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岡山県水田農業振興方針 

                                         

                           策 定 平成２７年 １月 

                             改 定 平成２９年１１月 

改 定 令和 ３年 ３月 

                                      岡 山 県         

                                                      

 振興方針改定の趣旨                                           

平成25年12月に政府が公表した「農林水産業・地域の活力創造プラン」において、米

政策の見直し等が行われることとなり、平成30年産からを目途として、「行政による生

産数量目標の配分に頼らずとも、需要に応じた米生産が行われるよう環境整備を進め

る。」という方針が示されたことなどから、県では、平成27年１月に「岡山県水田農業

振興方針」を策定し、関係機関・団体と連携し、需要に応じた主食用米の生産、水田の

フル活用による所得の向上、水田農業を支える担い手の育成を通じて水田農業の持続的

発展を図る施策を推進してきた。さらに、平成29年11月に本方針を改定し、競争力の高

い水田農業を目指し、需要に応じた売れる米づくりなどの施策を推進してきたところで

ある。 

しかしながら、昨今、米の需要減少の加速化、農家の高齢化など水田農業を巡る情勢

は厳しさを増すとともに、頻発する自然災害による水稲作柄の低下、新型コロナウイル

ス感染症の影響による米需要の減少、スマート農業技術の進展など新たな情勢の変化へ

の対応も求められている。このため、現状分析とこれまでの取組の総括を踏まえ、今後

の水田農業の方向性を見据え、需要に応じた売れる米づくり、水田フル活用及び担い手

確保の取組を一層進め、競争力の高い本県水田農業の実現を目指すため、本方針を改定

するものである。 

   なお、本方針の目標年度は令和５年度とする。   

 

１ 基本的な考え方 

主食用米については、マーケットインの視点に基づき、消費者が求める品種や食味・

栽培方法にこだわった付加価値の高い米、業務用に対応した値頃感のある米など、品種

や地域の特性を生かした消費者や実需者から選ばれる米づくりを推進する。また、気候

変動に強く、生産性の高い水田農業を展開し、経営の安定化を図る。 

  水田のフル活用については、主食用米、非主食用米、麦・大豆、地域振興作物のほ

か、加工・業務用野菜や飼料用トウモロコシ等の収益性の高い作物の作付けを推進する

とともに、麦等との二毛作による耕地利用率の向上等を図り、所得の向上につなげる。

また、令和３年産で、1,000ha近くの主食用米について他品目への転換が求められてお

り、米の需給安定化のため、需要に応じた生産と水田フル活用に取り組む必要がある。 

  水田農業を支える担い手の育成については、農地集積による経営規模の拡大、集落営

農組織の育成、法人化による経営の継続性の確保、スマート農業の社会実装等による省

力・低コスト技術の導入、経営管理能力の向上等により力強い担い手を育成する。 

推進に当たっては、経営所得安定対策や作物別振興施策及び担い手育成施策等を有効

に活用し、関係機関・団体が一体となって強力に取り組むものとする。 
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２ 現状と課題 

（１）主食用米 

 ア 主食用 

全国の主食用米の需要量は、人口減等を背景に減少しており、近年、年10万トン程度

と減少幅が拡大している。令和２年11月公表の「米穀の需給及び価格の安定に関する基

本指針」によると、令和３年産における主食用米等の生産量の見通しを693万トンであ

り、令和２年産収穫量の723万トンと比べると、30万トンの大幅な減少となっている。 

また、平成30年産からは国による生産数量目標の配分が廃止されたことにより、産地

間競争が激化し、各産地で良食味高品質ブランド米が登場している。平成30年産及び令

和元年産で作況指数が100を下回ったことにより、米の販売価格は一定の水準を保って

いたが、令和２年には新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で一段と需要が減退し、

今後の作付け動向や作柄によっては過剰作付けによる米価下落が懸念されている。 

 全国の主食用米の生産については、新潟県、北海道等の上位10県が生産量の約５割を

占め、これらの県では大口のロットにより安定的な取引を行っている。品種構成は、

「コシヒカリ」が33.9％、「ひとめぼれ」が9.4％、「ヒノヒカリ」が8.4％(いずれも

令和元年産、公益社団法人米穀安定供給確保支援機構公表資料)など、家庭用米に偏重

している。 

 本県の米の作付面積は年々減少しており、令和２年産は29,800ha（図１）、全国の生

産シェアは2.0％であり、大口ロットでの有利販売は困難であるが、気象条件に合わせ

た多様な品種が栽培され、多様なニーズに対応できること、「朝日」「アケボノ」「雄

町」等本県独自品種が約３割あり他県産品種との競合が少ないこと、近年需要が増加し

ている業務用が約６割あることなど、他県にない強みを持っている。 

特に、「きぬむすめ」については、一般財団法人日本穀物検定協会が実施する米の食

味ランキングで「特Ａ」を５年連続で取得するなど、本県を代表するブランド米となっ

ており、作付面積は令和２年産で4,400haと年々拡大している。今後も、他品種からの

転換による生産拡大、ＰＲによるブランド化に取り組む必要がある。 

「アケボノ」「朝日」などの業務用米についても、新型コロナウイルス感染症の拡大

により外食産業等での今後の需要が不透明となるとともに、業務用多収品種の全国的な

広がりにより、価格低下が懸念されている。また、「アケボノ」「朝日」は、醸造用

（かけ米）としての利用も多いが、同様に需要が減退している。 

今後、生産過剰にならないことを基本として、奨励品種を中心としたニーズの高い品

種への集約による供給力強化を図るとともに、岡山米の品質向上やＰＲによるブランド

化を進め、家庭用や業務用など需要に応じて品種の特長を生かした生産・販売を強化

し、売れる米づくりを推進する必要がある。 

 

イ 酒造好適米 

本県は、酒造好適米の生産量全国第４位（令和元年産米の農産物検査結果（速報値、

令和２年３月31日現在））の産地であり、本県独自品種である「雄町」と全国銘柄の

「山田錦」等、990ha（令和２年産）栽培されている。そのうち約半分を占める「雄

町」は、主に岡山市、赤磐市で農協部会組織を中心に栽培されており、生産量は全国の
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94％を占めている。 

