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農業・農村を巡る情勢は、人口減少やグローバル化の進展、米政策の見直

しなど、大きく変化しています。

そうした中、県では、農業振興計画である「とちぎ農業“進化”躍動プラ

ン」に基づき、本県農業の成長産業化を進めるための施策を推進していると

ころであり、特に、収益力の高い園芸生産の拡大による「園芸大国とちぎ」

の実現を目指すため、いちごやトマトなどの高度な施設園芸に加え、園芸振

興の新たな柱として加工・業務用野菜の産地づくりを進め、稲作から野菜ヘ

の生産転換に取り組んでいるところです。

普及事業では、「｀｀進化”躍動プラン」の実現に向け、普及指導員が直接農

業者に接し、新品種・新技術の導入等による効率的かつ安定的な経営体の育

成はもとより、新規就農者の確保・就農定着など、地域の様閃な課題解決に

向けて、関係機関等と連携して普及指導活動に取り組んでいます。

本書では、平成29年度に県内各地域で取り組んだ普及指導活動の代表事

例を紹介させていただきました。

栃木県の農業を支える普及指導員の活動の一端を御理解いただければ幸い

です。

平成30年3月

栃木県農政部経営技術課長 植木与四郎
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1 次代を担う農業人材の確保竜成

4Hりう？ぐ による酒発な交流事業

河内農業振興事務所経営普及部

河内地域の地域戦略 「とちぎの中心から 夢ある新規就晨者を応援」

普及指導計画の戦略課題名 「地域農業を担う意欲ある多様な担い手の確保・育成」

【キーワード： 4Hりうプ、担い手、交流 活動期間： 27年～（継続中）］

抄録

• 河宇地区青少年りうプ協議会（以下「4Hりうプ」という。）は、平成27年から県立宇都宮白楊高

校生と交流事業に取り組んでいます。この事業を通じりうプ員は経営者としての自覚を高める一

方、高校側から高校生の就農意欲を促進すると評価されています。

•平成28年からりうプ員と消費者等との農作業体験を通しだ交流事業を開催し、 4Hりうプ活動

の紹介や地域農業のPRを行っています。

1 取組の背景・ねらい

農業従事者の減少、高齢化の進展に伴い、青年震業者で構成する河宇地区肯少年りう丁協議

会の会員数も減少傾向にあり、活動低下が懇念されていました。このため、 4Hりうプ活動のPR

及びりうプ員の意識向上を図ることを目的に、新たに地元の高校生や消費者との交流会に取り組

みました。

2 活動対象

11 l 対象名

河宇地区青少年りうプt協議会員、県立宇都宮白楊高校生震業経営科3年生、消費者等

12) 対象の概要

平成29年度河宇地区育少年りうプ協講会員は37名（宇都宮市育少年りうプ協議会員26名、上

三川町4HりうT協議会員11名）所展しており、年間活動計画に基づき「宇都宮白楊高校生と

の交流会」と「消費者との交流会」を実施しています。

3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

当所の青年農業者育成推進体制は、河宇地区担当1名（総括）、市町担当各1名、プロジェ

クト活動並びに経営技術改善セミナー担当として各吊目担当（いちご、野菜、果樹、花き、耕

種、畜産、経営）を配置しています。

(2) 活動経過

ア 宇都宮白楊高校との交流会支援

4Hりうプ役員を中心に高校側と打合せを重ねて交流会を開催できるよう支援しています。今

年は、前年の反省を踏まえ、ほ場見学をスムーズに行えるよう見学コースを2つ設定し、見学

者を2班に分けることとしました。

イ 地元消費者等との交流会支援

4Hりうプ員と交流のある農業者の協力を得て、農作業体験及び昼食交流会の開催を支援しま



した。今年度は栃木県農業振興公社の「青年農業者地域貢献支援事業」を活用し開催しましたc

4 活動の成果

(1) 宇都宮白楊高校との交流実績

開催月巳 参加者数（人） 内容

4Hりうア 白楊校

平成27年7月8巳 20 38 4Hりうプ員ほ場3か所、白湯校ほ場見学、昼食交流会

平成28年7月13日 20 40 4Hりうプ員ほ場2か所見学

白楊校生プロジェクト活動発表、昼食交流会

平成29年7月12日 20 35 4Hりうア員ぽ場4か所見学、昼食交流会

りうプ員がぽ場で栽培概要を、さらに昼食交流会では農業経営の楽しさ、大変さを話し、高校

生と活発に意見交換を行いました。高校生も農業への興味•閲心が高まり、年齢の近いりうプ員

との交流は、就農の意識付けに役立つ取組と高校側からも評価されました。

(2) 地元消費者との交流実績

開催月日 参加者数（人） 内容

4Hりうプ 消費者

平成28年10月9日 15 16 さといも収穫作業体験、昼食交流会

平成29年11月5日 10 32 にんにく播種作業体験、昼食交流会

')うプ員から、自らの農業経営や4HりうプのPRを行うなど、農業の魅力や4Hりうプ活動を消

費者へ発信しました。

~ 

写真1 白楊校生との交流

5 今後の課題と方向

ゞ

写頁2 消費者等との交流

高校生や消費者と意見交換することで、 4Hりうプ員は自らの農業経営に自信と誇りを持つと

ともに、 4Hりうプ活動に意義を強く感じるようになっています。 4Hりうプ員の営農意欲を高め

る交流会が継続開催できるよう支援していきます。

今後、交流会を新規就農者の確保につなげる取組に発展させるよう努めます。そのために交

流対象を県農業大学校や宇都宮大学等の学生を含めていくことを提案していきます。

さらに、農作物販売を手掛ける実需者とも交流し、地元の農作物の知名度アップや販売促進

にも努めます。また、「Facebook:河宇地区4hりうプ協議会」を充実させて、参加者募集や活

動PRIこ努めます。



関係機関が連携したいちこ｀‘人材の育成支撲

上都賀農業振興事務所経営普及部

上都賀地域の地域戦略 「上都賀地域の園芸を支える人材の確保・育成」

普及指導計画の戦略課題名 「時代を担う担い手の確保・育成」

（キーワード：担い手、いちご、就農支援 活動期間：平成28年～（継続中）】

抄録

•いちご生産を担う新たな担い手を確保し、産地の維持発展を図るため、（有）生産法人かぬま

及び県農業士が研修受入先となり、 6名の新規就農希望者が研修を行っています。

•新規就農希望者に対し、農業振興事務所では栽培技術の支援、研修内容や就震計画の作成、

人材投棗資金の利用等について、重点的に支援しています。

・就農支援ネットワークを通じて、 トレーナー制度の運用や中古施設の仲介などを行うととも

に、とちきでいちごを始めようプロジェクトによる第二期の研修生募集など、就腰相談から研

修、就震に至るまできめ縛かな支援を行っています。

1 取組の背景・ねらい
上都賀地域の主要園芸品目であるいちごは、新規栽培者より栽培をやめる人が多く、 JA部会

員は過去5年閻で1割以上減少しており、担い手の確保が急務となっています。

このため、関係機関とともに新たな受入体制を検討・整偏し、研修生の確保を図ります。

また、就農希望者が円滑に技術や知識を習得し、経営の早期安定を図るだめ、就震相談や営農

計画の作成支援、就農情報の共有と収棄などの支援を行います。

2 活動対象

11) 対象名

鹿沼市いちご新規就農者支援対策協議会、いちご研修生、就農希望者等

(2) 対象の概要

鹿沼市いちご新規就農者支援対策協譲会は、鹿沼市、鹿沼市農業公社、（有）生産法人かぬ

ま、 JAかみつが、上都賀農業振興事務所で構成されています。同協請会が研修生を募集し、

（有）生産法人かぬまで受け入れ、 2年閻の研修を実施します。他にも県農業土のもとで就農希

望者が1年間の研修を行っています。

3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

鹿沼市では、平成28年度にいちごの新規栽培者の

確保のため研修体制を整え、平成29年度から（有）

生産法人かぬまと県農業士のもとで6名の研修生の受

入れを始めました。

いちごの担い手を確保するだめ、上都賀農業振興事

務所では、上都賀地域農業振興計画や普及指導計画に

位置づけ、同研修体制の円滑な運営と研修生の技術・

知識習得の支援に取り組みました。

•
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写真1 出荷調整中の研修生



(2) 営農目標を明確にした新規就農者の育成

ア 円滑な技術・知識習得に向けた支援

研修先を定期的に巡回し、研修生の技術の習得を支援しました。併せて、農業振興事務

所で開催するフレッジュファーマーアカデミー CFFA)への受講を推進し、農業に関す

る基礎知識の習得を支援しました。

イ 就農計画等の作成支援

農業次世代人材投資事業（準備型）の交付や認定新規就農者の認定について、制度の説

明や個別の相談、就震計画の作成を支援しました。

ウ就農情報の共有と就農支援

研修生の円滑な就農を図るため、平成30年度就農を目指す研修生への就農支援チーム

会議を開催し、就農準備状況の確認と就農スケジュールの確認を行いました。

工 次年度研修生受入れの募集支援

とちぎでいちごをはじめようプロジェクトを活

用し、鹿沼市いちご新規就農者支援対策協議会が

行う就震相談会や栽培体験会の運営、次年度研修

生の募集を支援しました。

農業振興事務所でも就農相談時に就農希望者へ

いちご栽培を推進し、鹿沼市いちご研修制度の

PRを行いました。

4 活動の成果

(1) 技術・知識の習得と就農計画の明確化

写真2 いちご収穫体験会

研修先での技術習得のIまかに、研修生全員がFFAに参加し、いちご栽培だけでなく農業全

殷の基礎知識の習得に努めています。就農計画等の作成支援の結果、就震計画が明確化になり、

研修生4名が震業次世代人材投資事業（準備型）の承認を受けましだ。

(2) 就農情報の共有と就農支援

