
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

2

3

いちごの主たる従事者が新規就農者であり、技術習得中のため、規模拡
大に着手できなかった。

JA及び県の指導を定期的に受けており、収量と品質が安定化次
第、規模拡大する予定である。

雇用者の確保（臨時） 母親が専従者となり労働力が確保され（年間200日）、パート雇用に至
らなかった。

規模拡大を図る28年度には、年間パート雇用を行う予定であ
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

経営規模の拡大

未達成の１経営体は、計画的に利用権設定が調整できなかったことによ
る。

地区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28年度に目標達成する。

経営面積の拡大 平成26年12月から予定した利用権設定の調整が、出し手農家とうまくで
きずに達成率69.0%となった。

農地中間管理機構の活用等により、平成
28年度に目標達成する予定である。

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 足利市 足利市 平成24年度 平成26年度
足利市担い手育成
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

農業経営の法人化 労務管理や複式簿記等の事務作業の分担と、農業用機械の利用における
組織内調整に時間がかかっている。組合員の高齢化も一因。

引き続き県農業振興事務所の指導を仰ぎ
ながら、法人化のメリット、デメリット
等を整理して、28年度中に登記を行う予
定である。

新規作物の導入 いちごの主たる従事者が新規就農者であり、技術習得中のため、規模拡
大に着手できなかった。

JA及び県の指導を定期的に受けている。
収量と品質が安定してきたので、平成28
年度に規模拡大する予定である。

雇用者の確保
（臨時）

母親が専従者となり労働力が確保され（年間200日）、パート雇用に至
らなかった。

規模拡大を図る28年度には、年間パート
雇用を行う予定である。

　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。

農業経営の法人化 米価低迷で先行きに不安を感じており、協議が進んでいない。組合員の
高齢化も一因。

引き続き県農業振興事務所の指導を仰ぎ
ながら、法人化のメリット、デメリット
等を整理して、28年度中に登記を行う予
定である。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　　　№1及び№4地区の人・農地プランは、平成24年8月に作成し、7回の見直しを経て、中心となる62経営体の総経営面積は193ha、
　　地区の51％に当たる集積率となっている。
　　 　一方、中山間地区の№5地区は平成24年12月に作成、4回の見直しを経て2経営体の総経営面積が4.3ha（集積率2.6％）、№6
　　地区は平成24年12月に作成、2回の見直しを経て2経営体の経営面積が6.5ha（集積率2.9％）である。
　　　 今後は市内全地区において、26年度中に実施した農家アンケート調査に基づき出し手の掘り起こしを行い、引き続きプラン
４　未達成者の対応等その他
　　　新規作物の導入及び法人化については、県の指導を受けながら、未達成者に対するフォローアップを引き続き実施する。

〔記入要領〕

　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。
　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。

　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。

農業経営の法人化

組合員の高齢化、米価低迷等、先行き不安定な状況にあるため、法人化
協議が難航している。

引き続き県農業振興事務所の指導を仰ぎながら、法人化のメ
リット、デメリット等を整理し、28年度中に登記を行う予定で
ある。

１　担い手への農地利用集積について
　　　今回、規模拡大が未達成だった№１の地区においては、水稲と二条大麦の二毛作を主体とする土地利用型農業と施設園芸が
　　盛んである。平坦な圃場は基盤整備もされ、農地中間管理事業を通じたマッチングも、比較的スムーズに行われている。
　　　ただ、中心経営体の経営農地は分散傾向にあるので、農作業の効率化はまだ図りにくい状況にある。
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、市全体では地区によってばらつきがある。№1及び№4の地区は、62経営体で地区
　　全体を担うこととしており、地区内では十分な担い手数と認識している。
　　　一方、法人化で未達成となった№5及び№6の中山間部は、担い手不足が顕著である。しかし、両組合は地域になくてなならない
　　担い手であり、法人化することで事業が将来へとつながるため、法人化協議を継続し、28年度中の登記を目指している。

新規作物の導入



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
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2
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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

足利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 足利市 女性地区 平成24年度 平成26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