 近年は東京において開催される、「雄町」で醸した日本酒の品評会とその消費拡大を

目的とする「雄町サミット」の効果で、生産量の８割以上を県外酒造メーカーが使用し

ている。 

 需給状況については、消費者の高級志向を反映して吟醸酒、純米酒などの特定名称酒

が人気となり、主食用米の価格下落もあって、高値で取引される酒造好適米の作付けが

増加し、全国的に過剰生産となった。平成29年７月の日本・ＥＵ経済連携協定の大枠合

意により、全ての酒類の関税が協定発効後即時撤廃されることになり、日本酒のＥＵ向

け輸出量増加が期待されていたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により需要が減退

しており、今後生産量の調整が必要となっている。 

 

 

 

表１ 岡山県産米の相対取引価格                （単位：円/60kg） 

銘柄名 H25年産 H26年産 H27年産 H28年産 H29年産 H30年産 R 元年産 R2 年産 

アケボノ 12,814 10,209 11,536 13,362 15,030 14,952 14,878 13,527 

あきたこまち 13,617 11,340 11,885 13,842 15,357 15,060 15,403 14,746 

ヒノヒカリ 13,236 11,094 12,051 13,804 15,380 15,276 15,393 － 

きぬむすめ － － － － － － － 14,775 

全国全銘柄平均 14,341 11,967 13,175 14,307 15,595 15,688 15,720 15,001 

出典：米穀の取引に関する報告（農林水産省） 

 注 ：R元年産は出回りから２年８月まで、R２年産は出回りから令和２年12月までの速報値 

 

（２）非主食用米等 

ア 非主食用米 

 飼料用米、加工用米、ＷＣＳ（発酵粗飼料）用稲、米粉用米などは、排水不良等によ

り畑作物の栽培が難しい水田においても栽培可能で、また、既存機械・施設が活用でき

ることから取り組みやすく、水田活用の直接支払交付金の対象となっている。 
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（ア）飼料用米 

平成27年３月に国が策定した食料・農業・農村基本計画に基づき、本県においても、

平成27年作から「中生新千本」を多収品種の特認品種に選定するなど飼料用米の作付け

を積極的に推進した。その結果、乾燥調製施設を保有する１ha以上の大規模経営体を中

心に急速に作付けが増加し、平成29年には1,589haまで拡大した。しかし、平成30年産

以降、価格が上昇した主食用米への転換が進み、飼料用米の作付けは減少している（令

和２年産1,074ha）。 

品種としては、多収品種が作付面積の約５割を占めており、県中北部では多収品種の

特認品種である「中生新千本」に加え、「夢あおば」「ミズホチカラ」などの多収性専

用品種が作付けされている。一方、県南部においては主食用品種である「アケボノ」が

中心であるが、一部「やまだわら」などの多収品種での取組が行われている。国が定め

ているコスト削減や単収増により生産性を２倍に向上（担い手における60kg当たりの生

産コストを５割程度低減）させる目標に向け、多収栽培と省力低コスト生産の取組が求

められている。 

  また、乾燥調製等の必要がなく、コスト低減が見込まれる稲ＳＧＳ（子実発酵飼料）

については、農協の取組により給餌した畜産物のブランド化が進みつつある地域もあ

る。 

  主食用米の価格低下リスクが増す中、飼料用米については需要があることから、令和

２年度から多収品種加算に替わって設定された複数年契約加算、大規模作付助成及び耕

畜連携助成（わら利用）などの産地交付金制度を活用して、今後も需要に応じた安定的

な生産と供給を行う必要がある。 

 

（イ）加工用米 

本県では、県南の主要品種である「アケボノ」「朝日」が主に醸造用（かけ米）とし

て出荷されており、その他にも加工米飯用、味噌用、米菓用等として出荷されている。

新型コロナウイルス感染症の影響で清酒の需要が減り、醸造用（かけ米）の需要が減退

している。加工米飯用の需要は伸びているものの、その他の用途仕向けの需要は年によ

って変動があり、需要に応じた生産を行う必要がある。 

 

（ウ）ＷＣＳ用稲 

ＷＣＳ用稲は、水田の有効活用と飼料自給率向上を図る上で重要な作物であるが、近

年は利用者の減少により作付面積が減少傾向にあり、令和２年は327haの作付けに留ま

っている。一方で、乾物収量が多く、消化性の高い専用品種の作付けは拡大している。 

生産と利用の拡大を図るためには、一層の品質の向上と耕種農家と畜産農家とのマッ

チングの取組を勧める必要がある。また、収穫調製を担うコントラクターの経営安定に

は作付面積の拡大が必要である。 

 

（エ）米粉用米 

本県では、88ha（令和２年産）の作付けがあり、米粉パンや米粉麺等の学校給食での

一定の需要に加え、一部のパン・菓子店等でも利用されている。 

平成29年３月に国は、製品の品質に違いがみられ利用が広がりにくいことから、製造
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業者の自主的な取組を推進する「米粉の用途別の基準」と、グルテンフリー食品の需要

が増加傾向にあることから、製造業者の自主的な取組を促す「米粉製品の普及のための

表示に関するガイドライン」を策定した。このため、米粉の利活用が一層拡大し、国内

外の需要が高まっている。県内では、数量は少ないものの、学校給食を中心に450トン

を超える需要があり、生産拡大と生産と実需の複数年契約による安定的な供給が求めら

れている。 

 

（オ）備蓄米 

令和２年産の政府買入数量は、20.7万トンで、都道府県別優先枠を185,314トン、一

般枠を21,686トンとして設定し入札が始まった。都道府県優先枠（176,014トン）、一

般枠（30,986トン）が落札され、前年産実績から約２万トン増加した。 

本県では、103ha（令和２年）の作付けで、数量546トンとなり、令和元年より80ha減

少した。岡山県の優先枠は977トンであり、令和４年産まで優先枠として維持される。 

 

