
（別記）

令和２年度滝川市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

当市は、石狩川と空知川が合流する道央空知の中央部に位置し、耕地面積は5,058haであ

り、米を基幹として小麦やそば、なたね、大豆、雑穀などの畑作物を組み合わせるととも

に、高収益が期待できるトマト・花きの施設園芸、和牛繁殖などを導入した水田複合経営

など、多様な農業経営が展開されている。

しかし、近年は米をはじめとした農産物価格の低迷や生産コストの増加に伴う農業所得

の減少のほか、農業従事者の高齢化や農家戸数の減少、経営耕地の分散化、転作田におけ

る麦の連作障害などの数多くの課題を抱えている。

これら課題解決に向けて、農地中間管理機構の事業を推進し、担い手への農地集積を図

るとともに、基幹作物である米と転作作物による複合経営化、省力化技術の導入推進など

を通して、農業経営基盤の更なる強化と水田のフル活用による地域農業の活性化を図る必

要がある。

そのためには、これまで以上に各関係団体が一体となって各品目の生産振興に取り組む

とともに、農業者への制度の更なる浸透を図り、水田フル活用ビジョンの達成に向けて、

積極的な農業施策の推進と需要に応じた作物の生産振興を図ることが重要である。

２ 作物ごとの取組方針等

市内の約3,600ha（不作付地を含む。）の水田について、適地適作を基本とし、担い手に

よる水田複合経営を推進するため、麦や大豆、なたねなどの生産振興を図ることとする。

特に、水田複合経営については、特定の農産物価格下落にも耐えうる農業経営基盤の確

保を図るため、担い手による「米＋その他作物」の複合経営化を推進し、将来を見据えた

地域農業の活性化を目指す。

（１）主食用米

米の作柄は、道内の中でも安定しており、良食味・高品質米の安定的な生産が可能な

地域であることから、今後とも減農薬米等の取組の拡大を図るとともに、付加価値の高

い需要に応じた売れる米づくりを一層推進する。

（２）非主食用米

ア 飼料用米

水田機能の維持・確保を図るため、水張り転作の一作物として取り組むとともに

I C T技術の導入など、生産コスト低減に向けた取組を推進する。あわせて、需要者

との複数年契約に基づく、需要に応じた生産に取り組む。

イ 米粉用米

需要者との複数年契約に基づく、需要に応じた生産に取り組むとともに、ICT技

術を活用した省力化の取組を推進する。

ウ 新市場開拓用米

販路拡大に向けた取組を推進するため、輸出用米の作付を拡大するとともに、

ICT技術を活用した省力化の取組を推進する。



エ WCS用稲

現状では作付の予定はない。

オ 加工用米

多様な需要に対応するため、安定生産と供給に取り組むとともに、ICT技術を活

用した省力化の取組を推進する。

カ 備蓄米

需要に応じた米生産を図るため、安定生産と供給に取り組む。

（３）麦、大豆、飼料作物

畑作物輪作計画に基づく適正な輪作体系の維持・確立やICT技術などを活用した低コス

トで持続可能な生産体制の確保、大型機械の稼働率向上、圃場の排水改良等の基盤整備

などを進め、麦、大豆の作付面積及び単収の向上を目指すとともに、水田複合経営の対象

作物として推進することで、農業経営基盤の強化を図る。

また、飼料作物については、地域の需要量に応じた安定生産・安定供給を目指す。

（４）そば、なたね

そばについては、収量向上に向けた取組をさらに推進し、需要に応じた生産を図る。

地域の振興作物として位置づけているなたねについては、産地としての地位確立を目

指し、収量向上に向けた取組を推進するとともに、輪作体系の維持による生産性向上の

取組などを通じ、中長期的な作付面積の維持・拡大を目指す。

（５）高収益作物（園芸作物等）

高収益作物であるトマト、なばな、花き及び薬用作物と組み合わせた水田複合経営へ

の誘導を図るとともに、地域振興作物として位置づけることで、作付面積の拡大を目指

す。

また、近年需要が拡大しているえごまやいなきびなどの雑穀の生産振興を図ることで、

作付面積の拡大を図る。

（６）畑地化の推進

地域における効率的な土地利用にも配慮しつつ、畑作物の本作化に取り組む。



３ 作物ごとの作付予定面積

作物 前年度の作付面積

（ha）

当年度の作付予定面積

（ha）

2020 年度の作付目標面積

（ha）

主食用米 2,024.5 1,952.1 1,950.0

飼料用米 68.6 59.7 60.0

米粉用米 0.3 0.1 0.1

新市場開拓用米 15.7 18.9 20.0

WCS 用稲 0.0 0.0 0.0

加工用米 35.0 50.6 50.0

備蓄米 7.0 0.0 0.0

麦 57.7 406.8 410.0

大豆 138.3 103.7 110.0

飼料作物 1.3 1.6 1.5

そば 369.2 329.5 320.0

なたね 91.8 107.2 120.0

その他地域振興作物 96.4 174.7 195.1