就農支援チーム会議で研修生の状況と必要な支援を共有した結果、農地の確保など就農まで

の課題が明確化されました。その後関係者の連携により、研修生の就農予定農地を確保するこ

とができました。

(3) 次年度研修生受入れに向けた動き

いちご栽培体験会を2回開催し、県内外から延べ6組9人が参加しました。その中で、次年

度研修生募集の周知と併せて、いちご栽培に対する理解促進を図ることができました。

5 今後の課題と方向

(1) 次年度研修生の確保

継続して担い手を確保するため、毎年一定数の研修生を莞集する必要があります。鹿沼市い

ちご新規就農者支援対策協議会が行う募集活動の支援と併せて、いちご栽培を推進します。

(2) 研修生の円滑な就農に向けた支援

研修生ごとの就農支援プログラムを作成し、就農準備が円滑に進むよう支援します。



ICT機器を酒用した若手トマト生産者の旱態育成

下都賀農業振興事務所経営普及部

下都賀地域の地域戦略 「しもつがの人・技術でリードする魅力ある園芸の拡大」

普及指導計画の戦略課題名 「収益性の高いトマト経営の確立」

【キーワード：トマト、 ICT、青年農業者 活動期閻： 28年～継続中】

抄録

・ICT機器を活用した勉強会や現地検討会を通して、若手トマト生産者の早期育成を函ります。

・対象者 23名の平成 29年産の平均単収は 25.8t/10aと、県内冬春トマトの統計値を大き

く上回る収量となりました。

1 取組の背景・ねらい

トマトは、後継者の就震が多い品目で、若手の層が厚いです。若手トマト生産者は概して、栽

培経験の浅さから、植物状態の診断方法や植物の生育コントロールの方法に末習熟な者が多い1頃

向があります。まだ、国庫事業や隈単事業の活用により、環境モニタリング装置や環境制御装置

など ICT機器が広く普及しましたが、それらの効果的な活用方法についても習得が必要です。ICT

機器を活用した勉強会や現地検討会を通して、若手トマト生産者の早期育成を図ります。

2 活動対象

(1) 対象名

JAしもつけ各トマト部会青年部員 23名

(2) 対象の概要

JAしもつけ管内のトマト青年部は、栃木 14名、壬生 6名、藤岡 2名、岩舟 1名の 4部

会 23名から構成されます。ほとんどが農家子弟ですが、大半がまだ経営を移譲されていませ

ん。中には、平成27年にハウスをレンタルし県外から新規参入した2名も所属しています。

青年部員は、 1名を除く全員が高軒高ハウスを所有し、環境測定又は環境制御ができる ICT

機器を所有しています。 1戸当たりの施設面積は平均 64a、最大 125aと規模拡大が進んで

います。

3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

・全農••トマト栽培実証施設「ゆめファーム全震」の運営、新技術・新品種の実証栽培

・全農とちぎ・・「ゆめファーム＋千木塾（とちぎじゅく）」の企画・運営

•JA しもつけ…生産部会の運営、胃年部員との連絡調整、現地検討会の開催、営農指導

・下都賀震業振興事務所・・・勉強会及び現地検討会の講師



(2) 活動経過

ア ゆめファーム全農の運営支援

毎月の定例会議において、関係機関が一堂に会し、新技術・新品種の実証試験の状況や、

今後の運営方針、研修生の受入等について協議しましだ。ゆめファーム全震では、 ICT機器

を活用した 40tどり栽培、高軒高ハウス好適品種の選抜、レール敷設による作業時間の短

縮・薬剤散布の軽労化等が試験・実証されており、若手が最新情報を学んだり、就農前の農

家子弟が研修する場としています。

イ ゆめファーム十千木塾の運営支援

9(',J3月に全5回の「ゆめファーム十千木塾トマト栽培

勉強会」を開講し、青年部員が一堂に会し、 講義や議論を .'！ 
通して、相互に研さんを深めました。勉強会では、生育調 ・

盃の方法や調否結果の見方、植物のコントロール方法、光 i['l

合成促進や病害予防を目的とした環境制御技術等につい

て、ゆめファーム全農のICT機器の表示画面を見ながら、

実践的な講習を行いました。

ウ 現地検討会の運営支援

ゆめファーム十千木塾

JAしもつけ栃木トマト部会青年部では、 9,-...,3月に全6回の現地検討会を行いました。

現地では、 1戸当たり 30分程度の十分な時間を取り、実際に植物を見ながら、各ぽ場の管

理状況や生育調査結果を共有し、併せて、環境測定装置のデータも閲貰することで、お互い

の優れた点を吸収する濃密な惜報交換を行いました。

4 活動の成果

(1) I CT機器の活用方法の理解向上

今後の管理方針を決定するための、生育調盃の実施、調査結果の分析、分析に当たってのICT

機器のデータ活用方法、的確な植物コントロールのための ICT機器の設定方法等について、

青年部員の理解が深まりました。

(2) 高単収栽培の実現

効果的な栽培管理が実践されだ結果、高い収霊が得られています。音年部員23名のうち 18

名が単収20t超えを達成、そのうち 5名は単収30t超えを達成しました。平成27年の新規

参入者も、 2年目にして 33.7t/10aの高単収を達成しました。平成 29年産の青年部員全体

の平均単収は25.8t/10aと、県内冬春トマトの統計値を大きく上回る単収となりました。

5 今後の課題と方向

(1) 労務管理能力の向上支援

栽培技術が向上しても、作業管理を回すことができなければ、作業が遅延し、期待される収

塁が得られません。さらなる大規模化・企業化を目指す者、また、これから経営移譲を受ける

者が、経営規模相応の労務管理能力を身に付けられるよう、先進事例や優良事例の研修や専門

家の派遣等の支援を行います。



法人鑑営体の確保・育成

那須農業振興事務所経営普及部

那須地域の地域戦略 「那須プランド「固芸産地の振興」」

普及指導計画の戦略課題名 「地域農業を支える多様な担い手の確保・育成」

【キーワード：担い手、法人化、企業参入 活動期閻：平成23年～（継続中）】

抄録
・法人化を支援するために、個別指導（法人化相談会、農業経営法人化推進員、現地活勲）し

た結果、平成29年度 (11月末現在）は6経営体が法人化し、法人は110経営体となりま

した。

頂落営震組織の法人化は、集落営農法人加速化事業により那須野農業協同組合を事業主体と

して、関係機関と連携しながら、 5築落営農組織を対象に法人化を支援しています。

・企業参入を計画している5経営｛本に対して、要請活動等により法人相談を受け、円滑に参入

できるよう支援しましだ。

1 取組の背景・ねらい

社会情勢の変化に的確に対応するためには、農業においても経営体質の強化が必要であること

から、経営感覚に優れだ持続性の高い経営体の確保・育成を図るため、個別経営体、集落営農組

織の法人化を推進しました。

また、農業経営を目指す企業も顕在化しおり、多様な担い手としての確保も重要であることか

ら、円滑な企業参入を推進しました。

2 活動対象

(1) 対象名

認定農業者、集落営農組織、市町、那須野農業協同組合等

(2) 対象の概要

管内の認定農業者は、平成29年3月末現在で 1,902経営体（うち法人70経営体）、集落

堂農組織は20組織（うち法人4法人）です。なお、農業経営改善計画や「人・農地プラン」

において、法人化を目標とする経営1本数は42戸です。

まだ、農業経営に参入を計画している企業（建設業、製造業、運送業者、飼料製造業者）は

5経営体です。

3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

集落営農組織の法人化支援については、県単事業を活用した法人化推進会議を設臨し、市町

担当を経営指導担当に配置し、関係機関・団体と連携し支援しました。

個別経営体に対しては、法人化を目標とする経営体をリストアップし、部内における情報の

共有を固りながら、現地活動において意向把握、相談会への誘遍等により推進しました。

(2) 活動経過

ア巡回指導

個別相談会に出席した経営体及びリストアップした法人化を目漂とする経営体に対し、個

別巡回により意向の把握や課題整理等のフォローアップを計画的に行いました。



イ 農業経営高度化個別相談会の開催

法人化を目標とするリストアップした経営1本や

集落営震組織に対し、農業経営高度化相談会への

参加を誘導し、 2回の個別相談会の中で法人化に

向けた具｛本的手順について支援しました。また、

要請活動の中で逐次、法人化相談を行いました。

ウ 農業経営法人化推進員の派遺

法人化を進めるに当たっては、個別経営1本の経

営目漂、睡用体制等に的確に助言指還できるよう

士業の専門家を派遣し、支援しました。

工 地域法人化支援会議の運営支援

那須野農業協固組合が事業主1本である、集落営腰法人化支援加速化事業での支援会議の運

営支援の中で5組織（南区イトヨ、下石上、桧木沢、高阿津地区、高瀬地区）を普及対象と

して支援しました。

また、「人・震地プラン」の重点支援地区として、集落営農組織2組織を設定し、集落で

の法人化に向けた説明会・勉強会を開催しました。

写真1 法人化相談会

4 活動の成果

{1 l 法人経営体

平成23年度からの法人化支

援活動により、これまで29経

営体が法人化しました。内訳は、 4 

固別経営体が22経営体、集落 3 

営震法人が3経営体、企業参入

が4経営体であり、那須管内の

法人化数は110法人となって

います。

なお、法人経営1本の認定農業

者数は70法人となっています。

(2) 企業参入

平成29年までの企業参入は4件でしたが、法人相談支援により6事業体に対し個別支援を

行い、新たに製造業者 (1法人）、農業者・販売業者との運携体 (1法人）が企業参入しまし

た。また、運輸業者事業体が平成29年内に農業法人設立の予定となっています。
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5 今後の課題と方向

