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事業実施後（目標年度）

実績

茨城県 古河市 古河市農業
再生協議会

17 畑作物・地域
特産物（ばれ
いしょ）

販売額の10%
以上の増加

販売額の39.5%増加
現状：73,934,976円

103,172,850円 74,732,641円 2.7% 　地域協議会に成果目標
の未達成理由を聴取したと
ころ，長梅雨で収穫が遅れ
たことによる低単価，酷暑
による品質低下，連作障害
防止のため作付が増えな
かったなどであった。これら
の課題対策として，地域協
議会による取組主体への
改善措置の指導や改善状
況の報告を求めた。

茨城県 桜川市
筑西市

桜川市農業
再生協議会

16 野菜（トマト） 10aあたり販
売額の10%以
上の増加

10aあたり販売額の10.3%
増加
現状：1,468,669円/10a

1,619,208円/10a 1,138,601円/10a -219.3% 　地域協議会に成果目標
の未達成理由を聴取したと
ころ，黄化葉巻病の発生及
び猛暑による着果不良や
果実の矮小化による収量
の減少などであった。これ
らの課題対策として，地域
協議会による取組主体へ
の改善措置の指導や改善
状況の報告を求めた。

茨城県 水戸市 水戸市農業
再生協議会

8 土地利用型
作物（水稲）

10a当たり販
売額の10％
以上の増加

10a当たり販売額の12.8％
増加
現状：25,227円/10a

28,460円/10a 27,170円/10a 60.1% 地域協議会に対し、成果目
標未達成の理由を聴取し
たところ、台風被害による
収量減や収穫遅れによる
品質低下により、単価が向
上しなかったことが確認で
きた。今後は、適宜収穫に
努め目標達成に向け地域
協議会から取組主体に対
する改善措置の指導及び
提出を求めた。

茨城県 茨城町 茨城町農業
再生協議会

9 野菜（こまつ
な、小ネギ）

販売額の10%
以上の増加

販売額の67.8%増加
現状：121,400,072円

203,694,000円 150,201,802円 35.0% 地域協議会に対し、成果目
標未達成の理由を聴取し
たところ、土の状況（粘土
層）から土壌改良や排水が
必要であることが確認で
き、取組主体による粘土層
の除去が実施されている状
況であることが分かった。
引き続き、課題解決に向け
地域協議会から取組主体
に対する改善措置の指導
及び提出を求めた。

茨城県 小美玉市 小美玉市農
業再生協議
会

10 野菜（ちんげ
んさい、に
ら）

販売額の10%
以上の増加

販売額の13.9%増加
現状：2,222,000円

2,530,000円 1,772,000円 -146.1% 地域協議会に対し、成果目
標未達成の理由を聴取し
たところ、夏の猛暑による
害虫被害や台風被害によ
る収量減となったことが確
認できた。今後は、課題解
決に向けて地域協議会か
ら取組主体に対する改善
措置の指導及び提出を求
めた。

茨城県 大子町 大子町農業
再生協議会

14 土地利用型
作物（そば）

10aあたり販
売額の10%以
上の増加

10aあたり販売額の15%以
上の増加
現状：25,898円/10a

29,783円/10a 18,298円/10a -195.6% 地域協議会に成果目標の
未達成理由を聴取したとこ
ろ，外来雑草（ヒルガオ）と
潅水被害（台風19号）によ
り栽培面積の3分の1が収
穫不可となり，単位面積当
たり収量が著しく低くなった
ことが原因であった。今後
の対策として，地域協議会
による取組主体への改善
措置の指導や改善状況の
報告を求めた。

群馬県 板倉町 板倉町総合
農業振興協
議会

3 野菜（レタス・
きゅうり・露
地レタス・露
地キャベツ）

販売額の10%
以上の増加

販売額の463.2%増加
現状：29,444,496円

165,840,000円 131,771,402円 75.0% 販売額は大幅に増加させ
ているが、目標に到達して
いない。米等からの転換で
あり、技術力向上により、
目標達成が見込まれるた
め、板倉町農業振興協議
会を通じて産地の農業者を
指導する必要がある。

