
別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

　

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者の増加

事業実施時、金井新田地区には、認定農業者候補者が2名いたが、1名が
罹病により離農せざるを得なくなったこと、1名が家族の病気により規
模拡大が図れず、認定農業者の条件を満たすことができなかったことか
ら、成果目標である金井新田地区の認定農業者数の増加が困難となって
おり、事業未達成となった。（目標は認定農業者数の1名増）

平成26年度、金井新田地区において認定新規就農者を1名認定
した。今後、認定農業者として育成し、平成32年度までに当該
目標を達成する。

４　未達成者への対応等その他
　上記のことから、認定新規就農者を育成し、認定農業者として認定するよう、関係機関と連携し指導・助言を行う。同時に、農地円滑化団体等と連携し、引き続き中心経営体となりうる農
業者の掘り起しを行い、定期的に検討会を実施するなど、早期の目標達成に向けた取り組みを実施する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

１　担い手への農地利用集積について
　西方町金井地区は、ほ場整備が進んでおり、農地面積約169haのうち、約15.9haが人農地プランの中心経営体に集積されており、割合は9.4%となっている。中心経営体は現在6名という
ことと、集積率が現在一桁であることから、目標である認定農業者数の確保に加え、農地円滑化団体等と連携し、集積を推進する必要がある。

２　必要となる中心経営体の育成について
　金井地区の中心経営体の多くは、施設園芸と水稲との複合経営が主であり、今後、それらの経営をする農家が中心担い手となることが見込まれる。人農地プランの中心経営体に位置
づけられていない認定農業者等の担い手に対し集積を図るため、人・農地プランへの位置づけを促していく。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　毎年、人・農地プランの見直しを実施しているが、未だ中心経営体として位置付けられていない認定農業者及び、意欲ある農業者がいるため、引き続き掘り起し等を行い、積極的に掲
載を図っていく。また、助成対象者の増田氏も、人・農地プランに未掲載のため、中心経営体として位置づけ、集約を推進していく。

認定農業者の増加

事業実施時、金井新田地区には、認定農業者候補者が2名いたが、1名が
罹病により離農せざるを得なくなったこと、1名が家族の病気により規
模拡大が図れず、認定農業者の条件を満たすことができなかったことか
ら、成果目標である金井新田地区の認定農業者数の増加が困難となって
おり、事業未達成となった。（目標は認定農業者数の1名増）

平成26年度、金井新田地区において認定
新規就農者を1名認定した。今後、認定農
業者として育成し、平成32年度までに当
該目標を達成する。

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

栃木市担い手総合育成支援協議会

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 栃木市 金井新田 平成19年度 平成21年度

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

遊休農地の解消

目標の早期達成のため、当該地区・隣接地区の遊休農地の解消に向け、
利用権設定の調整等の働きかけを実施してきたが、助成対象者の居住地
区については、集落営農組織が４組織活動しており、組織を中心に作業
委託等集中している傾向にあるため、地区内の遊休農地の解消取組みが
進まない状況であった。

今後は、農地中間管理機構を活用した取
組や農業公社などに該当する農地の斡旋
を受け、平成29年度までに目標達成す
る。

真岡市担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

栃木県 真岡市 真岡全域 平成19年度 平成21年度

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数

事業計画時から目標年度までの期間において、認定農業者数は横ばいで
推移していましたが、目標を達成するには至らず、以降毎年減少してい
く状況にありました。減少の背景としては、５年の計画期間終了者のう
ち再認定申請する者が高齢化・後継者の不在等により再認定申請を行わ
なかったものが増加したことが考えられる。なお、認定を受けて何らか
の優遇施策を受けられた認定農業者いる反面、有効に活用できなかった
ものが再認定を見送ったケースがある。

減少していた認定者数が平成26年度は増加に至った。(36人増)
平成26年度中には、真岡市基本構想の見直しを実施し、今後は
意欲ある農業経営者を育成・確保するために関係機関と連携
し、経営計画の策定・実行・評価・改善を支援し、平成31年度
までに目標達成する。

１　担い手への農地利用集積について

２　必要となる中心経営体の育成について
今後、各地域の個人農業経営者については、経営規模の拡大や農業経営の複合化等の取組を促し、農業経営者が自主的な申請により市、その他関係機関が連携し地域の担い手
を育成・確保する仕組みとして普及している認定農業者制度の活用を推進する。
集落営農については、地域農業の生産性向上や後継者が不足している地域の農業生産活動維持のため、小規模な農家や兼業農家も参加した集落営農の組織化や代表者・経理担
当者等の育成を推進するとともに、人・農地プランの中心経営体に集落営農を位置付け経営発展を推進する。

集落営農組織数
集落営農組織についても、地域の農業従事者の高齢化や後継者不在など
により、新規の組織設立よりも地域の土地利用型の大規模農家へ集積さ
れていく傾向にある。

今後、各地域の営農類型にあった集落営農の経営方法などを関
係機関と連携しながら、既存の農業集団を中心に指導・助言す
ることににより、集落営農組織に新規設立に取り組む。平成30
年度までに目標数に不足している1組織設立に努める。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
農業者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加等で、地域農業の５年後、１０年後の展望が描けない地域が存在している中で、各地域の「人と農地の問題」を解決していくため、
担い手への農地の集積・集約化、地域農業の在り方等を記載した「人・農地プラン」の継続的な話合いと見直しを推進する。

４　未達成者への対応等その他



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

経営の法人化

　天候不順による穂発芽が発生し、売り上げが伸びなかった。このた
め、積み立てができなかったことと、銀行からの融資が難航したことか
ら、法人化と合わせて展開する事業の見通しが立たないため、平成26年
度中の法人化を断念した。

