
水田等を活用した飼料作物作付け拡大支援

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 「水田等を活用した自給飼料の生産利用拡大」

【キーワード：コントラクター、自給飼料、稲WCS 活動期間：H28年～32年（継続中）】

抄録

・畑作飼料作物の生産性向上や稲WCSの品質向上及び作付面積拡大に取り組み、自給飼料生

産利用の拡大（水田における作付面積24ha拡大等）を図ることができました。

・自給飼料生産を請け負うコントラクター組織の育成・強化支援に取り組み、新たに1組織の

コントラクターを設立することができました。

１ 取組の背景・ねらい

国際需給の影響により輸入飼料価格の高止まり傾向が続いており、生産コスト低減のためには

自給飼料の生産利用拡大が重要となっています。そのため、水田等における飼料作物の作付を拡

大し、飼料自給率の向上と低コスト化を図ることで畜産経営を安定化させることが急務です。

また、自給飼料の収穫作業等を請け負うコントラクターは、平成28年の時点で5組織活動し

ていますが、作業請負面積が増え、新たな需要に応えられない状況にあるため、新しいコントラ

クター組織の育成と既存組織の体質強化が必要です。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

畜産農家、耕種農家、

コントラクター（大田原市・那須塩原市・那須町）

(2) 対象の概要 飼料用とうもろこし現地検討会

那須地域は、県内随一の畜産が盛んな地域で、特に、乳用牛及び和牛繁殖雌牛は、それぞれ

34,182頭、5,755頭と県全体の約6割が地域内で飼養されています。今後の経営規模拡大や

担い手不足に対応するためには、飼料生産基盤の拡大と併せて省力化が必要となっています。

特に、地域内には広大な水田が存在し、自給飼料の生産基地として有効活用することが期待さ

れます。また、中山間地では野生動物による被害が増えつつあり、対策が求められています。

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

各市町やJAなすの、各酪農協等と連携し、自給飼料生産の作付推進や補助事業を活用した

コントラクターの育成、飼料生産性向上技術の普及等に取り組みました。



(2) 活動経過

ア コントラクター体質強化及び新規組織の育成

既存コントラクター組織の活動状況を調査するとともに経営安定や体質強化に向け、飼料

の品質や生産性向上にかかる検討会等を通じて活動を支援しました。また、コントラクター

活動推進事業（県単）を活用し新たなコントラクターの組織化を支援しました。

イ 稲ＷＣＳ作付面積拡大と品質向上の推進

稲WCS生産・利用者を対象に生産・給与の先端技術について現地検討会・研修会を開催

するとともに、高品質専用品種（つきすずか）の普及を進めるため、展示ほ場を設置しまし

た。また、湿田でも作付可能な飼料作物である稲ＷＣＳの作付拡大と利用促進を図るため、

耕種農家と畜産農家のマッチングを支援しました。

ウ 飼料作物の生産性向上支援

生産性の向上のため、土壌診断に基づく堆肥の適正施用や奨励品種利用及びマニュアルに

基づく強害外来雑草の防除技術を支援しました。また、新技術として、飼料用とうもろこし

の不耕起播種や、クマによる飼料作物の被害軽減に向けた作物転換（飼料用とうもろこし→

ソルゴー）の実証展示ほの設置、乳用牛への籾米サイレージの給与について支援しました。

４ 活動の成果

(1) 新たなコントラクター組織の設立による稲ＷＣＳ作付面積の拡大

酪農家を中心に、稲WCSの収穫・調製や販売に取り組む新たなコントラクター組織が設立

（H29.6法人化）され、稲WCSの作付面積も拡大しました。また、コントラクター活動推進

事業を活用し、収穫物の密閉技術向上を支援したことで収穫物の保存性が高まり、品質を高め

ることができました。

(2) 飼料作物の作付面積拡大及び生産性の向上

水田における飼料作物の作付面積は、前年に比べ24haと増加しており、H26年（基準年

面積：3,326ha）からは、604ha増加しています。また、獣害対策として飼料用とうもろこ

しに換えてスーダン型ソルガム新品種（涼風）を作付けすることで、クマによる被害を軽減す

ることが実証されました。

５ 今後の課題と方向

(1) 新たなコントラクター組織のリストアップと既存組織の生産性向上支援

コントラクター6組織の円滑な活動と体質強化支援を継続します。また、新たなコントラク

ター組織候補をリストアップし、関連情報を収集・提供しながら設立を支援していきます。

(2) 飼料作物の作付面積拡大及び生産性の向上支援

今後も畜産農家への稲WCS利用拡大を図るため、生産から利用段階までの品質向上に向け

た取組を支援するとともに、新たな利用先として肉用肥育牛給与の実証展示を行います。また、

稲ＷＣＳ生産者に対し、引き続き高品質専用品種の普及を図るため展示ほを設置し、生産拡大

を進めます。

また、土壌分析結果に基づく適正施肥やマニュアルに基づく強害外来雑草防除及び、堆肥や

除草剤の適切な施用等、これらの基本技術の組合せによる生産性向上を支援します。



本県育成なし「にっこり」の輸出拡大取組支援

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「国際化に対応した元気な塩谷南那須型経営体育成－園芸の生産拡大と