経営面積の拡大

未達成の１経営体は、計画的に利用権設定が調整できなかったことによ
る。

地区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28年度に目標達成する。

経営面積の拡大 平成26年12月から予定した利用権設定の調整が、出し手農家とうまくで
きずに達成率88.2%となった。

農地中間管理機構の活用等により、平成
28年度に目標達成する。

　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。
　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。

　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。

　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
　　　今回の女性地区のような平野部においては、水稲を主体とする土地利用型農業が盛んであるが、経営農地は比較的分散傾向に
　　あり、農作業の効率化等が図りにくい状況にある。今後はさらに農業従事者の高齢化が進んでいくことが予想され、農地の貸出希望
　　が急増すると思われる。
　　　そのため本市では、農地中間管理事業をはじめとする利用権設定等の促進により、農地の利用集積を進める対策を講じている。
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、市全体では地区によってばらつきがあり、とくに中山間部で担い手不足が顕著である。
　　女性地区は、№1を含め21経営体で地区全体を担うこととしており、なかでも№1は、地区で最大規模の米麦農家として認知されて
　　いる。
　　　それゆえ、離農者の増加とともに規模拡大（自然増）も見込まれるが、農地が小口分散化した状態ではスケールメリットが生か
　　せないので、農地中間管理機構の活用等による集積を検討していく。
３　人・農地プランの作成・見直し等について
　　　女性地区の人・農地プランは、平成24年12月に作成し、5回の見直しを経て、中心となる21経営体の総経営面積は114haとなって
　　いる。集積目標である149.9haを目指し、今後は、26年度中に実施した農家アンケート調査に基づき出し手の掘り起こしを行い、
　　プランの見直しを実施する予定である。

４　未達成者の対応等その他
　　　地区の話し合いを通じて集積を促す等、未達成者に対するフォローアップを引き続き実施する。

〔記入要領〕



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。

４　未達成者への対応等その他
　借り受けする農地を近隣地区から検討することも含め、農地中間管理機構の活用、作業受託などの方法を検討するほか、農地集積円滑化団体と連携し、出し手とのマッチングを図
り面積の拡大を図っていく。また、定期的に本人の意向や状況確認を行い、適切な指導を実施する。

　　　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。

　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
　人・農地プラン大宮地区は、ほ場整備が進んでおり、農地面積635haのうち、約162haが担い手に集積されており、割合は25%となっている。そのうち、樋ノ口地区においては、農地面
積約29haのうち、人農地プランの中心担い手への集積は約14haで、集積率は約49%となっている。今後も中間管理機構の活用等を促し、農地の貸し手と借り手のニーズのマッチング
を図り、農地集積を推進していく。

２　必要となる中心経営体の育成について
　現状、樋ノ口地区の中心経営体のほとんどが牛肥育を営んでいる経営体であり、今後もそれらの農家が中心となることが見込まれる。今後、経営改善計画に沿った規模拡大および
経営安定に向けた支援を行っていく。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　集落座談会を基に中心経営体の現状把握に努め、年1回の見直しを実施している。今後は関係機関と連携し、中心経営体の掘り起しを行い、プランへの位置づけを推進する。また、
助成対象者の猿山氏については現在人・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。

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経営体ともに未達成
借受可能な農地がなかったほか、農地の貸しはがしや大雨災害、農家の
高齢化・罹病が理由。

関係機関と連携し利用権設定や農地中間管理機構の活用を促
し、平成30年度までの目標達成を目指す。また、農地集積円滑
化団体と連携し、地区外にも目を向けて出し手とのマッチング
を図っていく。

新規作物の導入
２経営体ともに未達成
借受可能な農地がなかったほか、大雨災害や農家の高齢化・罹病によ
り、新規作物の再導入・維持が困難となったことが理由。

関係機関と連携し利用権設定や農地中間管理機構の活用を促
し、平成30年度までの目標達成を目指す。また、農地集積円滑
化団体と連携し、地区外にも目を向けて出し手とのマッチング
を図っていく。