埼玉県 さいたま市 さいたま市岩
槻地域農業
再生協議会

9 野菜（ルッコ
ラ）

販売額の10%
以上の増加

販売額の10%増加
現状：44,109,582円

48,520,540円 45,412,027円 29.5% 成果目標の達成率が８０％
に満たないため、改善指導
が必要と判断した。

千葉県 千葉市 千葉市農業
再生協議会

15 野菜（わけね
ぎ）

販売額の10%
以上の増加

販売額の10%増加
現状：38,040,000円

41,850,000円 15,110,000円 -601.8% 調製機等のリース導入によ
り省力化が図られたが、夏
期の高温に伴う品質低下
等により安定生産が困難と
なり、収益に繋がらないこと
から作付面積の増加がで
きず、成果目標未達となっ
ているため。

千葉県 千葉市 千葉市農業
再生協議会

19 野菜（イチ
ゴ、トマト、ミ
ニトマト）

販売額の10%
以上の増加

販売額の10%増加
現状：75,967,210円

83,563,931円 72,338,689円 -47.8% 令和元年房総半島台風等
により、施設が被災し、計
画通りの生産ができていな
いことに加え、集客数も不
十分で成果目標未達となっ
ているため。
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山梨県 北杜市 北杜市農業
再生協議会

11 野菜（イチ
ゴ）、サツマ
イモ
果樹（ブド
ウ、
オウトウ、
ブルーベ
リー、
リンゴ）

販売額の10%
以上の増加

販売額の12%増加
現状：15,182,155円

16,999,671円 11,996,446円 -175.3% 生産は安定しているが、達
成状況が-175.3％と低調で
あるため、改善策として観
光摘み取りの推進に加え、
ECサイト等の導入による販
路拡大も検討すべきである
ため、地域協議会を指導す
る必要がある。

山梨県 北杜市 北杜市農業
再生協議会

12 果樹（ブド
ウ）

販売額の10%
以上の増加

販売額の12.9%増加
現状：1,065,156円

1,202,500円 1,044,409円 -15.1% 達成状況が-15.1％と低調
であること、改善策につい
ては安定的に販売できる販
路先を確保する観点からも
検討し、販売額の向上に向
け、北杜市農業再生協議
会を指導する必要がある。

山梨県 北杜市 北杜市農業
再生協議会

25 土地利用型
作物（そば）

契約栽培の
割合の10％
以上の増加
かつ50％以
上

契約栽培の割合50％以
上
現状：０

50%
(契約量1.5ｔ/生産

量3.0t）

23.4%
(契約量1.5t/生産量

6.4t)

47.0% 達成状況が47.0％と低調で
あること、改善策について
は、生産量に見合った販路
確保の観点から検討し、契
約取引量の増加に向けて、
地域協議会を通じて指導す
る必要がある。

山梨県 南アルプス
市

南ｱﾙﾌﾟｽ市
地域農業再
生協議会

4 果樹（柿（あ
んぽ柿））

販売額の10%
以上の増加

販売額の15.1%増加
現状：324,895,217円

373,883,000円 215,097,800円 -224.1% 達成状況が-224.1％と低
調であること、改善策につ
いては、生産量を確保する
観点から栽培技術を徹底
し、高品質なあんぽ柿生産
による販売額向上のため、
南アルプス市地域農業再
生協議会を指導する必要
がある。

山梨県 韮崎市

韮崎地域農
業再生協議

会

7 果樹（ブド
ウ、サクラン
ボ、モモ）

販売額の10%
以上の増加

販売額の13.0%増加
現状：315,067,000円

356,059,000円 218,315,737円 -236.0% 達成状況が-236.0％と低
調であること、改善策につ
いては、病害等に対する栽
培管理の観点からも病害
の防除等を徹底し、高品質
で安定生産による販売額
の向上のため、韮崎地域
農業再生協議会を指導す
る必要がある。

長野県 須坂市、小
布施町、高
山村

ながの農業
協同組合須
高果樹産地
構造改革協
議会

6 果樹（ブド
ウ）

販売額の10%
以上の増加

販売額の14.1%増加
現状：288,576,309円

329,274,667円 306,245,241円 43.4% 開花期から果粒軟化期の
多雨及び梅雨明け後の高
温乾燥により、縮果症等の
生理障害が生じたことが原
因だが、対策指導を講ずる
ため、当該協議会を指導必
要がある。