売り上げを向上させ、計画通りの積み立
てを確保したのち平成29年度を目標に法
人化する。

大田原市担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

栃木県 大田原市 大田原市全域 平成20年度 平成22年度

経営規模拡大
経営者本人が死亡しており、妻と娘が経営を引き継ぎ経営改善を行って
いるが、これ以上の規模拡大は難しいとのこと。

本人死亡につきこれ以上の規模拡大は難
しい。

経営の法人化

　天候不順による穂発芽が発生し売り上げが伸びなかったため計画した
積み立てができず、法人化と合わせて展開する事業の見通しが立たない
ことと、地元において基盤整備事業の機運が高まり当該事業の中心的役
割を担うこととなったため時間的余裕がなくなった。以上２点の要因の
ため平成26年度中の法人化を断念した。

　当初の計画通りの積み立てを行うこと
と、地元基盤整備事業の実施に合わせて
受ける農地の利用権の設定時期に合わせ
て法人化する。

経営規模拡大
　自宅から近い場所を中心に探しているが、大規模農家が借り入れ、借
りられそうな農地がなくなった。

　自宅から離れている農地の利用権設定
や作業受託を受けるなどの取り組みによ
り、規模拡大を図る。

家族経営協定 母が体調を崩したため協定の締結を見送った。 母の体調が回復次第協定を結ぶ。

経営規模拡大
　農地として購入予定の土地について、店舗用地として売買されてし
まった。

　果樹の生産拡大のため利用権設定では
所有者の同意が得られず難しい状況であ
る。自宅からあまり遠すぎない範囲で農
地を探したり、以前断られた所有者など
にも再度調整し、達成を目指す。

経営の法人化
　規模拡大が計画通りに進まず、法人化後の事業展開が見通せないた
め。

　一刻も早く規模拡大し、一定の収益を
確保し、税理士等の指導を受けながら法
人化を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

１　担い手への農地利用集積について
　大田原市の集積率は、平成20年時は41%だったが、現在は52%となっている。今後引き続き農地利用集積が進むように、人・農地プランの見直しを行い、農地中間管理機構の活用、
基盤整備事業等の推進に併せて、加速度的に集積していく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　市内10地区に分け、各地区に中心経営体を設定し、関係機関が密接に連携し、経営改善状況をフォローアップする。新規就農者についても同様に中心経営体に育成・指導してい
く。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
 毎年度、定期的に地域内の話し合いを行い、中心経営体の育成・農地集積が計れるよう見直しをしていく。

４　未達成者への対応等その他
　構造政策を効果的に推進するため、未達成者に対するフォローアップを引き続き実施するとともに、今後の支援のあり方について市全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまで
の活動状況等を踏まえて、地区の関係者、ＪＡ、県、公社、市等の関係者と定期的に検討する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数 新規の農業者に対し広く周知し40人増加したが、目標に届かなかった。
平成27年6月認定で908人。9月認定で968人。平成28年2月認定
で1000人になることから目標を達成する見込み。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

農地利用集積面積
　認定農業者の減少により、地区の集積面積は減少してきているが、助
成対象者の面積は目標を達成している。

　引き続き、候補となる農業者に対して認定農業者の育成や農
地利用集積面積の確保を図るとともに、高齢化等で農業から離
れていく農業者から農地の利用権を設定し担い手への集積面積
を拡大するよう推進する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 高根沢町 花岡東上 平成20年度 平成22年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

栃木県 高根沢町 上高東部 平成20年度 平成22年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

栃木県 高根沢町 上柏崎 平成20年度 平成22年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

経営面積の拡大
　順調な規模拡大が推進されたが、作業受託については、増加している
ものの目標面積には達していない。

　引き続き規模拡大を推進していく。
　（息子に経営移譲済）

経営面積の拡大 　地権者と協議し、規模拡大を図ったが、目標は達成できなかった。
　引き続き地権者や農業委員会等を利用
し面積の集積を図り規模拡大を推進して
いく。

栃木県 高根沢町 桑窪 平成20年度 平成22年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

農地利用集積面積

　認定農業者の減少により、地区の集積面積は減少してきているが、助
成対象者の面積は目標を達成している。
　

　引き続き、候補となる農業者に対して認定農業者の育成や農
地利用集積面積の確保を図るとともに、高齢化等で農業から離
れていく農業者から農地の利用権を設定し担い手への集積面積
を拡大するよう推進する。

経営面積の拡大 　地権者と協議し、規模拡大を図ったが、目標は達成できなかった。
　引き続き地権者や農業委員会等を利用
し面積の集積を図り規模拡大を推進して
いく。

栃木県 高根沢町 伏久 平成20年度 平成22年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

経営改善目標達成者数 　認定農業者の減少により、地区の集積面積は減少してきている。

　引き続き、候補となる農業者に対して認定農業者の育成や農
地利用集積面積の確保を図るとともに、高齢化等で農業から離
れていく農業者から農地の利用権を設定し担い手への集積面積
を拡大するよう推進する。

経営面積の拡大 　地権者と協議し、規模拡大を図ったが、目標は達成できなかった。
　引き続き地権者や農業委員会等を利用
し面積の集積を図り規模拡大を推進して
いく。

栃木県 高根沢町 上高中部 平成21年度 平成23年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

経営改善目標達成者数 　認定農業者の減少により、地区の集積面積は減少してきている。

　引き続き、候補となる農業者に対して認定農業者の育成や農
地利用集積面積の確保を図るとともに、高齢化等で農業から離
れていく農業者から農地の利用権を設定し担い手への集積面積
を拡大するよう推進する。

栃木県 高根沢町 中東台 平成21年度 平成23年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

栃木県 高根沢町 向原 平成21年度 平成23年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

経営面積の拡大 　地権者と協議し、規模拡大を図ったが、目標は達成できなかった。
　引き続き地権者や農業委員会等を利用
し面積の集積を図り規模拡大を推進して
いく。

経営面積の拡大 　地権者と協議し、規模拡大を図ったが、目標は達成できなかった。
　引き続き地権者や農業委員会等を利用
し面積の集積を図り規模拡大を推進して
いく。