№ 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

新規作物の導入
（チモシー）

1年度目にチモシーを作付したが、周辺ほ場より土地が低く、水田から
の水の流入があるためチモシーに適さない土地であると判断し、一時的
に作付を中断した。その後、農地の貸しはがしにあい、地区内で適切な
農地がなかったことに加え、昨年9月の大雨による牛舎への浸水や機械
の故障等の被害を受け、新規作物を導入することが困難となった。

関係機関と連携し、農地のマッチングや
利用権設定、農地中間管理機構の活用を
促し、平成30年度までの目標達成を目指
す。

経営面積の拡大
（米・麦）

罹病による体調不良のほか、近隣で面積を拡大するために借受可能な農
地を見つけることができなかったことから、達成率は47.9%となった。

関係機関と連携し、農地のマッチングや
利用権設定、農地中間管理機構の活用を
促し、平成30年度までの目標達成を目指
す。

新規作物の導入
（麦）

1年度目に麦を導入したものの、罹病による入院や体調不良により複数
作物を維持することが困難となり、その後、近隣で麦を作付けするため
の借受可能な農地を見つけることができず、1年度目には達成していた
麦の作付が困難となった。

経営面積の拡大
（米・チモシー）

新規需要米への助成制度の影響から農地の貸しはがしにあい、その後地
区内で借受可能な農地がなかったことに加え、昨年9月の大雨による牛
舎への浸水や機械の故障等の被害を受け、経営拡大が困難となり、達成
率は28.5%となった。

関係機関と連携し、農地のマッチングや
利用権設定、農地中間管理機構の活用を
促し、平成30年度までの目標達成を目指
す。

関係機関と連携し、農地のマッチングや
利用権設定、農地中間管理機構の活用を
促し、平成30年度までの目標達成を目指
す。

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 樋ノ口 平成23年度 平成25年度



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

事業実施主体

栃木県 栃木市 真弓南地区 平成24年度 平成26年度 栃木市担い手育成総合支援協議会

都道府県名 市町村名 地区名 事業実施年度 目標年度

農業生産法人の設立
法人化後の会計事務などの労働環境の整備が難航しているほか、近年の
米価下落や経営所得安定対策の減少により、法人化後の運営や利益確保
に対する不安が増大し、法人化に踏み切れず、未達成となっている。

振興事務所等の関係機関と連携して、法
人化へ向けた集落内での勉強会、視察研
修等への参加を積極的に実施して、平成
30年度までに法人化を目指す。

№ 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

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積からみると、当該地区及びその周辺地区では土地改良の圃場整備が完了している地区であり、当該地区が属する人・農地プランの地区の担い手への集積率は約
44％となっている。今後は更に集積を進めるために、農業委員、農業公社などと連携し、担い手の掘り起こし活動を強化して、利用権設定や農地中間管理機構の活用等により農地の
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
　当該地区の中心経営体は、米麦及び大豆の栽培を中心に営んでいる土地利用型の経営体が多く、それらの経営体が今後も中心になることが見込まれる。今後も経営安定及び規
模拡大等に向けた支援を行っていく。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　現在の人・農地プランは、集落座談会等に経営体の現状把握を行い、年１回の見直しを行っている。今後、農業委員、農業公社などと連携し、担い手の掘り起こし活動を強化して、
プランへの位置づけを促進していく。

４　未達成者への対応等その他
　引き続き、法人化に向けた勉強会の開催、研修会への参加等を積極的に実施・参加を促し、法人化後の不安等の解消を図り、法人化に向けた支援を行っていく。

　　　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。

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

農業生産法人の設立

目標未達成
法人化後の会計事務などの労働環境の整備が難航しているほか、近年の
米価下落や経営所得安定対策の減少により、法人化後の運営や利益確保
に対する不安が増大したことから、法人化に踏み切れないことが理由。

振興事務所等の関係機関と連携して、法人化へ向けた集落内で
の勉強会、視察研修等への参加を積極的に実施して、法人化後
の不安等を解消して平成30年度までに法人化を目指す。