効率的水田農業の推進－」

普及指導計画の戦略課題名「地域イノベーションによる園芸産地の強化」

【キーワード：なし｢にっこり｣、農産物輸出、ブランド化 活動期間：平成２６年～継続中】

抄録

・本県育成のなし「にっこり」の輸出再開を機に、長期貯蔵と検品荷造り体制を再整備し、県

全体の49％を占める19.5ｔ（前年比219％）まで輸出量を伸ばしました。

・若手なし農家が輸出先のマレーシアに渡航し、現地バイヤーや消費者と交流し、グローバル

感覚を醸成しました。

１ 取組の背景・ねらい

管内なし産地の｢にっこり｣の海外輸出は平成16年度から取り組み、平成20年には香港を中心

に13ｔの出荷を行っていました。平成23年の東日本大震災に伴う原発事故の影響で３年間の輸

出規制を経て、平成26年から再開されたことから、関係機関と連携し、あらためて輸出向け果

実生産技術や鮮度・品質保持技術、産地検品体制づくりを推進し、にっこり輸出量の拡大と産地

ブランド力の向上を図りました。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

ＪＡなす南梨部会、ＪＡしおのやなし部会

(2) 対象の概要

JAなす南梨部会は栽培者数45名、栽培面積

60.7ha（うち｢にっこり｣12.8%）、JAしおの

や梨部会は栽培者数17名、栽培面積24.7ha

（うち｢にっこり｣9.0%）です。

写真１ 二次検品作業

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

所内では企画振興部と、現場では管内各JAと各梨部会役員、JA全農とちぎ、(一社)とちぎ

農産物マーケティング協会、ジェトロ栃木、県農政部関係課と連携した支援体制としました。

(2) 活動経過

ア 輸出向け果実生産技術支援

JAなす南梨部会には、品質の安定している生産園地を中心に「輸出向け果実生産技術（着



果管理、病害虫防除等）」を、JAしおのや梨部会には、従来の「にっこり栽培マニュアル（輸

出向け含む）」に準じた栽培管理指導を行いました。特に、果面の擦れ傷発生防止など収穫

調整時の留意点遵守、予備選果の徹底を図りました。

イ 長期貯蔵・検品荷造り体制づくり支援

ＪＡなす南梨部会を対象に「輸出産地育成強化事業（県単）」を活用推進し、先進取組産

地の情報収集や海外バイヤーとの打合せ、調査研究による検品体制づくりを支援しました。

また、国庫事業を活用した高機能保冷庫設置を支援するとともに、貯蔵管理技術支援も行

いました。

４ 活動の成果

(1) 生産技術の向上

継続した生産技術指導により、産地全体の秀品率は65％以上を維持し、輸出向けだけでな

く国内向け出荷の製品品質が向上しました。

(2) 輸出向け貯蔵・検品荷造り体制の確立

輸出用高機能保冷庫が整備され、高品質を維持した長期貯蔵とコールドチェーン出荷が可能

となりました。また、検品マニュアルを作成し二次検品体制を整備したことにより、問題とな

っていた外観品質が改善されました。

(3) 輸出量が大幅に増加

主な輸出先であるマレーシア現地バイヤーから、当管内の製品品質の良さが高い評価を受け、

平成30年産は管内全体で19.5t（前年比219％）のオーダー対応となりました。あわせて、

平成30年7月に規制変更となった香港向けの輸出も管内産地が対応しました。

(4) なし農家のグローバル意識の向上

JAなす南梨部会研究部9名（若手研究組織）が県単事業を活用し、平成31年1月に輸出先

のマレーシアへ渡航し、現地店舗での販売促進活動やバイヤーとの情報交換等をとおして、グ

