
地域を担う土地利用型経営体の確保・育成
活動期間：平成28年～30年度

○ 芳賀地域は土地利用型経営体の減少が進み、地域農業を担う持続的か
つ発展的な経営を実践する土地利用型経営体の育成を図る必要があった。

○ そのため、農地の集積・集約の円滑化、ICTなど低コスト省力技術の導
入、需要に基づく園芸作物や新品種への転換を推進した。

○ その結果、地域を担う経営規模50ha超の大規模経営体が17戸に増加し、
それら経営体への農地の集積率も7.2％に高まった。

具体的な成果

１．大規模土地利用経営体が増加
■ 大規模経営体が増加し集積が進んだ

①50ha超経営体数（H27→H30）
１３ 経営体 → １７ 経営体

②大規模経営体（50ha超）への集積率（同）
４．８ ％ → ７．２ ％

２．低コスト・省力技術の導入拡大
■ 水稲の直播栽培が拡大（H27→H30）

19 ha → 81 ha
■ ICTにより効率的で精度の高い営農実践
ほ場管理システム 除草ボート ドローン

９件 ２件 ３０件

３．需要に即した米麦大豆の生産拡大
■ 「コシヒカリ」作付偏重から、生産者だけで
なく消費者に喜ばれる品種が作付拡大

①コシヒカリ比率（主食用米）
９５ ％ → ８１ ％ （H27→H30）

②とちぎの星作付面積（主食用米）
９７ha → ５８５ha （同）

③麦大豆新品種栽培面積
２０３ ha → ４４０ ha （同）

普及指導員の活動

平成28年～30年
■ 普及指導員がプロジェクトのファシリテー
ターとなり、所内の企画振興部・農村整備
部に加え、各市町、JA等と推進チームを
編成し、プロジェクトを推進

平成28年～30年
■ 対象の規模に応じてメニューを変え、経
営分析による個別指導、営農計画作成支
援とPDCAサイクルの実践支援

平成28年～30年
■ 農地中間管理事業等活用に向けた情
報の提供・集落座談会等話合いの支援

平成28年～30年
■ 水稲直播栽培・ICT（ほ場管理システム）
の導入にむけた研修会開催や展示ほの
設置・講習会開催

平成29年～30年
■ 収益力向上に向けた露地野菜導入意向
調査の実施、土地利用型園芸研修会開催

平成29年～30年
■ 水稲新品種「とちぎの星」シンポジウム

の開催、コシヒカリとの食べ比べ実施。新
品種栽培講習会・部会指導。

普及指導員だからできたこと

個別巡回により大規模経営体の意向やノ
ウハウを収集し、共有化することで、地域内
の農地集積、技術向上を進めることができ
た。

栃木県
【重点プロジェクト計画】
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別紙「ＰＲ資料作成上の留意点」（詳細資料）

栃木県

地域を担う土地利用型経営体の確保・育成 

活動期間：平成２８～３０年度 

１．取組の背景 

芳賀地域は、栃木県の南東部、関東平野北部に位置し、平坦な水田地帯を

中心とした真岡市、芳賀町（共に水田率は約 85％）と、水田地帯と畑地を含

めた中山間農地を有する益子町（水田率 59％）、茂木町（同 56％）、市貝町

（同 68％）の 1 市 4 町で構成されている。また、真岡市はイチゴの市町村別

産出額が日本一となっており施設園芸も盛んな地区であるが、他の 4 町は耕

種が中心となっている。

土地利用型農業は、担い手の高齢化等により、経営体が急激に減少してい

る。また、米消費量の減少や生産資材費等コストの上昇などから、需要に応

じた米生産や水田を活用した経営の高度化を図る必要がある。

そこで、芳賀地域の農業の維持・発展を図るため、低コスト省力技術を導

入し、経営の多角化の推進により、経営感覚に優れ、持続的かつ発展的な経

営を実践する大規模土地利用型農業の担い手の確保・育成を図る。

２．活動内容（詳細） 

１０ha以上２０ha未満

活動対象

経営面積１０ha以上
の認定農業者 １９７戸

５０ha以上

４０ha以上５０ha未満

普及推進課題

２０ha以上４０ha未満

ア 大規模土地利用
型経営体の育成

➀ 経営分析に基づく
個別指導

➁ 補助事業の活用による
施設・機械の整備支援

➂ 農地集積・集約化
の取組支援

イ 低コスト・省力技術
の導入

➀ 直播技術の導入支援

➁ 営農管理ＩＣＴの導入
支援

ウ 需要に即した米麦
大豆の生産の推進

イ 低コスト・省力技術の
導入、経営多角化・高度化
の推進

➂ 露地野菜の導入支援

ア 大規模土地利用型
経営体の育成

④ 法人化支援

図 活動対象と課題の相関図
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［指導・支援の体制］ 
農業振興事務所内に、農地集積推進チーム（企画振興部・農村整備部・経

