
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。

館林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

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

群馬県 館林市 下志柄地区 平成23年度 平成25年度

№ 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

経営面積の拡大

　当初、借受ける予定の圃場があったが、所有者の都合により同地区内
の別の農家に貸付てしまったこと、息子が就農したため貸付られなかっ
たこと等により経営面積の拡大ができず、また、借受けを見越して耕作
条件の悪い圃場を一部返還したため、達成率-230％となった。

農地中間管理機構を活用し、地区外の農地
についても借入を実施するよう指導する。
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生産コストの縮減

　現状値及び目標値を設定する際に、耕作地の中に条件の悪く不整形な
圃場があること、圃場が分散していること等の助成対象者の耕作状況を
考慮せず、理論値から設定したため、達成可能な目標値ではなかったこ
とによる。

農地中間管理機構を活用し、農地の集約化
を行い、作業の効率化を図るよう指導す
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

生産コストの縮減

　現状値及び目標値を設定する際に、耕作地の中に条件の悪く不整形な
圃場があること、圃場が分散していること等の助成対象者の耕作状況を
考慮せず、理論値から設定したため、達成可能な目標値ではなかったこ
とによる。

農地中間管理機構を活用による農地の集約化、関係機関等と連携
をし機械の効率的な利用を進めるよう指導する。

経営面積の拡大
　当初、借受ける予定の圃場があったが、所有者の都合により同地区内
の別の農家に貸付てしまったこと、息子が就農したため貸付られなかっ
たこと等により経営面積の拡大ができなかった。

地区内全体の農地中間管理機構の利用促進を進め、農地集積を図
る。

４　未達成者への対応等その他
　生産コストの縮減については達成可能な目標ではないが、、関係機関と連携して本事業で導入した機械を効率的に利用するよう支援していく。　また、経営規模の拡大については、地区
外の農地も視野に入れて、農地中間管理機構の活用して農地集積等を行うよう指導していく。

　　　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。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積の現状をみると、市全体で工業団地の造成に伴い農業労働力の流出等による農業の担い手不足、担い手の高齢化、農地の資産的保有傾向が強く担い手への集積が進ま
ない状態であり、担い手確保、担い手への効率的な農地の集積が課題である。
　下志柄地区においても、担い手不足という課題に対応するため本事業を導入したが、所有者の都合により借受けができなかったこと、地区内からの農地の出してがいなかったことにより、
地区目標を達成することができなかった。要因としては、同地区は畑が主で、水田には限りがあり、農地の出し手が少ないことによる。
　今後は農地中間管理機構の活用による担い手への農地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
　中心経営体の育成・確保状況については、平成２６年度の新規就農者は市全体で５名で、依然、担い手確保が課題となっている。
　下志柄地区は今回の経営体で地区全体を担うことを計画しており、引き続き経営改善状況をフォローアップしていく必要がある。
　今後は、将来の地域農業に関する地区の意見がまとまっていない状況であるため、新規就農者等の担い手確保・育成、農地集積に向けた検討を行っていく。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　現行の人・農地プランは、市全体の中心となる経営体を位置付けたもので、平成２４年に作成し、平成２７年４月１日現在で２５３名となっているが、プランの細分化については地域との話
し合いが進まない状況から作成までには至ってていない。
　今後は地域ごとに細分化されたプランの作成及び定期的な見直しを実施していく。



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。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　現行の人・農地プランは、市全体の中心となる経営体を位置付けたもので、平成２４年に作成し、平成２７年４月１日現在で２５３名となっているが、プランの細分化については地域との話
し合いが進まない状況から作成までには至ってていない。
　今後は地域ごとに細分化されたプランの作成及び定期的な見直しを実施していく。

４　未達成者への対応等その他
　生産コストの縮減については達成可能な目標ではないが、、関係機関と連携して本事業で導入した機械を効率的に利用、農地中間管理機構の活用による農地集積等を行い、生産コスト
の縮減できるよう支援していく。

