
（別記）   
２０２０年度宇佐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 

本市は県内有数の宇佐平野を抱え一部の中山間地を除きほぼ平坦な地形を有し、米・麦・大豆

等を中心とした土地利用型農業を展開するうえで非常に恵まれた水田農業環境にあるが、近年、

米価の低迷等による農業経営の悪化や、担い手の減少・高齢化等によって、農業従事者の減少や

担い手不在集落等の課題が生じている。そのため、関係機関で連携し、集落内だけでなく集落間

等広域での話し合いを進め「人・農地プラン」の作成及び見直しを進め地域の中心となる経営体

を育成するとともに農地中間管理機構を活用し農地の利用集積化を図っていく必要がある。 

また、近年新規需要米の増加に伴い渇水時の水稲作物用の水不足が懸念されるため農業用水を

使わない転換作物との作付けのバランスを図ることが課題であることから、水田夏作の重点品目

として大豆の作付けを引き続き推進する。あわせて園芸品目等の高収益作物の導入を促進する。  
２ 作物ごとの取組方針等 

当該再生協議会管内の農業者が耕作を行う約６，６８０ｈａの水田について、適地適作を基本

として、産地交付金等を有効に活用しながら、作物生産の維持・拡大を図ることとする。 

（１）主食用米 

水田作物の基幹的作物であることには依然変わりないので、需要に応じた生産数量の確 

保と、売れる米作りの徹底によって米の主産地としての地位を確保する。 

 

（２）非主食用米 

  ア 飼料用米 

県域設定の産地交付金を活用した複数年契約への取組を推進し、家畜用飼料の生産確

保を図るとともに生産者及び関係機関と連携して生産技術の向上に努める。 

イ 米粉用米 

県域設定の産地交付金を活用した複数年契約への取組と、一般品種での晩期穂肥施用

の取組を推進する。 

ウ 新市場開拓用米 

国内主食用米需要が減少する中で、国産米の新たなマーケットを確保・拡大するた

め、輸出用米の取組を行う農家等に対し支援を行い、新たな販路の開拓を推進する。 

  エ WCS 用稲 

現在取り組んでいる農家を中心に、畜産農家と耕種農家との連携を強化し、安定的な 

家畜飼料として生産数量の確保を図る。 

  オ 加工用米 

県域設定の産地交付金を活用して加工用米の取組を推進し、生産数量の確保を図る。 

カ 備蓄米 

２０１３年度から取組開始した備蓄米について、売渡人との調整を図りつつ、安定し

た備蓄米の生産・確保を推進する。 



 

（３）麦、大豆、飼料作物 

麦については、大分県には麦を原料とする焼酎・味噌・醤油の製造業が盛んであり、地 

元業者と連携し焼酎用大麦、味噌用裸麦の契約栽培の継続、更には全量契約栽培による産 

   地体制を図ることと、品質の向上が課題である。 

    大豆については、従来から転換作物の基幹作物として位置づけ、作付けの推進を図り、 

 実需者との契約による栽培が行われてきたが、収量・品質とも低水準にあり農業者間によ 

る収量・品質の格差も大きいのが現状である。恵まれた地形を有効に活用するとともに生 

産技術の向上や産地交付金を活用した取組支援により、この課題の解決を図る。 

特に、一般大豆、種子大豆、黒大豆の作付面積合計が 1ha 以上となる担い手が、収量増 

や優良品質の生産体制を図るため、土づくり等の作付環境の改善の取組みを行った場合、 

産地交付金を活用し支援を行う。 

 

（４）そば、なたね 

実需者との契約に基づき、産地交付金で支援しながら作物生産の推進を図る。なお、生

産者へ排水対策の徹底等基本技術の励行を併せ行う。 

 

（５）高収益作物（野菜等） 

たまねぎ、ゆず、さといも、じゃがいも、にんにく、白ねぎ、なばな、夏秋きゅうり、 

 黒大豆の枝豆、大麦若葉、キャベツ、高糖度かんしょを重点推進作物助成の対象作物と

し、その他の野菜等を地場消費作物助成の対象作物として、産地交付金による作付支援を

行いながら、生産面積の拡大及び所得の確保を図る。 

 

