
高収益作物に対する助成
（水田活用の直接支払交付金 産地交付金）

◇経営所得安定対策に加入し、水田で出荷・販売を目的として大豆、米粉用米等の戦略作物や園芸作物を生産す
る農業者に対して、以下の通り支援を行います。（令和4年度中に出荷を行う作物、１ａ以上１ａ単位で助成）

対象作物 要件等 交付単価

① 地産地消作物

（なにわ特産品含む）

令和４年度中に、出荷・販売していること

（戦略作物
※１

・たけのこ・そば・②の対象作物を除く）

8,000円/10a

（上限価格）

②

なにわの伝統野菜 府が定めるなにわの伝統野菜認証を受けた作物に助成（19品目）

18,000円/10a

（上限価格）

大阪エコ農産物 府が定める大阪エコ農産物認証を受けた作物に助成(78品目）

地域振興作物 地域水田フル活用ビジョンにおいて地域の振興作物に定められた
品目（じゃがいも・さといも・だいこん・軟弱野菜（みずな、ね
ぎ、しゅんぎく、こまつな、しろな、ほうれんそう））に助成

③ 担い手の育成 10月1日現在で認定されている認定農業者等※３が作付けする

①②または⑥の作物に加算（※別途要件があります）

10,000円/10a

④ 人・農地プランの

実質化の推進

実質化された人・農地プランに位置づけられた中心経営体に加算

③に加算

10,000円/10a

⑤ 規模拡大加算 当年1～12月末に利用権の設定（機構事業を含む）又は販売権付
農作業委託契約等を締結し、③の担い手が規模拡大した筆に加算

12,000円/10a

⑥ エコ大豆・
エコ新規需要米等加算

※

２

戦略作物の助成を受けたエコ大豆及びエコ新規需要米（米粉用米
・ＷＣＳ・飼料用米等）、エコ加工用米に加算

13,000円/10a

⑦ 施設園芸加算 高収益作物の収量・品質の安定及び収益力向上につながる施設栽
培をする②の作物に加算

10,000円/10a

⑧ 国際水準ＧＡＰの
推進

12月1日現在で有効期間中の国際水準ＧＡＰ(JGAP,ASIAGAP,
GLOBAL G.A.P.)を取得している者が作付するGAP対象①②に加算

20,000円/10a

※１ 戦略作物：麦、大豆、飼料作物、新規需要米、加工用米 ※２ 新規需要米・加工用米に取り組む場合は国の認定を受ける必要があります。
※３ 認定農業者（国版・大阪版）、認定新規就農者及び集落営農組織。

☆１０aあたりの交付額のイメージ（一例です）

最大80,０００円/10a

☆１０aあたりの交付単価
※交付メニュー、単価等については、国と協議中です。
単価は当初配分を元に設定しているため、追加配分や申請状況等によって変わる可能性があります
。

担い手の育成
（10,000円/10a）

38,000円

48,000円

18,000円
申請する

人・農地プランの実質化の推進
(10,000円/10a)

規模拡大
する

プラン
実質化

58,000円

国際水準ＧＡＰの推進
(20,000円/10a)

国際水準
ＧＡＰ取得

規模拡大加算
（12,000円/10a）

大阪エコ農産物・なにわの伝統野菜・
地域振興作物
（1８,000円/10a）

地産地消作物
（8,000円/10a）

担い
手
支援

施設栽培への加算
（10,000円/10a）

作物
支援8,000円

施設栽培
加算

68,000円

１8,000円

Ⅰ

認定農業
者になる

①



3 大阪ならではの制度を活用した地産地消に取組みませんか？

②

2 施設園芸加算について

～これからの申請でも、産地交付金の対
象となる場合があります～大阪版認定農業者制度

国の認定農業者に加え、小規模であっても地産地消に取り組む農業者を、大阪府が独自に認
定しています。認定を受けた農業者は、府からの技術指導など様々な支援措置を受けることが
できます。

（申請〆切）令和４年（２０２２年）７月末まで
（問い合わせ先）交野市役所 都市整備部 農政課

大阪エコ農産物認証制度

農薬の使用回数、化学肥料（チッソ）の使用量が府内の標準の半分以下になるよう府が基準
を設定し、その基準を満たす農産物を大阪エコ農産物として府が認証するものです。認証され
た農産物は認証マークを表示して販売できます。