(1) 法人化推進

集落営農組織の法人化については、 16組織を普及対象として活動していますが、法人化に

向けた組織内の話合いがなかなか進まない状況にあります。営農組合も含め、 2組織では法人

化への検訪もされていることから、関係機関・団体と連携しながら、継続的な話合いの揚を設

定し、合意形成を函りながら法人化を推進します。

個別経営体については、リストアップした経営体に対し、現地活動、法人化相談会への参加

誘導を函るとともに、法人に移行する経営体に対しては震業経営法人化推進員の派遣事業を活

用し、積極的に法人化を支援します。

(2) 企業参入支援

企業参入は、多様な担い手として確保・育成すべき対象となることから、持続性の高い経営

体に育成し、地域内での震地の効率的な活用を脳るため、農地中間管理事業の活用等施策を有

効活用しながら、技術支援と合わせて継続して支援します。



2 農産物のブランドカの強化

プランド鶏卵の生産・賑蒜向..tiこよる縫営の安定

河内農業振興事務所経営普及部

普及指導計画の戦略課題名 「地域と共存した収益性の高い畜産経営の確立」

【キーワード：飼料用米、プランド化 活動期間：平成27年～（継続中）】

抄録

・地域プランド畜産物の生産量拡大及び販売強化を目的とした、「宮の鶉卵プランドカ向上促

進クラスター協議会」の設立を支援しました。

・協議会の中心となる採卵鶏農家に新鶏舎建築による規模拡大及び耕畜連携を支援したこと

で、年間鶏卵生産墨が58%増え、飼料用米利用 (26t)が開始されました。

•新鶏舎における飼料管理及び飼料用米給与指遍等を行い、低コスト化による所得向上を支援

するとともに、法人化を支援し、プランド鶏卵のプランドカ強化が図れました。

1 取組の背景・ねらい

涸内地方は、県内最大の消費地を抱えた立地により、様勺な地域農産物プランドを創出してい

ます。畜産物においては、牛肉・豚肉とも一定の生産がされているが、鶉卵においては、生産数

童等の規模が小さく販売促進体制が脆弱なことから、プランド鶏卵の生産力向上と販売力の強化

が重要となっています。

2 活動対象

11)対象名

宮の鶏卵プランドカ向上促進クラスター協請会

(2)対象の概要

宇都宮市北部の採卵鶏農家が中心となり、耕種農家、飼料会社、直売所等で宮の鶏卵プラン

ドカ向上1足進クラスター協議会を設立しました。この協譲会は、宇都宮市産の飼料用米を給与

した安全•安心なプランド卵「黄味恋し」の生産拡大とブランドカ強化を目的とし、飼料用米

の地域内流通、良質発酵鶏糞堆肥の有効活用及び販売促進について取り組みました。

3 活動の内容

(1)指導・支援の体制

プランド鶏卵の生産・販売拡大及びプランドカ向

上を図るため、宇都宮市及び農業振興事務所が、構

成員と連携を密にするために、支援体制を構築しま

した。また、法人化設立のために税理土や融資機閲

が関われる体制としました。 函1支援体制



{2) 活動経過

ア協議会設立・活動支援

平成26年度から、プランド鶏卵の生産拡大とプランドカ強化のため、宇都宮市と連携し協

議会設立の準備について支援し、平成27年2月に協議会を設立しました。設立後は、新鶏舎建

築のため畜産クラスター事業の利用を宇都宮市と連携し推進しました。

イ飼料用米生産•利用の指導

飼料用米生産農家に対し、栽培指遍を行いました。また、採卵鶏農家及び飼料会社に、飼料

用米給与による産卵率・卵黄色・卵質等を考慮した飼料用米の配合方法及び成鶏への給与技術

指導を行いました。さらに、飼料用米地域内流通実践事業を活用した、円滑な流通のほかに残

留農薬検査やサルモネラ菌検査による衛生管理の徹底について指導しました。

ウプランド卵販亮促進の支援

フランド卵の販売方法等について、震産物直売所やGPセンター（格付包装施設）と定期的

に検討を行うだめにコーディネート機能を発揮しました。

4 活動の成果

(1)経営の安定

ウインドレス鶏舎の導入と飼料用米の利用により、飼料効率の向上と飼斜費削減が行え、年

問約3千万円のコスト削減が実現されました。また、法人設立により、経営の高度化・合理化

だけでなく社会的信用性の向上が認れています。

(2) 生産・販売・プランドカの強化

鶏舎の増築により 1万羽の規模拡大が図れ、年間鶏卵生産霞が260tから411t(58 

％増）に拡大しました。また、鶏卵生産塁の拡大によりプランド鶏卵の販売が安定化し、地元

直売所での販売やインターネット販売も強化されました。

(3}飼料用米作付けによる耕畜連携の強化

現在、 3.5haの面積で26tの飼料用米が地域で生産され

ています。また、約40tの堆肥が還元され、地域内での耕

畜連携が強化されています。

5 今後の課題と方向

図2耕畜連携

(1} プランド卵商品価値の向上

「黄味恋し」のプランドカ強化として、消費者向けに飼料用米

利用に関するパッケージ表示の工夫について支援を行います。

(2) 販売力の強化

匿売所での販売量を増加し地産地消を推進します。まだ、ネッ

ト通販会社との連携により、プランド卵の販路拡大に努めます。

で一(3) 飼料用米利用拡大による所得の向上 図3 「黄味恋し」卵

飼料用米の生産をShaへ拡大し、給与飼斜の飼斜用米配合割合を、現在の2.6%配合から、

約10%の配合に増加させることで飼料費の削減を図り、更なる所得向上による経営の安定化

について支援を継続します。



そば生産技術の定着及び“八溝発芽そば”開発支援

塩谷南那須農業振興事務所経営普及部

塩谷南那須地域の地域戦略 「地域資源を活用した「たかはら・八溝地域」の元気創出」

ー農商工観連携ネットワークによる誘客促進一

普及指導計画の戦略課題名 「消費者ニーズに対応した地域特産物の生産拡大」

「地域資源を活用した 6次産業化の推進」

【キーワード：そば、プランド化、中山間地域、 6次産業化 活動期間：平成28年～（継続中）】

抄録

•南那須地域の気候風土に適したそばの生産振興と付加価値の高い新たな商品づくりを支援し

ました。

•そば栽培暦の作成・配布等により、生産技術の高位平準化が園られ、そば品質が向上しまし

た。

•新そば（秋そば）、寒ざらしそば、夏そばに続く第4のそばとして「ハ溝発芽そば」を開発

しました。

1 取組の背景・ねらい

南那須地域では、多様な農林水産資源を有効活用し、農商工観連携による中山間地の魅力向上

に取り組んでいます。

当地域の気象条件や土壌環境がそば生産に適しており、香り高いそばが生産されていることか

ら、ハ溝そば街道推進協議会では、ハ溝そば街道まつりやスタンプラリーなど、様々なイベント

を通じて消費者との交流を図っています。

まだ、そばは遊休農地対策としても有効であることから、生産技術の高位平準化と付加価値の

高い新たな商品づくりを支援しています。

2 活動対象

(1) 対象名

農事組合法人ファーム興野

(2) 対象の概要

農事組合法人ファーム興野は、那須烏山市興野集落のそば生

産者を中心とした5人からなる組織です。平成28年3月に法人

化され、農地の集積を園りながら、そば52haC秋そば27ha、

夏そば25ha)、水稲20ha、麦4ha、大豆3.8haを栽培してい

ます． そばのコンバイン収穫



3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

那須烏山市は、ハ溝そば街道推進協議会の事務局として、ハ溝そばの生産振興とともに、そ

ばを中心とした地域の活性化に取り組んでいます。

農業振興事務所は、高品質そばを安定的に生産・ 1共給できる技術の定善とそばの高付加価個

化に向けた取組を支援しました。

(21 活動経過

ア 八溝そばの生産性・品質向上

そばは、雑草等による収量・品質の低下が課題となっていることから、そば栽培麿を作

成・配布するなど、雑草防除や収穫時期の前進化等、生産技術の高位平準化を函りましだ。

イ 新商品「八溝発芽そば」の開発

付加価値の高いそばとして「寒ざらしそば」の取組が各地で始まっています。

農事組合法人ファーム興野では、これまでの「寒ざらしそば」の取組からヒントを唱て、

新商品「ハ溝発芽そば」の開発に取り組みました。

冬場の冷水に浸水させる「寒ざらしそば」に対し、「ハ溝

発芽そば」は屋内で風昧豊かなそばが製造できます。

農業振興事務所では、平成28年に県アグリフードピジネ

ス支援事業を活用して製造機器の導入を支援するとともに、

29年に地元そば店と連携して行った試験販売におけるアン

ケート調奎の実施•取りまとめ等について支援しました。

4 活動の成果

(1) 八溝そばの生産性・品質向上

発芽そばの製造

現地検討会の開催や栽培暦の配布等により、生産技術の高位平準化が園られました。その結

果、 8月と10月の長雨の影響によりそばの生育は不良で単収は低かったものの、品質は1• 

2等比率99%(H30.1.15現在、那須南農協検査実績）と良好でした。

生産されたそばは、県内外のそば店、製粉業者に玄そばとして販売されるほか、製粉された

そば粉は興野地区の直売所でも販売され、おいしいそばとして需要は伸びています。

(2) 新商品「八溝発芽そば」の開発

「ハ溝発芽そば」は、冬期に製造しi呆管すると風味の良いそばになることがわかりました。

29年産そばについては1月に製造し、「寒さらしそば」を上回る風味に仕上げていこうと取

り組んでいます。

5 今後の課題と方向

(1) 八溝そばの生産性・品質向上

今後更に、生産技術及び品質の向上を⑱り、地域プランドとして定雹、発展を目指します。

(2) 新商品「八溝発芽そば」の開発

「ハ溝発芽そば」を、「新そば（秋そば）」、「寒さらしそば」、「夏そば」と組み合わせ、季

節毎に特徴のあるそばを提供できるよう、地域のそば店等と提供時期の検討を進めます。



夏秋いちこ‘‘「なつおとめ」の早期普及拡大の推進

