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５　作物ごとの作付予定面積等
（単位：ha）
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６　課題解決に向けた取組及び目標

前年度（実績） 目標値

作付面積

アスパラガス 作付面積 （令和3年度）6.6㏊
（令和4年度）7.5㏊
（令和5年度）8.0㏊

業務用キャベツ （令和3年度）1.3㏊
（令和4年度）2.5㏊
（令和5年度）3.0㏊

業務用にんじん （令和3年度）0.5㏊
（令和4年度）0.7㏊
（令和5年度）1.0㏊

ジュース用トマト （令和3年度）0.9㏊
（令和4年度）1.8㏊
（令和5年度）2.0㏊

ネギ（基幹作物） 作付面積

麦（六条大麦・小麦） 戦略作物への加算 （令和3年度）89.1㏊
（令和4年度）96.0㏊
（令和5年度）100.0㏊

大豆 （基幹作物） （令和3年度）5.5㏊
（令和4年度）15.0㏊
（令和5年度）20.0㏊

飼料作物 作付面積 （令和3年度）5.3㏊
（令和4年度）9.3㏊
（令和5年度）9.5㏊

米粉用米 戦略作物への加算 作付面積 （令和3年度）－　㏊
（令和4年度）0.35㏊
（令和5年度）0.4㏊

飼料用米 （基幹作物） （令和3年度）0.8㏊
（令和4年度）0.9㏊
（令和5年度）1.0㏊

加工用米 （令和3年度）26.8㏊
（令和4年度）28.0㏊
（令和5年度）30.0㏊

そば（基幹作物） 地域振興作物への加算 作付面積

ブロッコリー 地域振興作物への加算 作付面積 （令和3年度）1.4㏊
（令和4年度）2.5㏊
（令和5年度）3.0㏊

唐辛子 （基幹作物） （令和3年度）1.6㏊
（令和4年度）4.0㏊
（令和5年度）5.0㏊

こんにゃく （令和3年度）3.6㏊
（令和4年度）8.2㏊
（令和5年度）8.8㏊

カーネーション 地域振興作物への加算 作付面積 （令和3年度）3.7㏊
（令和4年度）4.8㏊
（令和5年度）4.9㏊

アルストロメリア （基幹作物） （令和3年度）2.7㏊
（令和4年度）3.7㏊
（令和5年度）3.8㏊

トルコギキョウ （令和3年度）0.8㏊
（令和4年度）1.0㏊
（令和5年度）1.1㏊

小菊 （令和3年度）0.1㏊
（令和4年度）0.5㏊
（令和5年度）0.6㏊

柿 （令和3年度）0.3㏊
（令和4年度）0.4㏊
（令和5年度）0.5㏊

栗 （令和3年度）0.1㏊
（令和4年度）0.4㏊
（令和5年度）0.5㏊

りんご （令和3年度）1.3㏊
（令和4年度）19.1㏊
（令和5年度）19.2㏊

ぶどう （令和3年度）0.4㏊
（令和4年度）2.6㏊
（令和5年度）2.7㏊

飼料用米（基幹作物） 複数年契約加算 複数年契約取組面積 （令和3年度）0.8　㏊
（令和4年度）0.9㏊
（令和5年度）1.0㏊

作付面積 （令和3年度）0.8　㏊
（令和4年度）0.9㏊
（令和5年度）1.0㏊

米粉用米（基幹作物） 複数年契約取組面積 （令和3年度）－　㏊
（令和4年度）0.3㏊
（令和5年度）0.35㏊

作付面積 （令和3年度）－　㏊
（令和4年度）0.3㏊
（令和5年度）0.35㏊

そば・なたね（基幹作物） そば・なたねの取り組 作付面積
地域の取り組みに応じ
た配分の対象分

新市場開拓用米（基幹作
物）

新市場開拓用米への取
組

作付面積
地域の取り組みに応じ
た配分の対象分

地力増進作物（基幹作物） 地力増進作物への取組 作付面積

地域の取り組みに応じ
た配分の対象分
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（令和3年度）106.5㏊

