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Ⅲ 普及指導計画戦略課題の取組  

 

戦略課題名No.1「多様な販売に対応したいちご周年出荷体制の確立」  

 対象地区：宇都宮市、上三川町 

 対 象 名：いちご栽培者、いちご栽培志向者、ＪＡ、市町  

 

１ 普及活動の経過  

（１）「とちあいか」の栽培技術確立・普及推進 

    ＪＡと連携し、令和２（2020）年産（導入初年度）に各支部ごとに１～３か所のモデ

ルほ場を新規に設置するよう働きかけ、その栽培データを毎月１回の調査により収集

し、作付希望者への情報提供を行いました。 

今年産についても、栽培者に対し現地検討会や個別巡回による定期的な栽培技術指

導と、障害果や生理障害等の対応を行いました。 

（２）「スカイベリー」の栽培技術確立・普及推進  

 安定生産を図るため、現地検討会や講習会において、栽培者相互の意見交換を重視す

るとともに、時期に応じた管理や病害虫対策の資料を作成し、技術支援を行いました。 

また、生産者・ＪＡ・市町と連携した定期的な品質・糖度調査を実施し、食味向上に

向けた追肥・温度管理等の指導を行いました。  

（３）いちご新規栽培者の確保・育成  

 関係機関と連携した就農相談に努めるとともに、技術習得のため、個別巡回による支

援及び10月と12月に経営技術改善セミナーを開催しました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 普及活動の成果  

（１）令和３（2021）年産のとちあいかの栽培は、栽培戸数36戸（前年比＋27戸）、栽培面

積2.2ha（前年比＋1.8ha）と大きく増加しました。 

（２）令和２（2020）年産のスカイベリーの栽培は、栽培戸数47戸（前年比±0戸）、栽培面

積7.1ha（前年比＋0.7ha）と拡大し、12月の平均糖度は9.8度と高い結果となりました。 

（３）令和３（2021）年産のいちごの新規栽培者は６名でした（雇用就農，個人出荷者除く）。 

 

３ 課題と今後の取組方向  

（１）「とちあいか」の計画的な普及推進に向けて、関係機関と連携して現場の課題にしっ

かり対応しながら、栽培技術の確立および着実な生産拡大をすすめます。 

（２）「スカイベリー」のブランド確立のため、栽培管理技術の支援とともに定期的な品質・

糖度調査を実施し、生産者・関係機関が一体となり生産・販売に取り組んでいきます。  

（３）新規栽培者については、関係機関との連携による就農支援体制が整備されており、安

定的に確保されていますが、早期技術習得による安定生産のために、関係機関や地域リ

ーダー等と連携した継続支援を行っていきます。 

スカイベリー現地検討会 経営技術改善セミナー 

（葉かきのポイント実演） 
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戦略課題名№２「園芸立国かわち推進による産地の活性化」  

対象地区：宇都宮市、上三川町 

対 象 名：ＪＡうつのみや園芸各専門部・専門部研究組織、宇都宮梨農業協同組合員、新

規栽培希望者、露地野菜生産組織、土地利用型経営体、集落営農組織  

 