長野県 堺 栄村農業再
生協議会

24 そば 単位面積当
たり販売額
の10％以上
の増加

販売額の13.8%増加
現状：12,300円/10a

14,000円/10a 10,374円/10a -113.3% 天候不順による低収量が
原因であるが、基本技術の
再確認をすることで、天候
によらない安定した栽培を
可能にするため、当該協議
会の指導を行う。

長野県 秋山 栄村農業再
生協議会

25 野菜（にんじ
ん、だいこ
ん）

販売額の10%
以上の増加

販売額の35.7%増加
現状：32,580,000円

44,222,000円 21,792,838円 -92.7% 天候不順による低収量が
原因であるが、基本技術の
再確認をすることで、天候
によらない安定した栽培を
可能にするため、当該協議
会の指導を行う。

長野県 伊那市 伊那市農業
再生協議会

26 土地利用型
作物（そば）

10aあたり販
売額の10%以
上の増加

販売額の34.8%増加
現状：23,902円/10a

32,220円/10a 30,040円/10a 73.8% 県平均単収よりも高い水準
ではあるが、目標単収より
も低いことが原因で未達成
である。排水対策等が確実
に講じられるよう、当該協
議会を指導する必要があ
る。

長野県 伊那市 伊那市農業
再生協議会

40 土地利用型
作物（水稲） 契約栽培（実

需者との契
約取引）の割
合の10％以
上増加かつ
50％以上

契約栽培（実需者との契
約取引）の割合の22.5％

増
現状：44.4%

54.4％
(契約量66.49t/生
産量122.22t)

39.9％
(契約量47.85t/生産量

119.9t)

-45.0% 清酒販売不振により目標
未達成なった。生産面だけ
でなく、契約先との連携した
清酒の需要喚起等、総合
的な取組みが必要である
ため、当該協議会を指導す
る必要がある。

長野県 茅野市 茅野市農業
再生協議会

29 花き（施設花
き（ラナン
キュラス、
カーネーショ
ン）

販売額の10%
以上の増加

販売額の68.3%増加
現状：82,253,101円

138,448,903円 90,454,663円 14.6% 高温による生育異常等によ
り、達成度が低い状態であ
る。高温傾向は今後も続く
ことが予想されるため、高
温を前提とした栽培を検討
する必要があり、指導を要
する。

長野県 軽井沢町 軽井沢町農
業再生協議
会

30 野菜 販売額の10%
以上の増加

販売額の10.0%増加
現状：899,340,931円

989,229,960円 835,776,934円 -70.7% 天候不順が大きな要因で
あるが、達成度が著しく低
いため、原因分析と対応の
徹底をし、目標達成をする
ため、当該協議会を指導す
る必要がある。

長野県 小谷村 小谷村農業
再生協議会

37 土地利用型
作物（そば）

単位面積当
たりの販売
額の10％以
上の増加

単位面積当たりの販売額
の12.7％増加
現状：15,750円/10a

17,750円/10a 15,578円/10a -8.6% 排水対策や土壌改良は実
施したものの、天候不良や
獣害により達成度が低いた
め、対策の見直しが必要で
あることから、当該協議会
の指導を行う。
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長野県 池田町 池田町農業
再生協議会

39 土地利用型
作物（大豆）

単位面積当
たりの販売
額の10％以
上の増加

単位面積当たりの販売額
の30.9％増加
現状：14,847円/10a

19,440円/10a 17,550円/10a 58.9% 天候不順による低単収が
原因であるが、基本技術の
再確認をすることで、天候
によらない安定した栽培を
可能にするため、当該協議
会の指導を行う。

　　　２．実績欄は、地域（県又は国を含む）の販売単価による価格補正を行っている場合は価格補正後の実績を記入する。

（注）１．本表は、要領第16の４により、都道府県が改善措置の指導が必要とした地域協議会のうち、成果目標の達成率が80%に満たなかった地域協議会
　　　　（要領第17の２関係）について記入する。