　　　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。



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

経営面積の拡大
集落内からの委託等が予定より少なかった。また、組合員の脱退により
経営面積が減少してしまった。達成率は94.3％となった。

農地中間管理機構の活用及び利用権設定
により、平成30年度までに目標達成を目
指す。

農業生産法人の設立
法人化後の会計事務などの労働環境の整備が難航しているほか、近年の
米価下落や経営所得安定対策の減少により、法人化後の運営や利益確保
に対する不安が増大し、法人化に踏み切れず、未達成となっている。

農業振興事務所等の関係機関と連携し
て、法人化へ向けた集落内での勉強会、
視察研修等への参加を積極的に実施し
て、平成30年度までに法人化を目指す。

栃木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 栃木市 瓜畑地区 平成24年度 平成26年度

農業生産法人の設立

目標未達成
法人化後の会計事務などの労働環境の整備が難航しているほか、近年の
米価下落や経営所得安定対策の減少により、法人化後の運営や利益確保
に対する不安が増大したことから、法人化に踏み切れないことが理由。

振興事務所等の関係機関と連携して、法人化へ向けた集落内で
の勉強会、視察研修等への参加を積極的に実施して、法人化後
の不安等を解消して平成30年度までに法人化を目指す。

１　担い手への農地利用集積について
　農地利用集積からみると、当該地区及びその周辺地区では土地改良の圃場整備が完了している地区であり、当該地区が属する人・農地プランの地区の担い手への集積率は約
50％となっている。今後は更に集積を進めるために、農業委員、農業公社などと連携し、担い手の掘り起こし活動を強化して、利用権設定や農地中間管理機構の活用等により農地の
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
　当該地区の中心経営体は、米麦及び大豆の栽培を中心に営んでいる土地利用型の経営体が多く、それらの経営体が今後も中心になることが見込まれる。今後も経営安定及び規
模拡大等に向けた支援を行っていく。

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

経営面積の拡大
目標未達成
組合員の脱退による経営面積の減少が理由。

農地中間管理機構の活用及び利用権設定により、平成30年度ま
でに目標達成を目指す。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　現在の人・農地プランは、集落座談会等に経営体の現状把握を行い、年１回の見直しを行っている。今後、農業委員、農業公社などと連携し、担い手の掘り起こし活動を強化して、
プランへの位置づけを促進していく。

４　未達成者への対応等その他
　面積拡大においては、集落内の農地だけでなく、近隣地区の農地も含めて利用権設定や農地中間管理機構の活用等により農地の利用集積を促進するよう、また、法人化において
は、法人化に向けた勉強会の開催、研修会への参加等を積極的に実施及び参加して、法人化後の不安等の解消を図り、法人化に向けた支援を行っていく。

　　　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。



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

矢板市

№ 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 矢板市 矢板地区 平成２４年度 平成２６年度

経営面積の拡大
（水稲の作付面積の拡大）

　3haの土地を所有していた組合員が、法人を脱退することとなり、予
定していた面積の確保ができなかった。集約化できる圃場条件の良い農
地が少なかった事などから、達成率-56%となった。

　農地中間管理機構の活用や市等の指導
を受け、地域農家との合意に基づいた面
積の拡大を推進し、平成31年度までに目
標達成予定。

生産コストの縮減
　組合員の脱退により大区画の圃場が減ったことや適期を逃した緑化、
天候による湿田化などが重なり効率化が図られなかった。（達成率0%）

　農地中間管理機構を活用した地域内圃
場面積の拡大と、塩谷南那須農業振興事
務所等の指導による適期を逃さない作業
により、平成31年度までに目標達成予
定。

雇用者の確保
　経営面積の規模を拡大できなかったことにより、組合員のみの労力で
対応できたため、達成率は0%となった。

　農地中間管理機構を活用した経営規模
の拡大を推進すると共に担い手の高齢化
に伴う労力不足を解消するため、雇用の
確保に努める。（平成31年度目標達成予
定）

生産コストの縮減
　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、経営面積の減少や天候による圃場条件の
悪化などによる。