那須農業振興事務所経営普及部

那須地域の地域戦略 「那須プランド「園芸産地の振興JJ

普及指導計画の戦略課題名 「地域の特色を生かした國芸生産拡大」

【キーワード：園芸、プランド化、規模拡大 活動期間：平成22年～（継続中）】

抄録

•平成22年から「なつおとめ」の普及推進を開始し、新規栽培者の確保と栽培規摸拡大の推

進により、栽培面積103.0a、栽培者数21戸へ拡大しています。

・「なつおとめ」のPR活動を支援し、各種イベント参加やパンフレット等作成支援を行い、

知名度の向上と新たな販路拡大を図っています。

・栽培技術の向上による生産露の拡大に向け、クラウン部冷却や電照栽培の普及及び検討を実

施しています。

1 取組の背景・ねらい

那須管内は夏季に比較的冷涼であり、夏秋いちご「なつおとめ」の栽培に適していることか

ら｀新規栽培者の発掘や既存栽培者の規模拡大に取り組みました。

また、夏秋いちごの生産星が少ないことから、「なつおとめ」の安定供給を目的に生産技術の

向上に取り組みました．

併せて、知名度の向上と販売先の関拓を図るため、各種PR活動の支援に取り組みました。

2 活動対象

(1) 対象名

那須地方夏秋どりいちご生産協講会、夏秋いちご栽培志向者、市町、那須農業協同紺合等

(2) 対象の概要

那須地方夏秋どりいちご生産協議会員は、平成29年度で21戸（うち法人1経営体）とな

っています。

3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

所内の地域プロジェクトチームにより、「なつおとめ」の生産拡大と販路拡大の推進を園り

ました。また、部内では冬春いちごと組み合わせたいちごの周年供給体制の確立を目指し、

固芸課いちご担当を中心に取り組みました。

那須塩原市、那須町及びJAと運携し、生産拡大に向けたPR活動や新規栽培者の確保、補

助事業による施設整備を行いましだ。

(2) 活動経過

ア 栽培技術の向上による生産量の拡大

「なつおとめ」の特性等について生産者の理解を深め、生産安定を図るため、現地検討



会や巡回指遜を計画的に実施しました。まだ、株元冷却やベット冷却、遮光等の高温対策、

気化冷却を取り入れた簡易高設栽培の遜入を行うとともに、天敵資材を利用した害虫防除

を実施しました。

イ 新規栽培者の確保と栽培規模の拡大

市町やJAの広報誌に「なつおとめ」の栽培を呼びかける記事を掲載し、栽培希望者を

募りました。栽培希望者には説明会、現地見学会及び個別相談会を実施しました。また、

既存の生産者に対しても県単補助事業を活用した栽培規模の拡大を働きかけました。

ウ 「なつおとめ」のPR活動支援 戸,-----------------------------------r a 

各種イベントに生産者が参加し、

試食・販売を行うとともに、協議会

で作成しだパンフレットをイベント

会揚や取扱店舗に謳いてもらうこと

で知名度の向上を図りました。また、

地域内外実需者や流通業者との情報
5 

交換、販売や流通に関する生産者

間の情報共有化等協議会活動の活 ゜
性化を図りました。
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國1 生産者戸数・栽培面積の推移

4 活動の成果

(11 生産技術の向上による収量の増加

墓本的栽培管理の必要性が理解され、夏季の高温対策がとられるようになったことで、総収

穫塁は18t程度と平成22年産に比べ10倍になりました。また、天敵資材の効果的な使用法

を推進したことで害虫に対する防餘効果が向上し、薬剤散布の労力が大幅に軽減されました。

生産者自身が栽培方法を相互検討するなど、協議会の活動も活発になされています。

(2} 新規栽培者の確保と既存栽培者の規模拡大

新規栽培者講習会を開催し、技術習得を図るなどの継続的 ＇り

な推進によって、平成22年に比べ栽培者は12名、栽培面

積は95a増加しました。

(3) 知名度の向上

平成29年8月に那須町で開催された「山の日」記念イベ

ントなど、各種イベントや広毅誌等を活用したPRによって、

県内外への知名度向上を図りました。また、道の駅や商談会

で「なつおとめ」をPRするためのパンフレットを作成して

販路の拡大につなげました。

5 今後の課題と方向

(1) 安定供給に向けた生産量の拡大

誓
0ー cf' 

暑

写真1 PR活動

新規栽培者の確1呆及び既存の生産者の栽培面積拡大を1動きかけていきます。また、栽培マニ

ュアルを更新し、栽培技術の早期習得と平準化を推進するとともに、電照等の新たな栽培技術

の確立を図ります。

(2) 販路の拡大と地域内流通の体制の整備

新たな販路を拡大できるよう、今後も「なつおとめ」のPRを継続しながら、地域内外での

流通体制を関係機関と検討していきます。



戦益性の萬い肉用牛経営の確立

那須農業振興事務所経営普及部

那須地域の地域戦略 「那須の大地に根ざした『畜産経営の基盤強化』」

普及指導計画の戦略課題名 「収益性の高い畜産経営の確立」

【キーワード：畜産、肉質向上、子牛発育向上 活動期間：平成23年～（継続中）】

抄録

・肉質向上技術の定着のために、肥育震家の巡回調査を実施し、飼料給与と枝肉成績との関連

性についての解析結果を提示することで、肥育初期の飼料給与メニューの重要性について、

生産者の意識が高まりました。

・子牛出荷成績向上のだめに、緊殖農家の定点調査に基づく飼養管理の改善を支援した結果、

子牛の発育が向上し出荷成績が改善されました。

•高品質な子牛生産のために、矢板家畜市場において発育調盃を実施した結果、市場性の高い

発育目標値を設定することができ、組織内の子牛の育成方向について意思統一を函ることが

できました。

1 取組の背景・ねらい

肉用牛経営において、全国的な飼養頭数減少により、子牛価格及び技肉価格の高騰が続いてい

ます。また、 TPP大筋合意や日欧EPA大枠合意などにより、畜産経営の国際化への対廂が迫

られており、生産性や技術レベルの向上が重要視されています。そこで、肥育技術や子牛生産技

術向上に向け技術指導を実施しましだ。

2 活動対象

(1) 対象名

和牛肥育震家、和牛繁殖農家、酪農家

(2) 対象の概要

和牛肥育農家においては、高騰している子牛価格に応じた高い枝肉販売成績を目指す必要が

あります。和牛緊殖震家及び酪農家においては、肥育農家等に好まれる市揚性の高い子牛の生

産・出荷を目指すことが必要となっています。

3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

JAなすの、 JA東日本くみあい詞料（株）、担当獣医師、畜産酪農研究センター、県北家

畜保健衛生所等と連携し、プロジェクトチームを結成し、和牛肥育農家の巡回調査及び和牛繁

殖農家の定点調査を実施しましだ。



(2) 活動経過

ア 和牛肥育農家の巡回調査

14戸の和牛肥育震家で、定期的に体尺測定、

血液検盃及び超音波肉質診断装圏による産肉性

調盃を実施しました。併せて、飼料給与状況を

課盃し、枝肉成績との関連性について調査しま

した。

イ 和牛繁殖農家の定点調査

1戸の和牛繁殖震家で、対象牛を5頭とし、

2か月齢から家畜市場出荷まで定期的に体尺測 —

定を実施しましだ。 i井せて、飼料給与状況を確

認し、改善点等を話し合いました。

ウ 矢板家畜市場における発育調査

毎月開催されている矢板家畜市場において、

24戸の和牛繁殖農家が出荷する出荷子牛の体尺

測定を実施しましだ。定点調査の結果と矢板家

畜市場における発育調査の結果について、対象

震家向けに結果検討会を行い、情報共有しました。

4 活動の成果

11 l 詞料給与状況と枝肉成績の関連性

把育農家巡回調蒼

写真2 繁殖裳家定点調査

巡回調盃の結果から、導入初期の粗飼料多給が技肉重置の増加に影響するなど、飼料給与状

況等と技肉成績との関連性が明らかとなりました。

(2) 発育における目標値の設定と意識改革

定点獨査と矢板家畜市場における発育調査から、子牛の初期（哺育期）の飼養管理が、子牛

市場出荷時まで影響を及1ますことが明らかになりました。また、定点調歪していた農家におい

て、飼養管理の改善を行ったことで、体高が大きな子牛を作ることができ、出荷成績が向上し

ました。

矢板家畜市場で調査している和牛繁殖農家において、調査結果の分析から去勢では出荷時の

体高を120cm以上、雌では118cm以上、胸腹差を去勢、雌ともに20cm以上とすることを

目標とし、発育や腹作りが良好な牛を育てていくという意識統一ができました。

5 今後の課題と方向

(1) 枝肉成績向上に向けた飼料給与状況の改善

調査結果から新しい飼料給与メニューを作成し、給与効果について新たに巡回調査を実施し

ており、更なる枝肉成績の改善が図られるように支援していきます。

(2) 市場性の高い子牛の生産

市場価値の高い子牛の生産のためには、過肥にならす月齢に応じた良好な発育をした腹作り

のしつかりできた子牛の育成が重要であるため、これまでの家畜市瘍での発育調奎に「栄養度」

を新たな調否項目として加えて継続実施し、飼養管理の改善を支援していきます。



3 新たな園芸生産の戦略的拡大

額品種•新技衛の導スよるにら産地の園進

上都賀農業振興事務所経営普及部

上都賀地域の地域戦略 「上都賀地域の園芸を支える人材の確保・育成」

普及指導計画の戦略課題名 「技術の高度化と土地利用型野菜導入による魅力ある野菜産地の育成」

【キーワード：ニラ、ゆめみどり、ウォーターカーテン｀産地育成 活動期間：平成27年（継続中）】

抄録

•新品種「ゆめみどり」及び、新技術「ウォーターカーテン」の優位性を明らかにするととも
に、関係機関と連携して推進を行った結果、 3ヶ年で「ゆめみどり」 17名、 81a、「ウォ