　　　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。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積の現状をみると、市全体で工業団地の造成に伴い農業労働力の流出等による農業の担い手不足、担い手の高齢化、農地の資産的保有傾向が強く担い手への集積が進ま
ない状態であり、担い手確保、担い手への効率的な農地の集積が課題である。
　東山地区においても、担い手への効率的な農地の集積という課題に対応するため本事業を導入し、担い手への農地の集約化を図ったが、効率的な農地の集積までには至らず、また、適
正な目標設定ができなかったため、生産コストの縮減ができず地区目標を達成することができなかった。
　今後は農地中間管理機構の活用による担い手への農地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
　中心経営体の育成・確保状況については、平成２６年度の新規就農者は市全体で５名で、依然、担い手確保が課題となっている。
　東山地区は今回の経営体で地区全体を担うことを計画しており、引き続き経営改善状況をフォローアップしていく必要がある。
　今後は、将来の地域農業に関する地区の意見がまとまっていない状況であるため、新規就農者等の担い手確保・育成、農地集積に向けた検討を行っていく。

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

生産コストの縮減

　現状値及び目標値を設定する際に、耕作地の中に条件の悪い圃場があ
ること、圃場が分散していること等の助成対象者の耕作状況を考慮せ
ず、理論値から設定したため、達成可能な目標値ではなかったことによ
る。

農地中間管理機構を活用による農地の集約化、関係機関等と連携
をし機械の効率的な利用を進めるよう指導する。
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生産コストの縮減

　現状値及び目標値を設定する際に、耕作地の中に条件の悪い圃場があ
ること、圃場が分散していること等の助成対象者の耕作状況を考慮せ
ず、理論値から設定したため、達成可能な目標値ではなかったことによ
る。

農地中間管理機構を活用し、農地の集約化
を行い、作業の効率化を図るよう指導す
る。

館林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

群馬県 館林市 東山地区 平成23年度 平成25年度

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

 【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　人・農地プランの作成・見直し等について
　現行の人・農地プランは、市全体の中心となる経営体を位置付けたもので、平成２４年に作成し、平成２７年４月１日現在で２５３名となっているが、プランの細分化については地域との話
し合いが進まない状況から作成までには至ってていない。
　今後は地域ごとに細分化されたプランの作成及び定期的な見直しを実施していく。

４　未達成者への対応等その他
　生産コストの縮減については達成可能な目標ではないが、、関係機関と連携して本事業で導入した機械を効率的に利用するよう支援していく。　また、経営規模の拡大については、地区
外の農地も視野に入れて、農地中間管理機構の活用して農地集積等を行うよう指導していく。

　　　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。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積の現状をみると、市全体で工業団地の造成に伴い農業労働力の流出等による農業の担い手不足、担い手の高齢化、農地の資産的保有傾向が強く担い手への集積が進ま
ない状態であり、担い手確保、担い手への効率的な農地の集積が課題である。
　志柄地区においても、担い手不足という課題に対応するため本事業を導入し、担い手への農地の集約化を図ったが、所有者の都合により借受けができなかったこと、地区内からの農地
の出してがいなかったことにより、地区目標を達成することができなかった。要因としては、同地区は畑が主で、水田には限りがあり、農地の出し手が少ないことによる。
　今後は農地中間管理機構の活用による担い手への農地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
　中心経営体の育成・確保状況については、平成２６年度の新規就農者は市全体で５名で、依然、担い手確保が課題となっている。
　志柄地区は今回の経営体で地区全体を担うことを計画しており、引き続き経営改善状況をフォローアップしていく必要がある。
　今後は、将来の地域農業に関する地区の意見がまとまっていない状況であるため、新規就農者等の担い手確保・育成、農地集積に向けた検討を行っていく。

経営面積の拡大
　当初、借受ける予定の圃場があったが、所有者の都合により別の農家
に貸付てしまったことにより経営面積の拡大ができなかった。

地区内全体の農地中間管理機構の利用促進を進め、農地集積を図
る。条件のよい圃場であれば購入、耕作放棄地の解消を行う。平
成２９年度までに目標達成予定。

雇用の確保

　常勤雇用者数については目標とした人数を達成できたが、作業日数に
ついては年度途中に自己都合により退職した雇用者がおり、人数を補う
ため年度途中に新規で雇用者を確保したため、年間作業日数を満たすこ
とができず、達成率64.3％となった。

平成２８年度までに目標達成予定。

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

生産コストの縮減

　現状値及び目標値を設定する際に、耕作地の中に条件の悪く不整形な
圃場があること、圃場が分散していること等の助成対象者の耕作状況を
考慮せず、理論値から設定したため、達成可能な目標値ではなかったこ
とによる。