　塩谷南那須農業振興事務所等関係機関・関係団体等と連携を
図り、適期を外さない作業や圃場面積の拡大、機械の効率的な
利用を進め、平成31年度までに目標達成見込み。

雇用者の確保
　目標未達成（達成率51.2%）
　経営面積の減少により雇用の必要がなくなったことによる。

　農地中間管理機構の活用するなど経営面積の拡大を推進し、
雇用の確保に努め平成31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

経営面積の拡大
（水稲の作付面積の拡大）

　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、大区画圃場を持つ組合員の脱退による経
営面積の減少や、出し手農家との調整等に時間を要し、計画的な利用集
積が図れなかったことによる。

　農地中間管理機構の活用や市等の指導を受け、地域農家との
合意に基づいた面積の拡大を推進し、平成31年度までに目標達
成予定。

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、市全体では担い手不足の状況であり、担い手の高齢化などが課題となっている。
　今後は、大規模経営体を中心とした雇用就農や新規就農者の育成・確保を図りつつ、集落営農組織の経営を強化していく。

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、各経営体の規模拡大目標が主であるが、経営農地は比較的分散傾向にあり、農作業の効率化が図られず地域の担い手
への集積が停滞している。今後においては、上記１、２の状況等も十分に勘案し、市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

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見ると、市全体では担い手の高齢化や後継者問題、米価の変動等により、なかなか進まない状況にある。
　矢板地区においては、特に将来の担い手不足の課題に対応するため、本事業を導入し労働力の有効利用を行ってきたところであるが、本事業対象
経営体の組合員の脱退による経営面積の減少や出し手農家との調整に苦慮し、地区目標を達成することができなかった。対象経営体は、平成27年2
月に集落営農組織から農事組合法人となり経営の強化を図ると共に、地域の認定農業者とも連携し、農地中間管理機構を活用した地区内の農地利
用集積を図っていく。

　構造改革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共に、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、地区の関係者と関係機関・団体等で定期的に情報交換を行う。

　　　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

№ 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

事業実施主体

栃木県 那須烏山市 大桶 平成２４年度 平成２６年度 那須烏山市

経営面積の拡大
　集落営農組合を法人化した際に、構成員が減ったため経営面積が減少
しました。

　農地中間管理機構の活用や市等の指導
等を受け、平成30年度に目標達成する。

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
　市町村等を含めて出し手農家との調整等に時間を要し、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
構の活用促進等により、平成30年度までに目標を達成する。

３　人・農地プランの作成・見直し等について
　対象経営体を地域の中心経営体として位置づけ、中間管理事業を積極的に活用し、農地の集積・集約化を図っていく。

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（目標年度の次々年度の達成状況等をみた上で
の判断となるが）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、農業改良普及センター等の関係者と定期的に話し合いをする。

　　　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、市全体では耕作者が高齢化しており、耕作放棄地の増加、担い手不足等の課題がある。
　今回、七合地区においては、特に　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ところであるが、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。
　今後は、七合地区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。

２　必要となる中心経営体の育成について
　七合地区は、今回の経営体が地区の一部の地域を担うことを計画しており、この地域にあるべき中心経営体として経営改善状況等を引き続きフォローアップしていくことが必要で
ある。



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
　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、農業関係機関等の関係者と定期的に情報交換を行ない対応していく。

耕作放棄地の解消

　目標を立てたのは1経営体のみであったが、目標未達成。
　未達成となった1経営体について、当初は経営面積の拡大を希望して
いたが、出し手農家との条件が合わなかったこと、集約化できる圃場条
件の良い農地が見つからなかったことに加えて、米価の下落が起こり、
やむを得ず経営面積を減少せざるを得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、市や農業関係機
関と連携したフォローアップの実施等により、平成29年度まで
に目標達成できるように取り組む。

新規作物の導入

　目標を立てたのは1経営体のみであったが、目標未達成。
　未達成となった1経営体について、新規作物の導入は進められたが、
所有権取得を希望していた農地を所有する近隣農家が離農しなかったた
めに、目標の面積には及ば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、市や農業関係機
関と連携したフォローアップの実施等により、平成29年度まで
に目標達成できるように取り組む。