ーターカーテン」 1i名、 451.5aが新たに導入されました。

•新品栂•新技術邊入により、単収向上や省力化が重要視されるようになり｀品種選定や施設
整備に対する意識の変化が醸成され、若手生産者を中心に、生産拡大への意欲の高まりが見ら

れるようになっています。

1 取組の背景・ねらい
にらは鹿沼市の代表的品目で、県内生産塁の約1/3を占めていますが、生産者・栽培面積が減

少を続けており、販売額も伸び他んでいます。今後も高齢化により生産者の減少が続くと見込ま

れることから、新品種•新技術の遍入を起爆剤に、産地の維持発展を進めています。

2 活動対象

(1) 対象名

上都賀震業協同組合鹿沼にら部、鹿沼にら栽培研究会

12) 対象の概要

平成29年度、上都賀農業協同組合にら部138名、うち、鹿沼にら栽培研究会員30名

3 活動の内容

(11 指導・支援の体制

上都賀地域農業振興計画や普及指遍計画の戦略課題の中心に位置づけ、最重要課題として

取り組みましだ。また、 JA• 生産部会・研究会組織と共通認識を持って、一体となった技

術支援を行うとともに、施設導入に当たっては鹿沼市とも連携し、県単補助事業を積極的に

活用し、推進にあたりました。

(2) 活動経過

ア 新品橿・新技術の優位性と問題点、改善方策を明確化しました

新品種「ゆめみどり」、新技術「ウォーターカーテン」について、生育や温度課盃及び固

別巡回を濃密に実施し、状況把握と改善策の提示を行いました。「ゆめみどり」は連続収穫

に適し、調整が容易といった品種の優伯性が明らかになり、保温開始時期の徹底と、他品種

との使い分けが定着しつつあります。「ウォーターカーテン」は、導入者全員の管理温度の

計測や閻き取りを踏まえ、従来の温度管理からの転換を圏り、省力化と単収向上に高い効果

があることを明らかにしました。

イ 新品種・新技術の導入について、関係機関団体と共通認識を醸成しました

新品種「ゆめみどり」に対する生産者の期待は高く、鹿沼にら部及び鹿沼にら栽培研究

会の試作品種に位置づけられ、部会が種子代を負担して検討を行いました。新技術「ウォー

ターカーテン」は省力化と単収向上に高い効果があることが実証できたため、講習会や現地

検討会、個別巡回時にPRするとともに、先行尊入者のロコミを活用して、導入拡大を函り

ました。施設導入に際しては部会事業として、 JA・鹿沼市の協力のもと、県単補助事業を

積極的に活用し、考入負担軽減を図りましだ。



ウ 研究会組織との連携を強化しました
「ゆめみどり」の試験栽培を鹿沼1こら栽培研究会の事業に取り入れ、試作状況や出荷実績、

栽培上の課題の講査と取りまとめを行いました。研究会員のうち「ウォーターカーテン」遍

入者とは情報交換会を開催し、管理技術のさらなる高度化と事例の共有、新たな先進技術導

入、他産地の優良事例調奎を実施し、栽培意欲をさらに高めるよう誘導しました。

4 活動の成果
(1) 鹿沼にら部の意識の変化

現在、鹿沼にら部では5品種が作付けされていますが、品種特性や保温開始時期に応じた品

種選定が曖昧でした。「ゆめみとり」の試作によって、「ゆめみどり」の倭位性はもちろんで

すが、他品種も含め、周年安定出荷に適した品種選定を行う意識が高まりました。また、にら

は販売価格が比較的安いうえに価格変動が大きいので、施設に経費をかけすに栽培するという

意識が強くありましだ。しかし、若手生産者を中心とした「ウォーターカーテン」効果の盛り

上がりを受け、『省力化・単収向上のための設備投資は璽要』という意識が芽生えました。

(2) 新品種・新技術の導入面積の増珈 ゥ←ターかデバ鴻入貸兄 名
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(3) 企業的にら経営の登場

