静岡県
【重点プロジェクト計画】

規模拡大による野菜・畜産の経営体の生産力強化
活動期間：平成30年度～（継続中）

○ 静岡県の農業産出額は昭和56年をピークに減少。
○ 産出額を増加させるには産地や地域の中核となる経営体の存在が重要。
○ これら経営体の経営改善、規模拡大等には個別に課題解決が必要。
○ 平成30年度から経営支援班を設け、これらの経営体に対して伴走型の
支援を開始した。
○ その結果、野菜・畜産の支援対象者合計132経営体について、2.7億円の
販売額増加となった。（平成30年→令和元年）

具体的な成果

１．支援対象経営体の販売額増加
支援対象経営体の内、野菜、畜産経
営体（132経営体）の販売額が2.7億
円増加。
（平成30年→令和元年）
野菜：0.5億円増、畜産：2.2億円増
合計：2.7億円増
２．販売額増加に関わる主な成果
■施設・機械等の整備
13件（野菜：9、畜産：4）
■法人化
野菜：新たに8法人が設立
■ 新規雇用の開始
10経営体（野菜4、畜産6）
■ 経営の第三者への継承
１件（畜産：１）

普及指導員の活動

■平成30年度に個別に農家を支援する
経営支援班が発足し重点支援経営体
に対する伴走型支援を開始。
■令和2年度に経営支援班の活動の内、
野菜、畜産の経営体に対する活動を普
及指導計画に位置づけ。
■具体的な支援活動の状況
１． 個別訪問による経営意向の確認や課
題解決のための情報提供など
個別訪問回数：561回
（野菜291回、畜産270回）
２．補助事業を活用した施設整備計画策
定支援
３．労務管理や法人化など高度な専門知
識を要する場面での専門家派遣
普及指導員だからできたこと
・専門技術とともに補助事業など各種の助
成制度を知る普及指導員だからこそ的
確な助言が出来た。
・支援に当たってはJAや研究機関、市町、
県行政等と連携し、そのコーディネート
役を普及指導員が担った。

○静岡県

規模拡大による野菜・畜産の経営体の生産力強化
活動期間：平成 30 年度～（継続中）

１．取組の背景
静岡県の農業産出額は昭和 56 年をピークに減少し、平成 20 年頃から横ば
い状態となっており西部農林事務所管内においても同様である。一方、管内の
生産構造を見ると販売金額 3,000 万円以上の経営体は戸数で全体の４％程度
であるが、その販売金額の合計は管内全体の半分程度を占めている。
そこで、農業産出額を増加させるために、こうした経営体を育成し、経営体
個々の課題解決を図るよう伴走型の支援を行った。
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２．活動内容（詳細）
（１）伴走型支援の開始
法人化や労務管理など個別経営体の課題解決を図ることを目的に平成 30
年度から普及組織内に経営支援班が設けられた。
特技ごとに支援対象農家を選定し、個別訪問により経営意向の把握、課題
の抽出、課題解決のための支援を開始した。
表１

経営支援担当職員

区分

野菜

花き

畜産

茶

水田

合計

人数

２

２

３

（１）

（２）

７（３）

＊（ ）は中遠農林事務所の職員が兼務
＊花き、畜産は中遠・志太榛原農林事務所を兼務
（２）支援活動の普及指導計画への位置づけ
令和 2 年度から経営支援の取組を普及指導計画に位置づけた。
課題では、経営拡大に意欲的な経営体が多く、需要の拡大が期待される野
菜と畜産の経営体を対象とし、個別の課題を解決することで産出額の増加に
つなげることを狙いとして取り組んだ。
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（３）具体的な支援活動の状況
ア 個別訪問による経営意向の確認や課題解決のための支援策の実行
重点支援経営体を個別に訪問し、経営目標の聞取り、目標を実現するため
の課題を把握した。
課題解決のために各種情報提供や現地指導を行った。
表２

特技別支援対象経営体数と訪問回数（令和 2 年度）
野菜
花き
果樹
畜産
茶
水田

合計

経営体数

78

29

16

45

26

10

204

訪問回数

291

149

93

270

161

16

980

＊果樹は、経営支援班以外の果樹担当者（生産振興課）が対応。

イ

補助事業を活用した施設整備計画策定支援
規模拡大を志向する経営体に対して補助事業など各種助成制度を紹介し
た。また、補助事業により施設整備等に取り組みたいという経営体に対して
は事業計画の策定等を支援した。

写真１ 畜産クラスタ―事業により建設中
の牛舎

写真２ 産地パワーアップ事業で整備した
育苗ハウス

ウ

高度な専門知識を要する場面での専門家派遣
課題解決に当たって、法人化や労務管理、人材育成など高度な専門知識を
必要とするものについては、各分野の専門家の協力を得て支援に当たった。

表３

年度別専門家派遣の状況
令和元年度

法人化
労務管理
経営診断
経営継承
商品企画
生産改善
合計

令和 2 年度

経営体数

派遣回数

経営体数

派遣回数

11
6
1
2
1
5
26

15
10
3
3
3
15
49

4
3
6
2

5
6
19
2

1
16

3
35
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写真３ 就業規則について社会保険労
務士から助言を受けている様子