１ 普及活動の経過 

（１）トマト周年安定生産体制の推進 

若手生産者を中心にＩＣＴを活用した新たな環境制御技術の確立に向けた勉強会を定

期的に開催しました。また、新規作型「抑制長期作型」の試験栽培を支援しました。 

（２）にらの生産性向上の推進 

現地検討会によるウォーターカーテン保温技術の普及推進や展示ほを活用した夏場の

除草作業の軽労化に向けた検討を行いました。また、経営発展に向け、女性生産者や女

性パートナーを対象とした勉強会を開催しました。 

（３）アスパラガスの生産向上技術の普及 

新規栽培者や若手生産者に対し、定期巡回による指導や栽培情報の提供により生産向

上技術の普及に努めました。また、暑熱対策の導入推進を行いました。  

（４）なしの改植・早期成園化技術の普及 

関係機関と連携し、果樹経営支援対策事業を利用した改植を推進するとともに、早期

成園化技術の樹体ジョイント仕立て栽培・根圏制御栽培法の導入推進を行いました。 

（５）りんどう「るりおとめ」の安定生産支援  

定期的な巡回による栽培管理や防除等の指導を行い、充実した株の維持や切り花の品

質向上を支援しました。また改植、特にコンテナ栽培の導入を推進しました。 

（６）需要に対応した園芸品目新産地の育成 

「レモン」の産地化に向け、関係機関と連携し、安定生産に向け、ほ場見学会や現地

での技術支援、実証栽培に取り組みました。 

西洋野菜では、セロリアックの栽培方法を検討するため、生産者ほ場での検討会や種

苗会社等を招いての意見交換を行いました。 

（７）水田を活用した露地野菜の導入推進 

関係機関と連携しモデル地域の基本構想策定を支援したほか、モデル地域に対し栽培

指導や事業活用の推進を実施しました。また、耕種生産者に対し露地野菜作付推進に向

けたＰＲを実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トマトＩＣＴ勉強会 
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２ 普及活動の成果 

（１）トマトのＩＣＴを活用した新たな環境制御装置を新規に２戸で導入しました。新規作

型の試験栽培を５戸が実施しました。 

（２）にらではウォーターカーテンが１戸で新たに導入されました。また、防草シートを使

った栽培方法（展示ほ）では、夏場の除草作業に係る時間が約１／３に軽減されました。 

（３）アスパラガス専門部の平均単収は1.2t/10aでした。また、暑熱対策として夏期の遮光

塗布剤の利用を推進した結果、５戸で実施し、概ね良い評価を得ました。 

（４）なしの樹体ジョイント栽培が新たに３戸で83a導入されました。また、早期成園化技術

の定着に向け、「ジョイント栽培研究会」、「根圏制御研究会」に対して技術支援にあ

たりました。 

（５）りんどうは、３戸５ａで改植が実施され、来年度に向けた土壌還元消毒に取り組みま

した。また目揃会を実施し、揃いの良い高品質の切り花出荷への意識を高めました。 

（６）レモンは従来の生産者に加え、新規栽培者３名を確保し、管内で21名（内、レモン研

究会員18名）の方が栽培に取り組んでいます。 

   セロリアックは、白黒マルチを使った栽培方法や、秋まき春定植の作型など、新たな

栽培方法のチャレンジが始まっています。 

（７）宇都宮東部地区で露地野菜生産組合がモデル地域に指定されました。 

 

３ 課題と今後の取組方向  

（１）トマトの若手生産者を中心にICTを活用した新たな環境制御技術の確立に向けた支援を行

います。また、新規作型の試験栽培の支援を行うとともに、導入志向者も含めて現地検

討会等を開催します。 

（２）ウォーターカーテン保温技術及び「ゆめみどり」のさらなる普及を推進します。また、

新規栽培者の確保に向けた取組を推進していきます。 

（３）アスパラガスの新規就農者、研究グループ、低単収者を中心に重点指導を行い、暑熱

対策の推進と併せて栽培技術の高位平準化を図ります。 

（４）なしの担い手を中心に計画的な改植を推進して園地の若返りを図り、生産性の向上を

目指します。改植に際しては、未収益期間短縮のため、樹体ジョイント仕立て栽培及び

根圏制御栽培法等の早期成園化技術の導入を推進します。 

（５）りんどうは、引き続き健全な株管理の指導を行い、収量増加および品質の安定化を図

っていきます。また、栽培技術の向上を図るため、講習会や現地検討会を実施します。 

（６）西洋野菜では、セロリアックで新たに始まった栽培方法での生育状況を確認し、栽培者や栽

培希望者に情報提供を行います。 

レモンは新規栽培者の掘起こし、栽培技術の高位平準化、実需者とタイアップした産地

作りに向け関係機関と一体となって、更なる産地拡大及び販売体制の確立に取り組みます。 

また、今後産地化の可能性がある新規作物の検討及び情報収集を行います。 

（７）モデル地域における露地野菜生産拡大のための栽培指導や事業活用推進を行います。

また、水田における露地野菜生産の新規取組の掘り起こしを行います。 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 

にら防草シートを使った除草作業の軽労化 
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戦略課題名No.３「水田フル活用による収益性の高い経営体の育成」  

 対象地区：宇都宮市、上三川町 

 対 象 名：ＪＡうつのみや耕種受検組合、土地利用型認定農業者、集落営農組織  

 

