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水田活用の直接支払交付金の概要

○ 水田で飼料用米、麦、大豆等を生産する農業者に対して交付金を直接交付することにより、水田のフル活用を推進し、食

【平成28年度予算額： ３０７，７６５（２７７，０２６）百万円】

料自給率・自給力の向上を図る。

販売目的で対象作物を生産する販売農家・集落営農
【交付対象者】

② 二毛作助成
（主食用米と戦略作物助成の対象作物、又は戦略作物助成の対象作

1.5万円／10a

対象作物 交付単価

【支援内容】

① 戦略作物助成

物同士の組み合わせによる二毛作を支援）

作付パターン（例） 交付金額（10a当たり）

主食用米 ＋ 麦 （米の直接支払） ＋ 1.5万円

麦 ＋ 大豆 3 5万円 ＋ 1 5万円
麦、大豆、飼料作物 3.5万円／10a

ＷＣＳ用稲 8.0万円／10a

加工用米 2.0万円／10a ③ 耕畜連携助成 1.3万円／10a

麦 ＋ 大豆 3.5万円 ＋ 1.5万円

飼料用米 ＋ 麦 5.5～10.5万円 ＋ 1.5万円

米粉用米 ＋ 飼料用米 5.5～10.5万円 ＋ 1.5万円

飼料用米、米粉用米
収量に応じ、

5.5万円～10.5万円/10a

③ 耕畜連携助成
（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環の取組を支援）

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞

④ 産地交付金
○ 地域の作物振興の設計図となる「水田フル活用ビジョン」に基づき、

高付加価値化や低コスト化を図りながら、地域の特色のある魅力的＜飼料用米、米粉用米 交付単価 イ ジ＞

数量払いの単価（傾き）：約167円／kg
助成額
（円/10ａ）

10.5万

8.0万

な産品の産地を創造するため、地域の裁量で活用可能な産地交付
金により、麦・大豆を含む産地づくりに向けた取組を支援

○ また、地域の取組に応じて都道府県に対して配分

対象作物 取組内容 配分単価

5.5万

単収（k /10 ）680※530※380※

飼料用米、米粉用米 多収品種への取組 1.2万円/10a

加工用米 複数年契約（3年間）の取組 1.2万円/10a

備蓄米
平成28年産政府備蓄米の
買入入札における落札

0.75万円/10a

注１：数量払いによる助成は、農産物検査機関による数量確認を受けていることが条件
注２：※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に当たって

は、市町村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単収）を適用

単収（kg/10a）680※530※
(標準単収値）

380※

そば、なたね 作付の取組
（基幹作）2.0万円/10a
（二毛作）1.5万円/10a

なお、主食用米作付面積が生産数量目標の面積換算値を下回る
こととなる都道府県に対して配分（0.5万円/10a）１



産地交付金については、30年産を見据えて、各都道府県
促進 定着させるため より効率的 効果的な運用方法に

産地交付金の配分方

促進・定着させるため、より効率的・効果的な運用方法に

＜見直しのポイント＞

◇ 配分は２回に分けて行い、１回目は４月上旬、２回

◇ ２回目の配分に当たっては、各県における戦略作
【例】 低コスト化技術の取組状況【例】 ・ 低コスト化技術の取組状況

・ 多収品種の取組状況
・ ブランド化に向けた取組状況 など

◇ 各県への１回目の配分額は各県の27年度の当初
ついて県ごとの評価結果に基づき配分予定

＜当初配分の流れ＞

４月 ５月 ９月末

初
これまで 水田フル活用

＜当初配分の流れ＞

当初配分（27年度
まで）

水田フル活用
ビジョンの作成

経営所得安定対
の加入状況の公

28年度
以降

水田フル活用
ビジ ンの作成

当初配分
（１回目）

の加入状況の公

以降 ビジョンの作成（１回目）

２回目配分分の使途・単価
の調整方法についても記載 ２

県における水田のフル活用、需要に応じた生産の取組を
に見直し

方法の変更について

に見直し

回目は10月中～下旬に行う

作物の生産性向上や産地づくりに向けた取組を評価

初配分の８割を配分、２回目については、留保分に

農家への水田フル活用追加配分

10月～

農家への
支払い

水田フル活用
ビジョンの修正

追加配分

対策等
公表

農家への
支払い

水田フル活用
ビジ ンの修正当初配分

追加配分

公表

支払いビジョンの修正

調整方法に基づき修正

当初配分
（２回目）

２



分類 取組の内容

例　イに該当する担い手以外が行う取組

　　 地域振興作物への助成（重点品目として限定する場合）

　　 作付拡大した面積への助成（前年産と比較して拡大した面積を支援）

　　 その他（二毛作、複数年契約、地産地消など）

・
担い手（農地中間管理機構から農地を借り受けている農業者、認定農業者、認定新規就農者、
集落営農又は人・農地プランに位置付けられた地域の中心となる経営体）が行う取組