（６）畑地化の推進 

    渇水時の農業用水の安定確保、畑作物・高収益作物を推進する観点からも、産地交付金

を活用し、畑地化を取組む農業者等を支援する。 

  



３ 作物ごとの作付予定面積 

作物 2019 年度の作付面積 

（ha） 

2020 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 ３，５４２ ３，５４５ ３，５４０ 

飼料用米 ５６０ ５７０ ５９０ 

米粉用米 ０.５ ０.５ １ 

新市場開拓用米 - ０ ０ 

WCS 用稲 ８００ ８２０ ７５０ 

加工用米 １７ ２３ １０ 

備蓄米 ４ ４ １０ 

麦 ２，４４１ ２，５００ ２，４２０ 

大豆 ５８１ ５８０ ６５０ 

飼料作物 ３２２ ３１０ ３５０ 

そば ０.２ ０ １ 

なたね - ０ ０ 

その他地域振興作物 １０５ １０９ １１１ 

 ・野菜 

・花き 

・果樹 

１０２ 

３ 

０ 

１０７ 

２ 

０ 

１０９ 

２ 

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） 

【2019 年度】 

目標値 

【2020 年度】 

１ 
一般大豆、種子大

豆、黒大豆 

大豆土壌改良 

担い手支援 

（基幹作） 

担い手農家の作付面積 ５８１  ６３０  

土づくり等面積 ５５１  ６００  

２ 

たまねぎ、ゆず、さ

といも、じゃがい

も、にんにく、白ね

ぎ、なばな、夏秋き

ゅうり、黒大豆の

枝豆、大麦若葉、キ

ャベツ、高糖度か

んしょ 

重点推進作物助成

（基幹作） 

水田への高収益作物 

導入面積 
４８  ５３  

３ 

トマト・小ねぎ・い

ちご・ピーマン・一

般野菜等・バラ・き

く・花き等 

地場消費作物助成 

（基幹作） 

水田への高収益作物 

導入面積 
５６  ５８  

４ 
（対象作物は、整

理番号２・３） 

重点作物等規模加算

（基幹作） 

水田への高収益作物 

導入面積 
９０  ９７  

５ そば・なたね 
そば・なたね助成

（基幹作） 
そば・なたねの作付面積 ０.２  １  

※ 必要に応じて、面積に加え、取組によって得られるコスト低減効果等についても目標設定して下さい。 

※ 目標期間は３年以内としてください。 

 

５ 産地交付金の活用方法の明細 

  別紙のとおり 

 



別紙

１．地域農業再生協議会名

２．活用予定額の総括表

（単位：円）

当初配分
(A)

追加配分
(B)

74,496,000 74,496,000 74,494,500

（注）追加配分が未定の段階にあっては、該当箇所を空欄により作成することとします。

宇佐市農業再生協議会

産地交付金の活用方法の明細

宇佐市農業再生協議会

協議会等名

配分枠（A+B）

活用予定額



３．活用方法

配分枠

74,496,000円

麦 大豆 飼料作物 米粉用米 飼料用米 WCS用稲 加工用米 野菜 花き・花木 果樹
その他の
高収益作

物

1
大豆土壌改良担い手支援（基
幹）

1 10,000 57,400 57,400 57,400,000

2 重点推進作物助成（基幹） 1 16,000 2,925 36 1,920 4,881 7,809,600

3 地場消費作物助成（基幹） 1 9,000 5,891 270 6,161 5,544,900

4 重点作物等規模加算（基幹） 1 4,000 7,230 200 1,920 9,350 3,740,000

5 そば・なたね助成（基幹） 1 20,000 0 0

実面積 57,400 0 8,816 270 36 1,920 68,442

実面積

合計（基幹）※４

※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　「面積」は、当初配分により支援を行う使途について記入し、追加配分により支援を行う使途については、追加配分額が未定の段階にあっては空欄としてください。
※４　「合計（基幹）の実面積」は、基幹作を対象とした設定の実面積を記入し、「合計（二毛作）の実面積」は、二毛作を対象とした設定の実面積を記入してください。
　　　 また、「合計②」欄は、基幹作、二毛作それぞれの実面積の合計を記入してください。
※５　②の合計は、各使途の合計面積を記入してください。
※６　所要額欄の二重枠には、所要額の合計を記入してください。
（注）使途ごとに「産地交付金の活用方法の明細（個票）」を添付してください。