栃木県 高根沢町 中郷 平成21年度 平成23年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

農地利用集積面積
　認定農業者の減少により、地区の集積面積は減少してきているが、助
成対象者の面積は目標を達成している。

　引き続き、候補となる農業者に対して認定農業者の育成や農
地利用集積面積の確保を図るとともに、高齢化等で農業から離
れていく農業者から農地の利用権を設定し担い手への集積面積
を拡大するよう推進する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

経営改善目標達成者数 　認定農業者の減少により、地区の集積面積は減少してきている。

　引き続き、候補となる農業者に対して認定農業者の育成や農
地利用集積面積の確保を図るとともに、高齢化等で農業から離
れていく農業者から農地の利用権を設定し担い手への集積面積
を拡大するよう推進する。

経営面積の拡大 地権者と交渉はしているが、面積の確保まではいたらなかった。
引き続き、候補となる農業者や高齢化等
で農業から離れていく農業者へ更に交渉
を進め、経営面積を拡大したい。

栃木県 高根沢町 宝中 平成21年度 平成23年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

４　未達成者への対応等その他
　今後の支援のあり方について町全体の中心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況等を踏まえて、地区の関係者ともに話合いを開催し検討する。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積等の現状をみると、当地区においては、予定した担い手に農地集積することに苦慮し、地区目標を達成することができなかった。これは主に農業従事者の高齢化、後継者
不足等が課題である。
　今後、農地中間管理機構の活用等による利用集積を促進することとする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢化、後継者不足等が問題になっている。地
域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は認定農業者及び新規就農者の掘り起しを図る。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　農地利用集積の状況等を十分勘案し、地域での話し合い「人・農地プラン」の見直し作業を行うことで後継者の育成又は新規就農者の掘り起しを図る。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
　認定農業者数は、引き続き未達成の状況にある。減少要因としては未
更新者の増加が挙げられ、増加しない要因としては農業従事者の高齢
化、後継者不足等が問題になっている。

　現在、候補となる農業者に対して周知はしているものの確保するの
は難しい状況にあるが、経営所得安定制度の改正により、認定農業者
が増えてくる可能性がでてきた。
　よって、これまでの世代に加え、定年後に農業を始める農業者に対
して呼びかけを行い、近年中に達成できるよう推進を図る。

栃木県 高根沢町 大谷４ 平成21年度 平成23年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、上中野・笹沼地区においては農地集積は進んだが認定農業者の増加には至らず目標を達成することができなかった。これは主に農業者の現状維持志向からきており今後高齢化
が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を
進め農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
上中野・笹沼地区は16前後の経営体を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、これらの中心経営体の経営改善状況等を
引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めることで地区全体の発展を図ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を達成している者
や進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上中野・笹沼地区における上記１、２の状況及び他
の地区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地集積も図ることができた。しかしながら、認定農業者の増加においては地区内に波及しなかったため、今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手とな
る認定農業者の増加を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）

候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行うことで地区において新規認定
2件となった。しかしながら、認定を更新しない農業者も2件いたため目
標を達成することができなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や新た
な担い手の発掘などの取組を行う。また、更新予定者の直接指
導を行い再認定を徹底する。さらに、新規就農者の確保を図る
ため、就農希望者を支援する取り組みを実践していく。具体的
には、改善計画書に記載した「具体的改善措置等」を実践して
いく。目標：地区認定農業者数16件（達成率0％）

栃木県 那須塩原市 上中野・笹沼 平成２０年度 平成２２年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

認定農業者数（経営体数）

候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行い、認定数を伸ばしたが目標数
まで至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や新た
な担い手の発掘などの取組を行う。また、更新予定者の直接指
導を行い再認定を徹底する。さらに、新規就農者の確保を図る
ため、就農希望者を支援する取り組みを実践していく。具体的
には、改善計画書に記載した「具体的改善措置等」を実践して
いく。目標：地区認定農業者数12件（達成率　75％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、下中野地区においては農地集積は進んだが認定農業者の増加には至らず目標を達成することができなかった。これは主に農業者の現状維持志向からきており今後高齢化が進め
ば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進め農
地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
下中野地区は12前後の経営体を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、これらの中心経営体の経営改善状況等を引き続
きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めることで地区全体の発展を図ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を達成している者
や進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の下中野地区における上記１、２の状況及び他の地区
における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地集積も図ることができた。しかしながら、認定農業者の増加においては地区内に波及しなかったため、今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手とな
る認定農業者の増加を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 下中野 平成２０年度 平成２２年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

目標未達成理由等の報告書



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

農地利用集積

認定農業者の増につながらず現状維持となり、このことから担い手への
農地利用集積が進まなかった。このため、1名減となった認定農業者の
分の集積面積減から結果として19.9haで目標達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、認定農業者の掘り起しを行うことで
農地利用集積を進めていく。

目標：農地利用集積 31.0ha（達成率△382％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、赤坂地区においては高齢化に伴い認定農業者が更新されず、これに伴い農地利用集積も減少し目標を達成することができなかった。これは主に農業者の現状維持志向からきて
おり今後高齢化が進めば更に農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い
手の掘り起し、育成並びに後継者の指導を進め農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
赤坂地区は5前後の経営体を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、これらの中心経営体の経営改善状況等を引き続き
フォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めることで地区全体の発展を図ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を達成している者
や進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の赤坂地区における上記１、２の状況及び他の地区に
おける担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成したが、地区内の認定農業者の増加においては地区内に波及しなかったため、農地利用集積も進まなかった。今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手となる認定農
業者の増加を目指すことで農地利用集積の増加を図る。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）