（カ）新市場開拓米 

 国は、米の輸出の飛躍的な拡大に向けて、戦略的に輸出に取り組む関係者が連携した

取組を推進するため、平成29年９月にコメ海外市場拡大戦略プロジェクトを立ち上げ、

戦略的輸出事業者と戦略的輸出基地（産地）を募集し、それらが連携したプロモーショ

ン等の取組を後押ししている。 

 また、令和２年12月に国が策定した農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略において、

米を重要品目に位置づけ、輸出に取り組む産地や事業者を重点的に支援することとし

た。 

 本県では、大型米麦農家や集落営農組織を中心に、新市場開拓米は109ha（令和２

年、新型コロナウイルス感染症拡大による産地交付金の運用変更で新規需要米扱いにな

った醸造用玄米103haを含む）で取り組まれ、「コシヒカリ」や「きぬむすめ」が中国

や台湾等へ輸出されているが、輸出拡大に向けた一層の作付け拡大が必要である。 

 

イ 麦 

麦は水田利用率の向上につながり、本県水田農業において経営の安定に寄与する重要

な作物であるが、二条大麦、小麦ともに全般にタンパク質含有率が低く、実需者の求め

る品質に対応できていないことから、排水対策、土づくりの徹底等、基本技術の励行に

より、収量・品質の向上を図る必要がある。また、天候要因等により作柄が大きく変動

し、需要と生産のミスマッチが生じやすく、近年は豊作が続き過剰生産となっており、

需要に応じた生産と販路開拓が求められている。 

二条大麦は、県南部を中心に2,050ha（田での作付面積、令和２年産）栽培されてお

り、約４割がビール用、約６割が大粒大麦（押麦や味噌等の精麦用、麦茶用等）として

出荷されているが、近年は需要に対して供給が過剰となっている。また、品種について

は、作業効率を考慮した収穫時期が早く、耐病性を備え、実需者が求める醸造適性や精

麦適性の高い品種への転換を進めている。 

 小麦は、県南部を中心に887ha（田での作付面積、令和２年産）栽培され、うどん

用、パン用、菓子用及び醤油原料として出荷されている。県北部では、菓子等の地元特
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産品化や学校給食等の地産地消の取組が進み、さらに製粉メーカーに対するマーケティ

ングの推進により新たな需要が拡大している。全県的にタンパク質含有率が低く、実需

者の求める品質に対応できていないことから、適切な管理による高品質安定生産を進め

る必要がある。 

 

ウ 大豆 

白大豆は、集落営農組織等での栽培を中心に、令和元年産において393haの作付け

（畑を含む）があり、主に豆腐、味噌、納豆等の原料として出荷されている。降雨や過

乾燥等の気象の影響や雑草害、病害虫被害を受けやすく生産が不安定で、栽培管理や収

穫調製に労力を要することから、近年、作付面積は減少傾向にあり、需要に対して供給

不足となっている。 

 黒大豆は、県北東部を中心に1,148ha（令和元年産、畑を含む）栽培され、全国有数

の産地として、大粒品は主に煮豆用として、中粒品や小粒品は主に菓子用の原料として

出荷されている。生産者の高齢化や担い手不足に加え、夏季の高温・乾燥や台風等によ

り収量や品質が安定しないことが課題となっており、気象災害に対する技術対策の確立

が望まれている。また、加工・業務需要の増加に伴い流通ルートが増えており、実需者

ごとのニーズに合った生産が求められている。 

 

エ 飼料作物（飼料用トウモロコシ等） 

輸入飼料価格が高止まりする中で、価格変動を受けにくく低コストな畜産物生産を目

的として、水田における飼料作物の作付けを推進しており、令和２年産における水田で

の作付面積は1,275haとなった。しかし、条件不利地での作付けや栽培管理が不十分で

あるため、収量が低い傾向にある。 

 今後は、耕種農家の新たな作目として飼料作物を位置づけ、技術確立された二期作栽

培の普及を進めるなど、作付拡大を推進するとともに、ほ場条件の改善と適切な管理に

より収量・品質の向上を図る必要がある。 

 

オ そば 

県中北部を中心に産地化が図られ、130ha（令和２年産、水田での作付け）の栽培面

積があり、主に地元のそば店等の実需者との結びつきにより作付けが行われ、地産地消

による地域活性化につながっている。 

気象の影響を受けやすく、生産量が不安定なことが課題であり、収量・品質の向上を

図りながら、需要に応じた生産を進める必要がある。 

 

カ 園芸作物 

野菜については、なす、トマト、アスパラガス、黒大豆枝豆等を中心に高品質な野菜

を生産する産地として、市場から高い評価を受ける一方で、出荷量の増加と安定供給が

求められている。また、食の簡便化や個食化志向の高まりにより中食が増加傾向にある

ことから、たまねぎ、キャベツ等の加工・業務用野菜に対するニーズも高まっている。 

果樹については、高品質な桃、ぶどうの産地が各地域の水田地帯に形成され、この他

にも、なし、かき、いちじく等が広く栽培されている。今後は、消費者ニーズの多様化
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に対応するため、農地を集約した上で桃、ぶどうの産地育成を図り、長期安定供給体制

の構築を進めることで、関西圏、首都圏及び海外等からの旺盛な需要に対する供給力強

化を図る必要がある。 

花きについては、県中北部を中心として、りんどうが作付けされているほか、多種多

様な花きが地域の気象条件に応じて水田に作付けされ、産地ごとに特色ある花きの生産

が行われている。中でも水田へ作付けしやすく安定した需要が望める小ぎく、しきみ等

の生産拡大を進める必要がある。 

 

キ 不作付地の状況 

県内の不作付地は、排水不良等の土地条件や農業者の高齢化等による管理不足により

増加傾向にある。不作付けの状態が続くと作物の栽培が困難となり、やがて荒廃農地

（耕作放棄地）となることが懸念される。 

そのため、地域特性を生かした作物の作付推進や担い手への農地の集積・集約化を進

める必要がある。 

 

