
次世代女性農業者の育成・確保

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農者を応援」

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：担い手、男女共同参画、女性リーダー育成 活動期間：平成23年～（継続中）】

抄録

・地区の農村女性会議主催の研修会・セミナー等、農村女性交流会を開催し、男女共同参

画（家族経営協定締結推進）を推進しました。

・スタートアップ・アクティブ講座等により女性農業者間の交流を図り、また、経営管理

能力向上のための研修会を開催し、リーダーとなる女性農業者の確保・育成を図りまし

た。

・『うつのみや農業女子』の会員相互による意見集約を図りながら、本年度事業計画の策定、

マルシェ、既存女性組織との活動の場を創成しながらネットワークによる女性農業者と

の絆づくりや女性組織と交流会等を通して運営支援し、経営感覚に優れた次世代女性農

業者リーダーの育成を図りました。

１ 取組の背景・ねらい

主要な担い手である女性農業者の経営参画は、家族経営協定の締結増加や認定農業者の共

同申請等も漸増していますが、継続した推進が必要です。また、既存の女性農業者の組織に

おいても新たな参加者の確保が進まず世代交代が停滞しています。

そこで、スタートアップ・アクティブ講座の開催や研修会等を開催し、既存組織の女性農業

者との交流を図りながら、次世代女性農業者のネットワークづくり、女性リーダーの育成・確

保を図りました。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

女性農業者、生産部会、認定農業者、新規就農者

(2) 対象の概要

２０～４０代若手女性農業者、農業従事の経験が長い女性農業者、認定農業者、新規就農者、

認定農業者パートナーや後継者

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

河宇地区農業振興協議会技術者連絡協議会生活専門部での関係機関との連携や女性組織へ

の運営支援及び企画振興部・経営普及部でのうつのみや農業女子運営支援を行っています。

市町・農業委員会・農協や部内での情報共有と調整による家族経営協定等の推進支援対象の

明確化を図り、関係機関で連携し推進しています。



(2) 活動経過

ア スタートアップ講座・アクティブ講座、交流会等の開催

スタートアップ講座・アクティブ講座は各3回企画開催、研修会

等を２回開催し、伝統食・地元食の継承と併せて世代間交流を図

りました。

イ 家族経営協定締結推進

市町、農業委員会等関係機関・団体との連絡会議を開催し、締結・見直しのリストアップ

を行い、締結対象者を市・農業委員会・JA・普及指導員に割り当て効率的に締結推進を行

いました。

ウ 女性農業者活動事例研修会開催

地域リーダーとしての資質向上を図るため、WAP１００に選出された女性農業者への

事例調査、女性農業者リーダー育成に係わる調査研究として千葉県の事例について女性農業

者・農業革新支援専門員から講演・聞き取り調査を行いました。

４ 活動の成果

(1) うつのみや農業女子の活動強化

うつのみや農業女子への参画は3名増の11名となりました。自主

的活動のための事業計画を作成し、SNSを介してのネットワークづ

くりやマルシェ等への参加など自己研鑽と経営参画に向け知識等の

習得に取り組み始めました。

(2) 女性リーダーの育成

河宇地区農村女性リーダー研修会（35名参加）を開催し、構成

組織外の女性農業者（6名）の参加を得ました。女性起業でのGAP

の取組、マーケティング・ブランディング活動、具体的な目標設定

とPDCAの実践等参考にすべき点が多く大変有意義な研修との意見

があり、リーダーとしての意識啓発が図られました。

(3) 家族経営協定締結の推進

推進対象者を２９名(新規：1９名、見直し：10名）をリストアップし、関係機関がそれぞ

れ推進し、家族経営協定締結式（新規：4経営体、見直し：６経営体）を開催しました。

５ 今後の課題と方向

(1) 次世代女性農業者の確保・育成

うつのみや農業女子の活動支援を行いながら、次世代女性農業者のリストアップにより各種

講座・研修会への参加誘導を図り、女性農業者のネットワークづくりを継続的に推進します。

また、既存組織の活動との連携を図ることで世代間の交流を進め、各世代間の農業経営の課

題等の共有により次世代女性農業者の確保・育成を推進します。

(2) 男女共同参画の推進

ワークライフバランスでの実現による営農活動・生活双方での相乗効果を図るため、家族経

営協定の締結推進を引き続き推進・支援します。男性のみならずパートナー等も締結に対する

意識が醸成されていないこともあることから、生産部会での技術講習会等、新規就農コンサル

事業を活用した周知や締結対象のリストアップを図り推進します。

マルシェ参加(大宮）

リーダー研修会

女性農業者交流会



自立できる新規農業者の確保・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 「しもつがの明日を拓く若手農業者の確保育成」