なたね

74,494,500
合計（二毛作）※４

所要額
①×②
（円）雑穀 その他

合計
②
※５

整
理
番
号

戦略作物

新市場
開拓用米 そば

使途
※１

単価①
（円/10a）

作
期
等
※２

面　積　（ａ単位）※３

高収益作物



４．追加配分を受けた場合の調整方法

５．所要額が配分枠を超過した場合の調整方法

6．高収益作物について

注１ 産地交付金で支援する作物のうち、高収益作物に該当する作物名（野菜、花き・花木、果樹除く）を記載してください。

注２ 収益性のわかるデータを添付してください。

・追加配分については、個票で設定されている上限単価調整用の原資とする。
・また、使途を以下の順序で優先的に増額調整を行う。
　 優先順位１　整理番号３・・・上限単価　１１，０００円／１０ａ
　 優先順位２　整理番号２・・・上限単価　２０，０００円／１０ａ
　 優先順位３　整理番号４・・・上限単価　　６，０００円／１０ａ
　 優先順位４　整理番号１・・・上限単価　１３，０００円／１０ａ
　※整理番号５は、単価調整なし。

・助成作物の作付規模や課題を鑑み、一律単価調整することは助成作物間で公平性を欠く恐れがあるため、２グループ（下記
①と②）に分け、所要額が配分枠を超過した場合に対処したい。

まず第一に、配分枠を超過した原因が「整理番号１～５」のいずれなのか確認し、下記手段により各々調整を行う。

①・・原因が「整理番号１」であれば、整理番号１の単価調整を行う。

②・・原因が「整理番号２・３・４・５」であれば、整理番号３・４・５は単価調整を行わず、整理番号２のみで単価調整を行う。た
だ、整理番号２の単価調整を行うも、整理番号３と単価が同額となり、それでも所要額が不足する場合は、整理番号２の単価
調整は整理番号３と単価が同額となった時点で中断し、残り不足額は次に整理番号３の単価調整により行う。その際、助成額
は１００円単位で単価調整する。
  

大麦若葉



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　一般大豆、種子大豆、黒大豆

産地交付金の活用方法の明細（個票）

　宇佐市農業再生協議会 整理番号 1

　大豆土壌改良担い手支援（基幹）

　１０，０００円/１０a（上限１３，０００円/１０a）

　米の需給調整による転作奨励、また水不足の対策として、大豆の作付を奨励・推進してきた。その結
果、作付面積の拡大など一定の成果をあげることができた。しかし、単収が年々減少傾向にある農業
者が増えている。その原因のひとつとして、土地が痩せ、地力が減少していることが挙げられている。
　ついては、土壌改良等が必要な時期にあると考え当該対策を講じる取り組みも併せて行う。

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

担い手農家の作
付面積

目標 630ha

実績 677ha 597ha 581ha －

447ha 551ha

－ 650ha 630ha

－

　一般大豆、種子大豆、黒大豆を一定以上作付・出荷販売する担い手で、土づくり等の取組みを行うも
のに対し支援する。

○助成対象者：認定農業者、集落営農、認定新規就農者で、販売・自家加工販売の目的で播種前
　　　　　　　　　　契約等を締結し、生産する者。

○助成対象水田：経営所得安定対策等実施要綱別紙1「水田活用の直接支払交付金の交付対象
　　　　　　　　　　 　農地」に準ずる
　
○助成対象作物：一般大豆、種子大豆、黒大豆