農地中間管理機構を活用による農地の集約化、関係機関等と連携
をし機械の効率的な利用を進めるよう指導する。

生産コストの縮減

　現状値及び目標値を設定する際に、耕作地の中に条件の悪く不整形な
圃場があること、圃場が分散していること等の助成対象者の耕作状況を
考慮せず、理論値から設定したため、達成可能な目標値ではなかったこ
とによる。

農地中間管理機構を活用し、農地の集約化
を行い、作業の効率化を図るよう指導す
る。

経営面積の拡大
　当初、借受ける予定の圃場があったが、所有者の都合により別の農家
に貸付てしまったことにより経営面積の拡大ができなかった。

農地中間管理機構を活用し、地区外の農地
についても借入を実施するよう指導する。
平成２９年度までに目標達成予定。

雇用の確保

　常勤雇用者数については目標とした人数を達成できたが、作業日数に
ついては年度途中に自己都合により退職した雇用者がおり、人数を補う
ため年度途中に新規で雇用者を確保したため、年間作業日数を満たすこ
とができず、達成率64.3％となった。

平成２８年度までに目標達成予定。

館林市農業再生協議会

№ 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

群馬県 館林市 志柄地区 平成24年度 平成26年度

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

 【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。

別紙様式第１－1１号

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　人・農地プランは毎年見直し・更新しており、現行の人・農地プランは平成26年度に作成し、今後の担い手の現状（平成27年度の担い手数215、作付面積835.73ha）と計画（平成32年度目
標の作付面積1033.74ha）を定めており、芳ヶ沢地区は他地域を含めた人農地プランとなっているが、上記の状況等を勘案しながら市全体の現状を踏まえて、人・農地プランを更新する。

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、農業指導センター等の関係者と協力し検討する。

　　　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。

　　　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
　農地利用集積等の現状をみると、渋川市の平坦部では、土地利用型農業において担い手への農地集積が進みつつあるが、経営農地は比較的分散傾向にあり効率化等が図られず、担
い手の更なる規模拡大が停滞している。市の中山間部及び山間部においては、農地の区画面積が狭小で形状も悪く利用集積を進めることが困難である。市全体では、利用集積は進みつ
つあるが、担い手の高齢化問題や耕作放棄地の増加等の課題がある。
　芳ヶ沢地区においては、コンニャク農家へ農地の集積や事業取組者である髙井氏も農地集積に積極的に取り組んでいるが、更に今後は、担い手の育成及びそれらの者への農地集積を
推進するため国・県等の補助事業を活用し、また、耕作放棄地の解消を図ることで中山間地域の農業利用を高めていく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　中心経営体の育成・確保状況については、市全体では農業就農人口の高齢化及び減少により、中心経営体の確保は課題となっている。そのため、農業後継者に継承されない、または
担い手に集積されない農地で一部遊休化したものが増加傾向にある。
　芳ヶ沢地区においても、市全体の傾向と同様である。
　就農希望の青年等を経営定着まで支援していくことが重要であり、地域の総力をあげて地域の中心的な経営体へと育成する。

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

経営面積の拡大
（耕作放棄地の解消）

荒廃農地調査で確認で、再度確認したところ目標とした面積を達成して
いなかったため。

農業委員会と連携し荒廃農地調査をもとに解消し平成28年度に目
標達成予定。

経営面積の拡大
（耕作放棄地の解消）

荒廃農地調査で確認で、再度確認したところ目標とした面積を達成して
いなかったため。

農業委員会と連携し荒廃農地調査をもとに
解消し平成28年度に目標達成予定。

渋川市農業再生協議会

№ 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

群馬県 渋川市 芳ヶ沢地区 平成23年度 平成25年度

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



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。

別紙様式第１－1１号

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　人・農地プランは毎年見直し・更新しており、現行の人・農地プランは平成26年度に作成し、今後の担い手の現状（平成27年度の担い手数215、作付面積835.73ha）と計画（平成32年度目
標の作付面積1033.74ha）を定めており、長尾地区は他地域を含めた人農地プランとなっているが、上記の状況等を勘案しながら市全体の現状を踏まえて、人・農地プランを更新する。