普及指導計画の戦略課題名 「多様な新規就農者の確保と自立できる青年農業者の育成」

【キーワード：担い手、新規就農者、就農支援 活動期間：平成28年～（継続中）】

抄録

・新規就農者の確保を目的に、就農相談会及びいちごの定植・収穫体験会を開催し、1名が就

農前研修を開始しました。

・就農３年目までを対象とした「ニューファーマーカレッジ」は、病害虫防除や農業簿記等の

基礎講座と専門技術の講座を開催し、新規就農者の定着と経営発展の支援を行いました。

・就農3～５年目の就農者を対象とした「しもつが農業経営塾」は、先進的経営体の視察、マ

ーケティングや異業種の経営者の講演を年4回開催し、経営感覚向上の支援を行いました。

１ 取組の背景・ねらい

高齢化と後継者不足に伴う農業の担い手確保は喫緊の課題となっています。そこで、新規参

入者等就農希望者が円滑に就農できるように、市町等と連携した就農相談体制及び研修受入体

制を整備します。また、就農後1～5年の新規就農者に対し、経験年数に応じたステップアップ

を支援するため「ニューファーマーカレッジ」や「しもつが農業経営塾」の各種講座を開催し、

就農の定着と経営発展を図ります。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

新規就農希望者、新規就農者、青少年クラブ員

(2) 対象の概要

新規就農を希望する相談件数は、28年度が63件、29年度が160件となっています。新規

就農者数は28年度と29年度を合わせて118名、うち45歳未満の青年は82名でした。

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

市町、農業委員会、JA、下都賀農業振興事務所が連携した「就農支援ネットワーク会議」

において、就農希望者の情報共有とスムーズな相談体制の整備に取り組みました。また、新規

就農者の確保を目的として「JAしもつけでいちごを始めよう推進協議会」を設立し、東京な

どで就農相談を行いました。さらに、新規就農者に対しては、発展段階に応じ「ニューファー

マーカレッジ」や「しもつが農業経営塾」を開催しました。



(2) 活動経過

ア 受入れ体制の整備

「就農支援ネットワーク会議」で市町等と連携した支援体制の改善を行い、就農希望者

の研修制度の整備、農地・施設の情報提供についての支援体制の整備を行いました。

イ 新規就農者の発掘

「JAしもつけでいちごを始めよう推進協議会」では、平成

29年度に東京都内で２回、県内で1回就農相談会を行い、新

規参入者の掘り起こしを行いました。また、相談者を対象に

いちごの定植体験会と収穫体験会を実施しました。

ウ 就農５年目までの基礎知識習得と経営発展支援

就農の定着を図るため、就農3年目までを対象に「ニュー

ファーマーカレッジ」を開催しました。共通課題である病害

虫防除、土壌肥料、経営および栽培技術をテーマにした部門

別の研修会を行いました。就農3～５年目までを対象とした

「しもつが農業経営塾」では、先進的農業経営体の視察、マ

ーケティング戦略セミナー、個別経営相談会、一般企業の経

営に学ぶ経営戦略構築セミナーを開催しました。

４ 活動の成果

(1) 就農支援体制の整備と新規就農者の発掘

市町等と連携し東京都内での新農業人フェアと県内の就農相談会において38名の就農希望

者の相談を受けました。相談者のうち、いちごの定植体験会と収穫体験会に8名が参加しまし

た。また、栃木市と小山市の農業インターンシップ制度を利用して6名の新規就農希望者が研

修を開始しました。支援体制整備の効果もあり、平成28年度と29年度には、合計で118名

が新規就農しました。うち、29名が認定新規就農者の認定を受けました。

(2) 「ニューファーマーカレッジ」および「しもつが農業経営塾」による就農者支援

平成29年度のニューファーマーカレッジでは、総合的な病害虫防除や農業簿記等の講座に

延べ123名の参加があり、基礎知識の理解が進みました。しもつが農業経営塾は11名が入塾

し、大規模複合経営を行う先進的経営体の視察や商品の販売・PR、6次化など今後の経営発

展のヒントを得るとともに、マーケティングについて理解を深めました。

５ 今後の課題と方向

(1) 新規就農者の発掘と就農支援

各市町との連携を強化し、就農相談及び支援体制の利便性向上に取り組みます。また、就農

希望者の研修を積極的に受け入れるため、農業インターンシップの充実を図ります。

(2) 新規就農者のステップアップ支援

就農定着に向け経営開始5年目までを重点的に支援していきます。各種講座の開催では、受

講者のニーズに合う内容を取り入れ、新しい情報が提供できるように支援に努めます。

いちごの収穫体験会

しもつが農業経営塾



高校生の就農意欲喚起に向けた４Ｈクラブの取組支援

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 「塩谷南那須の農業・農村を担う、元気な『ひと』づくり」

普及指導計画の戦略課題名 「未来を拓く意欲ある青年農業者の確保育成」

【キーワード：４Ｈクラブ、高校生、交流、就農意欲 活動期間：平成２９年～（継続中）】

抄録

・塩谷南那須地区青少年クラブ協議会（以下「４Hクラブ」という。）は、農業高校生を対象

に就農意欲の喚起や地域農業の理解促進を図るため、平成３０年度からの新規事業として「未

来への架け橋プロジェクト～矢板高校と4Hクラブの交流事業～」を実施しました。

・高校生との農作業体験等の交流を通じて、4Hクラブ員も若い世代への農業の魅力発信の重

要性を再認識するなど、クラブ活動に対する意識が変化しました。

１ 取組の背景・ねらい

４Hクラブでは、農業従事者の高齢化や減少が進む中、若手農業者を確保し４Hクラブの活性

化に向けて、農業を学ぶ高校生に４Hクラブの取組や地域農業の魅力を発信し就農意欲を喚起す

るため、クラブ員ほ場での農作業体験と交流会に取り組みました。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