（３）水稲生産上の課題 

ア 品種 

 平成22年に県南部の「ヒノヒカリ」では高温障害により検査等級の低下が問題とな

り、その後も高温年には１等米比率の低下が頻発している（表２）。適地作付け、適期

移植、肥培管理、水管理等の生産技術対策を実施しているが、それだけでは限界もある

ため、温暖化の進行に備えて、高温に強い良食味品種の選定が課題となっている。 

 また、近年、業務用米の需要が減退する中、契約栽培による実需者と結びついた取組

として、多収性品種について各地で試験栽培が行われており、生産者の所得安定が期待

されている。 

 

表２ 岡山県における水稲の収量、作況指数及び一等米比率の推移 

項目 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２ 

10a当たり収量(kg) 509 533 527 512 493 505 533 544 517 517 505 

作況指数 97 101 100 97 94 96 101 103 98 98 95 

一等米比率(％） 32.6 56.6 69.3 66.9 78.8 72.0 80.4 80.4 63.7 73.3 69.9 

出典：作物統計、農産物検査結果（農林水産省） 

注）一等米比率：R２は令和２年12月31日現在の速報値 

 

イ 品質・食味の向上 

本県産「きぬむすめ」は、平成28年産米食味ランキング特Ａ取得して以来、令和２年

産まで５年連続で特Ａを取得しており、各地域で食味向上の取組の機運が高まってい

る。「コシヒカリ」も含めて、特Ａの取得に向けた継続的な取組と産地の食味の底上げ

が必要となっている。 

 

ウ 生産コストの低減 

 本県の米の生産費は10a当たり132,184円（令和元年産、全算入生産費）と全国の129,
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505円に比べて生産コストが高いことから、今後の米価下落に備えて、農地の集積・集

約化による経営規模の拡大とともに、県内でも実証試験が進められているスマート農業

技術等も活用して、省力・低コスト化による生産性の向上が必要である。 

 

表３ 岡山県の米生産費（令和元年産、10a当たり）   （単位：円、時間、％） 

区 分 岡山県 

① 

 全国 

② 

全国対比 

①/② 構成比 

物財費 83,632 70 78,449 107 

労働費 35,323 30 34,854 103 

費用計 118,955 100 112,696 106 

生産費（副産物価額差引） 117,429  109,995 107 

その他（支払地代等） 14,755  19,510 76 

全算入生産費 132,184  129,505 102 

出典：農業経営統計調査 令和元年産米生産費（農林水産省） 

 

（４）水田農業の担い手 

 本県の基幹的農業従事者数は、平成22年から令和２年の10年間で約４割減少し29,259

人、平均年齢も0.8歳上昇し71.5歳（いずれも2020年農林業センサス）に達するなど、

高齢化が一層進んでいる。担い手への農地集積率は年々増加し、農地中間管理事業によ

る担い手への農地の貸付面積は2,385ha（令和元年度末）となっている。 

  今後、高齢農家のリタイアがさらに進み、離農や規模縮小する農家が急増することが

予測されることから、農地の新たな受け手となる担い手の確保と農地の集積・集約化等

による担い手の育成が急務となっている。 

特に水田農業では、競争力向上のため、農地中間管理事業等の推進により、農地の集

積・集約化を図り、収益力のある力強い大規模経営体の育成を図ることが重要となって

いる。 

 

ア 大規模経営体 

経営耕地面積10ha以上の経営体数は10年間で235経営体（2010農林業センサス）から4

12経営体（2020年農林業センサス）となり、約1.8倍増加している。水田農業では、水

稲作付面積が10ha以上の大規模経営体が近年増加（令和２年で248経営体）しており、

大規模化が進んでいる。 

 大規模経営体においても経営者の高齢化が進行する中、新たな担い手確保に向け次世

代への経営移譲や新規参入者の育成による経営分離(のれん分け)が円滑に行われること

が重要である。      

 また、ほ場の管理や作物・品種の選択、雇用・労務管理、農産物及び加工品の販売戦

略等をマネジメントする高い経営管理能力が経営者に必要となる。 

 さらに、規模拡大に伴い増加する水路・農道等の資源管理や畦畔の草刈り等の軽作業

を支援する人材が必要である。 
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イ 集落営農組織 

集落営農については、近年新たな組織設立は頭打ちであるものの、法人の設立は増加

しており、県中北部を中心に、277組織、うち法人は87法人（令和元年度末）となって

いる。 

 今後は、高齢者のリタイアがさらに進むことや、設立時から中心となってきたメンバ

ーの高齢化や人材不足により、組織の存続や農地の維持が困難になることが懸念される

ことから、次世代への円滑な引継ぎや他の組織や経営体との連携を進めることが課題と

なっている。 

 

ウ 地域資源の維持管理 

中山間地域を中心に高齢化が進み、畦畔や水路・農作業道等の地域資源の管理作業に

ついて、担い手農家の規模拡大や経営の発展を妨げている事例が見られることから、地

域資源の管理作業を担う地域組織の設立など、担い手農家の労力やコストなどの負担軽

減に向けた体制整備が必要となっている。 

 

３ 取組方針 

（１）需要に応じた売れる主食用米の生産 

ア 品種戦略 

消費者が求める品種や食味、栽培方法などにこだわった付加価値の高い米、業務用と

して安定的な需要のある米など、「岡山米の品種別生産・販売戦略」（表４）に基づ

き、ニーズの高い主要品種への集約を進めるとともに、地域の気象条件や品種の特性等

を生かしながら適地適作を基本に（表５）、家庭用や業務用、輸出等の多様な需要に対

応した米づくりを促進することにより、消費者や実需者から選ばれる岡山米の産地を育

成する。 

 

 （ア）家庭用米 

  家庭用米については、平成28年産の特Ａ取得を契機に、人気が高まっている「きぬむ

すめ」について、引き続き良食味・高品質栽培を推進するとともに、生産拡大を図る。

また、各地域で食味向上の取組機運が高まっており、「コシヒカリ」なども含め、食味

向上に向けた生産の取組を強化するとともに、消費者に対する県産米の美味しさのＰＲ

や認知度向上の取組を進め、「うまい岡山米」のイメージ定着化と需要・生産の安定化

を図る。 

 