ローバル感覚が醸成されました。

写真２ 貯蔵中の｢にっこり｣ 写真３ 輸出先国向けプロモーションＶＤ撮影

５ 今後の課題と方向

(1) 果実品質の更なる向上と輸出拡大

輸出先国のニーズに対応すべく果実品質向上支援（果肉障害や汚果病の発生防止対策等）を

継続するとともに、関係機関・団体と連携した新たな輸出先国の開拓を支援します。



高β－グルカン含有大麦
「ビューファイバー」の生産拡大支援

安足農業振興事務所経営普及部

安足地域の地域戦略 「収益力のある安足型水田経営の確立」

普及指導計画の戦略課題名 「魅力ある水田農業の確立」

「農業経営の安定化、発展を目指した６次産業化の推進とブランド力

の強化」

【キーワード：農商工連携、機能性大麦、遊休農地解消 活動期間：平成２8年～（継続中）】

抄録

・管内食品企業から生産拡大の要望があった機能性大麦（高βーグルカン含有大麦）について、

既生産者等と連携して栽培技術の確立を図るとともに、ＪＡ足利と食品企業による栽培者の

確保及び作付推進を支援しました。

・平成２９年には管内食品企業が農地所有適格法人を設立し、遊休農地解消により２４４aの

機能性大麦（高βーグルカン含有大麦）栽培を始めました。

１ 取組の背景・ねらい

足利市にある食品企業が、平成22年から（独）農業・食品産業技術総合研究機構や地元の麦

生産者と連携し、高βーグルカン含有大麦「ビューファイバー」の試験栽培や商品開発に取り組

んでいました。

農業振興事務所では、食品企業等からの支援要請を受けて、平成２３年度から関係機関・JA

と連携しながら、加工原料の確保を中心に支援してきました。

しかし、商品開発が進み需要量が増える一方、栽培の難しさや収量の不安定さから栽培戸数や

栽培面積は増加せず、安定栽培技術の確立と栽培者の確保及び作付拡大が急がれていました。

そこで、平成２８年度からの普及計画では「実需者との協働による新品種大麦の生産拡大検討

・技術支援」とし、高付加価値化された麦の生産拡大による農業所得の向上を目的に、導入当初

からの生産者等と連携した栽培技術の確立とJA足利、食品企業による農業者への作付拡大推進

を継続的に支援しています。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

足利市既栽培者及び新規栽培者、JA足利麦部会、JA足利、食品企業

(2) 対象の概要

ア 足利市既栽培者：平成2８年産 1名、２９年産 2名、３０年産 6名、31年産 8名

イ 足利市新規栽培者：平成２９年産 １名、30年産 ４名、31年産 2名

ウ JA足利麦部会：平成30年産は栽培者数で二条大麦１６６人、小麦３１人、二条裸麦6人

エ JA足利：JA足利麦部会事務局、平成29年産から機能性大麦の集荷を開始

オ 食品企業：大麦食品専門企業、栃木の大麦食品を広める会事務局、農地所有適格法人設立

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制



農業振興事務所は栽培技術の確立と新規栽培者への技術指導・支援に、JA足利と食品企業

は新規栽培者の確保にあたりました。

(2) 活動経過

ア 栽培技術の確立

既栽培者等の意見や助言を踏まえて、ビューファイバーの栽培上の特性（問題点）や対応

策を整理し、ビューファイバーの栽培技術資料を作成しました。

イ 栽培者の確保及び作付推進

JA足利麦部会が主催する「ビューファーバー作付説明会」や「麦類品質向上対策講習会」、

「麦類播種前講習会」の開催を支援するとともに、食品企業が主催する「高βーグルカン大