塩谷南那須地区青少年クラブ協議会員、県立矢板高等学校農業経営科3年生

(2) 対象の概要

４Ｈクラブ員は42名（塩谷町青少年クラブ協議会9名、高根沢町青少年クラブ協議会17名、

南那須支部青少年クラブ協議会16名）。

平成29年度から広域的な地域貢献につながる取組ができないか検討を重ね、平成30年度か

ら新たな取組として矢板高校生を対象とした「未来への架け橋プロジェクト～矢板高校と4H

クラブの交流事業～」を実施しています。

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

塩谷南那須振興事務所の青年農業者育成推進体制は、塩谷南那須地区担当1名（総括）、市

町担当各1名、プロジェクト活動及びアグリゼミ専門セミナー担当として各品目担当（いちご、

野菜、果樹、花き、耕種、畜産、経営）の１１名で構成。



(2) 活動経過

平成29年度に４Hクラブ役員と矢板高校職員・生徒との打合せの場を設定し、産地見学等

に関する高校側のニーズ、生徒の参加単位、クラブ員が受入れ可能な交流体験内容などにつ

いて打合せを重ねました。

毎月開催される４Hクラブ定例会において、交流会のテーマや農作業体験の内容等につい

て検討し、平成３０年度は2回に分けて実施することとしました。

第1回目は高根沢町で新たな産地化を目指す「金ごま」の取組、第2回目は矢板高校で栽培

されていない「いちご」と若手農業者が取り組んでいる鳥獣害対策をテーマに実施しました。

なお、本取組は（公財）栃木県農業振興公社の支援（青年農業者地域貢献支援事業）によ

り開催しました。

４ 活動の成果

(1) 開催実績

各回ともクラブ員ほ場での農作業体験の後、交流会で

は農業経営の魅力や高校生の就農に対する考えなど活発

な意見交換が行われました。高校生の農業への興味が高

まり、就農したら４Hクラブに入りたいという声も聞かれ

ました。高校からも、地域農業について理解が深まり、

就農の意識付けに役立つと評価されました。

(2) ４Ｈクラブ員の意識の変化

４Hクラブ員は交流会を通じて、高校生の農業に対する

感覚や意識レベルを感じることができ、４Ｈクラブに関心

を持ってもらうためには今後どのような取組を行い、どう

発信するかなど、これまで以上に考えるきっかけとなりま

した。

５ 今後の課題と方向

高校生との交流を通じて４Hクラブ員が自分達の取組に誇りを持ち、それぞれの経営発展と

４Ｈクラブの活性化につながる交流会となるよう支援していきます。

また、将来的には農作業体験等に止まらず、４Hクラブ員と高校生との共同プロジェクトの

ような取組へと発展できるよう、４Hクラブと農業高校の交流を深めていきます。

写真１ 金ごま出荷作業体験

写真２ いちご出荷調整体験

写真３ 高校生との意見交換
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新規園芸品目導入によるミニ新産地の育成