１ 普及活動の経過 

（１）稲作低コスト生産技術の普及 

宇都宮農協の水稲リモートセンシング調査を支援しました。

マルチスペクトルカメラによって生育量の違いをマップ化し、

生育量に応じて施肥量を変化させる、可変施肥についての

効果を検証中です。また、ドローンやラジコンボートによる薬

剤散布、水田自動給水栓などのスマート農業について生産

者や関係機関・団体の理解促進を図りました。 

（２）コシヒカリに続く本県ブランド米の生産拡大 

「なすひかり」は縞葉枯病に弱いという特性がありますが、

本品種に縞葉枯病抵抗性遺伝子を導入した新たな系統に

ついて、現地試験を行いました。 

（３）飼料用米の生産拡大支援 

現地検討会等において、品種特性や生育状況に応じた栽

培管理について指導し単収の向上を図りました。 

（４）需要に応じた麦生産と安定供給の支援 

品質低下を防ぐため収穫適期指導を実施しました。実需

の求める品質を達成出来るよう品種特性、栽培ポイントや麦

類の気象変動に応じた栽培技術について講習会で周知しま

した。小麦「さとのそら」、「ゆめかおり」に対し、収量、品質改

善を目的とした肥料試験を実施中です。 

（５）大豆の生産技術の向上による生産拡大 

施肥改善による単収向上を実証するため展示ほを継続設置し、鶏糞の基肥利用について検

討しました。また、新規に栽培を開始した集落営農組織に対し技術支援しました。 

 

２ 普及活動の成果 

（１）高密度播種苗栽培等の省力・低コスト栽培技術は前年223haから２２８ha(直播104ha、流し込

み施肥５８ha、高密度播種栽培６６ha)に拡大しました。また、スマート農業について生産者や関

係機関・団体の理解が進みました。 

（２）「とちぎの星」を中心に品種特性や栽培技術について理解が進み、ブランド米の生産量は

2,521t(前年比123%)に増加しました（なすひかり575t、とちぎの星1,946t）。 

（３）７月の日照不足や台風等の影響により飼料用米の単収は約573kg/10a（前年比105%）と前年

よりわずかに増加し、基準収量（宇都宮市545kg/10a、上三川町521kg/10a）を上回りました。 

（４）令和３年産「もち絹香」の栽培者数は３名で、1名と１経営体増加し、作付面積は8.4ha(前年

5.2ha)に増加しました。 

（５）大豆の単収は、長梅雨により播種時期の遅れが顕著で単収は139kg/10a(前年比91%)となりま

した。 

 

３ 課題と今後の取組方向  

（１）大規模化や省力栽培技術、スマート農業技術の活用、データに基づく管理により低コ

スト生産を推進します。 

（２）飼料用米等の安定生産、面的拡大により、稲作経営の安定化を図ります。 

（３）麦類は需要に応じた品質を確保するとともに、収量の安定化を図ります。 

（４）大豆は有機物資源の活用など肥培管理の改善を推進し、単収向上を目指します。 

スマート農業研修会 

大豆の施肥改善展示ほ 
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戦略課題名No.４「集落営農組織の育成と経営安定」 

 対象地区：宇都宮市、上三川町 

 対 象 名：管内集落営農組織化志向地域及び既存集落営農組織 

 

１ 普及活動の経過 

（１）指導・支援体制 

地域戦略の一環として、人・農地プランと併せた推進を行うとともに、経営普及部内

では集落営農育成チームを設置しました。また、市町、ＪＡなどの関係機関・団体で構

成する集落営農サポートチームにおいて情報の共有化を図りました。 

（２）新たな組織の設立支援 

集落営農サポートチームで協議し、集落営農を志向する６地区を重点支援地区に指

定して、ＪＡ営農経済センターが主体となって推進しました。 

（３）既存組織の法人化の支援 

集落営農サポートチームで協議し、法人化を志向する２組織を重点支援組織に選定

して、ＪＡ営農経済センターが主体となって推進しました。 

（４）法人化組織等の経営安定化支援 

法人経営組織等の安定化を図るため、園芸作物の導入を支援しました。 

 

２ 普及活動の成果 

（１）新たな組織の設立では、地区検討会の開催を推進し、古賀志地区で５月に設立されま

した。管内38組織（集落営農組織は８法人、30任意組織）が地域農業の維持発展に向け

て取り組んでいます。 

 

