
平成２１年度事業実績書 

１ 基本方針 

熊本県水田農業推進協議会（以下、「協議会」という。）において、的確な米の需

給調整を円滑に推進しながら、生産性の高い本県農業の推進を図るため、水田農業

構造改革交付金のほか、各事業に要する基金の造成と助成金等の交付を行った。 

 

２ 事業計画 

（１）水田農業構造改革対策推進費 

 〈事業の内容〉 

米の需給調整の推進並びに米政策改革に係る各事業の円滑な運営、地域水田農

業の担い手の育成・確保に向けた取り組み等について、協議会において必要な事

務及び推進活動を行った。 

（単位：円）

国 農業団体 県

(8,000,000) (4,000,000) (2,000,000) (2,000,000)

5,931,552 1,931,552 2,000,000 2,000,000

(6,500,000) (3,250,000) (1,625,000) (1,625,000)

6,622,240 3,372,240 1,625,000 1,625,000

(6,645,000) (3,635,000) (1,505,000) (1,505,000)

4,888,056 1,926,570 1,505,000 1,456,486

(2,969,000) (2,969,000)

3,017,514 3,017,514

(24,114,000) (10,885,000) (5,130,000) (8,099,000)

20,459,362 7,230,362 5,130,000 8,099,000

負　担　区　分

協議会マネージャー

合　　計

事　業　区　分 事 業 費

協議会の開催・運営費

推進研修会等開催費

地域協議会指導費

 

（２）産地確立対策 

 〈事業の内容〉 

  ① 地域協議会助成事業 

市町村等の地域協議会において、地域水田農業ビジョン等に基づき実施され

る地域の実情に即した産地確立の取り組みに対して、地域協議会に助成金を交

付した。 

  ② 新需給調整システム定着交付金助成事業 

地域の特色を生かした作物の振興を進め、効果的な生産調整への取り組みを

助長するため、地域協議会が選択する地域振興作物の振興に対する取り組みに

助成を行った。 



（単位：円）

国 その他
１ (3,981,298,541) (3,981,298,541)

3,929,763,991 3,929,763,991

２ (660,458,004) (660,458,004)

577,787,974 577,787,974

３ (413,847,520) (413,847,520)
332,790,640 332,790,640

(5,055,604,065) (5,055,604,065)

4,840,342,605 4,840,342,605

新需給調整システム定
着交付金助成事業

合　　計

事　業　区　分 事　業　費
負　担　区　分

備　考

地域協議会助成事業
（産地確立事業）

地域協議会助成事業
（稲作構造改革促進事業、産地
確立特別加算事業）

 

 

（３）耕畜連携水田活用対策 

〈事業の内容〉 

① 生産振興助成事業 

耕種農家と畜産農家の連携のもと、地域の創意工夫を活かした水田における

飼料作物の生産を振興する取り組みを実施するため、飼料作物生産に係る調整

活動等及び基盤整備や飼料作物収穫機械の導入等を支援した。 

② 取組面積助成事業 

耕種農家と畜産農家の連携のもと、地域の水田状況に適した飼料生産の取り

組みを行う担い手に対して、面積に応じて助成金を交付した。 

（単位：円）

国 その他
１ (7,696,000) (7,696,000)

6,349,000 6,349,000
(7,696,000) (7,696,000)

6,349,000 6,349,000

2 (492,736,608) (492,736,608)
392,045,870 392,045,870

(500,432,608) (500,432,608)

398,394,870 398,394,870

※事業費算出基礎：平成20年度繰越金 8,965,924
平成21年度交付金要望額 491,466,684

取組面積助成事業

合　　計

事　業　区　分 事　業　費
負　担　区　分

備　考

生産振興助成事業

飼料作物生産に係る飼料作物収穫機械の
導入等

 

（４）燃油・肥料高騰緊急対策 

 〈事業の内容〉 

  ① 肥料・燃油高騰対応緊急対策事業 

化学肥料の施用量一層の低減に取り組む農業者の組織する団体に対し助成

金を交付した。 



  ② 燃油・肥料高騰対策推進事業 

① の事業の適切かつ円滑な実施に資するための推進活動を行った。 

（単位：円）

国 その他
(1,659,027,000) (1,659,027,000)

964,615,536 964,615,536
(75,000,000) (75,000,000)

0 0
0 0
0 0

(13,798,490) (13,798,490)
7,599,944 7,599,944

(1,747,825,490) (1,747,825,490)
972,215,480 972,215,480

負担区分
備　考事　業　区　分

施設園芸省エネルギー
技術緊急導入推進事業

施肥体系緊急転換対策
事業

燃油・肥料高騰緊急対
策推進事業

肥料・燃油高騰対応緊
急対策事業

１

２

３

合　　計

４

事業費

（５）食料自給力向上緊急生産拡大対策 

〈事業の内容〉 

食料自給力・自給率向上を図るため、平成２１年産麦の需要に応じた作付拡大

に対して助成を行った。 

（単位：円）

国 その他

(66,250,000) (66,250,000)

29,864,545 29,864,545

事　業　区　分 事　業　費
負　担　区　分

備　考

食料自給力向上緊急
生産拡大対策助成金

 