~2蕊 H27年 H2B年 H2Q年

「ウォーターカーテン」効果を実感した若手生産者数名が3年連続で「ウォーターカーテン」

導入を継続しており、湮用労力を活用し、販売額5000万円を超える企業的な経営体が2戸実

現しました。

5 今後の課題と方向
(1) 「ゆめみどり」「ウォーターカーテン」のさらなる導入と、新たな技術導入の可能性

「ゆめみどり」の一般栽培を視野に、品種の位置づけと解決すべき課踵を明確化し、作付け

拡大を推進します。「ウォーターカーテン」は管理技術の精度向上を図り、さらなる普及拡大

を函ります。平成29年より新たな技術として、「改良型濯水チュープ」と「炭酸ガス施用」

の試作を開始しており、「ゆめみどり」「ウォーターカーテン」を核に、さらなる管理技術の

高度化を推進します。

(2) 長期的な視野に立った、にら産地の方向性の提示

高齢化による生産者減少は今後も続くため、現在、関係機関が連携して上都賀地方のにら新

規栽培者確保に向けた制度構築を進めています。さらに、鹿沼の若手生産者を中心に、企業的

なにら生産者を増やし、生産璽の維持を函るとともに、にらを魅力ある吊目に飛躍させ、新規

栽培者確保の足掛かりとしていきます。

ウォーターカーテンでの「ゆめみどり」栽培状況 改良型濯水チュープ導入に向けた現地検討会



たまねぎ機械化一貫体系の推進

芳賀農業振興事務所経営普及部

芳賀地域の地域戦略「地域戦略 1野菜で稼ごう！芳賀の農業J

普及指導計画の戦略課題名「新たな需要に対応した野菜産地育成」

【キーワード：たまねぎ、機械化活動期閻： H28年~29年】

抄録

・たまねき生産者の労力軽減を函り、生産拡大に向けた面積拡大のため機械化一貫体系の技術

の検討と普及推進を行いました．

・調査ほ揚の設置により、地域のだまねぎ生産者に機械導入による作業時閻や経営評価を示す

ことで、機械導入の意欲が高まりましだ。

・県単補助事業等の活用により、 12戸でたまねぎ収穫機等が導入されました。

1 取組の背景・ねらい

真岡市、芳賀町は、たまねぎの野菜指定産地に指定されており、栽培面積、出荷露ともに県内有

数の産地です。しかし、生産者の高齢化によりたまねぎの定植や捨い上げ等の収穫作業は、労力的

な負担となっています。このため、一部の生産者は、半自動移植機を導入するなどの対策を始めた

ものの、機械導入するほどの栽培規模ではない、後継者がいない等の理由から、依然として大半は

手作業で行われており、栽培規模の拡大および機械化による省力的な栽培体系の定善には至ってい

ません。

そこで、省力的な機械化一貫体系によるたまねぎ栽培を現地で実証・展示することにより、栽培

面積拡大、生産拡大の機運醸成を図りました。

2 活動対象

(1) 対象名

JAはが野たまねぎ部会（二宮地区、芳賀地区）

(2) 対象の概要

平成29年度JAはが野たまねぎ部会生産者数113戸 栽培面積42.Bha 出荷霊2,161t 

3 活動の内容

11) 指導・支援の体制

普及指導計画に位置づけ、重点的に取り組む課頷としました。また、関連メーカー、全国

農業改良普及支援協会、 JAはが野、農業試験場等と情報を共有化し、連携しながらたまねぎ

の指遍・支援に取り組みました。

(2) 活動経過



ア 実証調査ほ場の設置及び設置農家への支援

調盃ほ場を設置し、は種から収穫までの定期的な調査と巡同により技術的な支援を行い

ました。調査ほ場の設置・運営については、全国震業ジステム化研究会と連携協力のもと行

いました。

イ 現地検討会と講習会による生産者への周知

定植 (H28年11月17日）と収穫 (H29年5月

23日）における機械の実演会を開催し、 28名が

参加し、機械の能カ・性能等を確認しました。

ウ 講習会の開催

講習会 (H29年8月24日、 9月13日）におい

て30名が参加し、機械化体系遜入による経営評

価や労働時間縮減について示しました。

工補助事業の活用

露地野菜生産供給スタートアップ支援事業等の

県単補助事業の活用を推進しました。

4 活動の成果

(1) 作業時間の軽減

実証調査ほ場の調査の結果、

定植機や収穫機等を遍入する

ことで、延べ作業時間 (h/10

a)については、慣行法（手作

業主体）の約2/3に縮減す

ることが分かりました。

(2) 地域への波及

慣行区

実征区

写真1 収穫実演の様子

• II種
■育苗
●能肥、畝立て

●苗取り

■移植

•情植
■追肥
■病害虫訪陰
刃中耕・除箪

●抽台取り

■収穫
g拾い上げ

0.0 50.0 100.C 150.0 --1且切り・菓切り
撮出・運撮地区内の大規模志向震家を

中心にレンタルを含め12戸で

収穫機等が導入されました。

5 今後の課題と方向

(1) セル育苗技術の向上

（時間）
選別・袋詰め・出荷

函1 10aあたりの作業時間

全自動定植機和用が前提となるセル育苗については、培地内の乾燥により育苗中の欠株が2

割程度発生し、定植後の補植作業に多くの労働時間がかかることから、定時に均ーなかん水管

理ができるよう、タイマー式の自動灌水装置遍入を措進していきます。

{2) 低コストかつ省力的な機械化体系の検討

は種から収穫・調製作業までの機械化体系を函るには多くの機械を要し、初期投資や1賞却費

が多額となります。また、 20kgコンテナ集荷及び20kgネット出荷体制では多くの労力がか

かってしまいます。今後は、栽培面積に見合った機械装備で省力的な機械化体系を確立し、出

荷体制についても検討する必要があります。



いちこ｀新品種導入と産地システムの構築

下都賀農業振興事務所経営普及部

下都賀地域の地域戦略 「しもつがの人・技術でリードする魅力ある國芸の拡大」

普及指導計画の戦略課題名「若手いちご経営者による産地活性化と需要に応じた新品種の推進」

【キーワード：いちご、スカイベリー、産地戦略 活動期間： 28年～継続中】

抄録

・「スカイベリー」の選入推進と摘花による高品質安定生産を図りました。

・産地課題の共有化を図り、産地戦略の作成を図りましだ。

1 取組の背景・ねらい

本県育成品種「スカイベリー」は、栽培者及び栽培面積が徐閃に増加してきている

が、果実品質のバラッキが大きくプランド化を図る大きな障害となっています。

また、生産者の高齢化による生産面積の減少が進みつつある中、産地システムの構

築が望まれています。

これらのことを踏まえ、「スカイベリー」においては、摘花による高品質安定生産

を目指します。まだ、各 JA単位に産地戦略を策定し、関係機関及び生産者が同じ目

線でいちご生産振興を推進します。

2 活動対象

(1) 対象名 JAしもつけ、 JAおやまのいちこ生産組織及びス刀イベリー生産者

(21 対象者の概要

JAしもつけ：壬生、都賀、栃木、大平及び岩舟いちご部会 274名

うち、「スカイベリー」栽培者数 16名

JAおやま ：小山及び北部いちご部会 103名

うち、「スカイベリー」栽培者数 20名

3 活動の内容

(1 l指導・支援体制

いちご研究所

新技術導入経営改善実証展示ほ
重点プロジェクト

(2) 活動経過

試験研究成績

いちご次世代型実証温室

JAしもつけいちご生産組織連絡協厳会

JAおやまいちご専門部会

ア 下都賀地域いちご戦略策定に向けた取組



H28年度当初に、過去に実施したアンケート調査の再分析を行い、各JA単位

の課題を整理するとともに、将来の産地像について課内で検討を行いました。この

結果を基に、各JAと現状の再認識と課題の共有化を図り、 JAしもつけにおいて

は戦略策定に向けた協議へと進展しました。 JAおやまにおいても協譲を実施し、

H29年度に入り戦略策定に向けた具体的な検討が行われています。

イ 「スカイペリー」生産拡大と高品質安定生産の推進

H27年度から一般栽培が開始され、生産者・面積とも増加しているものの、出

荷ロットの安定には至っていないことから、個別巡回や各種検討会において県単補

助事業を活用した導入推進を行いました。出荷量が増加する中、食味のバラッキや

外観品質が課題化されてきたことから、いちご研究所の試験成績及び実証展示ほ結

果に基づき摘花の実施を推進しました。

4 活動の成果

(1) 「スカイペリー」生産拡大と摘花の実施

H29年度実績でJA系統生産者及び系統外生産

者の合計は、栽培者が57名、面積8.7haとなりま

した。 H30年度見込みは、同様に62名、約10ha

—--·--~-~ 

が見込まれています。摘花は、 J Aしもつけにおいて9

割以上の生産者が栽培全面積で実施が予定されており、

専用箱による有利販売を実施することが決定していま

す。

(2) 下都賀地域いちご戟略の策定

JAしもつけにおいては、 H28年度にいちご戦略（案）及び実践戦術（案）をJ A園芸

振興課と協議を重ね成案の作成に至りました。 H29年度は、各生産部会に説明会を

実施しており、 JAしもつけいちご生産組織連絡協議会役員会において承認を得るこ

とになりました。 JAおやまについては、戦略原案を事務局レベルで検討が行われて

います。

5 今後の課題と方向

(1) 「スカイペリー」の更なる生産拡大推進

「スカイベリー」のプランド確立に向けて、摘花による高品質果実生産への影響評

価を明らかにし、管内生産者全体の取組へと推進します。また、施設の再整備を含め

た適正管理が可能な生産者をリストアップし、生産拡大を図ります。

(2) 下都賀地域いちご戦略の実践

JAしもつけは、生産協議会において戦略実施の承認を受けた後、各生産部会にお

いて優先順位を設定し、取組実施に向けた支援を行います。まだ、 JAおやまにおい

ては、戦略策定向けて協譲を継続します。



覇技衛導入による施殴園芸縫営の謹化

塩谷南那須農業振興事務所経営普及部

塩谷南那須地域の地域戦略「国際化に対応した元気な塩谷南那須型経営体育成一固芸の生産拡大と

効率的水田農業の推進一」

普及指導計画の戦略課題名「新技術導入による施設園芸の生産性向上と経営の高度化」

【キーワード：施設園芸、環境制御、 1PM 活動期間：平成28年～継続中】

抄録

•生産コストの増大や価格低迷等で経営が圧迫されている施設園芸で、新技術の導入を推進し、

生産性の向上と低コスト化をめざしましだ。

• 1 5戸で高度環境制御技術が導入され、生産性の向上に向けた取組が進んでいます。

•34戸で 1PM技術の導入が進み、低コスト化に向けた取組が進んでいます。

1 取組の背景・ねらい

施設園芸は、生産コストの増加、市場価格の安値安定等により経営が圧迫されています。この

ょうな中、新技術（環境制御技術等）、 1PM技術の導入を推進し、生産性の向上と低コスト化、

経営の高度化により所得の向上を図ります。

2 活動対象

11} 対象名

JAしおのや及びJAなす南園芸関係部会（いちご、トマト、花き、なす、アスパラガス）

(2) 対象の概要

いちごでは ICT、高度環境制御等の

新技術が普及しつつありますが、 トマトで

は環境制御技術等の新技術遜入に対し消極

的な面があります。また、なす、アスパラ

ガスでは病害虫防除の労力が増加傾向にあ

り、花きでは害虫の薬剤抵抗性の発達が問

題になっています。

3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

写真1 いちご環境制御技術導入事例

（ミストによる湿度コントロール）

経営普及部園芸課を中心に、市町、 JA、生産部会と連携して、技術支援や各種事業の推進

を行っています。また、震業革新支援専門員との連携や施設園芸スーパーコーチ派遣事業の活

用による技術の高度化を進めています。



(2) 活動経過

ア いちごの ICTを活用した高度環境制御技術の導入促進

部会の現地検討会や個別巡回などにより、環境制御技両の理解と補助事業の活用の促進を

図り新規導入者の確保を進めましだ。また、既存選入者の実態調査を実施し、調盃結果を現

地検討会で報告するとともに、炭酸ガスの施用方法など管理技術の改善を圏りました。

イ トマトの高度環境制御技術の導入促進

先進事例調盃を実施し、部会の現地検討会や個別巡回により導入事例の紹介などの情報提

供を行い、導入促進に努めました。また、施設園芸スーパーコーチ派遣事業を活用して技術

の理解促進を図りました。

ウ 1PM技術の導入支援

なす、アスパラガス、花きで管内導入農家の調査や先進事例の調査を実施し、部会の現地

検討会や個別巡回により情報提供を行い、導入促進を図りました。また、 1PM実践産地支

援事業を活用し、技術の理解促進と資材の導入を支援しました。

4 活動の成果

(1) いちご高度環境制御の導入者増加

平成28、29年度ともに3戸の新規遵入者が確保され、既存蓉入者を含めると13戸とな

り、栽培管理技循の向上につながりました。

(2) トマトの高度環境制御技術の新規導入者の確保

平成28年度に導入検討を行っていた生産者2戸が、平成29年度に新規遵入し、光合成効

率の向上と病害予防のための環境制御の試みが始まりました。

(3) I PM技術導入農家の増加

平成28年度には、なす6戸、アスパラガス2戸、花き5戸、平成29年度になす3戸、ア

スパラガス6戸、花き3戸の新規導入者が確保され、 1PM技術導入農家が34戸になりまし

だ。 1PM技術への理解も深まり、化学農

薬だけに頼らない防除の意識が高まりまし

た。

5 今後の課題と方向

(1} 高度環境制御技術の導入促進

導入が進んでいるいちご、 トマトの更な

る導入推進と、スプレーぎくでの導入推進

と技術の確立を函ります。

(2} 高度環境制御技術の確立

導入した環境制御装置による生産環境の
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写真2 花き 1PM技術導入事例