候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが認定を受けるまでに
は至らなかった。また、高齢化に伴い更新を見送られたため、計画時か
ら1件減の3件となり達成に至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や新た
な担い手の発掘などの取組を行う。また、更新予定者の直接指
導を行い再認定を徹底する。さらに、新規就農者の確保を図る
ため、就農希望者を支援する取り組みを実践していく。具体的
には、改善計画書に記載した「具体的改善措置等」を実践して
いく。目標：地区認定農業者数 5件（達成率△200％）

栃木県 那須塩原市 赤坂 平成２０年度 平成２２年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、一区町地区においては担い手の確保を図ることはできたが、想定より農地利用集積が進まず目標を達成することができなかった。これは主に農業者の現状維持志向からきており
今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、更なる担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手
の掘り起し、育成を進め農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
一区町地区は22前後の経営体を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、これらの中心経営体の経営改善状況等を引き続
きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めることで地区全体の発展を図ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を達成している者
や進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の一区町地区における上記１、２の状況及び他の地区
における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の認定農業者の増加に繋げることができた。しかしながら、想定より農地利用集積が進まなかったため、今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手となる認
定農業者の増加を図りつつ、農地の貸手の把握及び斡旋を進めることで農地利用集積の増加を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

農地利用集積

認定農業者数の成果目標は達成することができたが、想定より農地利用
集積が進まず、結果、173.3haであり目標達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、更なる認定農業者の掘り起しを行う
ことで農地利用集積を進めていく。

目標：農地利用集積 187.1ha（達成率48.8％）

栃木県 那須塩原市 一区町 平成２０年度 平成２２年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

農地利用集積

認定農業者数の成果目標は達成することができたが、農地利用集積にお
いては一時期農地利用集積を98.4ha（達成率69％）まで伸ばしたが、そ
の後一部の農業者について出し手側の状況変化から利用権の再設定に至
らず目標達成とならなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、更なる認定農業者の掘り起しを行う
ことで農地利用集積を進めていく。

目標：農地利用集積 104.6ha（達成率0.5％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、二つ室地区においては担い手の確保を図ることはできたが、想定より農地利用集積が進まなかったことと利用権の再設定がなされなかった件が見られたことなどにより目標を達成
することができなかった。これは主に農業者の現状維持志向からきており今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、更なる担い手の育成を図ることができれば現状
維持からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進め農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
二つ室地区は12前後の経営体を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、これらの中心経営体の経営改善状況等を引き続
きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めることで地区全体の発展を図ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を達成している者
や進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の二つ室地区における上記１、２の状況及び他の地区
における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の認定農業者の増加に繋げることができた。しかしながら、想定より農地利用集積が進まなかったため、今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手となる認
定農業者の増加を図りつつ、農地の貸手の把握及び斡旋を進めることで農地利用集積の増加を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 二つ室 平成２０年度 平成２２年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

目標未達成理由等の報告書



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
上埼玉一区地区は5前後の経営体を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、これらの中心経営体の経営改善状況等を引
き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めることで地区全体の発展を図ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地集積も図ることができた。しかしながら、認定農業者の増加においては地区内に波及しなかったため、今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手とな
る認定農業者の増加を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数） 候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規の認定が進まず計画数の
維持となった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：5（達成率0％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、上埼玉一区地区においては農地集積は進んだが認定農業者の増加には至らず目標を達成することができなかった。これは主に農業者の高齢化に伴う現状維持志向からきてい
る。今後更なる高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い
手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

栃木県 那須塩原市 上埼玉一区 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
豊浦長久保地区は4前後の経営体を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、これらの中心経営体の経営改善状況等を引
き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めることで地区全体の発展を図ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地利用集積・認定農業者の増加を図ることができた。しかしながら、個別の経営改善計画について目標達成に至らなかった。今後も関係機関と連携し農業者の経営状況
を確認、改善指導を図ることで経営目標の達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営改善目標達成者数
（経営体数）

地区内の認定農業者数、農地利用集積面積の増加を図ることはできた
が、個別の経営改善計画について3年度目において中間評価を行い目標
達成が困難と思われる経営体については、随時指導を行っていったが達
成には至らなかった。

関係機関と更なる連携を図り経営状況の確認、改善指導を行う
ことにより目標達成を目指す。具体的には、改善計画書に記載
した「具体的改善措置等」を実践していくことで、目標達成を
図る。
また、計画更新において現在の経営環境、今後の経済見通しを
考慮した計画作成を指導していく。経営改善目標達成者数：2（達成率0％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、豊浦長久保地区においては農地利用集積、認定農業者数の増加が進み目標を達成することができた。しかしながら、一般の農業者は現状維持志向があり、今後高齢化が進めば
農業者数も減少していってしまう。このため認定農業者を中心に担い手の育成、更なる掘り起し、後継者の指導を進めることで現状維持からリタイアしていく農業者の農地を集積し、地域
の農地集積につなげていくこととする。

栃木県 那須塩原市 豊浦長久保 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
寺子地区は24前後の経営体を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の状
況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めることで地区全体の発展を図ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地集積も図ることができた。しかしながら、認定農業者の増加においては地区内に波及しなかったため、今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手とな
る認定農業者の増加を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数） 候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、認定者数22に伸ばしたが達成
には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：24（達成率50％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、寺子地区においては農地利用集積は進み目標達成となったが、認定農業者数については新規認定が想定より進まず目標を達成することができなかった。これは主に農業者の高
齢化に伴う現状維持志向からきている。今後更なる高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集
積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

栃木県 那須塩原市 寺子 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

担い手への農地利用集積

認定農業者数が現状維持であったこともあり担い手への農地利用集積が
進まなかった。内訳として新規認定1名に対して更新されなかった農業
者も1名いたため合計で現状維持になってしまった。このことから、更
新されなかった認定者の分の集積面積分が減となり目標39.3haに対して
27.6haの集積しか図れず目標未達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、認定農業者の掘り起しを行うことで
農地利用集積を進めていく。