（６）水田等有効活用促進対策 

 〈事業の内容〉 

 自給力・自給率向上に向け、水田を有効に活用し需要に応じた作物の生産振興

を促進するため、食料自給率向上作物の作付拡大に対して助成金を交付した。 

（単位：円）

国 その他

(1,794,553,000) (1,794,553,000)

159,065,614 159,065,614

水田等有効活用促進交
付金

事業費
負担区分

備　考事　業　区　分

 

（７）水田等有効活用促進指導事業 

〈事業の内容〉 

水田等有効活用促進対策の円滑かつ効果的な推進のため、事業において生産拡

大に取り組む作物を対象に技術指導を実施した。 



併せて、水田等有効活用促進交付金や需要即応型生産流通体制緊急整備事業の

円滑な実施に必要な事務及び推進活動を図った。 

（単位：円）

国 その他

(6,000,000) (6,000,000)

1,469,000 1,469,000

(25,200,000) (25,200,000)

2,455,000 2,455,000

(31,200,000) (31,200,000)

3,924,000 3,924,000
合　　計

事業費
負担区分

備　考事　業　区　分

水田等有効活用促進対策
指導事業費

水田等有効活用促進対策
指導事業推進事務費

 

（８）非主食用米総合推進対策 

 〈事業の内容〉 

非主食用米の休耕田への作付け推進を図るため、米粉・飼料用米等の作付けを

行う農業者に対して、生産経費補てんのための助成金及び推進事務費を助成する計

画であったが、追加経済対策（25千円/10a）により国の交付金が増額されたので、

当対策は見直しを行った。 
（単位：円）

県 その他

(103,200,000) (103,200,000)

0 0

(250,000) (250,000)

0 0

(2,100,000) (2,100,000)

0 0

(105,550,000) (105,550,000)

0 0

地域協議会推進事務費
助成

合　　計

事業費
負担区分

備　考事　業　区　分

１

２

３

生産経費補てん助成

県協議会推進事務費

 

 

（９）需要即応型生産流通体制緊急整備事業 

 〈事業の内容〉 

  ①需要即応型水田農業確立推進事業 

   生産調整（転作）面積に対し、各作物で活動メニューに示された活動を実施し

た場合、麦・大豆・飼料作物等で最大１５千円／１０ａ、新規需要米（飼料用米・

米粉用米）で最大２．５千円／１０ａの助成金を交付した。 

  ②自給力向上戦略作物等緊急需要拡大対策事業 

   県内の生産者や食品産業事業者等において、パン・中華めん用麦品種の作付や

大豆３００Ａ技術の実証、大豆や米粉・飼料用米の複数年契約等安定取引、国産

麦、大豆及び米粉・飼料用米を用いた商品開発の推進等が行われた場合、一定額

を助成した。 



（単位：円）

国 その他

(3,590,125,000) (3,590,125,000)

898,546,695 898,546,695

(165,000,000) (165,000,000)

18,792,989 18,792,989

(3,755,125,000) (3,755,125,000)

917,339,684 917,339,684

自給力向上戦略作物等
緊急需要拡大対策事業

合　　　　計

事業区分 事業費 備考
負担区分

需要即応型水田農業確
立推進事業

 

（１０）飼料稲フル活用緊急対策事業 

 〈事業の内容〉 

平成２１年度の作付拡大に伴う団地化の取り組み、稲発酵粗飼料の生産、わら

専用稲の生産の各取組を行う助成対象者に対して面積に応じて助成金を交付し

た。 

（単位：円）

国 その他
(142,694,000) (142,694,000)

50,964,238 50,964,238

事　業　区　分 事業費
負担区分

備　考

飼料稲フル活用緊急
対策事業

 

（１１）施肥体系緊急転換総合対策 

 〈事業の内容〉   

① 施肥体系緊急転換対策事業 

化学肥料の施用量の低減等に向けた施肥体系への転換を推進する農業者の

組織する団体等に対し助成金を交付した。 

  ② 有機資源活用型減肥栽培推進事業 

地域に存在する有機資源等を活用して化学肥料の施用量の低減に取り組む

農業者の組織する団体等に対し助成金を交付する事業だが、本県での取組みは

なかった。 

（単位：円）

国 その他

(5,000,000) (5,000,000)

3,850,616 3,850,616

(90,000) (90,000)

0 0

5,565 5,565

(5,090,000) (5,090,000)

3,856,181 3,856,181

施肥体系緊急転換対策
事業

3
施肥体系緊急転換対策
推進事業

合　　計

事業費
負担区分

備　考事　業　区　分

１

２
有機資源活用型減肥栽
培推進事業



 

（１２）球磨焼酎等ブランド確立推進事業 

 〈事業の内容〉 

地産地消の推進による焼酎原料米の供給体制を整備するため、焼酎原料用加工

米の作付けを行う農業者に対して、主食用米並の収入が得られるための助成金を

交付した。 

（単位：円）

県 その他

(18,750,000) (18,750,000)

14,588,747 14,588,747

球磨焼酎等ブランド確
立推進事業

事業費
負担区分

備　考事　業　区　分

 