（イ）業務用米 

 業務用米については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で需要が減退しており、

今後の価格低下も想定されることから、省力・低コスト生産技術や多収品種の導入によ

る生産コストの低減、実需者との契約取引の拡大等により農家の経営安定につなげる。 

 

（ウ）酒造好適米 

 酒造好適米については、全国の需給緩和や新型コロナウイルス感染拡大による清酒消

費の減退により、今後の需要が不透明であることから、需要に応じて生産計画を見直
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す。 

 県独自品種の「雄町」については、生産者、酒造メーカー、消費者との交流や飲食

店、酒販店等への積極的なＰＲにより「雄町の酒」の需要拡大を図り、生産において

は、基幹的な品種として作付けしている農協の生産部会、大規模水稲農家を中心に需要

に応じた生産を進める。 

 

（エ）高温障害対策 

 夏期の高温による「ヒノヒカリ」等の品質低下問題は、関係機関が連携して、適地作

付け、適期移植、肥培管理や水管理等の生産技術対策を徹底することとするが、並行し

て今後の気温上昇に備えて高温登熟性に優れた品種について検討を行う。また、その他

の品種についても、品種の特性に応じた適地適作を推進する。 

 

イ 輸出 

 米の輸出については、台湾・香港において、高級百貨店を中心に岡山フェアを開催

し、ブランド力のある「コシヒカリ」や「きぬむすめ」等のテスト販売に取り組んでき

たところである。今後、岡山米の輸出拡大に向けて、「アケボノ」や「朝日」等の業務

用米について、商業ベースでの取引に結びつくよう、商談会への参加や日本食レストラ

ン等でフェアを開催するなど積極的な取組を行う。 

  

ウ 消費拡大 

消費拡大については、単なるＰＲイベントだけではなく、歴史がある県独自品種の

「雄町」や「朝日」、業務用向きの「アケボノ」、食味にこだわった「きぬむすめ」

等、差別化・ブランド化された岡山米の特長を消費者へ啓発するとともに、生産者と消

費者・実需者の相互の信頼関係を構築し継続的な取引につなげる結び付き強化の取組を

進める。 
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表４ 岡山米の品種別生産・販売戦略 

品種名 販売の現状と戦略 

 

生産戦略 

＜Ｒ２＞ 
作付面積 

 
(作付割合) 

＜Ｒ５＞ 
作付目標 
面積 

（作付割
合） 

今後の 

需要動向 

あきたこまち 

・家庭用、業務用として安定的な需
要がある。 

・西日本有数の産地であり、生産量
が多く収穫時期が早い強みを生か
して積極的に販売する。 

微減 
 

・斑点米対策と適地適作（高
温障害対策）等による１等
米比率の向上を図る。 

・おいしさやこだわりを追求
した生産を進める。 

4,500 
(15.1)  

4,400 
(15.4) 

コシヒカリ 

・全国的に需要が減少している。 
・県内向け家庭用の消費が多いが、
他県産も多く流入している。 

・家庭用の全国銘柄として、県内量
販店に積極的に販売する。 

微減 
 

・他県産と競合しても県内消
費者に選ばれるようおいし
い米づくりを進める。（特Ａ
取得による美味しさのＰＲ
等） 

4,700 
(15.8) 

4,400 
(15.4) 

きぬむすめ 

・品質が安定しており、家庭用のほ
か県外の中食での業務需要も高
い。 

・特Ａ連続取得の実績を生かし、県
内消費者向けのＰＲと販売を強化
する。 

微増 
 

・中北部で「キヌヒカリ」等
からの品種転換により生産
拡大を図る。 

・岡山県のブランド米として
品質・食味向上の取組（特
Ａ連続取得等）を強化し、
おいしさやこだわりを追求
した生産を進める。 

4,400 
(14.8) 

4,600 
(16.1) 

ヒノヒカリ 

・家庭用として一定の需要がある。 
・良食味である強みを生かし、県内
外の家庭用とする。 減 

 

・高温障害対策の徹底、適地
適作による品質の安定化を
図る。 

・生産量が減っているため他
品種への転換を含めて検討
する。 

4,000 
(13.4) 

3,500 
(12.3) 

朝日 

・業務用（寿司米、学校給食等）と
して安定した需要がある。 

・全国の良食味米のルーツであるこ
とを強調したＰＲなどにより販路
拡大を図る。 

・粘りが少ない特長を生かした冷凍
米飯等や在来品種であることを生
かした醸造用の販売を強化する。 

増減 
なし 
 

・地域・生産部会等を限定し
た、高付加価値商品として
契約栽培を進める。 

2,500 
(8.4) 

2,600 
(9.1) 

アケボノ 

・大粒でどんぶり物等業務用（外
食）に向き、醸造用（かけ米）と
しても利用されているが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大により需
要減退が懸念される。 

・全国的に増えている多収の業務用
米品種と競合する。 

減 
 

・業務用向けとして、販売価
格に見合う多収低コスト生
産を図る。 

5,400 
(18.1) 

4,900 
(17.2) 

その他主食用
うるち 

・「にこまる」などは食味・品質の
評価が高く実需の人気が高い。 

・業務用多収品種は、実需者と結び
ついた一定の需要がある。 

品種によ
って異な
る 

・地域に適した主要品種等へ
作付転換し品種集約してい
く。 

2,570 
(8.6) 

2,430 
(8.5) 

雄町 
・清酒需要の減退により全国的に生
産過剰にあり、新型コロナウイル
ス感染症拡大により一層需要減退
が懸念される。 

減 
・生産抑制の必要がある。 470 

(1.6) 
500 

(1.8) 

その他酒米 減 
520 

(1.7) 
450 

(1.6) 

うるち計 
29,060 
(97.5) 

27,780 
(97.5) 