河内農業振興事務所経営普及部

河内地域の地域戦略 「地域ポテンシャル発揮!園芸立国かわち」

普及指導計画の戦略課題名 「園芸立国かわちの推進による産地の活性化」

【キーワード：園芸、需要対応型、ミニ新産地 活動期間：28年～32年（継続中）】

抄録

・西洋野菜は、新規栽培者の確保、地域内物流体制の検討により、産地化を進めています。

・レモンは、新規栽培者の確保により、本県では初のレモン生産者の組織「レモン研究会」が

設立されました。

・さつまいもは、食品メーカーと連携して水田への新規導入が図られています。

１ 取組の背景・ねらい

都市近郊としての優位性、飲食業会、食品関連企業・団体の存在等の高い地域ポテンシャル

を生かし、マーケットイン型の新規園芸品目の産地形成及び販売チャンネル整備に向け、関係

機関と連携して、新産地育成を推進しています。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

試作ほ設置農家、新規栽培志向者、契約栽培等に意欲ある生産者

(2) 対象の概要

河内地方農業技術者連絡部会園芸専門部会等で関係機関合意のもと、年度ごとに新規園芸品

目を明確にして、推進方向を共有してきました。平成28年度の推進品目は”西洋野菜””レモ

ン”、平成29年及び30年度は西洋野菜、レモンに加え”さつまいも”を推進品目とし、事業

推進を図ってきました。

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

新規園芸品目の普及定着に向けて、現地適応性を

実証するための現地試作ほを設置（以下「試作ほ」

という。）し、新規栽培者の確保に向けたほ場検討会

等を開催しました。また、既存栽培者に対し、栽培

技術の高位平準化のための栽培講習会、実需者との

交流や物流対策の検討、生産者組織の設立等を支援

してきました。 写真１ 西洋野菜ほ場検討会写真１ 西洋野菜ほ場検討会



(2) 活動経過

ア 新規栽培者確保と物流体制の整備による西洋野菜の産地づくり

試作ほ設置による栽培技術の研究や新規栽培者の確保に向けてのほ場見学会を開催し、

栽培意欲の高揚と生産者同士のネットワーク構築に努めました。

実需者や種苗メーカーとの情報交換会を実施し、品目や品種選定、出荷時期等の意見を聞

くとともに、物流体制について検討を行いました。

イ 契約栽培によるさつまいもの産地づくり

市と連携して、契約栽培に意欲のある生産者と

食品メーカーとのマッチングを行い、契約栽培の

取組を支援しました。

作付け拡大のため、「宇都宮北西部産地づくり

基本構想」作成を支援しました。この基本構想に

基づき、補助事業の活用を推進し、定植機及び防

除機等の導入支援を行いました。栽培面では、生

育期間中の病害虫防除についての情報提供、収穫

前のつぼ堀りを実施し、適期収穫の指導を行いました。

ウ レモンの新規栽培者確保による組織設立支援

河宇地域でのレモンの現地適応性を実証するため、試作ほを設置し、冬季の適応性、栽培

特性について確認し、栽培志向者に情報提供を行いました。関係機関とレモン栽培に関して

共有化を図るため、県内初の栽培マニュアル「ハウスでレモンを栽培してみよう！」を作成

・配布し、新規栽培者確保に向けた推進を図りました。また、栽培志向者に対しては、ほ場

検討会及び意見交換会を開催し、組織設立に向けて支援しました。

４ 活動の成果

(1) 西洋野菜のミニ産地化

女性農業者等を対象に栽培PRを行ったことで、西洋野菜に関心が高まり、平成30年産の栽

培者数は５名、50aとなりました。また、平成30年に流通業者が決まり、試験販売が開始さ