（申請〆切）令和４年（２０２２年）７月末まで
（問い合わせ先）交野市エコ農産物推進協議会（交野市役所 都市整備部 農政課）

令和９年度より産地交付金の対象水田の要件が変更される方針を踏まえ、施設園
芸に対する助成を行います。

要件１
・交付対象水田にビニルハウス等の施設が有り、野菜・花き等が栽培され、出荷さ
れていること。

要件２
・大阪エコ農産物助成、なにわの伝統野菜助成、地域振興作物助成のいずれかの
助成を受けること。※地産地消の推進は対象外です。

（R4.02.16版）

1 交付要件について

○営農計画書と交付申請書、証拠書類等の名義が異なると交付されません。
○大阪エコ農産物・なにわの伝統野菜については、当該作物が府（市）の
認証を受けていることが必要です。
○野菜・果樹・花き等の作物は、販売伝票等の書類の提出が必要です。
○担い手加算を受けるためには１０月１日現在で認定を受けており、かつ
市町村等が実施する経営内容に関する自己点検シートを提出された方が対
象です。
○規模拡大加算については、営農計画書に拡大（見込み含む）する筆を記
載し、10a以上拡大することが条件です（複数筆合算可）。
○主食用米を作付けしている水田の裏作には、麦・大豆等の戦略作物を除
き交付されません。（水稲の裏作野菜は不可）



じゃがいも
（かたのルビーも含む）

●さといも
●だいこん
●軟弱野菜（みずな・ねぎ・

しゅんぎく・こまつな・
しろな・ほうれんそう）

野菜
～なにわ特産品～
なす ふき 紅ずいき キャ
ベツ しゅんぎく たまねぎ
きゅうり さといも えだま
め えびいも こまつな み
つば ねぎ 若ごぼう
～その他野菜～
れんこん くわい スイート
コーン いちご ほうれんそ
う みずな トマト しそ等
※上記以外の野菜も対象にな
ります

果樹
※果樹は令和元年以降の新植
分のみが交付対象

～なにわ特産品～
くり ぶどう みかん いち
じく もも

～その他果樹～
はっさく かき うめ
すもも なし キウイフルー
ツ等
※上記以外の果樹も対象になります

（いも類・雑穀類）
１ さといも
２ さつまいも
３ じゃがいも
４ ヤーコン
５ やまのいも
６ スイートコーン

（野菜類）
７ だいこん
８ 葉だいこん
９ かぶ

１０ にんじん
１１ ごぼう
１２ 葉ごぼう
１３ キャベツ
１４ 非結球メキャベツ
１５ カリフラワー
１６ ブロッコリー
１７ はくさい
１８ レタス
１９ 非結球レタス
２０ しろな

２１ こまつな
２２ ほうれんそう
２３ しゅんぎく
２４ みずな
２５ 非結球あぶらな科

葉菜類
２６ チンゲンサイ
２７ みつば
２８ ずいき
２９ ふき
３０ たまねぎ
３１ ねぎ
３２ 赤しそ
３３ おおば
３４ オクラ
３５ モロヘイヤ
３６ なす

（水なす含む）
３７ トマト
３８ ミニトマト
３９ とうがらし類
４０ ズッキーニ
４１ きゅうり

４２ かぼちゃ
４３ すいか
４４ にがうり
４５ いちご
４６ ピーマン
４７ えだまめ
４８ さやえんどう
４９ 実えんどう
５０ さやいんげん
５１ 未成熟そらまめ
５２ れんこん
５３ くわい
５４ とうがん
５５ しろうり
５６ にんにく
５７ なばな類
５８ まこもたけ

（米）
５９ 水稲 ※１

（豆類 （種実））
６０ だいず ※２

６１ ごま

（果樹類）
６２ ぶどう
６３ 温州みかん
６４ かんきつ
（温州みかんを除く)