もち 計 
740 

(2.5) 
720 

(2.5) 

合  計（子実用） 
29,800 
(100) 

28,500 
(100) 

出典：農産課調べ、「合計（子実用）」は作物統計「令和２年産水陸稲の収穫量」（農林水産省） 
注１：端数処理の関係で計が合わない場合がある。 
注２：合計（子実用）は、水稲全作付面積から、飼料用米などを含む青刈り面積を除いた面積 
注３：本表の作付面積は、主食用米のほか、飼料用米とWCS用稲を除いた非主食用米を含んでいるため、表６の面積と

は一致しない。 
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表５ 地帯別の品種戦略 

種類 熟期 

地帯（年平均気温） 

高冷地 

(12.0℃以下) 

北部 

(12.0～13.5℃) 

中部 

(13.5～14.5℃) 

南部 

(14.5℃以上) 

うるち 

極早生 あきたこまち    

早生  コシヒカリ コシヒカリ  

中生 
 きぬむすめ きぬむすめ 

ヒノヒカリ 

 

ヒノヒカリ 

晩生 
   朝日 

アケボノ 

酒米 晩生    雄町 

もち 

極早生 ヒメノモチ    

早生  ココノエモチ ココノエモチ  

中生   ヤシロモチ ヤシロモチ 

 

（２）水田のフル活用による所得の向上 

農業団体や県協議会・地域協議会等と連携し、生産者への情報提供による需要に応じ

た主食用米生産の推進、非主食用米や麦・大豆、高収益な園芸作物等の作付推進方針の

策定及びその方針による産地育成の取組の促進により水田フル活用による農家所得の向

上を目指す。 

 

ア 主食用米 

主食用米については、県協議会が国から提供される全国の需給見通しや県産米の需給

動向等の情報を取りまとめ、地域協議会を通じて、生産者に対し、主体的な作付判断の

参考となる情報として提供するなど、地域協議会と連携して需要に応じた作付けを進め

る。 

 

イ 飼料用米 

  飼料用米については、飼料メーカー等の需要に応じて、大規模作付や複数年契約での

栽培を推進し、配合飼料工場の県内立地などの輸送コスト面で有利な条件を生かし、Ｊ

Ａライスセンターを活用した取組や、個別での乾燥調製が可能な大規模農家、集落営農

組織等を中心に、低コスト・多収生産の取組を進める。 

 そのため、地域の栽培条件に適した多収が得られる品種を用い、適期移植、肥培管理

や除草等の基本技術の励行により収量向上を図る。なお、多収性専用品種については、

作付けの団地化により主食用米への混入を防止する。 

また、直播栽培、耕畜連携（牛糞堆肥、鶏糞利用）、密播育苗、疎植栽培等の省力・

低コスト栽培技術の導入を推進する。 

 稲ＳＧＳについては、畜産農家の需要に応じた生産を図る。 

 

ウ 加工用米 

 「アケボノ」「朝日」の醸造用仕向けについては、新型コロナウイルス感染拡大の影

響で需要の減少が予測されており、酒造メーカー需要に応じた生産を進める。また、年

によって需要の変動がある味噌用、米菓用等については、加工業者との連携を図り需要
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に応じた生産を図る。 

 

エ ＷＣＳ用稲 

 ＷＣＳ用稲の給与実例や効果の周知等により、畜産農家の利用拡大を図るとともに、

適切な病害虫・雑草防除等の基本技術の励行やコントラクターによる円滑な作業受託体

制の確立により、品質を確保し、広域流通の取組を推進する。 

また、耕畜連携による堆肥の活用により、低コスト多収栽培を推進する。 

 さらに、飼料価値の高い専用品種（「たちすずか」「たちあやか」等）については、

生産者の話し合いにより団地化による作付拡大を進め、安定的な生産供給体制を整備す

る。 

 

オ 米粉用米 

 米粉パンや米粉麺の学校給食による一定の需要に加え、国内外で新たな需要拡大が見

込まれることから、需要を的確に把握し、需要に応じた生産を進める。 

 

カ 備蓄米 

 政府備蓄米の入札に係る県別優先枠に基づき、当該数量を確保し、国の備蓄運営の状

況に応じた、適正な生産を進める。また、価格競争激化による落札価格の下落に対応で

きるよう低コスト生産を進める。 

 

キ 新市場開拓米 

 台湾等での岡山米のプロモーションに取り組むとともに、国の「コメ海外市場拡大戦

略プロジェクト」を生産者等へさらに周知し、関心ある生産者への取組拡大を図る。 

 

ク 麦 

大規模経営体や集落営農組織において、水稲や大豆との二毛作を推進し、土地利用率

の向上を図るとともに、肥培管理や排水対策等の基本技術の励行による収量、品質の安

定化を図り、所得の確保につなげる。 

 二条大麦は、実需者の求める醸造適性や精麦適性の高い新品種への転換及び普及を進

めるとともに、施肥技術等の確立により高品質麦の安定生産を進める。 

 小麦については、排水対策等の基本技術の励行、病害虫防除対策により高品質安定生

産を図る。 

 また、二条大麦、小麦ともに、実需者からはタンパク質含有率が低いことが指摘さ

れ、安定した生産が求められていることから、排水対策や土づくり、施肥改善対策、病

害虫防除などの基本技術を励行する。 

 国産麦が過剰生産となっている中で、今後も需要拡大に取り組むとともに、播種前契

約に基づき、需要に応じた生産量と品質等を確保し、商品性の高い麦づくりを進める。 

 

ケ 大豆 

 白大豆については、集落営農組織等による作付規模の拡大と団地化を推進し、基本技

術の励行と省力化技術の普及による低コスト化、収量・品質の向上を図る。また、加工
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適性、耐病性等に優れる新品種への転換を検討し、契約栽培など実需者との結びつきに

よる生産を推進する。 

 黒大豆については、省力機械化体系の技術開発、出荷調製施設の整備等による産地供

給力の強化、排水対策等の基本技術の励行による収量・品質の向上に加え、実需者に対

するＰＲの強化など、生産から流通までの一体的なブランディング対策を支援する。 

 