れました。

(2) さつまいもの産地化

平成29年産は約6haであった作付面積が、実需者とタイアップした産地づくりにより、平

成30年産は7.6ｈａまで増加しました。また、栽培者数は17名から20名に増加しました。

(3) レモンのミニ産地化

栽培志向者への導入意欲を高めたことにより、新規栽培

者の確保につながり、平成30年産の栽培者数は10名とな

り、平成30年10月31日に「レモン研究会」が設立されま

した。

５ 今後の課題と方向

研究会等の組織活動を通じて、新規就農者を確保し、更なる産地拡大及び安定供給体制、栽

培技術の高位平準化、実需者とタイアップした産地づくりを図るため、関係機関一体となって

取組への支援にあたります。

写真３ レモン研究会設立総会

写真２ さつまいも収穫



「花き経営体の収益力向上による産地力の維持」

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―地域の特徴を生かした多彩な担い手による生産振興―」

普及指導計画の戦略課題名 「新たな園芸生産の戦略的拡大」「次代を担う農業人材の確保・育成」

【キーワード：花き、切り花、鉢物、担い手 活動期間：平成２８年～３２年（継続中】

抄録
・花きの新規栽培者３名には、経営の中心的存在になれるように、個別巡回指導・現地検討会を

中心に、基礎的栽培技術の修得を支援しました。

・切り花栽培では、出荷ロスの軽減・施設回転率の向上を支援し、単位面積当たりの出荷量が増

加（３％）しました。鉢物栽培では、市場等への販売促進を目的とした芳賀地区単独の展示会

開催を支援しました。

１ 取組の背景・ねらい

花き生産は、消費の低迷や燃油等コストの増大で経営環境が悪化しています。施設栽培は重

厚な設備が必要なため、初期投資が大きく新規参入が難しくなっています。切花栽培では、冬

期休作や作付けを減らす生産者が出てきており、生産量が減少しています。加えて、病害多発

により経営が悪化し、きく栽培を辞める生産者が出てきています。鉢物栽培では、全国的に供

給過剰の状態で鉢物価格の低下が続いています。このため、①簡易施設利用による花き生産の

推進、空き施設の有効活用、②施設回転率の向上・病害虫防除対策の支援による出荷量の向上、

③有利販売のための情報発信や、高品質で魅力的な商品開発の重要性が高まっています。

また、花き振興法が施行され需要拡大に向けたＰＲ活動や、花育活動などが活発化しており、

より効果的な消費促進活動をするため、花き振興協議会等において新たな活動展開が求められ

ています。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

切花及び鉢物の若手認定農業者、認定志向農業者、JA花き部会、後継者、花き栽培志向者、

芳賀地方花き振興協議会

(2) 対象の概要

ＪＡ花き部会４２名（管外生産者８名含）、主要品目スプレーギク、輪ギク、小ギク、他切

り花

芳賀鉢物生産組合員１５名、主要品目シクラメン、プリムラ、パンジー･ビオラ等

芳賀地方花き振興協議会：生産者･関係機関 展覧会・即売会の開催、花き消費ＰＲ活動

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

各市町担当者・ＪＡはが野花き指導担当者・経営普及部担い手担当と連携し、組織活動支

援・経営改善支援等を中心に現地・巡回指導を実施し経営の安定となるよう活動しています。

(2) 活動経過



ア 担い手の確保育成

花き生産者後継者（新規栽培者３名）を重点対象とし個別巡回指導、現地検討会を中心