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、農業指導センター等の関係者と協力し検討する。

　　　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。

　　　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
　農地利用集積等の現状をみると、渋川市の平坦部では、土地利用型農業において担い手への農地集積が進みつつあるが、経営農地は比較的分散傾向にあり効率化等が図られず、担
い手の更なる規模拡大が停滞している。市の中山間部及び山間部においては、農地の区画面積が狭小で形状も悪く利用集積を進めることが困難である。市全体では、利用集積は進みつ
つあるが、担い手の高齢化問題や耕作放棄地の増加等の課題がある。
　長尾地区においては、大規模なコンニャク農家へ農地の集積が進んでいるケースもあり、今回の経営体においても当てはまるが、概ね市の傾向と同様である。
　今後は、担い手の育成及びそれらの者への農地集積を推進するため国・県等の補助事業を活用し、また、耕作放棄地の解消を図ることで中山間地域の農業利用を高めていく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　中心経営体の育成・確保状況については、市全体では農業就農人口の高齢化及び減少により、中心経営体の確保は課題となっている。そのため、農業後継者に継承されない、または
担い手に集積されない農地で一部遊休化したものが増加傾向にある。
　長尾地区においても、市全体の傾向と同様である。
　就農希望の青年等を経営定着まで支援していくことが重要であり、地域の総力をあげて地域の中心的な経営体へと育成する。

雇用者の確保 常勤雇用者が年度途中の８月からの雇用であったため。
年間を通じての雇用が見込まれるため、平成27年度評価時は、目
標達成予定。

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

新規作物の導入

1経営体のうち0経営体が目標達成（達成率0％）。
未達成となったのは、対象経営体の圃場が中山間地域に属し、鳥獣被害
に遭いやすい場所であることや、導入作物がカボチャであったためにイ
ノシシに荒らされやすいものであったことによる。

イノシシ等の鳥獣被害に遭いにくい作物や鳥獣被害対策等を検討
し、平成28年度に目標達成予定。

新規作物の導入
新規作物としてカボチャを導入したが、鳥獣被害（イノシシ）により栽
培拡大を中断。そのため目標面積までの拡大ができなかった（達成率
30％）。

他の新規作物の導入（鳥獣被害に遭いにく
い作物）や鳥獣害対策等を検討し、平成28
年度に目標達成予定。

雇用者の確保 常勤雇用者が年度途中の８月からの雇用であったため。
年間を通じての雇用が見込まれるため目標
達成予定

渋川市農業再生協議会

№ 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

群馬県 渋川市 長尾地区 平成24年度 平成26年度

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



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。

別紙様式第１－1１号

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

　　　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。

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

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

新規作物の導入

　「新規作物の導入」と「新規需要米」の区別の認識が適当でなく、従
前作付けをしていた「米粉用米」を新規作物の導入と混同し、「新規作
物の導入」の予定であった「飼料用米」への切り替えが適当に行われな
かった。

　飼料用米の作付面積の増加を行っている。平成28年度産水稲に
ついては、確実に達成する。

新規作物の導入
　新規作物の導入として飼料用米の導入を予定していたが、「新規作物
の導入」と「新規需要米」の区別の認識が適当でなく、新規需要米の米
粉用米としての出荷となってしまっていた。

　飼料用米の作付面積の増加を行ってい
る。平成28年度産水稲については、確実に
達成する。

藤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

群馬県 藤岡市 平井地区 平成23年度 平成25年度

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



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。

別紙様式第１－1１号

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　現行の人・農地プランは、平成２４年に作成しその後２回の更新を行った。
　人・農地プランに位置づけられた農業者等への積極的な支援を行い、耕作放棄地解消や高齢化によるリタイアする農業者からの農地の集積などに取り組んではいるが計画との乖離が
生じている。
　今後は、町全体の現状を踏まえて、毎年度、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

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ー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、ＪＡ、農業改良普及センター等の関係者と検討会を開催する。

　　　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。

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、町全体では、担い手の高齢化問題・耕作放棄地の増加など課題がある。
　今回、本地区においては、予定していた担い手に農地集積が図られたので、引き続き、農地中間管理機構の活用促進等による利用集積を促進する。

２　必要となる中心経営体の育成について
　中心経営体の育成・確保状況については、認定農業者を中心経営体として育成・確保している状況であるが、担い手の高齢化が課題となっている。
　今後は、将来の地域農業を担う中心経営体である認定農業者に対し、経営改善状況等を引き続きフォーローアップしていくとともに集落営農・法人化・新規就農者の育成・確保に向けて
検討等を行っていく。

