
水田露地野菜の産地化及びクラスター化の支援
活動期間：平成２９年度～継続中

○ 安足地域の水田農業は米麦が中心で、主食用米の需給調整や価格変動
の影響から、水田の遊休化と離農が問題となっている。また、大規模農家
からは通年雇用確保のための労働の平準化が求められており、米麦との
作業競合が少なく大規模化・低コスト化が可能な露地野菜の導入が課題。

○ このため、推進対象者の絞り込みと各ＪＡと連携した品目など検討の下、
「ねぎ」と「キャベツ」を推進することとし、栽培技術や機械化一貫体系の導
入、販路確保などを支援。

○ その結果、各ＪＡで基本構想が作成され１６経営体（うち大規模法人４）で
導入、水田作付け実績で「ねぎ」は７．３ha（市内水田以外を含むと１０ha）、
「キャベツ」は２．３ha（同８．７ha）拡大した。

具体的な成果

１ 各ＪＡを事業実施主体とした産地づ
くり基本構想の策定と作付推進
■拡大目標面積と農機・施設の導入

を含む生産や販売対策が計画され、
作付推進や栽培技術講習会、加
工・業務用野菜取扱い業者との契
約交渉などが行われた。
現状（Ｈ29年度）⇒目標（R２年度）

足利ねぎ： 1.5ha（8.7）※ 6.7ha（14）
〃ｷｬﾍﾞﾂ： 0ha（0） 4.5ha（7）

佐野ねぎ： 0.6ha（0.6） 10.6ha（10.6）

２ 「ねぎ」と「キャベツ」の作付拡大
■令和元年度実績は以下のとおり。
足利ねぎ ： 5.8ha（14）※

〃 キャベツ ： 2.3ha（8.7）
佐野ねぎ ： 3.6ha（5.3）

３ 両ＪＡの連携によるクラスター化の
気運醸成
■食品企業との取引における品目補

完や一括配送による安定供給とコ
スト削減策として、商談を行った。

普及指導員の活動

平成29年度
■水田面積１０ha以上の認定農業者など６８名を

対象にした導入・拡大意向調査。
■管内コンビニベンダー需要意向確認。

平成29～30年度
■管内の関係機関・団体と担い手農家、食品加工

企業を参集した情報交換会の開催。
■各ＪＡとの情報交換による品目及び対象者の把

握。
■認定農業者だより及びＪＡ広報誌などによる

県単事業の周知と取組推進。
■推進品目経営指標など導入判断材料の提供。

平成30～継続中
■研修会等の開催による取組意向者の安心感の

醸成と新規志向者の確保。
■機械化一貫体系の確立に向けた農機・施設導

入支援。
■加工・業務用の単価でも採算の合う単収等を

目指した栽培技術確立。
■各ＪＡの連携・共同配送による安定供給とコ

スト削減を目指した産地のクラスター化推進。

普及指導員だからできたこと

・日頃の活動でＪＡ職員・農業者との繋がりがあり、現場の土壌・気象条件にとど
まらず地域性（市民性）や農家の経営状況までおおむね把握している。また、一般
的な栽培技術を現場の条件に合わせて組み替えるための情報収集・分析・機動力を
有しており、ＪＡ職員等の関係機関・団体と農業者の信頼を得て事業推進が図れた。

栃木県
【重点プロジェクト計画】

※（）内は市内水田以外を含む面積

※（）内は市内水田以外を含む面積
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栃木県 
水田露地野菜の産地化及びクラスター化の支援 