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、市全体では受け手が規模拡大を希望していても、その希望に合う出し手がなかなか出てこないという状況が課題としてある。
　今回、仁良川・下坪山地区において、仁良川地区営農組合が農業経営の法人化が実現したが、他の地区についても全体的に高齢化が進んでいる為、今後も組織化や法人化に向
けた支援が必要であり、経営改善状況についてフォローアップをしていきたい。

２　必要となる中心経営体の育成について
　当市の人・農地プランは合併前の３町をそのまま３地区に分けて策定している。中心経営体の育成・確保状況については、どの地区においても担い手が不足しているのが現状であ
り、後継者不足により中心経営体自体の高齢化が進んでいる。
　今後は、地区全体において、将来的に持続可能な地域農業を支えていくため、新規就農者のさらなる育成・確保に努めていく。

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、市内3地区とも平成24年8月に作成されており、作成時の今後の担い手の現状（平成24年度）は3地区合計で中心経営体数248人、経営規模1,359ha、計
画（平成28年度）では経営規模2,265haであったが、4度の見直しを経て、3年度目（平成26年度実績）は3地区合計で中心経営体数280人、経営規模1,548haとなっている。
　今回の仁良川・下坪山地区における上記１、２の状況を十分勘案し、市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。

経営面積の拡大
　平成26年度以降、経営面積の拡大をはかることができたが、集約化で
きる圃場条件の良い農地が少なかったこと等により、目標にしていた面
積には及ばなかった。

　農地中間管理機構の活用や市・農業関
係機関等の指導により、平成29年度まで
に目標達成できるように取り組む。

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経営体のうち全ての経営体が目標未達成。
　未達成となった6経営体は、全体的に受け手と出し手との条件が合わ
ず、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29年度までに目標達成できるよう
に取り組む。

経営面積の拡大
　所有権取得を希望したが出し手農家との条件が合わなかったこと、集
約化できる圃場条件の良い農地が少なかったこと等により、目標の面積
まで拡大できなかった。

　農地中間管理機構の活用や市・農業関
係機関等の指導により、平成29年度まで
に目標達成できるように取り組む。

経営面積の拡大

　当初は経営面積の拡大を希望していたが、出し手農家との条件が合わ
なかったこと、集約化できる圃場条件の良い農地が見つからなかったこ
とに加えて、米価の下落が起こり、やむを得ず経営面積を減少せざるを
得なかった。

　市や農業関係機関等と連携して面積拡
大に向けたフォローアップを実施して、
平成29年度までに目標達成できるように
取り組む。

耕作放棄地の解消

　当初は経営面積の拡大を希望していたが、出し手農家との条件が合わ
なかったこと、集約化できる圃場条件の良い農地が見つからなかったこ
とに加えて、米価の下落が起こり、やむを得ず経営面積を減少せざるを
得なかった。

　市や農業関係機関等と連携して、耕作
放棄地解消と面積拡大につながるフォ
ローアップを実施して、平成29年度まで
に目標達成できるように取り組む。

経営面積の拡大
　所有権取得を希望していた周辺農地を所有する農家が離農しなかった
こと等により目標にしていた面積には及ばなかった。

　市や農業関係機関等と連携して面積拡
大に向けたフォローアップを実施して、
平成29年度までに目標達成できるように
取り組む。

新規作物の導入
　新規作物の導入は進められたが、所有権取得を希望していた周辺農地
を所有する農家が離農しなかったこと等により目標にしていた面積には
及ばなかった。

　市や農業関係機関等と連携して面積拡
大に向けたフォローアップを実施して、
平成29年度までに目標達成できるように
取り組む。

経営面積の拡大
　圃場周辺の農地について、所有権取得を希望したが周辺農家が農地を
手放さなかったこと、集約化できる圃場条件の良い農地が少なかったこ
と等により、目標の面積まで拡大できなかった。