目標集積面積39.3ha：（達成率△50％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、鍋掛東地区においては認定農業者の新規認定1名であったが、更新されなかった農業者も1名おりこの農地集積面積の差により目標を達成することができなかった。また、地域とし
て農業者の高齢化に伴う現状維持志向があり、今後更なる高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農
地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
鍋掛東地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の
状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めることで地区全体の発展を図ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては農地の出し手農家並びに農作業受託先と引き続き交渉を進めていく。さらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進
めることで適切な出し手農家の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

経営規模の拡大

経営面積：17.8ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：5戸を目標
として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農家
との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変わっ
たため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進まず目
標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の情報を提
供するなどして、目標達成を目指す。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、結果として1件の新規認定を
達成したが、認定を更新しない農業者も1件あったため計画時の認定者
数は維持されたが目標達成には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：5（達成率0％）

栃木県 那須塩原市 鍋掛東 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

担い手への農地利用集積

認定農業者数が新規認定4件に対し認定を更新しない農業者が6件であっ
た。このことから、更新されなかった認定者の分の集積面積分が減とな
り想定ほど農地の集積が進まず目標191.4haに対して155.1haの集積しか
図れず目標未達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、認定農業者の掘り起しを行うことで
農地利用集積を進めていく。

目標集積面積：191.4ha（達成率△11.6％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、沓掛地区においては認定農業者の新規認定4名であったが、更新されなかった農業者も6名おりこの農地集積面積の差により目標を達成することができなかった。また、地域として
農業者の高齢化に伴う現状維持志向があり、今後更なる高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農
地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
沓掛地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の状
況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ることとす
る。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては農地の出し手農家並びに農作業受託先と引き続き交渉を進めていく。さらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進
めることで適切な出し手農家の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

経営規模の拡大

経営面積：11.42ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：3戸を目
標として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農
家との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変
わったため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進ま
ず目標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の情報を提
供するなどして、目標達成を目指す。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定4件に対し、認定を
更新しない農業者が6件であったため、結果として2件減となり目標達成
には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：22（達成率△200％）

経営規模の拡大

経営面積：12.4ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：10戸を目
標として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農
家との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変
わったため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進ま
ず目標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の適切な情
報を提供するなどして、目標達成を目指
す。

経営規模の拡大

経営面積：15.4ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：5戸を目標
として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農家
との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変わっ
たため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進まず目
標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の情報を提
供するなどして、目標達成を目指す。

栃木県 那須塩原市 沓掛 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、北和田地区においては認定農業者の新規認定3名であったが、更新されなかった農業者も6名おりこの農地集積面積の差により目標を達成することができなかった。また、地域とし
て農業者の高齢化に伴う現状維持志向があり、今後更なる高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農
地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
北和田地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の
状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ることと
する。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては個別目標は達成しているが、地域として認定農業者数の増加が進まなかったため今後、関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業後継者の指導、新たな担い手の発掘
などの取組を行う。また、更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実践していくことで目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定3件に対し、認定を
更新しない農業者が6件であったため、結果として3件減となり目標達成
には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：28（達成率△200％）

経営改善目標達成者数
（経営体数）

地区内の認定農業者数、農地利用集積面積の増加を図ることはできた
が、個別の経営改善計画について3年度目において中間評価を行い目標
達成が困難と思われる経営体については、随時指導を行っていったが達
成には至らなかった。

関係機関と更なる連携を図り経営状況の確認、改善指導を行う
ことにより目標達成を目指す。具体的には、改善計画書に記載
した「具体的改善措置等」を実践していくことで、目標達成を
図る。
また、計画更新において現在の経営環境、今後の経済見通しを
考慮した計画作成を指導していく。経営改善目標達成者（目標）：11（達成率87.5％）

栃木県 那須塩原市 北和田 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、鴫内地区においては担い手への農地利用集積目標は達成することができた。しかしながら地区内で認定農業者の新規認定3名に対して、更新されなかった農業者も2名おり地域
の担い手育成に課題がある。また、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタ
イアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
鴫内地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の状
況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ることとす
る。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては個別目標は達成しているが、地域としてさらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進めることで適切な出し手農家
の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定3件を達成したが、
認定を更新しない農業者が2件であったため、結果として目標達成には
至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：9（達成率33.3％）

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 鴫内 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

目標未達成理由等の報告書



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 槻沢・高柳 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営規模の拡大

経営面積：12.3ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：6戸を目標
として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農家
との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変わっ
たため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進まず目
標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の適切な情
報を提供するなどして、目標達成を目指
す。

経営規模の拡大

経営面積：15.4ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：7戸を目標
として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農家
との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変わっ
たため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進まず目
標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の適切な情
報を提供するなどして、目標達成を目指
す。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定2件を達成したが、
認定を更新しない農業者も2件あったため、結果として現状維持であり
目標達成には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：9（達成率0％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、槻沢・高柳地区においては担い手への農地利用集積目標は達成することができた。しかしながら地区内で認定農業者の新規認定2名に対して、更新されなかった農業者も2名おり
地域の担い手育成に課題がある。また、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持か
らリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
槻沢・高柳地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体
の状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ること
とする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては農地の出し手農家並びに農作業受託先と引き続き交渉を進めていく。さらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進
めることで適切な出し手農家の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 東赤田・横林 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営規模の拡大

当初経営面積を22.1haから28.6haへ伸ばすことを目標とした。しかし、
事故により障害を受け農業経営が困難となり、その後死亡したため親族
が農業経営を継承することとなった。ただし、専業農家ではないため早
急な規模拡大は困難である。

経営主死亡により農業経営を承継したた
め、早急な規模拡大は困難である。関係
機関による経営指導、近隣農家のサポー
トを受けることで経営安定を図り規模拡
大を進め目標達成を目指す。