農作物の品質向上
１経営体のうち１経営体が目標未達成（達成率０％）。
未達成になった経営体は、２年目には目標を上回ることができたが、そ
れ以降は天候不順等の影響により目標達成に至らなかった。

関係機関等の栽培指導を受け、平成３０年度までに目標達成す
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

生産コストの縮減
３経営体のうちすべての経営体が目標未達成（達成率０％）。
未達成になったすべての経営体は、実績値の確認根拠となる作業日誌の
記載方法が機械の稼働時間以外の作業時間も含み記載したことによる。

実績値の確認根拠となる作業日誌の記載方法を確認し、平成２８
年度までに目標達成する。

生産コストの縮減
生産コストの縮減を図るため、乗用草刈機を導入し草刈り時間の短減を
目指したが、実績値の確認根拠となる作業日誌の記載方法が機械の稼働
時間以外の作業時間も含まれていたため未達成となった。

実績値の確認根拠となる作業日誌の記載方
法を確認し、平成２８年度までに目標達成
する。

生産コストの縮減
生産コストの縮減を図るため、乗用草刈機を導入し草刈り時間の短減を
目指したが、実績値の確認根拠となる作業日誌の記載方法が機械の稼働
時間以外の作業時間も含まれていたため未達成となった。

実績値の確認根拠となる作業日誌の記載方
法を確認し、平成２８年度までに目標達成
する。

生産コストの縮減
生産コストの縮減を図るため、堆肥散布機を導入し堆肥散布時間の短減
を目指したが、実績値の確認根拠となる作業日誌の記載方法が機械の稼
働時間以外の作業時間も含まれていたため未達成となった。

実績値の確認根拠となる作業日誌の記載方
法を確認し、平成２８年度までに目標達成
する。

農作物の品質向上

農作物の品質向上として２Ｌサクランボ比率を１０％から２０％にする
目標を設定し２年目には目標を上回る２３．６％となったが、その後は
天候不順により目標達成に至らなかった。また、計画時に現状値を１
０％としたが実際は、６％だったことも影響があった。

関係機関等の栽培指導を受け、平成３０年
度までに目標達成する。

みなかみ町地域担い手育成総合支
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

群馬県 みなかみ町 上津・下津地区 平成２３年度 平成２５年度

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



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。

別紙様式第１－1１号

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　現行の人・農地プランは、平成２４年に作成しその後２回の更新を行った。
　人・農地プランに位置づけられた農業者等への積極的な支援を行い、耕作放棄地解消や高齢化によるリタイアする農業者からの農地の集積などに取り組んではいるが計画との乖離が
生じている。
　今後は、町全体の現状を踏まえて、毎年度、人・農地プランの見直しを実施する予定である。

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ー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、ＪＡ、農業改良普及センター等の関係者と検討会を開催する。

　　　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。

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、町全体では、担い手の高齢化問題・耕作放棄地の増加など課題がある。
　今回、本地区においては、特に経営面積の拡大に対応するため本事業を導入したところであるが、予定していた担い手に農地集積すべく調整を行ったが条件が整わず、地区目標を達成
することができなかった。
　今後は、農地中間管理機構の活用促進等による利用集積を促進する。

２　必要となる中心経営体の育成について
　中心経営体の育成・確保状況については、認定農業者を中心経営体として育成・確保している状況であるが、担い手の高齢化が課題となっている。
　今後は、将来の地域農業を担う中心経営体である認定農業者に対し、経営改善状況等を引き続きフォーローアップしていくとともに集落営農・法人化・新規就農者の育成・確保に向けて
検討等を行っていく。

耕作放棄地の解消
１経営体のうち１経営体が目標未達成（達成率０％）。
未達成になった経営体は、町等を含めて出し手農家との調整等が困難と
なり、計画的な利用集積ができなかったことによる。

地区内全体の農地利用集積状況等を踏まえ、農地中間管理機構の
活用促進等により、平成３１年度までに目標を達成する。

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

経営面積の拡大
６経営体のうち３経営体が目標達成（達成率５０％）。
未達成になった３経営体は、町等を含めて出し手農家との調整等が困難
となり、計画的な利用集積ができなかったことによる。

地区内全体の農地利用集積状況等を踏まえ、農地中間管理機構の
活用促進等により、平成３１年度までに目標を達成する。

経営面積の拡大

経営面積の拡大を図るため、利用権設定により３戸の農家から５０ａを
借地する計画であったが、果樹栽培に適した耕作放棄地を借り入れでき
ず、３戸の農家から２２ａの借地契約に止まり、目標達成には至らな
かった。

