
上段（ ）：計画時、下段：実績 （単位：円）

負担区分

国 農業団体 県

(7,300,000) (800,000) (3,250,000) (3,250,000)

7,335,502 1,211,816 3,061,843 3,061,843

(4,050,000) (2,800,000) (625,000) (625,000)

4,142,828 2,494,994 823,917 823,917

(3,900,000) (3,700,000) (100,000) (100,000)

3,921,742 3,743,262 89,240 89,240

(3,240,000) (271,000) 0 (2,969,000)

3,089,928 120,928 0 2,969,000

(18,490,000) (7,571,000) (3,975,000) (6,944,000)

18,490,000 7,571,000 3,975,000 6,944,000
合   計

事業区分 事業費

協議会マネージャー

地域協議会指導費

推進研修会等開催費

協議会の開催・運営費

 

平成２８年度事業実績書 

 

１ 基本方針 

  熊本県農業再生協議会（以下「県協議会」という。）では、熊本地震被災地の復旧

復興支援について、国や県及び地域協議会など関係機関と密に連携し、県協議会の総

力を挙げて取り組んだ。 

また、引き続き「新たな米政策の進め方」に沿って、食味ランキング日本一の強み

を生かしたトップグレード米の産地づくりや、水田フル活用の推進、農地の集積・集

約化による生産コストの削減等を進めた。 

  なお、飼料用米の生産拡大等による米の需給調整の円滑な推進や、大豆・麦等の生

産拡大による食料自給力・自給率の向上、燃油価格の急上昇による経営への影響緩和、

更には、低コスト・高収益な産地体制への転換に向けた取り組み等を通して、生産性

の高い本県農業の振興を図るため、各種制度を活用しながら事業を展開した。 

 

２ 事業実績 

 

（１）経営所得安定対策推進事業等 

〈事業の内容〉 

    「経営所得安定対策」の円滑な推進や生産性の高い水田農業の確立を図るため、

各地域協議会（市町村、ＪＡ等）の職員を対象とした研修会の開催、水田フル

活用の取り組みや唯一のセーフティネットである収入減少影響緩和対策の加入

を推進した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 



（２）加工原料米多収化推進事業 

〈事業の内容〉 

球磨焼酎原料米をはじめとする加工用米の自立的な生産を定着させるために

必要な多収低コスト化による収入増加及び地域流通の推進に向けて、多収性品

種の作付面積や収量（出来高）、地域流通枠での契約に応じた助成を行った。 

 

  ① 多収性品種推進強化対策 

ア 多収化支援助成金 

多収性品種への誘導のため、作付面積に応じて 5,000円/10 aを助成。 

（3地域協議会、交付対象面積：30.6ha 、交付額：1,529千円） 

イ 多収化加算金 

県平年収量を上回った収量に 60円/kgを乗じて助成。 

（3地域協議会、交付額：681千円） 

 

  ② 地域流通契約推進事業（面積払い） 

地域流通枠での契約に基づく作付面積に応じて、 25,000円/10aを助成 

（6地域協議会、交付対象面積：74.6ha、交付額：18,645千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）燃油価格高騰緊急対策事業 

〈事業の内容〉 

燃油価格の高騰による施設園芸農家の経営の悪化を緩和し、燃油価格の影響を

受けにくい経営構造への転換を進めるため、省エネ設備のリース導入支援を行う

とともに、セーフティネット資金を造成し、燃油価格高騰時における補填金を交

付。 

① リース導入支援事業 

施設園芸の省エネルギー化に計画的に取り組む産地において、ヒートポンプ

等の施設園芸用省エネルギー設備をリース方式で導入する費用の補助を行っ

た。（24,106千円、5団体、21名）：H27年度導入分 

② セーフティネット構築事業 

燃油価格が高騰した場合の施設園芸農家の経営に及ぼす影響を緩和するこ

とを目的として、野菜、果樹及び花きの施設園芸を営む農家に対し補填金を交

付するが、今年度は重油価格の下落により交付なし。 

上段（ ）：計画時、下段：実績 （単位：円）

負担区分

県 その他

(27,050,000) (27,050,000)

20,855,778 20,855,778

(27,050,000) (27,050,000)

20,855,778 20,855,778
合   計

事業区分 事業費 備考

加工原料米多収化推進事業



 

 

 