 
活動期間：平成 29 年度～継続中 
 
１．取組の背景 

これまでの栃木県内における水田農業の推進は、主食用米の価格安定に向

けた生産数量配分や麦・大豆・飼料用作物等への転換誘導を中心としてきまし

たが、主食用米の消費減少と価格変動は続いており、零細農家では農業従事者

の高齢化や農業所得の低下から離農が進んでいます。一方、農地集積が進み大

規模化した法人経営体等では、農繁期だけの臨時雇用では労働者が集まりに

くいことから、通年雇用が可能となる労働の平準化を目指した新たな品目の

導入等を模索しています。 

そこで、農業所得の確保と水田活用の維持・拡大及び雇用者の年間就労機会

確保のため、米麦との作業競合が少なく、機械化一貫体系の導入により大規模

化・低コスト化が可能な露地野菜（ねぎ、キャベツ）の新規導入や生産拡大に

ついて、認定農業者等を対象に平成 29年度から管内各ＪＡと連携し支援して

います。 

 
２．活動内容 
(1)  指導・支援体制の整備 

農業振興事務所各部課から産地づくりモデル地域育成事業（県単）や栽培

技術、基盤整備などの担当者を参集した上で全体推進担当者を決めチーム

化し、各ＪＡ及び各市、食品加工企業への推進や研修会等の開催又は開催 

支援、各ＪＡの基本構想策定と補助事業の執行支援にあたりました。 

 (2) 広報誌等による取組周知 

   地区認定農業者だより及びＪＡ広報誌に延べ８回の水田露地野菜導入・

拡大推進記事を掲載し、認定農業者やＪＡ組合員に周知すると共に、研修会

の開催状況を新聞や県ホームページに載せＰＲしました。 
 (3) 意向調査による推進対象者の絞り込み 

   水田面
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む３地区

の中心的経営体 68名を対象に、「露地野菜導入・拡大に係る意向調査」を

実施し、うち 26名に新規導入又は作付拡大意向があることを確認しました。 
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 (4)  導入推進資料等の判断材料の提供 

   平成 29 年度に露地野菜６品目、平成 30 年度に露地野菜１品目の導入推

進資料を作成するとともに、関係機関・団体及び認定農業者等への配布や研

修会等開催時の説明で活用しました。 

 (5)  食品加工企業も参集した情報交換会による意識統一と販路確保 

   管内の関係機関・団体及び担い手農

家、食品加工企業を参集した情報交換

とＪＡと食品加工企業とのマッチン

グを、平成 29 年度に佐野市の部とし

て平成 30 年度に足利市の部として開

催しました。また、その後も販路の確

保に向けたマッチングを継続支援し

ました。 

(6) 各ＪＡとの情報交換による品目及

び対象者の把握 

   平成 29年度から各ＪＡを巡回し、露地野菜の取扱いに係る現状及びモデ

ル事業による拡大可能性の確認を行うとともに、その後も継続した打合せ

を行い事業対象品目や農業者、事業要望内容を把握しました。 

 (7) 研修会等（講演、情報提供、事例見学、農機実演）の開催による安心感

の醸成と新規志向者の確保 

   研修会の内容や講師、参集範囲、主

催者や共催者などの役割分担の案を

作成してＪＡに提示するとともに、各

ＪＡで主催した場合でも両ＪＡの組

合員等を参集範囲にできるように調

整し、平成 29年度と平成 30年度には

佐野市を会場にねぎで、平成 30 年度

には足利市を会場にキャベツで開催

しました。また、各ＪＡ主催の視察研修会や講習会、現地検討会などの開催

を支援しました。 

 (8)  機械化一貫体系の確立に向けた機械・施設の導入 

   品目毎の機械化一貫体系の導入例を示した上で、ＪＡや農業者の要望す

る農機・施設の能力・規模の妥当性を目標面積等から判断するとともに、能

力や機種、目標面積の設定見直しについて助言し、適正かつ機械化一貫体系

の確立に結びつく農機・施設の導入を 11件支援しました。 

 (9) 加工・業務用の単価でも採算の合う単収等を目指した栽培技術確立 

   管内大規模経営体におけるねぎ及びキャベツの機械化一貫体系の効果確

認（経営収支、労働時間）や、キャベツの単収７t/10aを目標にした加工・

業務用に向く大玉系統品種と作型を検討するため、平成 30年度から実証展

示ほを設置しました。 

  (10) 両ＪＡの連携・共同配送による安定供給とコスト削減を目指した産地ク
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ラスター化 