　農地中間管理機構の活用や市・農業関
係機関等の指導により、平成29年度まで
に目標達成できるように取り組む。

№ 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
　毎年、経営面積の拡大を進めてきたが、集約化できる圃場条件の良い
農地が足りなかったこと等から、目標にしていた面積には及ばなかっ
た。

　農地中間管理機構の活用や市・農業関
係機関等の指導により、平成29年度まで
に目標達成できるように取り組む。

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 下野市 仁良川・下坪山地区 平成24年度 平成26年度 下野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



 【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。

　中心経営体の育成・確保状況については、No.2地区では、中心経営体はいるが高齢化等により十分でない状況であり、安定した育成・確保が課題
となっている。
　今後は、各集落における話し合いを進め、集落営農の組織化、法人化等、地域の中心となる経営体としての育成・確保に向けた検討等を行っていく
こととする。

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、農業従事者の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などが心配される中、地区の話し合いを通して、今後、誰がどの
ように農地を使って農業を進めていくのかをまとめた計画として、平成24年度に作成し、担い手の現状（平成24年度）と今後の計画（平成28年度）を定
めているが、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くるため、担い手及び農地利用集積の状況等を十分勘案し、町全体の現状
を踏まえて、毎年度、人・農地プランの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

　構造改革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（目標年度の次々年度の達
成状況等をみた上での判断となるが）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、農業振興公
社等の関係者連携し、目標を達成する。

　　　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

　No.2の担い手への農地利用集積のあり方については、農地の分散錯圃解消のため、地域での話し合いを推進し、農地の有効利用に努めるととも
に、農地、水路、農道などの地域資源の保全管理に取り組み、耕作放棄地の解消に努める。また、水田は圃場整備がほぼ完了しているため、担い手
への集積を図りながら土地利用型農業を推進し、畑作は、区画整理や農道整備を推進しながら所得向上に繋がる作物の導入を検討する。
　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、担い手への農地集積を進める。また、農業をリタイアまたは、経営転換す
る人は、原則として農地中間管理機構に貸し付ける。

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

経営面積の拡大 　１経営体のみ。目標未達成（達成率22.4%）。
　未達成理由は上記のとおり。

　農地中間管理機構の活用促進等により、平成28年度までに目
標を達成する。

新規作物の導入
　１経営体のみ。目標未達成（達成率26.9%）。
　未達成理由は上記のとおり。

　農地中間管理機構の活用促進等により、平成30年度までに目
標を達成する。

経営面積の拡大
　耕作放棄地の解消等により面積は増加しているが、達成年度末である
平成27年１月に法人化したため、利用権設定が間に合わず目標面積まで
の拡大ができなかった（達成率22.4%）

　平成27年度から農地中間管理事業を活
用し規模拡大を図り、平成28年度に目標
達成予定。

新規作物の導入

　耕作放棄地の解消により麦や陸稲を導入し、面積は増加しているが、
利用権設定が間に合わなかったこと、また、新規作物の栽培のための施
設等の準備ができなかったこと等により、目標栽培面積を達成できな
かった（達成率26.9%）。

　農地中間管理機構を活用し、面積の拡
大を図るとともに、新規作物の栽培技術
の向上等を行い、平成30年度までに目標
達成予定。

栃木県 益子町 益子町 平成２４年度 平成２６年度 益子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



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　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、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。

　　　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。

農業経営の法人化
　法人化設立に向け、県担い手育成総合支援協議会等主催による研修会
に参加して設立の準備をしてきたが、農業情勢の変化や作業受託の状況
等変化による計画の見直しを要することになった。

農地集積やコスト縮減を図り、営農組合での運営を再整備し、関係機
関の指導・研修を受けて進めていく。

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

№ 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

農業経営の法人化
　法人化設立に向け、県担い手育成総合支援協議会等主催による研修会
に参加して設立の準備をしてきたが、農業情勢の変化や作業受託の状況
等変化による計画の見直しを要することになった。

農地集積やコスト縮減を図り、営農組合
での運営を再整備し、関係機関の指導・
研修を受けて進めていく。

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 東下地区 平成24年度 平成26年度 高根沢町担い手育成総合支援協議会


