
大規模経営体を中心とした水田農業の推進

活動期間：平成２８年～継続中

○ 香取地域の稲作農業者は、高齢化や収益性の低下により離農者
が増えた。その結果、貸し出される水田が増加し、10ha以上の
経営体で規模拡大が急加速することが予想された。

○ このため、繁忙期の作業軽減のため直播栽培、高密度播種苗、
プール育苗などの省力化技術の導入支援を行った。また、作業の
省力・経営合理化のためスマート農業技術の導入支援を行った。

○ その結果、省力化技術、スマート農業技術の導入農家が増加し、
20ha以上農家が20戸から31戸に増加した。

具体的な成果

１ 省力技術等の普及による大規模経
営体の増加
■省力化技術等の導入経営体の増加
鉄コーティング直播 12戸
高密度播種苗 ２戸
プール育苗 ６戸
フレコン出荷 20戸

■20ha以上経営体が平
成27年の20戸から31戸
に増加。

２ 若手農業者の技術経営能力の向上
■若手農業者14戸のうち20ha以上の経
営体は３戸から５戸に増加。
（計219.8ha⇒262.3ha）
■若手農業者でスマート農業技術活用
の意識が高まる。
（スマート農業導入率36%）

ほ場管理システム ５戸
収量コンバイン ２戸
直進自動操舵田植機

５戸

普及指導員の活動

１ 規模拡大に対応した省力技術の普及
■鉄コーティング直播栽培や乾田直播栽
培技術の展示ほ設置及び現地検討会の開
催、導入支援のため個別巡回指導を実施。
■高密度播種苗及びプール育苗等の育苗
に関する省力化技術の普及。
■ほ場管理や水管理システム等のＩＣＴ
やＧＰＳを活用した農業機械、ドローン
等の説明会や実演会を実施。

２ 大規模経営体の経営改善
■飼料用米流通加速化事業や経営所得安
定対策等の補助事業の周知や導入支援。
■個別巡回等による栽培技術や経営技術
の指導、経営改善計画の作成支援。

３ 若手農業者の技術・経営能力の向上
■若手農業者を対象としたスキルアップ
研修を開催し、ほ場管理や水管理システ
ム等のスマート農業技術や直播栽培につ
いて視察研修会や相互訪問等を実施した。

普及指導員だからできたこと

■他地域や管内の事例紹介と現地調査
データを提示し、説得力のある情報提供を
行ったことが技術普及に繋がった。

■普及指導員がコーディネーター機能を発
揮することにより、試験研究機関、農機具
メーカー、JA等の多数の関係機関と連携し
て活動を展開することができた。

千葉県
【重点プロジェクト計画】

年度 H27年 H28年 H29年 H30年

20ha以上 20戸 27戸 29戸 31戸

15～20ha未満 17戸 14戸 15戸 13戸

15ha未満 40戸 36戸 33戸 33戸

合計経営面積(ha) 1,443 1,574 1,643 1,686

図１ 鉄コーティング直播

図２ 直進自動操舵田植機

表１ 水稲大規模経営体（77戸）の規模別推移
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千葉県 
大規模経営体を中心とした水田農業の推進 