地域の取り組みに応じ
た配分の対象分

（令和3年度）0.0㏊
（令和4年度）3.0㏊
（令和5年度）10.0㏊
（令和6年度）11.0㏊

（令和3年度）106.5㏊
（令和4年度）110㏊
（令和5年度）114㏊

（令和4年度）110㏊
（令和5年度）114㏊

（令和3年度）12.9㏊
（令和4年度）14.0㏊
（令和5年度）15.0㏊

（令和4年度）13.0㏊
（令和5年度）13.5㏊
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ごま（基幹作物・二毛作）
高収益作物への助成、
地域特産品への助成

（令和3年度）5.6㏊

（令和3年度）13.3㏊
（令和4年度）13.0㏊
（令和5年度）14.0㏊

（令和3年度）7.0㏊
（令和4年度）9.0㏊
（令和5年度）10.0㏊

麦（二条大麦）（基幹作物) 戦略作物への加算 作付面積

6

整理
番号

対象作物 使途名 目標

1

所得増加につながる作
物生産への助成（基幹
作物）

所得増加につながる作
物生産への助成

2

作付面積



７　産地交付金の活用方法の概要

都道府県名：長野県

協議会名：駒ヶ根市地域農業再生協議会

1 高収益作物への助成、地域特産品への助成 1 37,518 ごま 共同集荷施設への出荷等

1 高収益作物への助成、地域特産品への助成（二毛作） 2 37,518 ごま 共同集荷施設への出荷等

2 所得増加につながる作物生産への助成 1 31,265
①アスパラガス、②業務用キャベツ、③業務

用にんじん、④ジュース用トマト

①簡易ハウス（小トンネルも設置）での作付け②出荷規格を
１玉1.8㎏～2.0㎏③通常の肥培管理を実施すること④高う
ね、改良マルチの圃場への定植④通路に敷きわらやシート
を敷く

3 所得増加につながる作物生産への助成 1 25,012 ねぎ 共同育苗及び、共同選荷施設への出荷

4 戦略作物への加算 1 5,002 麦（六条大麦・小麦）、大豆、飼料作物 排水対策等

5 戦略作物への加算 1 7,504 麦（二条大麦） 排水対策等

6 戦略作物への加算 1 6,253 米粉用米、飼料用米、加工用米 温湯種子消毒等

7 地域振興作物への加算 1 1,876 そば 排水対策等

8 地域振興作物への加算 1 6,253 ブロッコリー、唐辛子、こんにゃく 販売用に適正に栽培

9 地域振興作物への加算 1 3,127
カーネーション、アルストロメリア、トルコギ
キョウ、小菊、柿、栗、りんご、ぶどう

販売用に適正に栽培

10 複数年契約加算（地域の取組に応じた配分の対象分） 1 6,000 飼料用米、米粉用米 ３年以上の複数年契約等

11 そば・なたねの取組（地域の取組に応じた追加配分） 1 20,000 そば・なたね JA等と出荷契約又は実需者等との販売契約を締結

12 新市場開拓用米への取組（地域の取組に応じた追加配分） 1 20,000 新市場開拓用米 新規需要米取組計画の認定

13 地力増進作物への取組（地域の取組に応じた追加配分） 1 20,000 地力増進作物 収穫せずにすきこむ

対象作物
※３

取組要件等
※４

整
理
番
号

使途
※１

作
期
等
※２

単価
（円/10a）

※１　二毛作及び耕畜連携を対象とする使途は、他の設定と分けて記入し、二毛作の場合は使途の名称に「○○○（二毛作）」、耕畜連携の場合は使途の名称に「○○○（耕畜連携）」と記入してください。
　　　ただし、二毛作及び耕畜連携の支援の範囲は任意に設定することができるものとします。
　　　　なお、耕畜連携で二毛作も対象とする場合は、他の設定と分けて記入し、使途の名称に「○○○（耕畜連携・二毛作）」と記入してください。
※２　「作期等」は、基幹作を対象とする使途は「１」、二毛作を対象とする使途は「２」、耕畜連携で基幹作を対象とする使途は「３」、耕畜連携で二毛作を対象とする使途は「４」と記入してください。
※３　産地交付金の活用方法の明細（個票）の対象作物を記載して下さい。対象作物が複数ある場合には別紙を付すことも可能です。
※４　産地交付金の活用方法の明細（個票）の具体的要件のうち取組要件等を記載してください。取組要件が複数ある場合には、代表的な取組のみの記載でも構いません。