に親株管理、定植準備などの栽培技術、薬液調製・散布法などの病害虫防除等基礎知識の向

上を支援しました。

イ きくの出荷ロス軽減対策

きくの「えそ病」、「茎えそ病」の防除対策に重点をおき、現地検討会・研修会を開催し、

出荷ロスの軽減・品質向上・施設回転率の向上による出荷量の増加を支援しました。

ウ 新たな鉢物商品の創出

市場等への販売促進を目的とした芳賀地区単独の展示会開催や、６次産業化アドバイザー

を活用した花きの6次産業化商品開発を支援しました。

エ 花き消費促進活動の展開

芳賀地方花の展覧会の開催、益子町、市貝町で小学生を対象に地域花育活動を実施し、

消費促進活動を展開しました。

４ 活動の成果

(1) 担い手の確保育成

新規栽培者３名は、順調に花き生産に取り組み、基礎的栽培技術の修得ができ、経営の中心

的存在に育ちつつあります。また、雇用を活用した規模拡大に意欲を示しています。

(2) きくの出荷ロス軽減対策

現地検討会等開催し、病害虫防除の重要性が再認識され、出荷ロスの軽減・施設回転率の向

上により単位面積当たりの出荷量が増加(6,326本/a→

6,500本/a)しました。

(3) 新たな鉢物商品の創出

定期的な業者向けの展示会開催により市場関係者の参

加も増加しており、販売促進効果が上がりました。また、

6次産業化商品の開発がされつつあります。

(4) 花き消費促進活動の展開

消費者向けの展覧会を開催し、地元で生産されている 写真 鉢物販売促進展示会

花きをＰＲすることで、認知度が向上しました。また、小学生（延べ８０名）を対象とした花

育活動で、花の持つ癒やし効果を感じてもらうことができました。

５ 今後の対応策

(1) 担い手の確保育成

新規栽培品目の検討、簡易栽培施設導入等により新規栽培者の確保を推進します。

(2) きくの出荷ロス軽減対策

病害虫防除の徹底、夏季の高温回避対策の検討支援を実施します。

(3) 新たな鉢物商品の創出

オリジナル品種の育成検討・新たな生産品目・６次産業化品目の開発支援を実施します。

(4) 花き消費促進活動の展開

優良花き展示の開催推進、花育活動の拡大など消費促進活動の充実を図ります。



水田フル活用に向けた土地利用型園芸の生産拡大

那須農業振興事務所経営普及部

那須地域の地域戦略 「那須ブランド『園芸産地の振興』」

普及指導計画の戦略課題名 「土地利用型野菜導入による園芸産地の拡大」

【キーワード：土地利用型園芸、生産拡大 活動期間：平成２８年～（継続中）】

抄録

・水田を活用した露地野菜の導入推進を行い、５４戸（累計）で新たに栽培が開始されました。

・加工用たまねぎの導入推進により、栽培者数１６戸、栽培面積6.0haで新規導入されました。

・ねぎの春夏作型の生産拡大を図り、周年出荷体制を強化しました。また、ねぎ共同集出荷施

設設置を契機とした規模拡大を進めています。

１ 取組の背景・ねらい

那須地域は県内有数の広大な水田が広がり、大規模の土地利用型農業が展開され、米麦複合

で園芸品目に取り組む生産者が多い地域です。しかし、近年、米の需要減少が続く中、広大な

水田の活用方策について、さらなる工夫、取組が必要となっています。

そこで、機械化一貫体系化が進んでいる加工用たまねぎや露地ねぎなど、水田をフル活用し

た土地利用型園芸の推進及び生産拡大を図りました。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

土地利用型経営体、集落営農組織、認定農業者、たまねぎ・ねぎ生産者組織及び志向農家

(2) 対象の概要

那須管内の認定農業者数は1,902経営体、集落営農組織は16組織、ＪＡなすのねぎ部会

136名となっています。