○取組要件：以下の４つの取組を行うこと。
　　　　　　　　　①助成対象水田作付規模が一般大豆、種子大豆、黒大豆を合わせて１ｈａ以上
　　　　　　　　　②土づくりもしくは難防除雑草の体系防除を行う面積が作付面積の１／３以上
　　　 　　　　　　　イ）土づくりの施用目安（/10a）
　　        　　　　　　　堆きゅう肥1.5ｔ～2t、もしくはペレット堆肥100㎏、もしくは苦土石灰100kg
　　       　　　　　　　（ただし土壌診断による適正な増減は可能とする）
　       　　　　　　ロ）難防除雑草の体系防除目安
　　        　　　　　　 播種前又は播種直後除草剤+成育中の除草剤散布
　　　　　　　　　③大豆共済もしくは収入保険制度への加入
　　　　　　　　　④出荷販売を行うもの
　　　　　　　　　　※戦略作物との重複交付は可

○助成対象者：認定農業者、集落営農、認定新規就農者が確認できる書類、播種前契約書等
○助成対象水田：水田活用の直接支払交付金の作付面積等の確認による（要綱第2の5に準じて確認）
○助成対象作物：種子購入伝票等
○取組要件：宇佐市農業再生協議会において以下の書類等を確認する。
　　　営農計画書（交付申請書）、現地確認、出荷販売証明書（出荷伝票）、肥料等の購入伝票、
　　　作業日誌、農業共済又は収入保険制度加入が確認できる書類等
　　　その他必要に応じて宇佐市農業再生協議会が提出を求める書類等

○2020年12月末までに、以下の方法で確認する。
　　・取組の確認を行う資料（作業日報等）で、成果（実施面積）を確認する。
　
　

土づくり等面積
目標 － 200ha 500ha 600ha

実績 －



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　(基幹作物) たまねぎ、ゆず、さといも、じゃがいも、にんにく、白ねぎ、なばな、夏秋きゅうり、黒大豆の
枝豆、大麦若葉、キャベツ、高糖度かんしょ

産地交付金の活用方法の明細（個票）

宇佐市農業再生協議会 整理番号 2

　重点推進作物助成（基幹）

　１６，０００円/１０a（上限２０，０００円/１０a）

　米偏重の農業から脱却、また転作作物の作付面積の拡大を促進するため、戦略作物以外の畑作物
等の推進・拡大が課題となっている。当市では、対象作物を市の重点推進作物に位置づけており、作
付けをより推進し、農家の所得向上に繋げる必要がある。

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

水田への高収益
作物導入面積

目標 － 51ha 52ha 53ha

実績 51ha 45ha 48ha －

　上記作物を作付・出荷販売する取組みを行うものに対し支援する。ただし、ゆずの場合は植栽年度の
みとする。

○助成対象者：販売・自家加工販売の目的で、重点推進作物の播種前契約等を締結し、生産した
　　　　　　　　　　販売農家、集落営農とする。

○助成対象水田：経営所得安定対策等実施要綱別紙1「水田活用の直接支払交付金の交付対象
　　　　　　　　　　 　農地」に準ずる
　
○助成対象作物：上記対象作物
　　　　　　　　　　　 ※通常の肥培管理等を行うとともに出荷・販売を行うこと。

○取組要件：営農計画書や出荷伝票等により確認できること。
                  ※一般作物との重複交付は不可

 なお、この個票は県域設定 整理番号10.11.12「水田汎用化助成」と重複して交付することはできないも
のとする。

○助成対象者：販売農業、集落営農が確認できる書類、播種前契約書等
○助成対象水田：水田活用の直接支払交付金の作付面積等の確認による（要綱第2の5に準じて確
認）
○助成対象作物：水田活用の直接支払交付金の作付面積等の確認による（要綱第2の5に準じて確
認）
○取組要件：宇佐市農業再生協議会において以下の書類等を確認する。
　　　営農計画書（交付申請書）、出荷伝票等、
　　　その他必要に応じて現地確認、および宇佐市農業再生協議会が提出を求める書類等

○2021年2月末までに、以下の方法で確認する。
　　・交付対象面積を集計する。
　
　



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　(基幹作物)   トマト・小ねぎ・いちご・ピーマン・一般野菜等・バラ・きく・花き等