麦に係る専門家との情報交換会」に参加し、今後の推進に資する機能性大麦の現状や将来性

について把握しました。

ウ 食品企業の農業参入支援

地域貢献（遊休農地解消）と自前での原料調達の両面から農業参入を検討している食品企

業に対し、市農業委員等と連携した中での取組を助言するとともに栽培支援を行いました。

４ 活動の成果

(1) 栽培技術の確立

栽培上の品種特性の把握から注意点がまとめられ、説明会や講習会の機会を通じて栽培者に

周知徹底したことから、過去において収穫皆無から３６０kg/10aまで年次間差があった単収

は、栽培者間の差はあるものの6名の平均で２５６kg/10aと安定してきました。

(2) 栽培者の確保及び作付推進

栽培技術が確立されたことやJA足利麦部会等の事業をとおしたＰＲ効果もあり、平成２２

年産から栽培者１名・栽培面積２００a前後で推移してきた栽培規模は、平成30年産で6名・

１,０９２aまで拡大し、更には平成31年産播種面積は、2,087ａに増加しました。

(3) 食品企業の農業参入支援

農業委員の協力の下でまとまった遊休農地の賃借に見込みがついたことから農業子会社が設

立され、農地所有適格法人として遊休農地解消事業に取り組み、解消農地を活用した２４４a

の機能性大麦栽培で２２８kg/10aの単収を得ました。

５ 今後の課題と方向

(1) 単収の高位平準化

栽培者間で格差が大きい単収について、基本技術の励行及び気象条件に応じた対策を周知徹

底することで、単収３００kg/10aを目標に農業所得の安定を図ります。

(2) 需要に対応した生産量の確保

食品企業の需要見込量１００tに対応するため、栽培者の確保及び作付拡大を図ります。

ビューファイバーの品種特性

①発芽勢が低く低温や過湿に弱い

②成熟期が遅く穂揃いが悪い

栽培上の注意点

①排水の実施、②深耕と表土の細かな砕土

②早めの播種、④多めの播種量、⑤浅播き

⑥多めの施肥量、⑦適正な麦踏み

ビューファイバーの取組概要

H28 ⇒ H30 ⇒ H31予定

○栽培者数(名) １ ６ ８

○栽培面積(a) 100 1,092 2,087

○生産量(kg) 3,300 27,978

○単収(kg/10a) 330 256



収益力が高く魅力ある土地利用型農業の推進

芳賀農業振興事務所経営普及部

芳賀地域の戦略課題名 「芳賀地域を託せる担い手・経営体の育成強化－次世代につなぐ水田

農業の構造改革推進－」

普及指導計画の戦略課題名 「収益力が高く魅力ある土地利用型農業の推進」

【キーワード：土地利用型農業、担い手、規模拡大 活動期間：平成２８年～３２年（継続中）】

抄録

・水田農業における規模拡大と担い手の確保を目指し、補助事業活用による経営基盤整備、農

地中間管理事業活用による農地の集積を支援しました。また、直播栽培など低コスト技術や

ＩＣＴ技術の導入、新品種への転換、露地野菜の導入により経営の高度化を推進しました。

・その結果、20ha以上の土地利用型経営体数は4割増加し、担い手の確保が進みました。

１ 取組の背景・ねらい

土地利用型農業は、担い手の高齢化と不足、水田を活用した経営の高度化、生産資材費等コス

トの上昇、米価の低減、農地の分散化等、多くの課題を抱えています。

そこで、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・育成を目指します。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