３ 活動の内容

(1) 指導・支援の体制

ＪＡなすの、各市町等関係機関で構成する那須

地方振興協議会園芸部門会議を年2回開催し、就農

候補者や支援方策等の情報を共有するとともに、

現地見学会や就農相談会の開催について支援を行

いました。また、ＪＡなすのと緊密に連携し、関

連メーカー等の支援を受けて、個別巡回や現地検

討会等を通じて栽培管理指導を一体的に実施しました。 写真１ 露地ねぎの現地検討会



(2) 活動経過

ア 新規栽培者の確保・育成

耕種農家を中心に露地野菜の導入志向農家をリスト

アップし、個別巡回時に導入後の経営シミュレーショ

ンを示して推進を行うとともに、認定農業者向けに広

報誌で情報提供を行いました。また、ＪＡ主催の園芸

相談会、現地見学会の開催を支援し、園芸品目導入に

よる経営改善効果についてＰＲを行いました。

イ 加工用たまねぎの栽培技術確立による生産拡大 写真２ たまねぎの定植実演会

各種管理作業の現地実演会や栽培講習会を実施し、

新規栽培者の速やかな技術習得を支援しました。また、地域の気象条件等に適する品種選

定のための展示ほを設置しました。

ウ 露地ねぎの周年出荷体制確立による生産拡大

作付け指導会や現地検討会を通じて、地域適応性の高い品種の選定や新たな作型導入の

推進を行い、周年出荷体制を強化して栽培面積の拡大を図りました。また、ＪＡなすのね

ぎ部会における集出荷施設設置に向けた検討支援を行いました。

４ 活動の成果

(1) 新規栽培者の確保・育成

新規就農者や導入志向農業者への露地野菜の推進により、新たにたまねぎ１３戸、なす１

７戸、ねぎ１１戸で栽培が開始されました。

(2) 加工用たまねぎの栽培技術確立による生産拡大

ＪＡや全農等関係機関と連携して研修会や機械実演会を開催し、栽培者16名、6.0haまで

たまねぎ栽培が拡大されました。平成29年9月にはＪＡなすのたまねぎ部会が設立され、安

定生産に向け組織活動が開始されました。

(3) 露地ねぎの周年出荷体制確立による生産拡大

栽培者が少ない春夏作型への作型分散が行われ、総出荷量に対する春夏作型の割合は平成

２７年産の２８％から３３％に増加しました。また、平成29年9月には、ＪＡなすのねぎ部

会とＪＡ間において、出荷施設整備についての合意が図られ、平成31年秋の施設稼働に向け、

施設利用組合を設立（予定）するとともに、栽培面積の拡大が進んでいます。

５ 今後の課題と方向

(1) 新規栽培者の確保・育成

新規就農者や米麦複合で新たに露地野菜に取り組む生産者に向け、関係機関と一体となっ

て導入推進を図るとともに、経営改善情報誌等を通じて情報発信を行います。また、早期の

栽培技術定着のため、現地検討会や巡回指導を通じて技術指導を行います。

(2) 加工用たまねぎの生産拡大

安定した生産性を確保するため実証展示ほを設置し、品種ごとの栽培特性を把握します。

また、地域性を考慮した栽培マニュアルへ更新し、生産性の向上を図ります。

(3) 露地ねぎの周年出荷体制の強化

選果施設の安定稼働及び産地競争力の強化のため、主力作型の秋冬ねぎに加えて、春夏ね

ぎのより一層の生産拡大を支援します。また、栽培マニュアルの改訂及び選果場利用を考慮

した経営シミュレーションを作成し、新規作型の導入及び生産拡大を推進します。



地域内自給飼料生産・流通の促進

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 「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 「国際化に対応した畜産経営の確立」(H28～）