（赤色ネットと反射マルチ）

更なる改善と生産性向上技術の確立を目指します。

{3) I PM技術の新規導入者確保と高度化支援

継続した 1PM技術の新規導入支援と、既存導入者への複数の 1PM技術の導入による技術

の高度化を支援します。



賑亮額3個円を目指す花き産地の育成

安足農業振興事務所経営普及部

安足地域の地域戦略 「歴史ある安足園芸の再生」

普及指導計画の戦略課題名 「目指せ花き販売額3億円産地の育成」

【キーワード： I-ルコギキョウ長期出荷新規参入者 ICT 活動期問：平成28年～（継続中）】

抄録

・JA足利花き部会の主力品目トルコギキョウについて、栽培技術の向上及び新規参入者の定

薔支援を行い、 H29産において販売金額2.7億円を達成しました。

・トルコギキョウの新規参入者への濃密支援を行い、初作の平均単収が部会平均の約9割を上

げることができました。

・ICT技術の遍入によるデータに基づく的確な施設環境制御を推進し、「見える化」展示ぽの

設置や補助事業の活用により、管内花き生産者3戸で環境制御技術が導入されました。

1 取組の背景・ねらい

JA足利管内ではトルコギキョウ生産が盛んで、出荷本数及び販売金額とも増加傾向にありま

す。 JA足利花き部会では販売金額3億円を目指しており、主力品目であるトルコギキョウにお

いて出荷本数の増加や品質向上と併せて、有利販売に向けた出荷予測プログラムの作成が求めら

れています。

また、施設花き全体では、品質及び収量の向上を目指すため、データに基づいた的確な施設内

の制御を行うICT技術の遜入が必要となっています。

2 活動対象

11) 対象名

JA足利花き部会、管内花き生産者、花き新規参入者

(2) 対象の概要

JA足利花き部会は、会員が16名で、うちトルコギキョウ生産者12名、鉢物2名、ばら

及びラン各1名で構成されています（県外生産者3名含む）。

トルコギキョウ生産者は、栽培開始後10年以内が約半数で、近年は新規参入者も増加して

いるため栽培技術に差があり、特に新規参入者の栽培技術向上が課題となっています。

まだ、管内花き生産者24名に対して、 ICT技術の導入を推進していますが、平成28年の

1戸にとどまっています。

3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

足利市は新規就農支援制度の周知、 JA足利は新規就農者及び参入者の確保・技術指遜、農

業振興事務所は就農にi系る相談全般、技術指遜など、それぞれの役割を明確にし、連携して推

進にあたりました。

(2) 活動経過

ア トルコギキョウ長期出荷体制の強化

トルコギキョウの出荷期問は11月から6月までと長期間のため、作期を通じて害虫発生

のモニタリングや生育状況の把握を行い、個別巡回や部会活動、資果斗提供をとおして、環境



変化や病害虫の発生状況に廊じた栽培技術を指導しましだ。

特に、 2番花の出荷時期が早くなる傾向にあるため、 1番花収穫後の栽培管理の指尊と害

虫防除の指等を徹底して行いました。

また、出荷状況を正確に予想するため、出荷予測プログラムの作成に取り組みました。

イ 新規参入者の定着支攘

新規参入者は技術的に未熟なため、平成28年にトルコギキョウ栽培を開始した2名の新

規参入者に対して、 2週間に1回の濃密な定期個別巡回を行い、基礎的な栽培技術の習得と

課題解決の取組を支援しました。

ウ 施設内環境制御の推進 ， 

管内花き生産者24名に対して、品質と収量向上のため施設内環境を的確に制御するICT

技術の導入を、 JAと連携し補助事業の活用と併せて推進しました。また、施設内環境の「見

える化」とデータを取得するため、鉢物生産ほ場に施設内環境制御装匿を設置し、実証ぽ揚

として調査を行い、計画出荷を支援しました。

璽 し
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新規参入者への定植後の指導 鉢物生産施設内環境の「見える化」