３．具体的な成果（詳細）
（１）支援対象経営体の販売額増加
経営支援の活動を開始以降、普及課題の対象である野菜と畜産の支援対象
経営体の販売額の推移を見ると、平成 30 年に 4.1 億円、令和元年には 2.7 億
円増加となった。
表４

野
畜

重点支援経営体の販売額の推移

菜（78 経営体）
産（54 経営体）
計
（増加額）

平成 29 年

平成 30 年

69.4
90.3

72.3
91.5
163.8
（4.1）

159.7

（単位：億円）
令和 2 年
令和元年
（目標）
72.8
集計中
93.7
166.5
169.7
（2.7）

（２）補助事業を活用した施設・機械等の整備
事業計画の策定等を支援し、産地パワーアップ事業、畜産クラスター事業な
ど国庫補助事業だけでなく県単事業などにより施設や機械が整備され生産額
増加につながった。（野菜：9 件、畜産：4 件、合計：13 件）

写真５ 畜産クラスター事業で整
備した牛舎

写真４ 県単事業で整備したハウス

（３）法人化
管内では、従業員の安定確保や待遇改善、後継者の確保等を目的に法人化が
進められている。法人化に際しての経営シミュレーション、所有財産の取扱い
等について専門家からの助言を受け円滑に法人化が進められた。
（野菜：支援対象 78 経営体の内、8 経営体）
（４）新規雇用の確保と労務管理の改善
事業規模を拡大するためには雇用の確保が必須
である。特に管内では製造業が盛んな地域で、安定
的に雇用を確保することが困難な状況であった。
そこで、外国人技能実習生制度や雇用関係の助成制
度の紹介を行った。さらに、具体的な取組をしよう
写真６ 従業員教育について助
という経営体に対しては社会保険労務士などの専 言を受けている様子
門家を派遣し求人方法や就業規則等の策定の仕方、
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従業員教育などについて助言を行った。
（５）経営の第三者への継承
後継者が不在のため廃業を考えていた経営
者と中古施設等を活用して規模拡大を考えて
いた経営者をマッチングし経営継承を支援し
た。資産の譲渡方法等では高度な専門知識が
必要であるため専門家を派遣した。
また、経営継承に関する理解を深めるため
セミナーを開催した。
（経営の第三者への継承：1 件）
（６）活動の事例
ア 支援対象
大規模露地野菜農家

写真７ 経営継承に関するセミナー

㈱Ａ農園

イ 対象経営体の課題
平成 20 年に農外から参入。当初は技術面や農地集積を支援。
栽培規模の拡大にともない、天候に影響されず安定的に供給できる体
制作りと人材育成を課題としていた。
ウ 主な支援内容
・産地パワーアップ事業による育苗ハウス、集出荷施設の整備を支援
育苗ハウス（H30 産地パワーアップ事業）
集出荷貯蔵施設（R1 産地パワーアップ事業）
・ハード面の整備に合わせ、生産性を向上させるため、核となる従業員教育
や５Ｓの取組を支援した。

写真８ 産地パワーアップ事業で整備した育苗ハウスと集出荷貯蔵施設

写真９ 生産性向上を図るため５Ｓの取組を支援
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エ

成 果
・育苗ハウスの建設により、購入苗の利用から自家育苗に変更した結果、
大幅にコスト削減となった。また、集出荷貯蔵施設により収穫量の多少
にかかわらず安定的に出荷が出来るようになった。
・５Ｓについては現在も継続して取り組み、このことにより従業員にもコ
スト意識が浸透しつつある。
・産地パワーアップ事業を実施するに当り、平成 29 年の販売額に対して
令和 3 年に 142％に増加させる計画であったが、令和 2 年時点では計画
を上回る 176％とすることができた。

４．農家等からの評価・コメント（㈱Ａ農園）
従来以上に訪ねてもらうことで経営に関する課題を理解していただいた。
その結果、有意義な情報を提供していただくことができた。特に５Ｓについて
は、就農以降、ひたすら規模を追求していく中でいかに無駄な作業が多いかを
考えるきっかけになった。

５．普及指導員のコメント（静岡県西部農林事務所企画経営課
代理 古木孝典）

課長

Ａ農園は就農以降、順調に規模を拡大してきた。規模拡大に対応して安定
的に出荷するための施設整備を支援した。
収益を安定的に確保するためには大規模化だけではなく生産性の向上も重
要な課題となる。人件費を初めとして生産資材など生産コストも上昇してい
る中で５Ｓなど生産改善や従業員教育を引き続き支援していく。

６．現状・今後の展開等
西部農林事務所管内は静岡県でも特に農業が盛んな地域であり意欲的な農
業経営者が多い。これらの経営者は目標を実現するために様々な課題を抱え
ている。これらの課題を解決するためには普及指導員の力だけでは限界があ
り、市町やＪＡなどの関係機関、専門知識を有する農林技術研究所や各分野の
専門家などと連携し早期に目標を達成していきたい。
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