経営面積10ha以上の認定農業者、市町、ＪＡ

(2) 対象の概要

経営規模10ha以上の認定農業者：197戸（50ha以上 13、～40ha 7、～20ha 39）。

同50ha以上の大規模経営体への農地の集積率：4.8％（853ha）。ほ場管理システム（ICT

技術）導入農家数：1戸。水稲直播栽培面積：18ha。主食用米のうち「コシヒカリ」の占め

る割合：95％。

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

地域戦略２における推進チーム（所内チーム､市町､JA）と連携し、各支援を行いました。

(2) 活動経過

ア 大規模土地利用型経営体の育成

地域農業の牽引役となる経営規模50ha以上の担い手の育成に向けて、40ha以上の経営

体を対象に経営分析に基づいた個別指導を行いました。また、20ha以上の経営体に補助事

業の活用による施設や機械など規模拡大を実現する経営基盤整備の支援をしました。

加えて、農地利用最適化委員やJA担い手部会等と連携し、農地中間管理事業の活用や地

域での話合いの推進により、大規模経営体への農地の集積・集約化を進めました。

イ 低コスト・省力技術の導入、経営の多角化の推進

コスト低減、大規模化水田作の実現に向けて、直播栽培やＩＣＴ技術によるほ場管理・営



農支援システムの新規導入を図るために、展示ほを設置しほ場検討会を開催するとともに、

導入者へ個別指導を行いました。さらに収益力を高めるために、JAや市町と連携し土地利

用型経営体や若手担い手を対象に、露地野菜導入に向けた意向調査や研修会を実施しました。

ウ 需要に即した米麦大豆の生産の推進

消費者に選ばれる特色ある米づくりとして、管内の大部分を占めていた「コシヒカリ」か

ら極良食味新品種「とちぎの星」への転換を目指し、「とちぎの星」の展示ほを設置し、現

地研修会や安定多収栽培講習会、食味体験会、刈取り旗立指導などを実施しました。同様に

大豆新品種「里のほほえみ」、二条大麦新品種「ニューサチホゴールデン」の展示ほを設置

し、栽培講習会や巡回指導によりニーズに対応した高品質安定生産を支援しました。

４ 活動の成果

(1) 地域を託せる大規模土地利用型経営体の育成

経営規模50ha以上の大規模土地利用型経営体数

は17戸（H27比130％）となり、それら担い手

への農地集積率も6.6％（同差＋1.8％）に高まり

ました。また、20ha以上の経営対数も83戸（同

比141％）に増加し、土地利用型担い手の確保が

進みました。さらに、20ha以上の経営体のうち4

戸（累計13戸）で新たに法人化するとともに雇用

の 導入も始まり、経営の安定化が図られました。

(2) 大規模土地利用型経営体における収益力向上への取組拡大

水稲直播栽培は81ha（H27差+62ha）、水稲多収品種の作付は125ha（同差＋56ha）

に拡大し、ほ場管理システム9件（H30.9現在）とICT技術の導入が進みました。加えて、

収益性の高いねぎや加工用たまねぎの産地化への取組が開始され、経営の高度化が進んでいま

す。

(3) 需要に即した米麦大豆の生産の推進

「とちぎの星」の作付が450ha（同差＋391ha）に増加し、更なる拡大が期待されていま

す。また、新たな米政策に対応し、新規需要米に加えて大豆「里のほほえみ」155haや二条

大麦「ニューサチホゴールデン」342haと新品種を活用し高品質安定生産が広がっています。

５ 今後の課題と方向

(1) 更なる大規模土地利用型経営体の育成（農地だけでなくビジネスサイズの大規模化）

急激な規模拡大により、各経営体の労働力不足が深刻化しています。そこで、法人化と併せ

て、雇用就農による常雇い確保を支援するとともに年間を通じた就業及び所得確保等経営の更

な る高度化を図ります。また、農村コミュニティ基盤の変化により水利施設の保全管理等が土

地 利用型経営体に負担となっているため、農村基盤でのインフラ整備について検討を進める必

要 があります。

(2) 農地のフル活用（畑地を含めた農地の活用、収益力向上）

当地域は畑地など条件不利地を多く抱え、その活用が課題となっています。今後は本格的に

土地利用型園芸や飼料用作物生産など畑地を有効活用する担い手の育成を図り、農地のフル活

用による収益性の高い魅力ある土地利用型農業の実現を目指します。
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図 土地利用型経営対数の推移
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花き生産における生産性の向上