 
活動期間：平成２８～継続中 
 
１．取組の背景 

水稲生産者の高齢化や米価の低迷により離農する経営体が増加し、耕作放

棄地が多くなっている。また、それまで３ha 規模で生産を行っていた経営体

も水田の出し手となり始めた。一方、栽培面積 10ha 以上の経営体では、今後

更に規模拡大が見込まれるため、作業の省力化や合理的な経営を図っていく

ことが課題であった。 
このため、作業の集中する育苗期の作業軽減につながる直播栽培や、高密

度播種苗、プール育苗などの技術定着が期待された。また、調製袋詰め作業

において作業軽減が可能となるフレコン出荷や、省力化となるスマート農業

技術の活用、経営安定のための飼料米の拡大、担い手となる若手農業者への

技術支援、集落営農の推進などを図る必要があった。 
 

２．活動内容（詳細） 
（１）規模拡大に対応した省力技術等の普及 

直播栽培等の省力技術やスマート農業技術を取り入れた軽労化技術等の

推進に当たっては、作物担当者及び企画振興課と連携し、各メーカーなどに

協力を得ながら現地検討会や研修会を開催し推進した。 

ア 鉄コーティング直播栽培 

   利根川沿岸の大規模経営体を対象にメーカーやＪＡと連携し、実証展示

ほの設置等により普及を図った。特に播種後の落水を徹底し、苗立ち率の

向上や転び倒伏の軽減、除草剤試験ほの設置や現地検討会の実施により栽

培技術の確立を図った。また、飼料用米専用品種では、鉄コーティングで

も発芽率の良い品種を選定した。 

イ 高密度播種苗及びプール育苗技術 

     排水性の悪いほ場など直播の導入が困難な地域では、ＪＡと連携して高

密度播種苗やプール育苗技術の展示ほ設置や現地検討会の開催等により普

及を図ることで育苗の省力化を推進した。特に、高密度播種苗は徒長しや

すいため適期移植を徹底した。また、田植機の苗抑えの高さや掻き取り量

など調節方法について検討し、移植精度の向上、安定化を図った。 

  ウ スマート農業技術 

    ほ場管理や水管理システム等のＩＣＴや、ＧＰＳを活用した農業機械、

ドローンについてメーカー等の協力のもと説明会や実演会を開催した。 

    生産者はスマート農業技術やドローンの導入効果について理解を深め、

「ほ場管理システムは、ほ場を間違える心配がなくなる」、「直進自動操

舵田植機は、目印が見えなくても誰でも真っ直ぐに植えられる」など必要

性を認識した。 
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（２）大規模経営体の経営改善 

  ア 飼料用米栽培の定着・拡大 

収入がほぼ確定でき計画的な規模拡大が進められる飼料用米の導入に

ついて、企画振興課や関係機関と連携し、経営研修会や現地検討会を開催

した。経営所得安定対策や飼料用米を取り入れた経営事例報告、飼料用米

の多収栽培実証ほを設置し、現地検討会、個別巡回により飼料用米栽培の

拡大・定着を図った。 

  イ 経営規模の拡大 

県内の大規模経営体における農地集約や直播栽培、加工販売などの事

例紹介や、規模拡大ができる省力栽培技術等について、毎年経営研修会や

現地研修会を開催した。これらにより、規模拡大のための鉄コーティング

直播栽培等省力栽培技術の普及を図った。 

 

（３）若手農業者の技術・経営能力の向上 

  ア 直播栽培やスマート農業など作業効率向上技術の習得 

若手農業者を対象としたスキルアップ研修で、ほ場管理や水管理シス

テム等スマート農業技術、直播栽培について視察研修会や相互訪問等を

開催し、作業効率向上技術の習得を図った。 

  イ 経営改善指導 

飼料用米流通加速化事業や経営所得安定対策等の補助事業について講

習会等により周知を図った。また、個別巡回等により、栽培技術や経営技

術の指導、経営改善計画の作成支援を実施した。 

 

３．具体的な成果（詳細） 
（１）省力技術等の導入 

  ア 省力技術等の導入子 

主な省力技術では、鉄コーティング直播栽培が 12戸、高密度播種苗が

２戸、プール育苗が６戸、フレコン出荷を 20戸が導入し、経営拡大を図

った。 

飼料用米の取組はフレコン出荷や直播栽培の導入も増加させた。 

イ スマート農業の導入 

直進自動操舵田植機７台、収量コンバイン４台、ドローン２台、GPSガ

写真１ スマート農業技術研修会の様子 写真２ ドローンによる薬剤散布のデモ 
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イダンスシステム１台、ほ場管理システムの導入９戸などスマート農業

が拡大し始めた。また、本年度から可変施肥田植機の効果について実証試

験が始まった。 

 

（２）大規模経営体の育成 

  ア 大規模経営体の増加 

普及指導計画で掲げている

20ha 以上の経営体は、各種省力

技術、飼料米等の導入により、平

成 27 年の 20 戸から平成 30 年に

は 31 戸に増加した。また、10ha

以上の経営体は、26戸増の、103

戸となり、組織経営体は 6組織増

えた。その中でも、50ha以上の経

営体は４戸（組織３、個人１）で

さらなる規模拡大につながった。 

  イ 他品種・他品目栽培の導入による経営改善 

対象の 77戸中、52戸が飼料用米を導入し、経営の安定を図っている。

飼料米においては 23戸が多収品種の導入を図った。また、集落営農組織

等では協働によるネギ栽培や落花生栽培等の導入により収益の向上を図

っている。 

 