（４）過年度事業の国庫返還 

  〈事業の内容〉 

攻めの農業実践緊急対策事業及び稲作農業の体質強化緊急対策事業について、

国庫の残額返還を行った。 

 

（５）収入減少影響緩和対策交付金に係る積立金管理 

〈事業の内容〉 

農林水産大臣に収入減少影響緩和交付金に係る積立金管理者指定申請書を提

出し、平成２９年４月３日付けで承認された。同日、担い手協議会から事務引

継ぎを行った。 

 

（６）産地パワーアップ事業 

〈事業の内容〉 

    産地パワーアップ計画を策定する地域協議会に対して、円滑な事業活用が実

施されるよう助言・指導を行った。 

 

（７）平成３０年産以降の需給調整への対応に係る検討 

〈事業の内容〉 

     平成３０年産米から国による配分が廃止される方向であることから、各産

地や生産者が水田営農を行ううえで、混乱することなく、需要に応じた生産

を継続的に行える方法についてワーキングチームを設置して検討を行った。 

    その結果、３０年度以降の需給調整の方向性及び米の振興方向を決定し、地

域協議会へ周知した。 

 

 

（単位：円）

負担区分

国 農業者

(24,106,000) (24,106,000)

24,106,000 24,106,000

(2,483,105,978) (1,241,552,989) (1,241,552,989)

738,733,524 0 738,733,524

(1,600,000) (1,600,000)

1,200,321 1,200,321

(2,508,811,978) (1,267,258,989) (1,241,552,989)

764,039,845 25,306,321 738,733,524
合計

リース導入支援事業

セーフティネット構
築事業

推進事業 事務費

事業区分 事業費 備考



（１）収入の部

（単位：円）

18,490,000 18,490,000 0

7,571,000 7,571,000 0

10,919,000 10,919,000 0

27,050,000 20,855,778 6,194,222

2,508,811,978 1,807,158,194 701,653,784

24,106,000 24,106,000 0 H27年分

2,483,105,978 1,781,730,578 701,375,400 前年度繰入 1,483,105,978円
生産者積立金 298,624,600円

1,600,000 1,321,616 278,384 前年度繰入  121,616円
国補助金  1,200,000円

413,931,800 413,951,800 △ 20,000

2,968,283,778 2,260,455,772 707,828,006

セーフティネット構築事業

推進事業

合計

過年度事業国庫返還金等

平成２８年度収支決算書

事業区分
及び科目

予算額
(Ａ)

決算額
(Ｂ)

増減
（Ａ）－（Ｂ）

備考

経営所得安定対策推進事業
(直接支払推進事業)等(県)

経営所得安定対策推進事業
(直接支払推進事業)補助金

新産地形成事業補助金

加工原料米多収化推進事業

燃油価格高騰緊急対策事業

リース導入支援事業



（２）支出の部

（単位：円）

18,490,000 18,490,000 0

7,300,000 7,335,502 △ 35,502

4,050,000 4,142,828 △ 92,828

3,900,000 3,921,742 △ 21,742

3,240,000 3,089,928 150,072

27,050,000 20,855,778 6,194,222

2,508,811,978 764,039,845 1,744,772,133

24,106,000 24,106,000 0 H27年分

2,483,105,978 738,733,524 1,744,372,454
解約金  ：516,782,800円
一部解約金：221,950,076円
手数料  ：    648円

1,600,000 1,200,321 399,679

413,931,800 413,951,800 △ 20,000

2,968,283,778 1,217,337,423 1,750,946,355

＊次年度繰越額の明細

決算収入額① 決算支出額② ①－② 備考

1,783,052,194 739,933,845 1,043,118,349

1,781,730,578 738,733,524 1,042,997,054

1,321,616 1,200,321 121,295

1,043,118,349 次年度繰越

＊過年度事業国庫返還金等の明細

１．攻めの農業実践緊急対策事業 412,871,800

２．稲作農業の体質強化緊急対策事業 1,080,000

〈合計〉 413,951,800

増減
(Ａ)－(Ｂ)

燃油価格高騰緊急対策事業

セーフティネット構築事業

推進事業

合計

備考
事業区分
及び科目

予算額
(Ａ)

決算額
(Ｂ)

リース導入支援事業

過年度事業国庫返還金等

合計

加工原料米多収化推進事業

経営所得安定対策推進事業
(直接支払推進事業)等(県)

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

協議会マネージャー

燃油価格高騰緊急対策事業

セーフティネット構築事業

推進事業