産地交付金の活用方法の明細（個票）

宇佐市農業再生協議会 整理番号 3

　地場消費作物助成（基幹）

　９，０００円/１０a（上限１1，０００円/１０a）

　米偏重の農業から脱却、また転作作物の作付面積の拡大を促進するため、戦略作物以外の畑作物
等に関しても作付を推進する。特に、対象作物については、消費者から地元産の要望が大きく、直売所
やスーパーの産直コーナーでの取扱量が多くなっている。また、高齢化により離農が増えることも予想
されるので、需要に対応するため、生産拡大支援をする必要がある。

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

水田への高収益
作物導入面積

目標 － 56ha 57ha 58ha

実績 55ha 56ha 56ha －

　上記作物を作付・出荷販売する取組みを行うものに対し支援する。ただし、果樹の場合は植栽年度の
みとする。

○助成対象者：販売・自家加工販売の目的で、一般作物の播種前契約等を締結し、生産した販売
　　　　　　　　　　農家、集落営農とする。

○助成対象水田：経営所得安定対策等実施要綱別紙1「水田活用の直接支払交付金の交付対象
　　　　　　　　　　 　農地」に準ずる
　
○助成対象作物：上記対象作物
　　　　　　　　　　　 ※通常の肥培管理等を行うとともに出荷・販売を行うこと。

○取組要件：営農計画書や出荷伝票等により確認できること。
                  ※戦略作物・重点推進作物との重複交付は不可

 なお、この個票は県域設定 整理番号10.11.12「水田汎用化助成」と重複して交付することはできないも
のとする。

○助成対象者：販売農業、集落営農が確認できる書類、播種前契約書等
○助成対象水田：水田活用の直接支払交付金の作付面積等の確認による（要綱第2の5に準じて確
認）
○助成対象作物：水田活用の直接支払交付金の作付面積等の確認による（要綱第2の5に準じて確
認）
○　宇佐市農業再生協議会において以下の書類等を確認する。
　　　営農計画書（交付申請書）、出荷伝票等
　　　その他必要に応じて現地確認、および宇佐市農業再生協議会が提出を求める書類等

○2021年2月末までに、以下の方法で確認する。
　　・取組の確認を行う資料（販売伝票等）で、成果（実施面積）を確認する。
　
　



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

○2021年2月末までに、以下の方法で確認する。
　　・交付対象面積を集計する。
　
　

　上記作物を20a以上作付・出荷販売する取組みを行うものに対し支援する。ただし、ゆず・果樹の場合
は植栽年度のみとする。

　(基幹作物)   たまねぎ、ゆず、さといも、じゃがいも、にんにく、白ねぎ、なばな、夏秋きゅうり、黒大豆
の枝豆、大麦若葉、キャベツ、高糖度かんしょ、トマト・小ねぎ・いちご・ピーマン・一般野菜等・バラ・き
く・花き等

90ha －

○助成対象者：販売・自家加工販売の目的で、重点推進作物また一般作物の播種前契約等を
　　　　　　　　　　締結し、生産した販売農家、集落営農とする。

○助成対象水田：経営所得安定対策等実施要綱別紙1「水田活用の直接支払交付金の交付対象
　　　　　　　　　　 　農地」に準ずる
　
○助成対象作物：上記対象作物
　　　　　　　　　　　 ※通常の肥培管理等を行うとともに出荷・販売を行うこと。

○取組要件：営農計画書や出荷伝票等により確認できること。
 

 なお、この個票は県域設定 整理番号10.11.12「水田汎用化助成」と重複して交付することはできないも
のとする。

○助成対象者：販売農業、集落営農が確認できる書類、播種前契約書等
○助成対象水田：水田活用の直接支払交付金の作付面積等の確認による（要綱第2の5に準じて確
認）
○助成対象作物：水田活用の直接支払交付金の作付面積等の確認による（要綱第2の5に準じて確
認）
○　宇佐市農業再生協議会において以下の書類等を確認する。
　　　営農計画書（交付申請書）、出荷伝票、
　　　その他必要に応じて現地確認、および宇佐市農業再生協議会が提出を求める書類等