農地中間管理機構の活用や町など関係機関
等の指導を受け、平成３１年度までに目標
達成する。

耕作放棄地の解消
経営面積の拡大を図るため、利用権設定により耕作放棄地３０ａを借地
し耕作放棄地の解消を予定していたが、経営作物であるリンゴに適した
圃場条件の耕作放棄地が見つからず目標達成に至らなかった。

農地中間管理機構の活用や町など関係機関
等の指導を受け、平成３１年度までに目標
達成する。

経営面積の拡大

経営面積の拡大を図るため、利用権設定により３戸の農家から２００ａ
を借地する計画であったが、集約化できる圃場条件の良い農地が少なく
６戸の農家から７８ａの借地契約に止まり、目標達成には至らなかっ
た。

農地中間管理機構の活用や町など関係機関
等の指導を受け、平成３１年度までに目標
達成する。

経営面積の拡大
経営面積の拡大を図るため、利用権設定により６戸の農家から３０ａを
借地する計画であったが、２戸の農家で４０ａを借地することができた
ため未達成となってしまった。

農地中間管理機構の活用や町など関係機関
等の指導を受け、平成３１年度までに目標
達成する。

みなかみ町地域農業再生協議会

№ 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

群馬県 みなかみ町 上津・下津地区 平成２２年度 平成２６年度

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



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。

別紙様式第１－1１号

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　　現行の人・農地プランは、町の将来を担う中心経営体を定める目的から、平成24年に作成した。今回の事業実施地区の状況および町全体の現状を踏まえて、毎年度プランの見直
しを実施する予定である。

４　未達成者への対応等その他
　　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、町全体の雄心経営体の育成・確保状況やこれまでの活動状況などを踏まえて、JA、県指導センターと連携していく。

　　　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。

１　担い手への農地利用集積について
　　今回南玉地区においては、新たに法人化した組合を地域の担い手として育成する目的から、本事業を活用したところであるが、予定した農地集積に苦慮し、地区目標を達成するこ
とができなかった。これは、出し手農家との調整に難航したことが主な要因である。今後は、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しする。

２　必要となる中心経営体の育成について
　　中心経営体の育成・確保状況については、町全体では11集落営農組合中９組合が法人化を達成している。今後は残る2組合の法人化を推進する。
　　南玉地区では、今回の経営体を含め、個人の認定農家で地区全体を担うこととしており、この地区にあるべき中心経営体として経営改善状況等をフォローアップしていく。

耕作放棄地の解消

1経営体のうち1経営体が目標達成（達成率0%）
未達成になった1経営体は、地区内の耕作放棄地を借受け、解消する計画
であったが、出し手農家の意向により、他の担い手へ利用権設定がされ
たため借り受けることができなかった。

地区内の農地の状況を踏まえ、今後も不耕作地などを積極的に借
り受ける予定。

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

経営面積の拡大
1経営体のうち1経営体が目標達成（達成率0%）
未達成になった1経営体は、出し手農家との調整等に難航し、計画的な利
用集積ができなかったことによる。

地区内全体の農地利用集積状況等を踏まえ、農地中間管理機構の
活用等により、平成30年までに目標達成予定。

経営面積の拡大
利用権設定を希望したが、出し手農家との条件が合わなかったことか
ら、目標の面積に達せず、達成率５０％となった。

農地中間管理機構の活用や町等の指導を受
け、平成30年度までに目標達成する予定。

耕作放棄地の解消
利用権設定を希望したが、出し手農家との条件が合わなかったことか
ら、目標に達せず、達成率０％となった。

今後地域内で放棄地が発生した際には、農
地中間管理機構を活用するなどして目標達
成する予定。

玉村町農業再生協議会

№ 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

群馬県 玉村町 南玉 H23 H25

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



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。

別紙様式第１－1１号

３　人・農地プランの作成・見直し等について

　人・農地プランは毎年度見直ししており、梅原地区においては中心経営体の２法人を中心に進めていくが、経営規模が1ha前後の農家も数多く耕作しているため、中小規模の農家も含め
た集積集約の話し合いを実施していく。