（２）法人設立の重点支援2組織は、意欲はあ

るものの具体的な法人化推進までは至り

ませんでした。一方、昨年度設立した組

織が令和4年度に向けて営農対策を検討

しました。 

 
（３）法人組織等の経営安定化では７組織を

重点支援してきました。コロナウイルス
感染症への対応ため、リーダー巡回等現
地活動も制約され、視察研修会、検討会
等は開催中止せざるをえませんでした。 
新たに業務用ブロッコリーを導入した

組織があり、露地野菜等の取組組織は５組織と
なりました。 

                     

３ 課題と今後の取組方向      

（１）組織化、法人化の意欲が高まってきた地域、組織は 継続支援を行います。組織化、

法人化は地元担い手やリーダーとともに、関係機関・団体が一体となって推進し、集落

営農組織を増加させていきます。 

（２）既存組織においての担い手不足等による存続が危惧される組織については、組織再編

又は新たな組織化をするため、関係機関団体と連携し見直しに向けた支援体制の強化

を図ります。 

（３）組織経営の収益性を向上させるため、稲作低コスト技術の普及定着支援や、水田での

露地野菜の作付け拡大と定着等を継続支援します。 

 

現地研修会 
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戦略課題名№５「地域と共存した収益性の高い畜産経営の確立」 

対象地区：宇都宮市、上三川町 

対 象 名：畜産農家、栃木県牛群検定組合員、ＪＡうつのみや宇都宮牛部会・肉牛専門

部会・和牛改良専門部会、畜産クラスター協議会等 

１  普及活動の経過 

（１）水田を活用した飼料作物増産と利用拡大 

ＷＣＳ用稲の新品種｢つきすずか｣について、展示ほを

設置し、和牛繁殖雌牛への稲ＷＣＳの給与実証を行い

ました。 

また、｢つきすずか｣の情報発信を行い、本品種の地域

での導入を推進しました。 

（２）乳牛のベストパフォーマンス発揮による生乳生産の高

位安定 

乳用牛繁殖成績を改善するため、牛群検定成績を活用

した飼養管理改善指導や夏季における暑熱対策につい

て、酪農協と連携し技術指導を実施しました。 

（３）繁殖基盤の強化及び子牛育成技術の高位平準化 

指導機関や獣医師と共に組織した地域支援チームに

よる繁殖成績の改善指導や、売れる子牛づくりを目指

した「四つ✰子牛プロジェクト」を支援しました。 

（４）肥育牛経営における安定収益の確保 

肥育牛の増体調査、超音波肉質診断調査に基づく飼養

管理指導を行いました。また、大規模経営体の労働・

飼養管理指導を行いました。 

（５）地域ブランド畜産物の魅力度向上 

畜産クラスター事業を活用し、養豚農家の飼養規模拡大を支援しました。また、専用 

飼料への飼料用米添加と給与技術指導を行いました。 

 

２ 普及活動の成果 

（１）｢つきすずか｣の展示ほについて、当該品種を用いた稲WCSを和牛繁殖雌牛に多給（１日

８kg給与）可能なことが実証されました。    

（２）酪農経営において、牛群検定成績をもとにした飼養管理及び繁殖管理の改善や暑熱対

策の実施により、生涯生産乳量＊が30,119㎏に向上しました。 

（３）  和牛子牛の１日当たりの増体量が0.98kg/日に増加しました（５年間で0.06kg/日の増

加）。 

（４）枝肉重量が540.9kgに増加すると共に、枝肉の格付けでＡ・Ｂ４以上の割合が86.6％に

向上しました。 

（５）畜産クラスター事業を活用した施設整備と計画的な増頭により「ゆめポーク」生産数量が 

５年間で63.8%増加しました。 

 ＊乳牛１頭が生涯に生産する総乳量。1頭あたりの年間乳量×産次数。 

 

３ 課題と今後の取組方向 

（１）｢つきすずか｣の栽培方法や牛への給与方法について、情報を発信し、栽培面積及び飼

料利用量の増加を促進していきます。 

（２）酪農協と連携した繁殖成績の改善指導等を継続し、乳用牛の生涯生産性の向上を図り

ます。 

（３）「四つ☆子牛プロジェクト」の支援を継続し、安定した和牛繁殖経営を推進します。 

（４）分娩監視システムや個体情報管理ソフト等のスマート農業技術について、情報発信や

導入を支援し、経営の効率化、省力化を図ることで、持続可能な畜産経営の実現を支

援します。 

稲 WCS を食べる肉牛 

子牛の体側 
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戦略課題名No.６「地域農業を担う意欲ある多様な担い手の確保・育成」  