   両ＪＡに加工・業務用露地野菜産地クラスター育成モデル事業（県単）へ

の取り組みを推進し、両ＪＡが連携した中でのＪＡ足利で地元食品加工企

業との契約取引に際して課題となっていたコールドチェーンのための保冷

車の確保や、企業側が望む品目と量の安定確保に向けた対応の検討を支援

しました。 
 
３．具体的な成果 
(1) 各ＪＡを事業実施主体とした産地づくり基本構想の策定と作付推進 

   各ＪＡで産地づくりモデル地域育成事業に取り組むことになり、令和２

年を目標に基本構想が策定されました。構想には、拡大目標面積と農機・施

設の導入を含む生産や販売対策が計画され、農業者への作付推進や栽培技

術講習会、加工･業務用野菜取扱い業者との契約交渉などが行われてい    

ます。 

(2) ねぎ、キャベツの作付拡大 

Ｊ Ａ 足

利分のね

ぎは、市内

水田以外

も含む令

和元年度

の作付面

積で 14ha

と令和２

年度の目

標面積を

達成し、キ

ャベツは

8.7haと目

標面積を

超えまし

た。 

   ＪＡ佐野分のねぎは、令和元年度で栽培者が 12 名増の 13 名、作付面積

は 5.3haまでに増えました。               

 (3)  両ＪＡの連携によるクラスター化の気運醸成 

両ＪＡが連携した食品加工企業との取引における品目補完や一括配送に

よる安定供給とコスト削減策として、先ずはＪＡ佐野の保冷車にＪＡ佐野

のいちごとＪＡ足利のトマトを載せて搬入する取引商談が地元コンビニベ

ンダーと行われました。 

 
４．農家等からの評価・コメント（足利市 Ａ氏） 
  我が社の経営は米麦＋施設園芸で雇用を導入していましたが、経営の更な
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る拡大には、安定して常時雇用ができる労働力の通年平準化及び月あたり収

入の安定化が課題となっていました。今回、秋冬作として導入した「ねぎ」と

「キャベツ」は、課題解決に結びつく品目でかつ機械化一貫体系が確立され規

模拡大も容易な品目であることから、経営の拡大にも役立っています。 
  今後は、両市を跨がった関係部署との連携により販売ロットが拡大し、加工

・業務用の播種前契約など安定した販路が確保できることを期待します。 
 

５．普及指導員のコメント（安足農業振興事務所経営普及部 農畜産課長） 
当地域は、かつて水田面積の５割以上で麦類を作付けする二毛作地帯でし

たが、農業従事者の高齢化や水稲作との作業競合、ビール大麦の契約数量減少

の影響から、現在では３割程度の作付けとなっており、家族農業の経営維持や

水田利用率の向上などには、収益性の高い（時給単価の高い）品目の導入と拡

大が必要です。 
露地野菜の導入推進にあたっては、所内をはじめＪＡを中心とした関係機

関・団体及び中核的農家との連携が不可欠でしたが、地域を知る普及指導員が

コーディネーター役を担うことで円滑に進めることができました。 
 

６．現状・今後の展開等 
 (1)  ねぎとキャベツの収量・品質の高位安定化及び販売量の確保 

① 管内で麦を作付けしていない水田の中には、区画面積が狭く排水性が

悪いほ場が多いことから、作期の大雨で湿害による収量と品質の低下を

招きやすい状況にあります。排水性の改善と機械化一貫体系の大型農機

に合わせた大区画な圃場場整備が必要であり、既露地野菜導入地区での

圃場整備事業の推進と今後、圃場整備を予定している地区への露地野菜

の導入を推進します。 

② 秋冬ねぎの小規模生産者が多い佐野市においては、個別巡回等で単価

の高い夏ねぎの導入を推進し、販売量の確保を図ります。 

③ 足利市のキャベツ生産者に対しては、大玉系の加工業務用品種の導入

を推進し、収量及び販売量の確保を図ります。 

④ 全生産者のカルテ（生産面積と単収、農機・施設等の現状と目標）を整

備し、個別の技術レベルや保有労働力に合わせた栽培・経営指導を行いま

す。 

(2)  大規模生産者の雇用労働力の確保等 

  ① 各ＪＡの無料職業紹介所の利用推進や合同面接会等での助言を行いま

す。 

  ② ＪＡ佐野がねぎ新規栽培者（初年産）共同利用用に整備した歩行型収穫

機及び出荷調製機と、ＪＡ出資型法人用に整備した乗用収穫機を活用し

た同法人による作業受託を推進します。 

(3)  生産物の有利販売 

  ① 各ＪＡにおける生産者の組織化を推進し、ＪＡへの集荷量の増加を図

ります。 

  ② 両ＪＡが連携した露地野菜も含むクラスター化の実行を推進します。 
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