営普及部）を設置。各市町、JA、農業共済芳賀支部と連携しながら、土地利

用型経営体に応じた支援を行いました。 

［対象］ 
経営規模 10ha 以上の認定農業者 197 経営体および集落営農組織 33 組織

（H27）。 
 

［普及推進課題及び活動の経過］ 
ア．大規模土地利用型経営体の育成 

① 経営分析に基づく個別指導 
Z-BMF による経営分析等、営農計画作成支援、実践結果をもとに次

年度の営農計画作成を支援。（PDCA の実践） 
② 補助事業の活用による施設・機械の整備支援 

営農計画に基づく各種補助事業の情報提供、事業活用支援。 
③ 農地集積・集約化の取組支援 

農地中間管理事業等活用に向けた情報提供、座談会での話合い支

援。 
イ．経営向上（低コスト・省力技術の導入、経営の多角化・高度化の推進） 

① 直播技術の導入支援［鉄コーティング湛水直播、乾田直播］ 
導入者に対する個別指導、導入希望者の把握、展示ほの設置、ほ場

検討会・技術講習会等の開催、技術資料の作成・配布、広報誌・ＨＰ

への掲載 
② 営農管理 ICT 等の導入支援［ほ場管理システム､ドローン､除草ボー

ト］ 
導入者の把握、活用実態調査、研修会の開催、技術情報の作成・配

布、広報誌・ＨＰへの掲載 
③ 土地利用型園芸の導入支援 

露地野菜導入に向けた意向調査、個別推進、土地利用型園芸研修会

の開催 
④ 法人化支援 

法人化希望者の把握、経営相談会の開催、専門家による法人設立支

援 
ウ．需要に即した主要農作物の生産 

①水稲極良食味新品種「とちぎの星」への作付拡大 
安定多収栽培講習会、展示ほの設置、研修会の開催、食味体験会の

開催、刈取り旗立指導、個別巡回指導、技術情報の提供 
②多収で加工しやすい多収な大豆新品種「里のほほえみ」の作付拡大 

展示ほの設置、個別巡回指導 
③二条大麦新品種「ニューサチホゴールデン」への作付転換 

安定多収栽培講習会、展示ほの設置,研修会の開催、技術情報の提供、

刈取り旗立指導 
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３．具体的な成果（詳細） 

 １）地域を託せる大規模土地利用型経営体の増加 

経営規模 50ha 以上の大規模土地利用型経営体数は、17 戸（H27 年比 131
％）となり、それら担い手への農地集積率は 7.2％（同比 2.4％増）に高まっ

た。また、20ha 以上の経営体数も 83 戸（同比 141％）に増加し、土地利用型

担い手の規模拡大が進展した。 
特に H30 年度には、1 年間に 100ha 以上の経営体が真岡市で 4 戸増え、合

計 6 戸に、また、芳賀地域管内 50ha 以上の経営体においては、１戸平均 10ha
の規模拡大が図られた。 

加えて、イチゴなど施設園

芸の盛んな真岡市旧二宮地区

では、H27 年度からの３か年に

おいて、上位 14 経営体で

1,075ha を集積し（1 戸平均

76.8ha）、1 年間で平均 25.6ha
増加している。これらによっ

て、施設園芸に専念する経営体

の農地が地域の土地利用型経

営体に託され、地域農業の維持

が図られている。 
一方、中山間農地を抱える

益子町では、集落営農の組織化

により農地の集積が進み、大規模集落営農組織（50ha 以上は３組織）が育成

されている。 
中規模での水田農業が展開されてきた芳賀町でも、初めて 50ha を超える個

別経営体が育成され、また、H31 年 1 月には町内初の集落営農が誕生した。 

 ２）大規模土地利用型経営体における低コスト・省力技術の導入拡大 

水稲直播栽培が 81ha（H27 年比 62ha 増）に拡大し、ICT を活用したほ場管

理システムも９件（同比８件増）、その他除草ボート３機、農業用ドローン 30
機が導入されるなど、低コスト・省力技術の普及が拡大している。さらに、ロ

ボットトラクターの導入も検討されており、スマート農業が加速化すると考

えられる。 

 ３）需要に即した米麦大豆の生産の拡大 

水稲極良食味新品種「とちぎの星」の作付（主食用）が 450ha（H27 年比

391ha 増）に増加し、主食用米における「コシヒカリ」の作付割合が低下する

など（JA：（H27）95％→（H30）81％）需要に対応した品種転換が進んだ。 
また、新たな米政策に対応し、新規需要米 1,770ha に加えて、大豆「里のほ

ほえみ」155ha や二条大麦「ニューサチホゴールデン」342ha が作付けされる

など、新品種の導入に合わせて高品質安定生産が広がっている。 
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４．農家等からの評価・コメント 

芳賀地域の大規模土地利用型経営体は、ライバル意識が強く、個々の取組

や技術について情報交換することが少なかったが、普及指導員の取組により

連携が図られ、互いが持つ技術や情報を共有することが出来るようになった。 
さらに、単に技術や品種だけで無く、経営の視点からの指導や情報の提供

があることで、経営継承等（第三者継承やのれん分け）を含め、今後の経営に

ついて考えるようになった。（真岡市Ａ氏） 
 
５．普及指導員のコメント（所属・役職・氏名を記入） 

農地の集積・集約を図るためには、出し手となる兼業農家等の意向の把握

が重要である。しかし、兼業農家との接点は少なく、関係機関、団体が一体と

なって、人・農地プランの実質化に向けた情報収集が必要不可欠と考える。 
また、規模拡大を図るうえで、低コスト・省力技術の導入に併せて雇用の

導入など経営の改善が必要であるため、日頃から接点を持ち、生産者の意向

を十分に把握したうえで、現状と目標とする経営規模、労働力など個々の実

状に合わせた支援を行った。 
（芳賀農業振興事務所経営普及部 主査 青沼 伸一） 

 
６．今後の展開等 

急激な規模拡大により、経営体での労働力不足が深刻化しており、経営体

の実情と目標に合わせた経営支援が重要となる。 
特に、経営の高度化を図るため、土地利用型園芸導入等による所得確保や

法人化の推進などを行っていく。 
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