目標 － 95ha 96ha 97ha

実績 94ha 86ha

　４，０００円/１０a（上限６，０００円/１０a）

　米偏重の農業から脱却するため、また魅力的な産品の産地を創造するため、畑作物等（重点推進作
物と一般作物）の作付拡大など営農意欲のある農家を支援し、転作作物の作付面積の拡大を促進し、
農家の所得向上に繋げるとともに需要に応じた生産を推進する必要がある。

2020年度

産地交付金の活用方法の明細（個票）

整理番号 4

　重点作物等規模加算（基幹）

宇佐市農業再生協議会

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度

水田への高収益
作物導入面積



協議会名

使途名

対象作物

単　　価

課　　題

内　　容

具体的要件

取組の
確認方法

成果等の
確認方法

備考

　※　課題や目標の数値については、必要に応じて参考となるデータを添付してください。

　そば・なたね

産地交付金の活用方法の明細（個票）

宇佐市農業再生協議会 整理番号 5

　そば・なたね助成（基幹）

　２０，０００円/１０a

　米偏重の農業から脱却、また転作作物の作付面積の拡大を促進するため、戦略作物以外の畑作物
等に関しても作付を推進する。特に、そば・なたねについては、中山間地等の条件不利地での重要な
転作作物であり、地元産の需要も強いことから、作付拡大に向け支援を行う必要がある。

目　　標

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

そば・なたねの作
付面積

目標 － 0.2ha 0.5ha 1ha

実績 0.0ha 0.5ha 0.2ha －

○2020年12月末までに、以下の方法で確認する。
　　・交付対象面積を集計する。
　

　そば・なたね（は種前契約等を締結したもの）の作付に対し、助成を行う。

○助成対象者：販売・自家加工販売の目的で、そば・なたねのは種前契約等を締結し、生産した
　　　　　　　　　　 販売農家、集落営農とする。

○助成対象水田：経営所得安定対策等実施要綱別紙1「水田活用の直接支払交付金の交付対象
　　　　　　　　　　  農地」に準ずる
　
○助成対象作物：そば・なたねのは種前契約等を締結して、生産したほ場を助成の対象とする。
　　①そば・なたねのは種前契約等を締結又は自家加工販売計画書を作成して、作付していること。
　　②本年６月末までに、交付申請書・営農計画書・は種前契約書の写し・自家加工販売計画書等を
　　　提出していること（収穫・出荷販売が完了している春そば・なたねは出荷販売契約書の写し・
　　　販売伝票等の写し・自家加工販売実績報告書等を提出）
　　③追加配分枠（そば・なたね）を活用するため、追加配分枠の通知後に提出されたは種前契約書
　　　・出荷販売契約書・自家加工販売計画書等は交付対象外とする（追加配分枠の再追加は不可能
　　　のため）
　　④追加配分対象面積より作付面積が少ない場合、作付面積を基に交付対象とする。大幅に下回る
　　　場合は、申請者に理由書を提出させ理由を確認する。
　　⑤追加配分対象面積を作付面積が超過した場合は、（１）他の追加配分枠を流用して交付する、
　　　（２）超過した作付面積分を交付対象外とする、（３）単価を減額調整して交付する。
　　 ※通常の肥培管理等を行うとともに出荷・販売を行うこと。

○その他要件：生産性向上の取組として、排水対策を実施すること。

○助成対象者：販売農業、集落営農が確認できる書類、播種前契約書等
○助成対象水田：水田活用の直接支払交付金の作付面積等の確認による（要綱第2の5に準じて確認）
○助成対象作物：水田活用の直接支払交付金の作付面積等の確認による（要綱第2の5に準じて確認）
○　宇佐市農業再生協議会において以下の書類等を確認する。
　①は種前契約書・出荷販売契約書・自家加工販売計画書に基づき確認。
　②現地確認。
　③作業日誌等により確認。
　④そば数量払申請者は、数量払申請書および検査実績により販売確認。
　⑤なたね数量払申請者は、数量払申請書により販売確認。
　⑥数量払を申請しない場合は、販売伝票・自家加工販売実績報告書等により販売確認。
　※その他必要に応じて宇佐市農業再生協議会が提出を求める書類等