環境への配慮
経営主死亡により経営環境が変化した。このため、経営規模拡大目標が
達成されていないため、これとともに環境への配慮目標も継続して行っ
ている。

経営主死亡により経営環境が変化した。
関係機関の指導の下、規模拡大を目指し
ておりこれとともに環境への配慮も行っ
ていく。方法として点検シートを付ける
ことで実施を確認していく。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数） 候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定2件を達成したが、
認定を更新しない農業者も5件あったため目標達成には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：12（達成率△300％）

担い手への農地利用集積
認定農業者数が現状維持であったこともあり担い手への農地利用集積が
進まなかった。内訳として新規認定1名に対して更新されなかった農業
者も1名いたため合計で現状維持になってしまった。このことから、更
新されなかった認定者の分の集積面積分が減となり目標39.3haに対して
27.6haの集積しか図れず目標未達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、認定農業者の掘り起しを行うことで
農地利用集積を進めていく。

目標集積面積183.8ha：（達成率44.2％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、東赤田・横林地区においては担い手への農地利用集積目標は達成することができた。しかしながら地区内で認定農業者の新規認定2名に対して、更新されなかった農業者も2名お
り地域の担い手育成に課題がある。また、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持
からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
東赤田・横林地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営
体の状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図るこ
ととする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては農地の出し手農家並びに農作業受託先と引き続き交渉を進めていく。さらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進
めることで適切な出し手農家の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 町井・上大貫上 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数） 候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定5件を達成したが、
認定を更新しない農業者も10件あったため目標達成には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：19（達成率△350％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、町井・上大貫上地区においては担い手への農地利用集積目標は達成することができた。しかしながら地区内で認定農業者の新規認定5名に対して、更新されなかった農業者も10
名おり地域の担い手育成に課題がある。また、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状
維持からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
町井・上大貫上地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経
営体の状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図る
こととする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地集積も図ることができた。しかしながら、認定農業者の増加においては地区内に波及しなかったため、今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手とな
る認定農業者の増加を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 関谷・日の出 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営規模の拡大

経営面積：11.5ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：3戸を目標
として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農家
との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変わっ
たため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進まず目
標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の情報を提
供するなどして、目標達成を目指す。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定1件を達成したが、
認定を更新しない農業者も1件あったため結果として現状維持となり目
標達成には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：18（達成率0％）

担い手への農地利用集積
認定農業者数が現状維持であったこともあり担い手への農地利用集積が
進まなかった。内訳として新規認定1名に対して更新されなかった農業
者も1名いたため認定数は現状維持になってしまった。このことから、
更新されなかった認定者の分の集積面積分が影響したことで想定ほど集
積が図れず目標達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、認定農業者の掘り起しを行うことで
農地利用集積を進めていく。

目標集積面積127.4ha：（達成率58％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、関谷・日の出地区においては担い手への農地利用集積を図ったが、地区内で認定農業者の新規認定1名に対して、更新されなかった農業者も1名おりこの影響で想定ほど集積が
進まなかった。また、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農
地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
関谷・日の出地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営
体の状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図るこ
ととする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては農地の出し手農家並びに農作業受託先と引き続き交渉を進めていく。さらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進
めることで適切な出し手農家の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 那須塩原東部 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営規模の拡大

経営面積：10.1ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：3戸を目標
として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農家
との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変わっ
たため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進まず目
標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の情報を提
供するなどして、目標達成を目指す。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

担い手への農地利用集積 事業実施以降において、地域担い手の認定農業者更新が途切れた期間が
あり、このため想定より集積面積が減少した。その後、新規認定が進み
認定農業者数は目標達成したが、認定の更新が途切れた際にリタイアし
た農家もあり、農地利用集積面積が伸びず目標達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、認定農業者の掘り起しを行うことで
農地利用集積を進めていく。

目標集積面積665.3ha：（達成率△479％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、那須塩原東部地区においては一時的に担い手の農業者認定が途切れたこともあり農地利用集積目標は達成することができなかった。しかしながら地区内で認定農業者数は増加
に転じたため認定農業者数の目標は達成しており、この新規認定者に農地集積を図ることが今後の目標となる。地域として一部に現状維持志向があり、今後高齢化が進めばこれらの農
業者もリタイアしていくがこの農地を新規認定者への集積につなげることで地区の農地利用集積を進めることとする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
那須塩原東部地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経
営体の状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図る
こととする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては農地の出し手農家並びに農作業受託先と引き続き交渉を進めていく。さらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進
めることで適切な出し手農家の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 埼玉・沓掛新田 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）
候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行うことで事業2年度目において
目標認定農業者数は達成したが、その後、地区内農業者の高齢化に伴い
農業者の現状維持の意識が強くなったことで、認定を更新しない農業者
が増えたため目標達成には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：13（達成率△350％）

経営改善目標達成者数
（経営体数） 個別の経営改善計画について3年度目において中間評価を行い目標達成

が困難と思われる経営体については、随時指導を行っていったが達成に
は至らなかった。

関係機関と更なる連携を図り経営状況の確認、改善指導を行う
ことにより目標達成を目指す。具体的には、改善計画書に記載
した「具体的改善措置等」を実践していくことで、目標達成を
図る。
また、計画更新において現在の経営環境、今後の経済見通しを
考慮した計画作成を指導していく。経営改善目標達成者（目標）：3（達成率50％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、埼玉・沓掛新田地区においては担い手への農地利用集積目標は達成することができた。しかしながら地区内で認定農業者の新規認定が進んでおらず地域の担い手育成に課題が
ある。また、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集
積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
埼玉・沓掛新田地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経
営体の状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図る
こととする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地集積も図ることができた。しかしながら、認定農業者の増加においては地区内に波及しなかったため、今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手とな
る認定農業者の増加を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 三区町・上大貫下 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営規模の拡大

経営面積：5.55ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：3戸を目標
として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農家
との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変わっ
たため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進まず目
標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の情報を提
供するなどして、目標達成を目指す。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