コ 飼料作物（飼料用トウモロコシ等） 

 優良品種の導入や排水対策等の基本技術の励行により安定した収量・品質を確保す

る。また、飼料価値の高い飼料用トウモロコシについては、大規模経営体等による作付

けを推進し、耕畜連携による生産・利用の拡大を図るとともに、県南部地域では二期作

栽培を推進する。 

 

サ そば 

排水対策の徹底等により収量・品質の向上を図りつつ、６次産業化の取組など地域活

性化に寄与する地域振興作物として、需要に応じた生産を進める。 

 

シ 園芸作物 

  主食用米の作付面積は、国内消費量の減少に伴い今後も減少が見込まれることから、

水田の有効活用と農家所得の向上につなげるため、収益性の高い園芸作物の導入による

経営の複合化を推進する。 

 

（ア）野菜 

「岡山県野菜農業振興計画」に基づき、なす、トマト、アスパラガス等の既存産地の

さらなる強化や、水田を活用した新たな産地育成、新規就農者の受入や企業参入の促進

による担い手や労働力の確保等により、高品質な野菜を安定的に供給する力強い産地を

育成する。 

 特に、水田地帯での野菜生産については、ＪＡや営農組織等と連携した生産・出荷体

制の整備や、機械・施設の導入等の支援により需要が増加している加工・業務用野菜

等、まとまったロットでの出荷要望に対応できる新たな野菜生産団地を育成する。 

 黒大豆枝豆については、防除の徹底や防虫ネットの設置等による品質向上とともに、

県育成の早生種と組み合わせた長期継続出荷により、実需者ニーズに応じた生産を図

る。 

 

（イ）果樹 

 本県の長年にわたって蓄積された高度な技術等を生かしながら、桃とぶどうを中心

に、振興品種への新改植、排水性向上など土作りの徹底、省力・低コスト施設の導入等

を推進するとともに、１つの選果場を核とした５ha程度のまとまった規模での団地整備

を支援することで、産地の面積拡大や生産性向上を進め、供給力強化を図る。 

 また、首都圏や関西圏を中心に、市場等との信頼関係を一層強め、ＳＮＳ等の多様な

媒体を活用した戦略的な情報発信に取り組むとともに、重点市場の台湾、香港、シンガ

ポールを中心に積極的なプロモーションを展開し、輸出拡大に取り組む。 
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（ウ）花き 

 消費者ニーズに即応した新品目、新品種、新技術等の積極的な導入を進め、本県なら

ではの個性的な花きの生産によって、産地の差別化、ブランド化による競争力の強化を

図る。特に、県中北部を中心に産地化が進められている「りんどう」や生産拡大を図っ

ている「小ぎく」、「しきみ」については、産地リーダーや担い手等の人づくり、新技

術の推進、種苗供給体制の整備、流通の改善等を重点的に進めるとともに、消費者等に

対し積極的なＰＲを行い、需要拡大を図る。 

 
表６ 本県の水田農業における作物別延べ作付面積（現状と目標） 

（単位：ｈａ） 

作物名 
作付面積 

（令和２年度） 

作付目標面積 

（令和５年度） 

水稲 主食用米 ２８，９００  ２７，５３４ 

 うるち ２７，１７０ ２５，８６４ 

 酒米 ９９０ ９５０ 

 もち ７４０ ７２０ 

非主食用米 ２，０４２ ２，９９０ 

 

加工用米 ３７７ ５００ 

飼料用米 １，０７４ １，６００ 

ＷＣＳ用稲 ３３４ ４００ 

米粉用米 ８８ １３０ 

備蓄米 １０３ ２５０ 

新市場開拓米 １０９ １１０ 

麦類 小麦 ８８７ １，０００ 

二条大麦 ２，０５０ ２，０００ 

はだか麦 ２７２ ２００ 

麦類 計 ３，２１０ ３，２００ 

大豆 １，３９０ １，４７０ 

飼料作物 １，２７５ １，３５０ 

そば １３０ １４５ 

なたね ９ ３ 

園芸 
作物 

野菜 １，７８３ １，８５０ 

果樹 ５１３ ６００ 

花き・花木等 １４０ １４０ 

出典：作付面積（令和２年）は、「作物別作付(栽培)面積」(農林水産省)、中国四国農政局資料 

及び「地域水田フル活用ビジョン」(県内 27地域協議会) 

  注：本表の作付面積は、表４と区分が異なるため面積が一致しない。 
  



- 16 - 

ス 不作付地の縮小 

農業従事者の高齢化の進行等により増加傾向にある県内の不作付地については、人・

農地プランの見直し等の機会を通じて、地域全体での不作付地の縮小に向けた話し合い

を促し、地域特性を生かした地域振興作物等の作付推進や農地中間管理事業等を活用し

た地域の中心となる担い手への農地の集積・集約化により、その縮小と新たな発生防止

を図る。 

 

セ 耕地利用率の向上 

 田の耕地面積は、高齢化による労働力不足等により条件不利地を中心に減少し、作付

（栽培）延べ面積も同様に減少しており、耕地利用率は、令和元年産において79.6％と

全国平均92.8％（令和元年）を大きく下回っている（表７）。 

このため、不作付地の縮小や麦等による二毛作を進め、耕地利用率の向上並びに水田

のフル活用を図る。 

 
表７ 本県の水田における耕地利用率（現状と目標） 

（単位：ha、％） 

区   分 平成28年 

令和元年 

(現状) 

令和５年 

(目標) 

【参考】 

令和元年 

全国 

耕地面積（田） 51,600 50,600 49,000 2,405,000 

作付（栽培）延べ面

積 

41,900 40,300 40,000 2,220,000 

耕地利用率（田） 81.2％ 79.6％ 81.6％ 92.8％ 
出典：作物統計（農林水産省） 

注１：作付（栽培）延べ面積は、水稲、麦類、豆類、雑穀、野菜、果樹、茶、飼料作物、花き等の合計 

注２：耕地利用率は、耕地（本地）面積を「100」とした作付（栽培）延べ面積の割合 

 