（３）若手農業者の技術・経営能力の向上 

  ア 水稲経営面積の拡大 

     普及指導計画の対象である若手農業者 14 戸のうち 20ha 以上の経営体

は平成 27 年の３戸から５戸に増加した。また 14 戸の合計経営面積は

219.8haから 262.3haに増加した。 

  イ スマート農業技術や省力栽培技術の導入 

     若手農業者がいる経営体では、他の大規模経営体と比べてスマート農

業技術や補助事業活用への意識が高まっている。14 戸のうちスマート農

業技術の導入は、ほ場管理システム５戸、直進自動操舵田植機５戸、収量

コンバイン２戸、飼料用米流通加速化事業の活用も３戸で、スマート農業

の導入率は 36％となった。 

 

 
表１ 水稲大規模経営体 77戸の規模別推移 

年度 H27年 H28年 H29年 H30年 

20ha以上 20戸 27戸 29戸 31戸 

15ha～20ha未満 17戸 14戸 15戸 13戸 

15ha未満 40戸 36戸 33戸 33戸 

合計経営面積 1,443ha 1,574ha 1,643ha 1,686ha 

写真３ 直進自動操舵田植機 
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４．農家等からの評価・コメント 

（水稲大規模農家 東庄町 多田正吾氏） 

 鉄コーティング直播に取り組んだことにより、育苗箱の枚数が少なくなり、

灌水や苗運びの手間を減らすことができた。家族経営で規模拡大をしていく

ためには女性の負担を減らすことが第一であり、女性の力仕事を省力化でき

る鉄コーティング直播の取組によって、急な規模拡大にも対応することがで

きた。 

経営の安定化という面では、飼料用米の推進や研修会の実施などの活動は

評価できる。 

今後、担い手がさらなる規模拡大を進めていくためには、農地の面的集積

なども進めていく必要があり、行政には第三者として農家間の調整機能を発

揮することを期待している。 

 

５．普及指導員のコメント（所属・役職・氏名を記入） 
（香取農業事務所 改良普及課・主任上席普及指導員 椎名伸二） 

規模拡大が進んだのは、市町や所内企画振興課、指導管理課、地域整備課

等との連携により、集落営農や基盤整備事業、農地中間管理事業の推進によ

り、水田の整備や集積が進み、規模拡大ができたことも大きな要因である。 
本書では規模拡大のための技術指導を中心に記載したが、今後も規模拡大

の意向がある経営体に対して、まとまった水田が耕作できるよう関係機関と

連携し、集落営農や人・農地プラン等の推進を行う。 
 

６．現状・今後の展開等 
（１） 更なる農地の集積集約による規模拡大 

基盤整備事業の実施や、人・農地プランの作成と併せた農地中間管理事業

の推進により組織経営体では農地がまとまってきたが、個別経営体でははま

だ不十分である。耕地利用図を作成し、担い手同士での農地交換の推進等に

より、更なる農地の集積集約を図り、規模拡大を推進する。 

（２） 労働力・担い手の確保 

   組織経営体、個別経営体ともに高齢化が進み、担い手不足が懸念される。

誰もが担い手になれるよう、経験や勘、高度なオペレター技術を必要としな

いスマート農業機械やＧＡＰの導入による経営改善、集落営農を推進し、担

い手の確保を推進する。 

（３） ＩＣＴを活用した情報の見える化 

    ほ場数や品種等の増加による圃場の位置や栽培管理の間違い等を防ぐた

め、ＩＣＴを導入して栽培管理内容や生育状況等をリアルタイムで的確に把

握する。これにより、適正な管理を行い、かつ高品質・高収量で安全な農作

物生産を推進する。また、導入農家の情報交換等により利便性を周知し、普

及を図る。 


	（千葉県）PR資料（重点Ｐ水稲）概要版.pdf
	スライド番号 1

	（千葉県）PR資料（重点Ｐ水稲）詳細版.pdf