担い手への農地利用集積

事業1年目において目標の61％まで集積を伸ばしたが、その後、予定し
ていた出し手農家の状況変化等によって集積が進まなくなり目標
232.8haに対して222.6haの集積しか図れず目標達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、認定農業者の掘り起しを行うことで
農地利用集積を進めていく。

目標集積面積232.8ha：（達成率△2％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
三区町・上大貫下地区においては認定農業者数目標は達成することができたが、予定していた出し手農家の状況変化等により集積が進まなくなったことから農地利用集積の目標達成に
至らなかった。今後、地域として現状維持志向があり、高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の
集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
三区町・上大貫下地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心
経営体の状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図
ることとする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては農地の出し手農家並びに農作業受託先と引き続き交渉を進めていく。さらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進
めることで適切な出し手農家の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 越堀 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）

候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定1件を達成したが、
目標達成には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：6（達成率33％）

集落営農組織数（組織数）

事業実施年度（平成２１年度）において１件の組織化を達成した。しか
し、その後、経営状況の変化（新規導入作物（ねぎ）の栽培失敗、組合
員の死亡）により平成22年4月に解散となってしまった。以降、新たな
組織化まで至らず目標達成とならなかった。

今後は、地域担い手のリーダーに集落営農組織の設立を働きか
け新たな組織化を目指す。

目標組織数：1（達成率△100％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、越堀地区においては担い手への農地利用集積目標は達成することができた。しかしながら地区内で認定農業者の新規認定は1名に留まっており地域の担い手育成に課題がある。
また、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集積につ
なげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
越堀地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の状
況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ることとす
る。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては農地の出し手農家並びに農作業受託先と引き続き交渉を進めていく。さらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進
めることで適切な出し手農家の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 西野間 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）

候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定には至らず目標達成
とならなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：6（達成率0％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、西野間地区においては担い手への農地利用集積目標は達成することができた。しかしながら地区内で認定農業者の増加には繋がらず地域の担い手育成に課題がある。また、地
域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集積につなげるこ
とができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
西野間地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の
状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ることと
する。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地集積も図ることができた。しかしながら、認定農業者の増加においては地区内に波及しなかったため、今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手とな
る認定農業者の増加を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 沼野田和 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営規模の拡大

経営面積：17.38ha 、利用権設定等・農作業受託先の農家数：11戸を目
標として、利用権設定並びに農作業受託の交渉を進めていたが出し手農
家との条件が合わなかったこと。予定していた出し手農家の状況が変
わったため契約に至らなかったこと。これらのことから規模拡大が進ま
ず目標達成とならなかった。

農地中間管理機構の活用や関係機関の指
導等を図りつつ、出し手農家の情報を提
供するなどして、目標達成を目指す。

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）

候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、事業2年度目において新規認
定1件を達成したが、認定を更新しない農業者も2件あったため目標達成
には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：4（達成率△100％）

経営改善目標達成者数
（経営体数）

地区内の認定農業者数、農地利用集積面積の増加を図ることはできた
が、個別の経営改善計画について3年度目において中間評価を行い目標
達成が困難と思われる経営体については、随時指導を行っていったが達
成には至らなかった。

関係機関と更なる連携を図り経営状況の確認、改善指導を行う
ことにより目標達成を目指す。具体的には、改善計画書に記載
した「具体的改善措置等」を実践していくことで、目標達成を
図る。
また、計画更新において現在の経営環境、今後の経済見通しを
考慮した計画作成を指導していく。経営改善目標達成者（目標）：2（達成率0％）

担い手への農地利用集積

認定を更新しない農業者もあり担い手への農地利用集積が進まなかっ
た。内訳として新規認定1名に対して更新されなかった農業者も1名いた
ため合計で現状維持になってしまった。このことから、更新されなかっ
た認定者の分の集積面積分が減となり目標39.3haに対して27.6haの集積
しか図れず目標未達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、認定農業者の掘り起しを行うことで
農地利用集積を進めていく。

目標集積面積31.4ha：（達成率30％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、沼野田和地区においては地区内で認定農業者の新規認定1名に対して、更新されなかった農業者が2名おり担い手への農地利用集積が進まなかったことと共に地域の担い手育
成にも課題がある。また、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアして
いく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
沼野田和地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体
の状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ること
とする。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体においては農地の出し手農家並びに農作業受託先と引き続き交渉を進めていく。さらに農地中間管理機構の活用を促しつつ、関係機関と連携のもと指導等を図っていく。また、出し手農家の掘り起しを進
めることで適切な出し手農家の情報を提供するなどして、目標達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 青木２区 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）

候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定2件を達成したが、
認定を更新しない農業者も2件あったため結果として現状維持となり目
標達成には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：15（達成率0％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、青木2区地区においては担い手への農地利用集積目標は達成することができた。しかしながら地区内で認定農業者の新規認定2名に対して、更新されなかった農業者も5名であり
地域の担い手育成・確保に課題がある。また、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状
維持からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
青木2区地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の
状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ることと
する。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地利用集積を図ることができたが、認定農業者の増加には波及せず目標達成に至らなかった。今後も関係機関と連携し農業者へ制度説明や新たな担い手の発掘を行う
ことで目標の達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

栃木県 那須塩原市 二区町 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

認定農業者数（経営体数）

候補となる農業者に対し認定農業者の制度を説明し認定を促すととも
に、新たな担い手の発掘などの取組を行ってきたが地区内農業者の高齢
化に伴い農業者の現状維持の意識が強く、新規認定3件に対して認定を
更新しない農業者が9件あったため目標達成には至らなかった。

関係機関連携のもと候補となる農業者に対する戸別訪問や農業
後継者の指導、新たな担い手の発掘などの取組を行う。また、
更新予定者の直接指導を行い再認定を徹底する。さらに、新規
就農者の確保を図るため、就農希望者を支援する取り組みを実
践していく。具体的には、改善計画書に記載した「具体的改善
措置等」を実践していく。目標認定農業者数：21（達成率△700％）