・ 生産基盤・体制の効率化（集積、団地化、ブロックローテーション、作業委託）

・ 排水対策、ほ場条件の改善（明渠、暗渠の施工、高畦栽培、心土破砕、畦間排水）

・ 収穫・流通体制の改善（オペレータやコントラクタ等への作業委託、フレコン・バラ出荷）

・ 新たな品種導入　　　　　　　　　　　　　　・疎植栽培

・ 育苗・移植作業の省力化（乳苗移植栽培、無代かき移植栽培、プール育苗）

・
肥料の低減化（堆肥散布・土壌分析・生育診断を踏まえた施肥、流し込み施肥、育苗箱全量施
肥、側条施肥）

・ 農薬の低減化（温湯種子消毒、農薬の苗箱播種同時処理、農薬の田植え同時処理）

・ 直播栽培　　　　　　　　　　　　　　　　　　・農業機械の共同利用　　　　　　　　　・不耕起栽培

・ 土づくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・立毛乾燥　　　　　　　　　　　　　　　　 ・大豆３００A技術

・
ブランド認証された作物の生産（当該ブランドを管理する協議会、法人が定めた基準を基に認証
され、地方公共団体も含めて取り組まれているもの）

・ 需要者との契約に基づき、特定の栽培方法、品種を導入した作物の生産

・
肥料の低減化（堆肥散布・土壌分析・生育診断を踏まえた施肥、流し込み施肥、育苗箱全量施
肥、側条施肥）

・ 農薬の低減化（温湯種子消毒、農薬の苗箱播種同時処理、農薬の田植え同時処理）

・ GAP　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・土づくり

ウ　地域特産品など、
ニーズの高い産品の
産地化を図るための
取組を行いながら付
加価値の高い作物を
生産する取組

下記のいずれかに該当する取組（※）

（いずれも目標値が現状値を上回る（改善する）よう設定されていることが要件）

産地戦略枠の取組の内容

ア　農業・農村の所得
増加につながる作物
生産の取組

下記イ、ウの取組の内容に該当しないもので、所得増加につながる作物生産の取組

イ　生産性向上等、低
コスト化に取り組む作
物生産の取組

下記のいずれかに該当する取組（※）

（いずれも目標値が現状値を上回る（改善する）よう設定されていることが要件）

３



飼料用米等の数量払いについて （作況調整の導入）

○ 各地域における標準単収値を当年秋の作況により調整し 交付単価を決定する仕組みとする

【生産者の単収550kg/10a、当該地域の標準単収値 530kg/10aの場合】

○ 各地域における標準単収値を当年秋の作況により調整し、交付単価を決定する仕組みとする。

当年における当該地域の作況指数が●●であった場合

＜作況調整の交付単価計算の考え方＞

【現 行】 【28年度以降】

当年における当該地域の作況指数が●●であった場合、
標準単収値に●●/100を乗じたものを調整後の標準単収値
とする。

交付単価

＝ 8万円/10a＋ 2.5万円/150kg

×（当該生産者の単収 － 標準単収値）

作況指数97の場合、交付単価 85,983円/10a数 場 , /

調整後の標準単収値 514.1kg/10a（530×0.97）
8万円/10a＋2.5万円/150kg×（550‐514.1）＝85,983円/10a

交付単価 83 333円/10a

作況指数100の場合、交付単価 83,333円/10a

調整後の標準単収値 530kg/10a（530×1.00）

交付単価 83,333円/10a
（作況によらず同額）

（8万円/10a＋2.5万円/150kg×（550‐530）＝83,333円/10a）
8万円/10a＋2.5万円/150kg×（550-530）＝83,333円/10a

作況指数103の場合、交付単価 80,683円/10a

（8万円/10a＋2.5万円/150kg （550 530） 83,333円/10a）

調整後の標準単収値 545.9kg/10a（530×1.03）

8万円/10a＋2.5万円/150kg×（550-545.9）＝80,683円/10a

４
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