６５ もも
６６ いちじく
６７ くり
６８ かき
６９ うめ
７０ すもも
７１ なし
７２ キウイフルーツ

（花き・花木類）
７３ アイリス
７４ チューリップ
７５ フリージア
７６ ゆり
７７ けいとう
７８ きく
７９ まつ
８０ はぼたん

産地交付金の交付対象作物

大阪エコ農産物

なにわの伝統野菜

１ 毛馬胡瓜（けまきゅうり）

２ 玉造黒門越瓜（たまつくりくろもんしろうり）

３ 勝間南瓜（こつまなんきん）

４ 金時人参（きんときにんじん）

５ 大阪しろな（おおさかしろな）

６ 天王寺蕪（てんのうじかぶら）

７ 田辺大根（たなべだいこん）

８ 芽紫蘇（めじそ）

９ 服部越瓜（はっとりしろうり）

１０ 鳥飼茄子（とりかいなす）

１１ 三島独活（みしまうど）

１２ 吹田慈姑（すいたくわい）

１３ 泉州黄玉葱（せんしゅうきたまねぎ）

１４ 高山真菜（たかやままな）

１５ 高山牛蒡（たかやまごぼう）

１６ 守口大根（もりぐちだいこん）

１７ 碓井豌豆（うすいえんどう）

１８ 難波葱（なんばねぎ） １９ 堺鷹の爪

なにわ特産品をはじめとする地産地消作物

※どの作目についても営農
計画書の転作作物の欄に、
交付申請をする「作物名」
を必ず記載してください

※１ 産地交付金の対象となる水稲は、戦略作物助成対象の新規需要米（米粉用米、飼料用米、WCS用稲）
※２ 産地交付金の対象となる大豆は、戦略作物助成対象のみ

（R4.02.16版）③

地域振興作物



戦略作物に対する助成
（水田活用の直接支払交付金 戦略作物助成）

○水田で出荷・販売を目的として、麦・大豆・加工用米・新規需要米等の戦略作物を生産す
る農業者

１ 交付対象者

２ 交付単価および交付要件

対象作物 交付単価
（10a当たり）

麦・大豆・飼料作物 3.5万円

加工用米 2万円

ＷＣＳ用稲 8万円

米粉用米・飼料用米 収量に応じ
5.5～10.5万円
（数量払）

米粉用米・飼料用米の交付単価イメージ

（万円）

単収
（kg/10a）

10.5

8.0

5.5

345 495 645

（大阪標準単収値）

○販売契約の締結又は自家加工販売（直売所等での販売）計画書を提出し、収穫後に出荷・販売
が確認できる書類を提出できること

○米粉用米・飼料用米・WCS用稲・加工用米については、国の認定を受けていること

○米粉用米・飼料用米については、農産物検査機関による品位等検査を受ける又は数量及び品位等の
客観的な確認を受けること

※数量払については、当年秋の各地域における標準単収値を作況により調整し、交付単価が決定
されます。

1kg当たり約167円増加

Ⅱ

（R4.02.16版）
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交野市農業再生協議会
事務局（交野市役所 都市整備部 農政課

電話 ８９２－０１２１（内線５８１・５８２）
住所 交野市私部１－１－１（交野市役所 別館１階）

経営所得安定対策交付金の交付申請手続き
１．事前申込み（営農計画書に記載）（5月25日まで）

（水稲共済への加入手続き（営農計画書との一体様式）

翌年３月

交付金の支払い
交付金は、国から農家の皆さんが指定した個人の口座に直接
振り込まれます。

作物作付

収穫 (販売)

１０月～１２月

※原則として12月20日までに市町村（協議会）へ下記書類を提出
してください！
【水田活用の直接支払交付金申請者】
○野菜・花き等の作物 → 販売伝票等の提出
○果樹・植木→販売伝票等の提出
（令和４年度に出荷をしない場合は作業日誌を提出）
○冬作物で出荷伝票が間に合わない等の場合は、別途書類の提出
が必要です。

地域協議会において、作物の作付確認（現地確認）を行います。

※経営所得安定対策の交付金については通常の補助金と同様、農業所得
として 計上し、申告する必要があります。

経営所得安定対策の交付金を受けるためには、営農計画書の提出や交付申請等の手続
きが必要です。

交付申請は４～６月、交付金の支払は翌年３月ごろの予定です。

７月

２．経営所得安定対策交付金交付申請書の提出 （6月30日まで）

加入申込み・支払時期Ⅲ

エコ農産物・大阪版認定農業者の申請は忘れずに！

お問い合わせ先

地域協議会・国において、交付要件の確認（提出書類）を行います。

４月～６月

（R4.02.16版）
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・「認定農業者」の方
・「認定新規就農者」の方
・ 集落営農組織（規約を有し、共同販売経理を実施しているもの）

農林水産省では、米や麦・大豆などを生産する担い手の皆さんの経
営安定に向けた施策を実施しています。
「認定農業者」や「認定新規就農者」になるか、「集落営農」を設立する又は既
存の「集落営農」に参加して、経営所得安定対策への加入をご検討ください。

１．交付金の対象者

経営所得安定対策（ゲタ・ナラシ）
に加入しませんか？

令和４年産の加入申請期限は令和４年６月３０日です。

経営所得安定対策の内容や対象者要件について詳しく知りたい方は、
近畿農政局 大阪府拠点にお問い合わせください。

電話 ０６－６９４１－９６５７
フリーダイヤル ０１２０－３８－３７８６

・対象品目は「麦、大豆、そば、なたね」など

・標準的な生産費と販売価格の差額分を交付

２．畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策) 

・対象品目は「米、麦、大豆」など
・価格下落等の際に、下落額の9割までを補填

３．米・畑作物の収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)