担い手への農地利用集積

関係機関連携のもと農業者に制度説明を図っていったが、地区内の新規
認定農業者と比べて認定を更新しない農業者が多かったことから、地区
全体では農地集積を進めることができず目標達成に至らなかった。

関係機関の連携を強化し、利用権の再設定や農家の戸別訪問し
農地中間管理機構の制度説明を行い、地域の農地の貸手の把握
及び斡旋を進める。また、認定農業者の掘り起しを行うことで
農地利用集積を進めていく。

目標集積面積112.2ha：（達成率△55.7％）

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、二区町地区においては地区内での認定農業者の増加に波及できなかったため、認定の更新をしなかった農業者がでたことで農地集積を進めることができず目標を達成することが
できなかった。地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も減少していくことになる。このため、関係機関連携のもと担い手の育成・掘り起し、後継者の育成を図るこ
とで現状維持からリタイアしていく農地の集積につなげることで地区の農地利用集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
二区町地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の
状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ることと
する。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成したが、認定農業者の増加においては地区内に波及しなかったため、農地集積も進まなかった。今後も関係機関と連携し農業者の経営を指導し地域の担い手となる認定農業者の増加を
図ることで農地集積を進める。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。



別紙様式第１－1１号

Ⅰ　経営体ごとの成果目標の未達成理由等

Ⅱ　地区の成果目標（必須目標）ごとの未達成理由等

Ⅲ　地域への影響等と構造政策を進めるための今後の取組方向

 １　担い手への農地利用集積について

 ２　必要となる中心経営体の育成について

 ３　人・農地プランの作成・見直し等について

 ４　未達成者への対応等その他

 【記入要領】
　１　Ⅰの「目標未達成となった主な理由等」欄については、経営体の成果目標の項目ごとに主な理由を記入する。

　２　Ⅱの「未達成理由の総括」欄については、必須目標となる地区の成果目標ごとに、未達成理由を総括的に整理する。

目標未達成理由等の報告書

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度 事業実施主体

農地利用集積等の現状をみると、市全体では8割前後の農業者が現状維持と考えており農地集積は進みづらい状況にある。しかしながら、5年後の意向を見ると2割程度の農業者は規
模縮小またはリタイヤを検討しており、いかに後継者を育成しつつ地域の担い手として農地の集積を図れるかが課題となっている。
今回、下大貫地区においては担い手への農地利用集積目標、認定農業者数の増加は達成することができた。しかし、地域として現状維持志向があり、今後高齢化が進めば農業者数も
減少していってしまう。ただし、担い手の育成を図ることができれば現状維持からリタイアしていく農地の集積につなげることができるため、担い手の掘り起し、育成を進めるとともに後継
者の指導を図り農地の集積につなげていくこととする。

中心経営体の育成・確保状況については、市全体で農業者の概ね3割程度が中心経営体となっている。
下大貫地区は主に認定農業者を地区の中心経営体として据え牽引させることで地区全体を引き上げることを目標にしている。このため、関係機関との連携を図りこれらの中心経営体の
状況把握、経営改善指導など引き続きフォローアップして育成を図りつつ、更なる担い手の掘り起しを進めるとともに、認定者の再認定を指導していくことで地区全体の発展を図ることと
する。

現行の人・農地プランは、平成24年に作成し市全体において今後の担い手の現状（中心経営体の経営面積3131ha）と計画（中心経営体の経営面積4229ha）を定めているが、既に計画を
達成している者とともに進捗が大幅に遅れている者も見られる。また、農地の出し手となる者の農地面積等も計画との乖離が生じている。このため、今回の上記１、２の状況及び他の地
区における担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、市全体の現状を踏まえて、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

経営体毎の目標は達成し、地区内の農地利用集積・認定農業者の増加を図ることができた。しかしながら、個別の経営改善計画について目標達成に至らなかった。今後も関係機関と連携し農業者の経営状況
を確認、改善指導を図ることで経営目標の達成を目指す。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄については、これまでの達成状況等の推移を踏まえ、具体的な改善措置の
　 内容、目標達成の見込とその時期について記入する。

　　　また、「目標達成に向けた改善措置及び目標達成見込時期等」欄についても、地区の成果目標ごとに具体的な改善措置の内容、目標達成の
　 見込みとその時期について総括的に記入する。

　３　Ⅲについては、Ⅱで整理した地区の成果目標未達成理由等を考慮の上で、①地区内の担い手への農地利用集積状況や出し手・受け手の
　 現状等を踏まえた課題と今後の具体的な対応策、②地域が必要とする担い手と地域内での役割分担の状況等を踏まえた課題と今後の具体
　 的な対応策、③人・農地プランと現状との乖離状況等を踏まえた具体的な対応策等、④未達成者への今後の対応その他課題と対策等につい
　 て記入する。

栃木県 那須塩原市 下大貫 平成２１年度 平成２３年度
那須塩原市担い手育成総合支援
協議会

№ 対象経営体名 成果目標 目標未達成となった主な理由等
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

成果目標項目
（必須目標）

未達成理由の総括
目標達成に向けた改善措置
及び目標達成見込時期等

経営改善目標達成者数
（経営体数）

地区内の認定農業者数、農地利用集積面積の増加を図ることはできた
が、個別の経営改善計画について3年度目において中間評価を行い目標
達成が困難と思われる経営体については、随時指導を行っていったが達
成には至らなかった。

関係機関と更なる連携を図り経営状況の確認、改善指導を行う
ことにより目標達成を目指す。具体的には、改善計画書に記載
した「具体的改善措置等」を実践していくことで、目標達成を
図る。
また、計画更新において現在の経営環境、今後の経済見通しを
考慮した計画作成を指導していく。経営改善目標達成者（目標）：3（達成率50％）