4 活動の成果

(11 トルコギキョウ長期出荷体制の強化

出荷終盤まで生産ロスが少なく出荷できたことで、平成29年産の出荷本数は1,917千本

と過去霰高となり、販売額は2.65隠円になりました。

(2) 新規参入者の定着支援

新規参入者への濃密指尊を行った結果、病害虫の発生も少なく、平均単収は部会平均の87

％の収霞を上げることができ、基礎的な栽培技術の習得も図れました。

(3) 施設内環境制御の推進

実証ほ場の結果を、 優良事例として研修会等で他の部会員に情報提供を行うことができまし

た。また、施設内環境制御の有効性が理解されたことにより、新たに管内花き農家2戸が尊入

し、管内花き生産者における環境制御技術尊入腰家戸数が3戸となりました。

5 今後の課題と方向

(11 長期出荷に向けた技術指導

トルコギキョウの長期出荷に対応した適切な栽培管理が自主的に行える体制を確立します。

また、出荷予測プログラムを作成し、その実用性を検討していきます。

(2) 新規参入者への支援による出荷量の向上

新規参入者に対し、毎年変化する天候や生育状況に応じた栽培管理ができるよう、濃密指導

を継続して行います。

(3) 花き経営体の法人化推進

花き経営体の規模拡大に伴い、企業的経営が必要なことから、特に売上の多い花き経営体に

対し法人化を推進していきます。



4 環境をはぐくむ「エコ農業とちき」の促進

i ェコ震業とちぎの推進

芳賀農業振興事務所経営普及部

芳賀地域の地域戦略 「野菜で稼ごう一地域の特徴を活かした多彩な担い手による生産振興ー」

普及指導計画の戦略課題名 「安全•安心な農産物の生産とエコ農業の推進」

【キーワード：ェコ農業、安全安心 活動期閻：平成26年".J29年（継続中）】

抄録

・エコ農業とちぎの実践宣言について震業者に広く推進するとともに、直売所等の組織の代表

者に対する理解促進を図ることで、実践宣言者数は281名（平成28年度末）→317名

に増加しました。

・応援宣言については消費者対象に周知 ・PRし、 249名→332名に増加しました。

・道の駅にのみやの出荷者を対象としたエコ農業とちぎの講習会を開催し、新たな実践宣言者

の確保を図り実践店舗化を目指しました。実践店舗では実践軍言者と応援宣言者との相互理

解を深めるとともに機能強化を函りましだ。

1 取組の背景・ねらい

生産者と消費者がお互いを認識し高め合い、県民全1本でとちぎの農と自然を守り育てようとい

う考えを広げるエコ農業とちぎの認知度は生産者、消費者とも低く宣言者数のI亭滞を招いていま

す。 SNS等の広報媒体を活用し広く周知を図り生産者と消費者の相互理解を深め、消費者から

選ばれるエコ震業実践者を拡大し、安全•安心な農業の展開と定着を目指します。

2 活動対象

(1) 対象名

サシバの里協議会、道の駅にのみや及び実践者・消費者等

121 対象の概要

サシバの里協議会：水田でキンプナ増殖とその活用に取り組む生産者と商工業者の集団

道の駅にのみや及び実践者・消費者等；直売所とその出荷者と消費者

3 活動の内容

(1 l 指導・支援の体制

・経営普及部：公開ぽ場の設置支援、エコ農業とちき実践者への技術指導、 SNS等による広

報活動

•各道の駅直売所：出荷者を対象としだ講習会開催、実践宣言者の掲示、実践店舗として消費

者へのPRスペースの設置

・市町：消費者へのPR



・企画振興部：水田におけるキンブナ増殖の取組支援等

・農村整備部：農業用水路等での生きもの調奎とPR

{2) 活動経過

ァ ェコ農業とちぎ推進公開ほ場の設置と研修会の実施

公開ほ場設濫農家、サシバの里直売所、市貝町役場、企画振興部と連携し、現地研修会

の内容を協議し、 7月と9月に「旬の野菜爽菜農園」で開催しました。広報誌、道の駅チ

ラジ、 facebookを活用し広く周知を函り、また、市貝町役場と連携し市貝町内幼稚園と

小学校に事前周知し参加者を募集しました。

ィ エコ農業とちぎ実践宣言講習会の開催

道の駅にのみやにおいて、出荷者を対象に講習会を開催しました。エコ農業とちぎについ

て説明し、実践宣言してもらうことで道の駅の実践店舗化を推進しました。また、既存の実

践店舗においては消費者がエコ農業とちぎ実践宣言者の農産物を選びやすくするため、各店

長了承のもと実践宣言者がわかるように店内に掲示しました。

4 活動の成果

(1) 公開ほ場における研修会の開催

研修会を2回開催し、参加者は一般消費者計71名で、生産

者とともにいきもの調歪を行い交流を図りました。エコ農業と

ちぎの取組により、生物の多様性が維持・向上していることを

消費者に理解してもらうことができました。

(2) 実践宣言者と応援宣言者の増加

実践宣言者は317名 (H29.3)→402名に、応援宣言者

は249名 (H29.3)→ 332名に増加しました。

遵の駅にのみやにおける第1回講習会における実践宣言者は

28名で、次回開催後に実践店舗になる見込みです。

公開ほ場における研修会

a ad 
真岡市消費者まつりにおける

5 今後の課題と方向 PR活動

(1) 実践店舗における機能強化・消費者と生産者の相互理解の場の拡大

消費者のエコ農業とちぎの認知度向上のため、管内6カ所の実践店舗におけるエコ農業とち

ぎの情報発信強化を図ります。例えば、実践宣言者の農産物について宣言者を掲示するだけで

なく、異体的にどのようなエコ震業としての取組をしているのか定期的に発信します。さらに、

ェコ震業とちぎ推進公開ぽ場における視地研修会等、消費者と生産者が交流し相互理解が図ら

れる場の割出を目指します。

(2) 管内全ての道の駅の実践店舗化

実践宣言者の増加を睦り、管内の5か所の道の駅が実践店舗になることで、消費者のエコ農

業とちぎの認知度向上を図ります。さらに、消費者側は実践店舗において応援宣言者としての

声を届け、生産者側は実践宣言者として取組のPRをすることで、双方向からの情報を送受信し

＿｛本となってエコ震業とちきの取組を推進します。



佐野フルーツラインのエコ震業とちぎの取饂

安足農業振興事務所経営普及部

安足地域の地域戦略

普及指導計画の戦略課題名 「環境保全型農業と食の安全性向上の推進」

【キーワード：エコ農業とちぎ、佐野フルーツライン 活動期問：平成29年～（継続中）】

抄録

•佐野フルーツライン直売組合では、県内初となる組合員全戸 (24戸）による、エコ震業と

ちぎ実践宣言及び応援宣言を行いました。

直売組合では、これまでの環境保全型農業の取組に加え、草生栽培や発生予察に基づく適正

防踪等、エコ震業とちぎの取組が進められています。

・全員参加による宣言書交付式の開催や、各直売所でののぽり旗や取組紹介ポップの掲示によ

り、エコ農業とちぎのPRに加え、誘客促進にもつながりました。

1 取組の背景・ねらい

ェコ農業とちきの取組は、平成26年からスタートしパンフレット等を活用したPRや公開ほ

場の設圏により推進を図ってきましたが、実践宣言・応援宣言とも伸び悩んでいます。また、佐

野フルーツラインは、消費者からある程度認知されていますが、消費環境の変化に伴う販売方法

等の見直しが必要になっています。そこで、佐野フルーツライン直売組合全戸でエコ農業とちぎ

に取り組んでもらうことにより、双方の効果的なPRを圏ることとしました。

2 活動対象

(1) 対象名

佐野フルーツライン直売組合

(2) 対象の概要

佐野市下羽田地区で、桃・梨を中心に生産・直売に取り組んでいる経営者の組織する組合で、

現在24戸で構成されています。たい肥等有機質裂材・有機質肥料の施用、フェロモン剤の利

用などの環境保全型農業に取り組むぽか、消費宣伝活動の組繊的な展開や新たな販売方法の確

立、販路開拓を函るため、おすそわけ袋の活用検討等、様勺な取組を行っています。

3 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

経営普及部内においては果樹担当者と環境保全型震業担当者が協力して、佐野フルーツラ

イン直売組合に対し、エコ農業とちきの実践を1動きかけるとともに、経営技術課環境保全型

農業担当者の協力を得て、一体となって直売組合のPR活動支援を行いました。



(2) 活動経過

ア 直売組合員との取組の検討

果樹担当者と環境｛呆全型農業担当者で、事前に唖売組合代表者に対し「エコ農業とちき」

について組合全｛本で取り組むことのメリットや組合負に実行して底しいこと、事務所でバッ

クアップできることなどを説明しました。また、直売組合全体会議においても、全晨での話

合いに参加し、全戸での取組を推進しました。

ィ エコ農業とちぎ実践宣言・応援宣言

直売組合でエコ農業とちぎに統ーした内容で取り組むため、全戸で同一内容の実践宣言と

なるよう申込書の作成を支援するとともに、エコ農業とちぎの取組を廂援するための応援宣

言由込書の作成も支援しました。

ウ 実践・応援宣言書交付式の開催と佐野フルーツラインにおける一斉 PRの実施

宣言書交付式を開催し、新聞記者への投げ込みやホームページヘの掲載を行って、直売組

合の取組の効果的なPRと佐野フルーツラインヘの誘客を医りました．まだ、佐野フルーツ

ラインの各店舗で一斉にエコ農業とらぎののぽり旗及び直売組合の取組紹介ポップを掲示す

ることで、店舗を訪れた客や通りすがりの車にもエコ襲業とちきのPRを函りました。

...... 
写真1 エコ農業とちぎ軍言書交付式 写真2 直売店鋪における取組紹介

4 活動の成果

(1) 直売組合におけるエコ農業とちぎの取組促進

以前から環境保全型震業に取り組んできた直売組合でしたが、今回宣言言を作成したことで、

地球温暖化防止や生物多様性の維持・向上なども改めて意識してもらうことができました。各

生産者が草生栽培や発生予察に基づく適正防除等のエコ農業とちざの取組を進めており、土善

天敵を含めた天敵製剤の活用意向が高まっています。これらにより、消費者により安全•安IじI

な農産物を届けたいという活動につながっています。

(2) エコ農業とちぎの推進と佐野フルーツラインヘの誘客促進

画売組合の各店舗で、新聞記事を見たという客の反応も聞かれ、エコ農業とちぎについての

消費者への理解促進と合わせて、フルーツラインヘの誘客促進にもつながりました。

5 今後の課題と方向

(1) エコ農業とちぎの更なる推進と佐野フルーツラインヘの更なる誘客促進

直売組合の版組紹介等により、引き続きエコ農業とちぎの敗組を推進するとともに、佐野フ

ルーツラインヘの誘客促進を図ります。



5
 

上都賀農業振興事務所経営普及部

上都賀地域の地域戦略 「次代につなぐ魅力ある かみつが型水田農業経営の実現」

普及指導計画の戦略課題名 「安全な農業生産のための放射性物質対策の推進」 (H24~27)

「連携と革新による次代を担う高収益土地利用型経営体の育成」、

「国際化に対応した畜産経営の確立」 (H28---)

【キーワード：放射性物質吸収抑制対策、米、公共牧場 活動期間：平成24,....,継続中】

抄録

原発事故に伴う放射性物質の対応として、玄米中放射性物質が県内で最も高い涸を示した水

稲の重点的な栽培管理指導及び吸収抑制対策を支援しました。また、公共牧場10牧場の早期

利用再開•利用可能面積の拡大対策を支援しました。

その結果、平成28年産米モニタリングにおいて管内全てで測定下限値以下となり、公共牧

揚の放牧頭数は平成24年の94頭から206頭（利用可能牧草地314ha)まで回復しました。

1 取組の背景・ねらい

東日本大震災に伴う原発事故により、管内でも放射性物質が農耕地をはじめ広く拡散し、公共牧

混の利用自粛や震作物等の出荷制限・価格下落等、極めて大きな影響を及ぽしています。農畜産物

の放射性物質濃度を早急に低減させる技術的対策を講じるとともに、農業者へ適切な情報の伝達が

必要でした。

2 活動対象

(1) 対象名

米生産出荷者及び公共放牧場

(2) 対象の概要

米生産出荷戸数 約6.900戸、水稲作付け面積約3,950ha(平成24年度現在）

公共放牧場数10牧場 共用牧草地面積・放牧頭数 平成23年時点611ha・222頭

3 活動の内容

{1) 指導・支援の体制

市・ JA ・酪農協•生産部会等と一体となっだ技術支援を行いました。また、玄米中放射

性物質濃度が県内でも最も高い値を示した管内の水稲及び公共牧場における永年性牧草の要

因分析・低減技術対策については、知見が少なかったこともあり、農業試験場・畜産酪農研

究センター・経営技術課・畜産振興課と連携して土壌分析を行うとともに、技術対策ほを設

置するなどの対策を検詑し、その結果に基づく重点指遍を行いました。

(2) 活動経過

ア 関係機関連携し一体的に吸収抑制管理技術の指導

水稲に対する吸収抑制対策について、市及びJA等の関係者が情報の共有化を図るとともに

対策推進体制を整備したことにより、全生産者に迅速・効率的に周知徹底できました。また、

水稲の吸収抑制対策研修会及び飼料生産における吸収抑制対策・適正な飼料給与技術に関する

研修会を随時開催しました。

飼料生産者には、ほ場の深耕、適正施肥等を指導し、平成24年には単年生飼料作物は全て

基準値を下回りましたが、公共牧場の永年生草地は8牧場で基準直を超過し、利用不可となり



ました。このため基準岨を超過しだ地点は関係者が協力して土壌検査牧草検査等を実施し要

因を検討し、結果に基づく技術支援を一｛本的に行いました。

イ 水稲の放射性物質吸収抑制対策を検討・実施

平成24年には前年に放射性物質濃度が高数値を示した地区において、吸収抑制対策の実証

ほを設匿しました。これにより8分の1程度に大幅に低減できることを実証し、この結果を基

に対策を周知しました。平成25年には同様に深耕の効果について実証ぽを設置し、深耕によ

る括減効果を実証しました。平成26年には、前2か年測定下限値以下の地域において阪収抑

制のためのカリ施用効果検証ぽを設置し、カリ施用・無施用区とも玄米中の放射性物質不検出

となったことから、鹿沼市での翌年以降のカリ施用による吸収抑制対策を中止しました。平成

28年には管内玄米モニタリング全てで測定下限値以下となりました。

ウ 公共牧場における除染技術対策検討及び除染支援

平成24年には公共牧場の8牧揚で墓準値を超過、利用不可となりました。このため3牧場計

23牧区 (108ha)について、関係者が一体となり除

染を進めました。平成25年には前年度除染作業を行っ

た牧区の給与前検査を実施し、 1牧場、計4牧区で基準

値を超過、利用不可となり、原因解明と再除染方法の検

討を行いました。平成26年度には除染が進められた5牧

渇、計42牧区で放射性物質濃度検査を実施し、 3牧場、

計15牧区において基準値を超過しました。引き続き、

原因調蓋と要因分析を行い、次年度以降の除染対策等に

. . .  l.. • _,, ___  L_a_ 

ついての方向性を見出すことができました。 写真；公共牧場の要因調奎（日光市）

平成27年には除染済・除染中の7牧場及び未踪染の3牧場について放牧前検盃を行い、基準

値を超過した地点の要因分析を実施しました。平成28年には土壌・牧草検盃を34回実施し、

利用可能面積を大幅に拡大することができました。

4 活動の成果

1) 水稲モニタリ

実現できました。 切一一
最大値は平成24年には65ベクレルを示しました ．：ピニ：~

が、閲係者一体となって要因分析・技術対策指導に q叩

取り組み、生産者の技術対策の協力も得られたこと ： 
から、平成28年産モニタリングでは初めて測定下限 I" 
値以下を実現できました。

(2) 公共牧場の利用を早急に回復できました。 lll 公共牧場の放牧頭数
150 

8牧場で基準値を超過し利用不可となった平成24

年には放牧頭数は94頭まで落ち込みましたが、関係 200 

者一体となって要因分析・除染対策に取り組み、平 JSO 

成28年には放牧頭数206頭（利用可能牧草地314h 100 

a)まで回復しました。 ” 
5 今後の課題と方向

~ 

(1) 大豆・そばの更なる低減

H23 H24 H25 H26 H27 H28 

日光市では平成28年産の大豆、秋そばでわすかに放射性物質が検出されているため、土壌

の状態についても注視し、油断なく対策の徹底を継続します。

(2) 公共牧場における未除染牧区の縮小

急傾斜地等で除染が困難な牧区については、今後長期的な対応策を検討していきます。



0お問い合わせ先

農業振興事務所
住 所 電話番号 管轄市町

経営普及部
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佐野市堀米町607
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