野菜

花き・花木

雑穀

小豆

地力増進
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1.4

39.7

0.4

36.4

17.3

1.6

28.2

1.6

126.0

22.6

2.5

43.0

1.0

126.0



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

前年度（実績） 目標値

１ なたね ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ作物助成 作付面積 （2019 年度）91.8ha （2020 年度）120.0ha

２ なたね ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力向上助成
作付面積

連作率

（2019 年度）91.8ha

（2019 年度）0％

（2020 年度）120.0ha

（2020 年度）0％

３ 麦、大豆、そば 担い手加算
作付面積

地域販売金額

（2019 年度）1,081.2ha

（2019 年度）150 百万円

（2020 年度）1,130.0ha

（2020 年度）200 百万円

４

加工用米、飼料用米、米

粉用米、WCS 用稲、新市

場開拓用米、麦、大豆、

なたね、そば、雑穀、薬

用作物

GPS ｶﾞｲﾀﾞﾝｽｼｽﾃﾑ導

入推進助成

作付面積

取組実施率

（2019 年度）1,332.6ha

（2019 年度）30.1％

（2020 年度）1,403.7ha

（2020 年度）50.0％

５

加工用米、飼料用米、米

粉用米、WCS 用稲、新市

場開拓用米、麦、大豆、

なたね、そば、雑穀

自動操舵補助装置

導入推進助成

作付面積

取組実施率

（2019 年度）1,332.5ha

（2019 年度）10.6％

（2020 年度）1,403.0ha

（2020 年度）30.0％

６ トマト トマト作付助成 作付面積 （2019 年度）3.2ha （2020 年度）4.2ha

７ トマト トマト作付拡大助成
作付面積

拡大面積

（2019 年度）3.2ha

（2019 年度）0.2ha

（2022 年度）4.7ha

（2022 年度）0.2ha

８ 花き 花き作付助成 作付面積 （2019 年度）1.4ha （2020 年度）2.5ha

９ 花き 花き作付拡大助成
作付面積

拡大面積

（2019 年度）1.4ha

（2019 年度）0.1ha

（2022 年度）3.0ha

（2022 年度）0.2ha

10 そば そば輪作維持助成 作付面積 （2019 年度）369.2ha （2020 年度）320.0ha

11 アスパラガス ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ作付助成 作付面積 （2019 年度）2.7ha （2020 年度）5.5ha

12 なばな なばな作付助成 作付面積 （2019 年度）0.1ha （2022 年度）0.4ha

13 雑穀 雑穀作付助成 作付面積 （2019 年度）39.7ha （2020 年度）43.0ha

14 小豆 小豆作付助成
作付面積

単収

（2019 年度）0.4ha

（2019 年度) 98.0kg/10a

（2020 年度）1.0ha

（2020 年度) 150kg/10a

15 薬用作物 薬用作物作付助成 作付面積 （2019 年度）0.2ha （2020 年度）0.7ha

16 その他野菜等 野菜作付助成 作付面積 （2019 年度）12.1ha （2020 年度）12.5ha

17 地力増進作物 地力増進助成 作付面積 （2019 年度）36.4ha （2020 年度）126.0ha

18 新市場開拓用米
新市場開拓用米取

組拡大助成
作付面積 （2019 年度）15.7ha （2020 年度）20.0ha

19

飼料用米

複数年契約加算

複数年契約取組面積・数量

作付面積・数量

（2019 年度）-

（2019 年度）68.6ha・

447.4t

（2022 年度）60.0ha

335.4ｔ

（2022 年度）60.0ha・

335.4ｔ

米粉用米
複数年契約取組面積・数量

作付面積・数量

（2019 年度）-

（2019 年度）-

-

（2022 年度） -

-

（2022 年度） -

-

20
加工用米、新市場開拓

用米、野菜、花き、雑穀、

薬用作物

高収益作物作付拡

大助成
作付面積 （2019 年度）110.3ha （2022 年度）140.0ha

21

麦、大豆、米粉用米、飼

料用米、WCS 用稲、加工

用米、新市場開拓用米、

そば、なたね、野菜、花

き、雑穀、薬用作物

転換作物作付拡大

助成
作付面積 （2019 年度）1,352.4ha （2022 年度）1,380.0ha