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 「花き生産における生産性の向上と担い手の確保育成」

【キーワード：環境モニタリング、炭酸ガス施用 活動期間：平成２８年～３０年（継続中）】

抄録

・バラでは、個別カルテを作成するなどハウス内環境のモニタリングをJAと連携して行い、

ハウス内炭酸ガス変動に対応した適正施用がすすみました。

・輪ギクでは、モニタリング機器の導入を検討され、ハウス内環境モニタリングの重要性が理

解されました。

１ 取組の背景・ねらい

花き産業においては、資材費の高騰、輸入花きの増加、消費の低迷等厳しい状況が続いており、

それに伴い、後継者不足が問題となっています。花き産業の魅力を高め、後継者を確保するため

には、高品質な花きの安定生産と生産性の向上が不可欠です。

そこで、切り花生産を中心に、バラについては単収の向上、輪ギクについては品質の高位平準

化を目指し、支援を行いました。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

小山花卉園芸組合（S４５年設立）を中心とした管内花き生産者で、バラ生産者５名（ロッ

クウール栽培者）、キク生産者８名

(2) 対象の概要

小山花卉園芸組合は、バラ部会11戸、キク部会8戸、トルコギキョウ部会5戸、カーネーシ

ョン部会5戸、切り花部会4戸、露地切花会1戸の34戸で構成され、京浜市場を中心に出荷を

行い、市場からの評価が高い産地です。また、市場や生花店に対する産地ツアーを開催するな

ど、産地の情報発信等精力的に活動を行っています。しかし、３４戸中２０戸で後継者がいな

い状況であり、後継者不足が産地維持の大きな課題となっています。

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

市町やJA、農業試験場、農業革新支援センターと連携し、技術指導を行いました。

(2) 活動経過



ア 環境制御等によるバラの生産性向上

現地検討会や個別巡回により、適切なハウス内環境に

ついて指導を行いました。また、その際は、ハウス内環

境モニタリングをＪＡと連携し行い、個別カルテを作成

するとともに、現地検討会で生産者同士でデータとほ場

をつきあわせることで、より効果的な指導を行いました。

イ 栽培技術の改善による輪ギクの品質向上

冬期の品質向上に向け炭酸ガス施用の普及を目指し、

展示ほの設置等を行いました。また、冬期の安定出荷の

ため、生産者のハウス内環境データを収集し、現地検討

会や個別巡回等において、情報提供及び指導を行いまし

た。

４ 活動の成果

(1) 環境制御等によるバラの生産性向上

ハウス内環境のモニタリングを行い、個別カルテを作成したことで、生産者の意識が高まり、

ハウス内環境の改善に向けた検討が行われるようになりました。特に炭酸ガス施用については、

日長変動による開始終了時間の調整やタイマー制御の場合の供給時間の設定等、ハウス内炭酸

ガスの変動に伴う管理を行うようになりました。

(2) 栽培技術の改善による輪ギクの品質向上

冬期の適正な温度管理と炭酸ガス施用により、輪ギク

の特級率が53％（H27）から57％（H29）に向上しま

したが、炭酸ガス施用圃場のデータが１件と少なく、炭

酸ガス施用効果を明確にすることはできませんでした。

しかし、キク部会の現地検討会において、モニタリン

グによるハウス内温度のデータと生産者が適温と考えて

実施した温度設定に明確な相違が見られ、環境データの

モニタリングによる栽培管理の重要性が理解されました。

５ 今後の課題と方向

(1) 環境制御等によるバラの生産性向上

バラについては、栽培法（土耕、水耕）や品種、仕立て方法により生産性が大きく変わりま

す。そこで、各生産者の仕立て方法を調査し、炭酸ガス施用等環境制御を取り入れたより生産

性の高い仕立て方法について検討します。また、近年ピシウム等による株枯れ症が問題となっ

ているため、微生物資材による軽減効果を検証します。

(2) 栽培技術の改善による輪ギクの品質向上

輪ギクについては、安定出荷に向けて、冬期の温度管理の適正化を図るため、ハウス内環境

のモニタリングを推進します。また、夏季高温による奇形花及び萎縮叢生症が発生しているた

め、対策について調査します。

キク部会現地検討会

プロファインダーの設置(バラ)



上都賀地域における環境保全型農業の推進
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 「 － 」

普及指導計画の戦略課題名 「上都賀地域における環境保全型農業の推進」

【キーワード：エコ農業とちぎ、有機農業、ＧＡＰ、第三者確認 活動期間：平成2８年（継続中）】

抄録

・鹿沼市の多面的機能支払交付組織にエコ農業とちぎを重点推進した結果、26名が新たに実

践宣言を行い、宣言者は合計218名まで拡大しました。

・エコ農業とちぎ推進公開ほ場研修会や有機農業推進技術公開ほ場研修会の開催を通じて、生

産者の交流による技術の普及や、有機農業志向者の理解促進が図られました。その結果、新

たに6名が有機農業の取組を開始しました。

・ＧＡＰの精度向上にむけた農場点検の実施と、グローバルＧＡＰ等に取り組む組織を支援し

た結果、２経営体がとちぎＧＡＰの第三者確認及び登録を受け、３経営体が認証及び確認

登録を目指して、農場管理や施設の改善などに取り組んでいます。

１ 取組の背景・ねらい

環境に配慮した持続可能な社会づくりや、食品の安全・安心に対応した取組強化が求められ

ています。このため、消費者との交流による農業生産活動の価値向上（エコ農業とちぎ）や、

環境負荷低減による持続的な農業生産の実践（有機農業）、さらには農産物の安全確保と環境保

全・労働安全を実践する取組（ＧＡＰ）の理解促進と重点対象者への普及拡大を図ります。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

