付申請期限周知等に係るパ

ンフレットの作成・配布（４月 187,500 部） 

○ 経営所得安定対策の交付申請期限周知に係るラジオ

ＣＭの実施（5/1～6/20） 

○ 産地交付金に係る実務担当者説明会の開催（5/9） 

○ 攻めの農業実践緊急対策事業に係る担当者説明会の

開催（6/4） 

○ 各種会議による加入推進や申請支援の取組状況確認 

 

資料４ 
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２ 都道府県間調整の取組 

○ 国スキームの県間調整については、本県を含む複数の都道府県から生産数量目標の増加希望の申し

出があったが、削減希望都道府県が無く、不成立となった。 

○ 県域を越えた方針作成者間調整が実施されたことにより、本県の生産数量目標は 4,153ｔ増加し、

539,793t（面積換算値 100,400ha）となった。 

 

３ 主食用水稲作付状況について 

○ 全国の 26年産の主食用水稲作付面積は 147 万 4,000ha で 25 年産の主食用水稲作付面積 152 万

2,000ha よりも約 5.0 万 ha の減少となっている。 

○ 本県の26年産の主食用水稲作付面積は10万5,300haで、25年産の主食用水稲作付面積10万7,100ha

よりも約 1,800ha 減少した。また、過剰作付面積は 4,900ha となり、前年より 600ha の増加となった。 

＜本県の主食用米の作付状況＞                      単位：ha 

（トン）① 面積換算値（ha）②

539,793 100,400

(535,640) (99,380)

552,428 102,800

(545,670) (101,240)

▲ 12,635 ▲ 2,400

（▲10,030） （▲1,860）

過剰作付面積（ha）

④＝③-②

年産

4,900

4,300

前年差 ▲ 1,800 600

26年産

25年産

生産数量目標

105,300

107,100

実作付面積（ha）

③

 

出典：農水省資料 25 年産は「都道府県別の需給調整の取組状況」、26 年産は「都道府県別の生産数量目標、 

主食用米生産等の状況（10 月 15 日現在）」 

 

４ 非主食用米等の取組状況について 

○ 本県の非主食用米の取組状況は、前年よりも約 1,400ha 増加となった一方で、麦・大豆等の取組状

況では約 150ha の減少となった。 

＜本県の非主食用米の取組状況＞                     単位：ha 

飼料用米 米粉用米 輸出用米 燃料用米 WCS用稲

H26年度 6,586 876 1,107 280 281 324 9,454

H25年度 5,668 651 921 181 295 324 8,040

前年差 918 225 186 99 ▲ 14 0 1,414

新規需要米

加工用米 合計

 

出典：農水省資料 「新規需要米の取組計画認定状況（10 月 15 日現在）」、「加工用米の取組計画認定状況（10 月 15

日現在）」 

＜本県の麦・大豆等の取組状況＞            単位：ha 

麦 大豆 飼料作物 そば 合計

H26年度 211 4,759 422 1,119 6,511

H25年度 226 4,893 418 1,120 6,657

前年差 ▲15 ▲134 4 ▲1 ▲146  
出典：農水省資料 25 年度は「経営所得安定対策の支払実績」、26 年度は「経営所得安定対策等の加入申請状況」 
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５ 政府備蓄米の状況 

○ 政府備蓄米買入については、25万トンの買入予定数量に対してその全量が落札された。本県におい

ては、第１回政府買入入札で都道府県別優先枠として設定された 32,400 トンが落札された。 

 

６ 経営所得安定対策の加入状況について 

○ 本県の米の直接支払交付金の申請状況は、前年よりも約 4,100 件減少し 51,033 件となった。申請

面積では、前年よりも約 3,400ha 減少し 87,641ha となった。 

○ 米の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）の申請状況は、前年より約 250 件減少し 9,058 件となっ

たものの、作付面積では約 1,400ha の増加となった。 

○ 対策加入者の面積カバー率は 47.5％と前年より約 2.5％増加し、ナラシ対策の移行に係る円滑化対

策の加入者を加えた面積カバー率では約 87％となった。 

＜本県の米の直接支払交付金の加入申請状況＞ 

平成26年度 平成25年度 前年差

51,033件 55,140件 ▲4,107件

87,641ha 91,004ha ▲3,363ha

米の直接支払交付金

 

出典：農水省資料 25 年度は「経営所得安定対策の支払実績」、26 年度は「経営所得安定対策等の加入申請状況」 

＜本県の米の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）への加入申請状況＞ 

平成26年産 平成25年産 前年差

加入者数（経営体） 9,058 9,305 ▲ 247

申請面積（ha） 47,639 46,219 1,420

カバー率（％） 47.5 45.0 2.5
 

注 ：カバー率は生産数量目標面積（補正後）に占める申請面積の割合 

出典：農水省資料「経営所得安定対策等の加入申請状況」 

＜本県のナラシ移行のための円滑化対策の申請状況（26 年度限り）＞ 

加入者数（経営体） 作付面積（ha）

米ナラシ対策 9,058 47,639

円滑化対策 41,975 40,002

合計 51,033 87,641

カバー率 87.3%
 

注 ：カバー率は生産数量目標面積（補正後）に占める申請面積の割合 

出典：農水省資料「経営所得安定対策等の加入申請状況」 

 

７ 直接支払推進事業の取組状況 

○ 経営所得安定対策の推進活動を行うため、県協議会及び36の地域協議会全てで取り組まれている。 

○ 今年度は、国から県に対する補助金の配分が、約 31,500 万円の交付決定を受けた（うち、県協議

会分 500 万円）。 

 

８ 攻めの農業実践緊急対策事業（新規）の取組状況 

○ 25 年度に国の補助金造成した基金を活用し、低コスト・高収益な生産体制への転換を図り、機械利

用体系の効率化や高収益作物への作付転換の取組に対して、地域協議会を通じて助成を行う事業であ

る。 

○ 26 年３月 26 日に約 16 億 5,000 万円の基金を造成しており、12 月現在で、19の地域協議会の事業

計画を承認している。 