※令和３年度から農産物検査を受検しない場合でも、一定の条件を満たせばゲタ・ナラシの対象
とすることが出来ます。お問い合わせ下さい。

令和４年産からナラシ対策の運用が変わります！
～米について事前契約等を要件化～

（１）ＪＡ等の集出荷業者へ出荷・販売する米

・ ６月末までに出荷契約又は販売契約を結び、 翌年３月末までに出荷又は販売したもの

（２）実需者等へ直接販売する米

・ ６月末までに前年の実績等を基に販売計画を作成し、翌年３月末までに販売契約を結

び、販売の対象としたもの

加入申請時（生産年の６月30日まで）にナラシ積立申出書とともに新たに「出荷・販売契約数量
等報告書」等の提出も必要

（R4.02.16版）
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農業共済の『収入保険』がサポートします

自然災害や病虫害
、鳥獣害などで収
量が下がった

市場価格が下
がった

災害で作付け
不能になった

けがや病気で
収穫できない

倉庫が浸水して売
り物にならない

取引先が倒産
した

盗難や運搬中の
事故にあった

輸出したが為替
変動で大損した

新型コロナウイル
スの影響で販売収
入が減少した

基準収入１００万円の場合、保険期間の農業収入が９０万円を下回っ
た場合に補填されます。
例）保険期間の農業収入が５０万円の場合、３６万円が補償されます。

全ての農産物を対象に、自然災害による収量減少や価格低下をは
じめ、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる収入減
少を補償します。

新型コロナウイルスの感染拡大防止対策の影響で販売収入が減少
した場合も収入保険の補償の対象となります。

加入できる方 対象収入

青色申告を行っている農業者（個人・法人）
※青色申告の実績が５年以上あることが原則で
す。５年未満の場合は、その年数に応じて加入
割合(補償割合）の上限が制限されます。

農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体
※簡易な加工品（精米、もちなど）は含まれます。

補償は 保険方式８割（上限）、積立方式１割、支払率９割（上限）を選択した場合

※ 基準収入は、青色申告の農業収入額の過去５年間の平均額を基に算定されます。

保険料等は

基準収入１００万円の場合、初年度は３７,６３８円です。

(保険料等の内訳は、保険料８,８５６円（保険料率１.２３％）、積立金２２,５００円、事務費６,２８２円）
上記の保険料と事務費は５０％、積立金は７５％の国の補助を受けています。

※保険料は掛捨てになります。保険料率は、自動車保険と同様に保険金の受取が無ければ保険料
は下がっていきます。
積立金は、農業者自身のお金であり、補てんに使われない限り翌年に持ち越しされます。

申込期限は

補償期間は

個人の場合は、令和４年１２月末までに申し込みが必要です。

令和５年１月から１２月までの１年間の収入が補償対象となります。

（ 法人の場合は会計年度１年間の収入が対象となります。）
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収入保険・水稲共済に関するお問い合わせは 大阪府農業共済組合 まで

災害の備えとして

農業共済の水稲共済に加入しましょう

近年の台風や豪雨等自然災害の大型化や昨年のような甚大なウンカ被害が
いつ、どこにどの程度の被害が起こるか予測できません。

加入できる方

加入方法は

補償金額

共済掛金

耕作面積が１０a以上ある方が加入できます

営農計画書兼水稲共済加入申込書の下欄に「加入申込」欄がありま
すので「加入する」又は「申込する」に○印をお願いします。

１０a当たり最大約７８,０００円の補償

１０a当たり約２８０円で補償が受けられます

※水稲共済以外の他の共済事業に加入されている場合（すでに組合員である方は、１０ａ以下でも加入できます。

□北部支所 茨木市西駅前町10番20号 ℡072-631-7737

□南部支所 和泉市北田中町215番地 ℡0725-92-3313

□本 所 大阪市中央区農人橋2丁目1番33号 ℡06-6941-8736

農地中間管理事業で
農地を借りませんか！！

まずは
「農用地等の借受希望申込書」

を提出

メリット
農地所有者との調整は公社が行います
賃料はまとめて公社に支払うだけ
手数料はかかりません

（一財）大阪府みどり公社 農政チーム までご相談ください。 TEL ０６-６２６６-８９１６

大阪府農地中間管理機構で検索！
農地を借りたい方をクリックし、4.応募方法から
「農用地等の借受希望申込書」をダウンロード!

※新規参入の方は面談が必要です
※市街化調整区域内の農地が対象となります
（都市計画区域外(岬町の一部)の農地含む）

☆農地中間管理事業で借りているBさん

●公社が書類を作成し、市役所まで持って行ってくれるので

営農に専念できる。

●賃料の支払いは公社へ一括して

振り込めるから、振込手数料も

1回だけで安くすんだ。

☆利用権設定（相対）で借りているAさん

●何人もの地主と個別に契約するので大変。

●書類を市役所まで持って行かないといけない。

●賃料の支払い手数料が5件で

千円以上に。

支払いの時期もバラバラで

手間ばかりかかる。

利用権設定等促進事業と農地中間管理事業の比較
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