（３）水田農業を支える担い手の確保・育成 

 収益性の高い力強い経営体が生産の中心を担う水田農業への構造転換を図るため、担

い手への農地の集積・集約化による規模拡大や法人化、省力・低コスト技術の導入、経

営管理能力のさらなる向上、労働力や機械・施設の有効利用等により、収益性の高い力

強い経営体（水稲作付面積10ha以上）を育成する。また、担い手の確保が困難な地域等

においては、集落営農組織を育成するとともに、既存組織と他の経営体による連携組織

を育成し、人材の確保や低コスト生産等を進める。地域資源管理については、管理作業

を担う組織の育成など、地域で担い手の負担を軽減する体制づくりを推進する。 

 

表８ 大規模経営体の育成数 

区  分 H28 R元 R２ R５(目標) 

水稲作付面積10ha以上

経営体数 
168 226 248 250 

出典：農産課調べ 

注 ：集落営農組織を含む。  

   R5(目標)は、21おかやま農林水産プラン（H31年2月） 
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ア 担い手の確保・育成 

（ア）大規模経営体 

 個別経営体においては、農地の集積・集約化による大規模経営、二毛作による耕地利

用率の向上、作業受託による経営の安定化等により収益力のある力強い経営体を育成す

る。 

 併せて、経営の継続性・高度化のほか、対外的信用の増大による取引の拡大、労働力

の安定的確保、経営管理能力の向上等を図るため、法人化を推進する。 

また、次世代への経営移譲や新規参入希望者を雇用しながら育成する経営分離（のれ

ん分け）を円滑に進める。 

         

（イ）集落営農組織 

農業者の高齢化や担い手不足により個別では管理できない農地が今後も増加すること

が見込まれることから、集落での合意形成の下、農業生産の共同化・統一化を図り効率

的な営農を行う集落営農の組織化を推進する。 

また、既存の集落営農組織については、組織の継続性の確保や経営の高度化等を図る

ための法人化、農地集積による大規模化、収益性の高い加工・業務用野菜等園芸作物の

導入や加工等の取組による経営の多角化を進める。また、集落内の若者や女性を対象と

してオペレーターの確保・育成を進めるが、これが困難な場合は、集落外に暮らす定年

退職予定者等を対象とした帰農前技術習得研修、集落外からの新規就農希望者の受入

れ、雇用等による人材確保を図る。 

 さらに、人材の確保や低コスト生産等を進めるため、複数の集落営農組織や個別経営

体による連携組織を育成し、機械の共同利用、新規作物の導入等を促進する。 

 

（ウ）多様な担い手 

担い手不足等の地域においては、農業参入企業等を担い手と位置付け、関係機関・団

体が連携し、必要に応じて支援を行うとともに、地域農業に精通したＪＡ直営による農

業経営、ＪＡ出資型農業法人の取組を推進する。 

 

イ 農地の集積・集約化 

地域の話合いによる人・農地プランを核として、関係機関相互の情報共有と連携強化

を図りながら、農地中間管理機構を認定農業者や集落営農組織などの担い手への農地集

積・集約化を進める中核的な事業体として活用し、経営の規模拡大、農地の集団化、新

規参入等を促進することで、生産性の向上を図る。 

 

ウ 省力・低コスト化 

 農地の集積・集約化による大規模化、麦の作付け等による農業機械の効率的利用、ほ

場の区画整理等による大区画化のほか、ＩＣＴ（情報通信技術）等を活用したスマート

農業の導入、直播栽培や疎植栽培、密播育苗、環境に配慮した低コスト施肥技術、省力

畦畔管理技術の導入、病害虫発生予察情報を活用した適切な防除の実施等、各地域や経

営体の状況に応じた技術導入を進め、産地間競争の激化による米価下落に対応できるよ

う一層の省力・低コスト化を図る。 



- 18 - 

 特に、スマート農業については、農業機械の自動走行・自動操舵や、センシングデー

タに基づく生育予測・栽培管理、ドローンによる農薬散布などの技術を、耕作条件、栽

培品目、経営規模などに応じて導入と活用を図り、超省力化や高品質生産を実現し、生

産性の向上を目指す。 

 

エ 小規模経営での所得向上 

  営農条件が不利で大規模経営や省力・低コスト生産が難しい中山間地域等において

は、食味や栽培方法等にこだわった付加価値の高い米の生産、野菜や花き等の収益性の

高い品目との複合経営、水稲と野菜等との二毛作による耕地利用率の向上などにより水

田のフル活用を図り、所得の向上につなげる。 

 

オ 経営管理能力の向上 

規模拡大や経営の多角化、法人化等に伴い必要となる作物・品種や栽培方法を選択す

る能力、雇用・労務管理や農産品及び加工品の販売戦略等をマネジメントする能力、Ｉ

ＣＴを活用した農地管理などが行える能力、米等の需給動向から主体的に経営判断がで

きる能力等を備えた人材育成を進める。 

 

カ 地域資源の維持管理 

畦畔や農道・用水路等の施設管理については、多面的機能支払や中山間地域等直接支

払制度等を活用するなど、地域住民との連携強化等を図り、地域資源の管理作業を担う

地域組織の設立など、担い手農家の労力やコストなどの負担軽減に向けた体制整備を進

める。 
 

４ 関係機関・団体との連携 

県、市町村、農業団体は、本方針を農業者へ周知するとともに、各種施策を活用して

図表で記した目標の達成が図られるよう推進を行うものとする。 

県協議会は、本方針を参考に「おかやま水田活用方針」を作成し、売れる米の生産、

水田フル活用、水田農業の担い手確保等により水田農業の振興が図られるよう推進を行

うものとする。 

地域協議会は、「おかやま水田活用方針」を参考に「水田収益力強化ビジョン」を作

成し、その達成（地域の特色ある魅力的な産品の産地づくり）に向けた推進を行う。 

 