JA生産部会、直売所出荷者、JAかみつが、有機栽培農家、有機栽培志向農家、消費者等

(2) 対象の概要

エコ農業推進対象とした直売所数：6か所、ＪＡ生産部会：９組織

有機栽培農家：20名、有機栽培志向農家：８名、新規就農希望者：２名

GAPに取り組むJA生産部会：15組織

グローバルGAP等への取組組織：５組織（うち２法人）

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

日光市直売所等連絡協議会事務局や各農産物直売所役員、ＪＡかみつが生産部会担当者等と

連携し、エコ農業とちぎ説明会等を開催し、実践宣言及び実践店舗の参加を呼びかけました。

鹿沼市内の有機栽培農家を「エコ農業とちぎ推進公開ほ場」に、鹿沼市及び日光市で30年

以上有機栽培に取り組む農家に｢有機農業推進アドバイザー｣を依頼し、技術の普及と理解促進

を図りました。

ＪＡかみつがと連携し、ＧＡＰの精度向上のための農場点検の実施推進と、ＧＡＰに取り組

む組織への支援を行いました。

(2) 活動経過

ア エコ農業とちぎ実践宣言の拡大

直売所への巡回等を通じて、エコ農業とちぎ「実践店舗」の推進を行いました。また、鹿

沼市の多面的機能支払組織や、ＪＡの日光にら部会、なす部会、りんどう等の各生産部会の

エコファーマー申請時に「実践宣言」の推進を行いました。



イ 有機農業技術の普及及び理解促進

エコ農業とちぎ推進公開ほ場で、６月と11月に研修会を開催しました。また、特に有機

栽培を志向する農家や新規就農者に対しては、有機農業推進アドバイザー２名のほ場で研修

会を行い、栽培技術の理解促進を支援しました。

ウ ＧＡＰの精度向上推進とＧＡＰ認証等の取得に向けた支援

ＪＡかみつがと連携し、ＧＡＰに取り組む生産部会に対して、精度向上を目的とした農場

点検を推進しました。また、ＧＡＰ認証の取得に意欲のある経営体等に対しては、支援制度

の紹介や農場点検実施機会の提供、国際水準ＧＡＰ取組支援事業による専門家の派遣を行い

ました。さらにとちぎＧＡＰ第三者確認登録を希望する経営体に対して、継続した指導を実

施しました。

４ 活動の成果

(1) エコ農業とちぎ実践宣言の拡大と実践店舗への取組支援

鹿沼市の多面的機能支払組織の26名が新たに実践宣言を行い、宣言者は218名まで拡大し

ました。

(2) 有機農業技術の普及及び理解促進

エコ農業推進公開ほ場研修会や有機農業推進技術公開ほ場研修会を通じて、生産者同士の交

流による技術の普及や、有機栽培の志向者等に対する理解促進が図られました。また、平成

29年度～30年度で新たに6名が有機農業の取組を開始しました。

(3) ＧＡＰの精度向上とＧＡＰ認証等の取得支援

平成30年度はＪＡかみつがの日光にら部会など２部会で農場点検を実施し、部会員全員に

改善提案を周知し、ＧＡＰへの更なる取組強化を行いました。また、新たに５組織（うち２法

人）が国際水準ＧＡＰ取組支援事業や認証取得支援事業を活用し、ＧＡＰ取得に向けた取組を

開始しました。そのうち２経営体がとちぎＧＡＰの第三者確認及び登録を受け、３経営体が認

証及び確認登録を目指して農場管理や施設の改善などに取り組んでいます。

５ 今後の課題と方向

(1) エコ農業とちぎ実践店舗の推進

農業者と消費者の直接交流が可能な直売所でのエコ農業とちぎの実践宣言をさらに推進する

とともに、環境に配慮した農業の推進と地域農産物の消費拡大を進めます。

(2) 有機農業の技術普及と新規就農者への支援強化

有機栽培を始める新規就農者の早期定着を図るため、定期的な技術研修会の開催を継続実施

するとともに、この取組を通じた有機栽培農家同士の交流を深め、将来的にはグループ活動な

どの組織化を目指します。

(3) ＧＡＰの精度向上

農場点検未実施の生産部会に対する点検実施を促し、ＪＡかみつが全体のＧＡＰ精度向上に

つなげます。また、意識向上が図られた生産部会からとちぎＧＡＰ第三者確認など、さらに高

いレベルの取組に誘導していきます。認証取得やとちぎＧＡＰ第三者確認を目指す組織や経営

体には事業を活用した支援を継続します。

写真１ エコ農業とちぎ公開ほ場研修会 写真２ 認証に向けたＧＡＰ農場点検実施



とちぎＧＡＰの取組推進

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：園芸、ＧＡＰ、第三者確認 活動期間：平成２９年～（継続中）】