「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」(H28～）

【キーワード：飼料自給率向上、稲ＷＣＳ、耕畜連携、地域内流通 活動期間：平成2８～継続中】

抄録

・自給飼料増産対策の一つとして稲ＷＣＳの生産・流通拡大を推進した結果、管内における稲

ＷＣＳ生産集団が４集団、作付面積は６０ｈａにまで拡大しました。

・また、稲ＷＣＳの課題として、畜産農家への販売に苦慮している生産集団があることから、

牛の嗜好性が高く畜産農家の評価も高い稲ＷＣＳ新品種「つきすずか」を普及するため現地

実証ほの設置やＪＡ畜産部会への講習会を実施した結果、Ｈ３０年度における「つきすずか」

栽培農家が４戸、栽培面積は１５ｈａに増加しました。

・更に、新たな取組として、販売を目的とした飼料用とうもろこしの生産（１０ｈａ）が開始

されました。

１ 取組の背景・ねらい

輸入飼料価格の高止まりのため、畜産経営の収益性が低下しています。このため、自給飼料の

増産と購入飼料費の削減は、畜産経営の安定化を図る上で重要な課題となっています。

そこで、自給飼料の増産を図るためには水田を利用した飼料生産の拡大が有効であることから、

稲ＷＣＳの生産・流通拡大が必要となっています。

また、農家の高齢化を受けて、飼料用とうもろこしの生産・流通への取組も求められています。

２ 活動対象

(1) 対 象 名

稲ＷＣＳ生産集団、畜産農家

(2) 対象の概要

稲ＷＣＳ生産集団（４集団）

飼料用とうもろこし生産集団（１集団）

畜産農家（酪農経営５０戸、肉用牛経営６５戸）

３ 活動の内容

(1) 活動経過

ア 関係機関が連携した一体的な稲ＷＣＳ生産・流通の推進

市・ＪＡ・酪農協等畜産担当者間の連携を図るために、農業技術者連絡会議（畜産部会）

等を開催し、自給飼料増産の意義・重要性について共通認識を醸成し、稲ＷＣＳ生産と畜

産農家への稲ＷＣＳ給与の推進を行いました。

稲ＷＣＳ生産集団（４集団）に対する重点指導・技術支援を行うとともに、畜産農家に

おいては、稲ＷＣＳ給与に対して、過肥や繁殖成績の低下、消化器系疾病の発生などの不

安があることから、ＪＡ畜産部会・酪農協等における講習会や農家巡回指導時に、稲ＷＣ

Ｓ給与に関する指導を行いました。



イ 稲ＷＣＳ新品種「つきすずか」の推進

稲ＷＣＳ生産集団では、畜産農家が、消

化されにくい籾の多い稲ＷＣＳの多給で、

牛の消化器系疾病の発症を懸念するため、

販売に苦慮していた。

そこで、畜産農家の不安をなくすため、

従来品種より消化され易い茎葉の割合が高

く、消化されにくい籾の少ない新品種「つ

きすずか」の現地栽培試験を実施し、収量

性の確認と栽培の推進を図りました。また、

ＪＡ畜産部会へ利用の推進も図りました。 写真１ 稲ＷＣＳの生産ほ場

ウ 販売を目的とした「飼料用とうもろこし」の生産支援

酪農経営における自給飼料の主力は「飼料用とうもろこし」ですが、農家の高齢化・労働

力不足等の影響により、近年作付面積は漸減傾向にあります。

そこで、労働力に余裕のある酪農家等の新たな取組として、販売を目的とした「飼料用と

うもろこし」の生産集団が、日光市に発足しました。

４ 活動の成果

(1) 稲ＷＣＳ生産集団による作付面積及び流通の拡大

稲ＷＣＳ生産集団が４集団、作付面積は６０

ｈａにまで拡大し、管内の畜産農家へ稲ＷＣＳ

を流通しています。

(2) 稲ＷＣＳ新品種「つきすずか」の作付拡大

現地実証ほの設置やＪＡ畜産部会への講習会

を実施した結果、Ｈ３０年度における「つきす

ずか」栽培農家が４戸、栽培面積は１５ｈａに

増加しました。

写真２ 稲ＷＣＳの給与

(3) 販売を目的とした「飼料用とうもろこし」の作付拡大

販売を目的とした「飼料用とうもろこし」の栽培面積が１０ｈａに増加しました。

５ 今後の課題と方向

(1) 稲ＷＣＳ新品種「つきすずか」の更なる推進

今後、更に畜産農家のＷＣＳ利用が増加するためには、籾が少なく牛に多給しても問題のな

い新品種「つきすずか」の普及が必須と思われることから、「つきすずか」の作付を更に推進

します。

(2) 販売を目的とした「飼料用とうもろこし」生産の更なる推進

酪農家の高齢化・労働力不足は、今後、ますます進行していくと考えられることから、「飼

料用とうもろこし」の生産・販売を、更に推進していきます。
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