４　未達成者への対応等その他

　未達成者のフォローアップを引き続き実施していくとともに、担い手が耕作する上でのフォローアップを関係機関と実施していく。

　　　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。

１　担い手への農地利用集積について

　農地利用集積の現状については、個人ごとの貸し借りがほとんどで、なかなか集積が進んでいない。
　梅原地域については、農地所有者の高齢化等もあり、耕作放棄地の増加が懸念される。
　今後梅原地区は、農地中間管理機構を活用し、集積を進めて行く。

２　必要となる中心経営体の育成について

　担い手については、町全体でも高齢化や後継者不足が課題となっている。米麦の中心経営体は、町内の５法人が中心となっているのが現状である。
　その中でも梅原地区は、２法人が耕作しており、引き続き中心となって耕作を担っていくために、農地集積を進め中心経営体の育成・確保に努める。

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

雇用者の確保
米麦ほ場の畦畔を外し、作業時間の短縮を行えた為、経営面積増に伴う
雇用の拡大を目指していたが、目標達成まで行かなかった。

今後更なる面積増に伴う、雇用の確保を目指す。
目標達成見込み時期はH28年度末に達成できるよう指導をしてい
く。

雇用者の確保
経営面積増に伴う、雇用の拡大を目指していたが、米麦ほ場の畦畔を外
し、作業時間の短縮を行えた為、目標達成まで行かなかった。

今後更なる面積増に伴う、雇用の確保を目
指す。目標達成見込み時期はH28年度末に
達成できるよう拡大をしていく。

明和町

№ 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

群馬県 明和町 梅原 平成24年度 平成26年度

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



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。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　人・農地プランは、集落と地域が抱える人と農地の問題を解決するための「未来の設計図」として、平成２４年に作成した。現在の地域の中心となる担い手の状況
は、経営体数が５０人と２法人、経営面積が506.5haとなっており、それぞれで若干増加している。
　新規に位置づける地域の中心となる担い手及び農地利用集積の状況等を十分に勘案し、町全体の現状を踏まえて、毎年度、人・農地プランの見直しを実施する予
定である。

４　未達成者への対応等その他
　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、今後の支援の在り方など、農政関係機関と十分に協議して、未達成者に指導していく。

　　　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。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積の観点から現状を見ると、町全体では農業者の高齢化や後継者不足をはじめとする多くの問題が山積しているため、
　今回の機械導入によって、赤岩地区を集積するにあたり、離農等で空いた土地を集約することができた。ただし、目標年度を超過しても１経営体分は目標達成できな
かった。
　今後は、農地中間管理事業の活用を促し、目標達成を目指す。

２　必要となる中心経営体の育成について
　中心経営体の育成・状況については、現在54経営体と平成24年度当初と比較すると増加しており、今後においても新規就農者が１経営体追加予定となっている。
ただし、年度を重ねることにより、高齢傾向がみられ、特に地域の若手の育成に力をいれなければならないことを痛感している。
　今後は、農業委員、市町村、農政関係機関の相互連携を促進し、将来の担い手確保を推進してく。

生産コストの縮減
2経営体のうち0経営体が目標達成（達成率0％）
未達成となった2経営体は、機械導入によって、効率的な運用が
図ってこれたが、コスト削減の目標には届かなかった。

館林市指導センター等の農政関係機関と連携を図り、機
械の効率的な利用を進めるとともに平成29年度までに目
標達成する。

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

経営面積の拡大
2経営体のうち1経営体が目標達成（達成率50％）
未達成となった1経営体は、町等を含めて、農地の斡旋等がうま
くいかず、計画的な集積ができなかった。

農地中間管理事業の活用や町や農政関係機関等により、
指導を実施し平成29年度までに目標を達成する。

経営面積の拡大
集約化できるほ場条件の良い農地が少なかったことから、農地集
約が進まず、達成できなかった。

町等の指導を受け、平成29年度までに
目標達成する。

生産コストの縮減
機械導入により、労働時間の短縮が可能となったが、ほ場の分散
等が原因により目標達成ができなかった。

館林市指導センター等関係機関に協力
をあおぎ、機械の効率的な使用を図る
とともに平成29年度までに目標達成す
る予定

生産コストの縮減
大型機械の導入によりコスト削減できているが、目標達成数値に
は及ばなかった。

町等の指導を受け、平成29年度までに
目標達成する。

千代田町農業再生協議会

№ 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

群馬県　 千代田町 赤岩 平成２４年度 平成２６年度

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