抄録

・広報誌等を活用してＧＡＰやとちぎＧＡＰ第三者確認制度の周知を図るとともに、農業者、

農業委員、関係機関等を対象に説明会を実施し、個別相談にも応じました。

・ＪＡ足利トマト部では部会役員等の９名が、ＪＡ佐野トマト部会では部会員９名全員がとち

ぎＧＡＰ第三者確認申請に向けて取り組むこととなり、書類、環境の整備が始まりました。

１ 取組の背景・ねらい

ＧＡＰは、ほとんどの部会組織で農薬事故防止や農家の安全意識向上を目的に行われています

が、取組内容が限られている面があります。また、今後、実需者側からのＧＡＰ認証取得の要請

が想定されますが、現段階では生産サイドでの関心は低めです。そのため、各組織のGAP取組

の目的に見合った取組支援を行うとともに、本来のＧＡＰの意味を再度周知し、取組内容の拡大

や、認証取得についての理解促進を図ることが必要です。併せて、平成30年４月から開始した

とちぎＧＡＰ第三者確認の指導や国際水準ＧＡＰ取組支援が求められています。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

ＧＡＰの精度向上に取り組む各生産組織等

(2) 対象の概要

ＪＡ足利、ＪＡ佐野の米、麦、いちご、トマト等各部会において、ＧＡＰチェックシートの

点検等、取組精度向上に向けた取組が行われていますが、組織により取組内容に差があります。

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

管内両市、ＪＡ等と連携、役割分担を行い、ＧＡＰの推進を図りました。

市：農業委員会等におけるＧＡＰ研修の実施等

ＪＡ：広報誌によるＧＡＰ関連情報の提供、所属部会員に対するＧＡＰ指導

農振：作物担当と環境担当が連携したＧＡＰチェックリスト見直しや防除履歴記帳推進等

(2) 活動経過



ア とちぎＧＡＰ第三者確認等の情報提供

事務所発行の認定農業者だよりやＪＡの広報誌を活用し、ＧＡＰの本来の意義やとちぎ

ＧＡＰ第三者確認制度についての周知を図りました。また、農業者、農業委員、関係機関等

を対象に、とちぎＧＡＰ第三者確認制度についての説明を行いました。生産部会等からの個

別相談に対しては、技術担当者とともに対応しました。

イ ＪＡチェックリスト見直し支援

ＪＡ足利トマト部GAP運営委員会による、とちぎＧＡＰ第三者確認に対応したチェック

リストの検討がスムーズに行えるよう、チェックリスト案を示す等の支援を行いました。

ウ モデル産地（生産組織事務局及びサンプル農場）の評価と産地指導研修の開催

ＧＡＰに関心の高い生産組織にモデル産地としての取組を推進し、サンプル農場として足

利市のアスパラガス生産者のほ場を設定、農場評価員養成研修と合わせて農場評価を行いま

した。また、ＪＡ足利アスパラガス部会を対象に生産組織評価・施設評価を行いました。

４ 活動の成果

(1) とちぎＧＡＰ第三者確認申請に向けた取組

ＪＡ足利トマト部ではモデル的に部会役員等の９名が、ＪＡ佐野トマト部会では部会員９名

全員がとちぎＧＡＰ第三者確認申請に向けて取り組むこととなり、栽培履歴や防除日誌の見直

し、国際水準ＧＡＰにも対応できる農薬保管庫の整備等、書類・環境整備が始まりました。

(2) 国際水準ＧＡＰ取組支援

ＪＡ足利アスパラガス部会では組織代表者・事務局の国際水準ＧＡＰへの理解促進が図られ

ました。また、他品目の一部の生産者が国際水準ＧＡＰ認証取得の意向を示すようになりまし

た。

５ 今後の課題と方向

(1) とちぎＧＡＰ第三者確認申請に向けた支援

ＪＡ足利トマト部及びＪＡ佐野トマト部会の第三者確認申請に向け、書類・環境整備等の

支援を行います。また、継続してＧＡＰについての正しい理解促進を図るとともに、先行の

部会を事例として、他の部会にも取組内容の向上を推進します。

(2) 国際水準ＧＡＰ取組支援

ＪＡ足利アスパラガス部会において全体研修会を開催し、部会員全員への国際水準ＧＡＰ

についての理解促進を図ります。また、国際水準ＧＡＰ認証取得の意向を示した生産者に対し

ては、必要に応じ、補助事業の紹介や環境整備等の支援を行います。

写真１ 農場評価員養成研修 写真２ トマト部農場点検
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