 対象地区：宇都宮市、上三川町 

 対 象 名：新規就農希望者、新規就農者、認定新規就農者、県農大及び宇都宮白楊高校生、 

      認定農業者等個別経営体、法人志向農業経営体、農業後継者、女性農業者  

 

１ 普及活動の経過 

（１）就農支援体制の充実 

就農支援ネットワーク会議を核として、関係

機関と密に連携をとり、新規就農者の就農状況

及び同候補者の把握、就農相談の実施、青年等

就農計画や青年等就農資金計画の検討、農業次

世代人材投資事業交付金の周知及び申請手続き

支援、交付金受給者の研修・就農状況確認指導

を行いました。 

また、就農希望者の研修指導者として、いち

ご、アスパラガスの２品目で新たに11名をとち

ぎ農業マイスターとして認定し、研修受入体制

の強化を図りました。 

（２）新規就農者等の経営・技術管理能力向上支援 

就農１年目の新規就農者を重点支援対象者と

して位置づけ、個別巡回を行うとともに、主に

就農５年目までの新規就農者に対しては農政や

経営管理、各専門部（品目）の経営技術改善セ

ミナーを開催し、技術力や経営管理能力の向上

を支援しました。 

（３）新規認定農業者の確保 

人・農地プランの中心経営体、農業後継者及

び女性農業者の未認定者に対して新規認定の推

進を図りました。 

（４）認定農業者等への経営の高度化支援 

経営管理能力向上支援リスト（農業収入と農

産物加工等の販売額合計が 1,000万円以上で

3,000万円を目指す経営体）14経営体に対して個

別支援を実施しました。 

経営管理能力向上セミナーや個別相談会を開催するとともに、法人化等経営の発展を

検討する経営体に対して農業経営相談所から専門家を派遣しました。 

情報誌「ＡＧＲＩ」を２回発行するとともに、とちぎ農業ビジネススクール受講者の

掘り起こし、修了生に対するフォローアップを行いました。 

（５）女性農業者の活動促進 

農業経験の浅い若手女性農業者を対象にスタートアップ講座を２回、農業経営参画の

経験値が比較的高い女性農業者を対象にアクティブ講座を２回開催し、次世代女性農業

者の育成を図りました。 

また、農村女性組織に対して河宇地区農村生活研究グループ員の集いの開催、うつの

みや農業女子の活動支援により、女性リーダーの育成と資質の向上を図りました。 

（６）男女共同参画意識の向上とワークライフバランスの推進 

男女共同参画意識の啓発のため、各組織等に対して研修会を開催し、「第四期とちぎ

の農業・農村男女共同参画ビジョン」の推進を図りました。また、ワークライフバラン

スを整える上で有効な手段である家族経営協定の締結に向け、各関係機関と連携を図り

推進しました。 

経営管理能力向上セミナー 

とちぎ農業マイスター認定式 
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２ 普及活動の成果 

（１）新規就農者31名（うち青年農業者22名、うち新規参入者7名）を確保しました。就農予

定者情報の収集により、次年度の調査対象19名（令和３(2021)年3月19日報告）を確認し

ました。新規就農相談は61件（延べ119件）に対応しました。青年等就農計画認定申請者

26名と青年等就農資金計画申請者15名の計画作成を支援しました。農業次世代人材投資

事業（準備型）交付者７名、同事業（経営開始型）交付者51名の就農定着を支援しまし

た。 

（２）新規就農者カード（31名分）を整備し、平均指導数9.4回/名、延べ290回の個別支援を

行いました。経営技術改善セミナーは計７回開催し、延べ149名の新規就農者、青年農業

者が参加しました。 

（３）認定農業者数は、新規認定が23経営体（宇都宮市22、上三川町１）、再認定を含める

と管内合計932経営体（宇都宮市766、上三川町166）となりました。女性認定農業者は３

名（宇都宮市３）が認定されました。 

（４）販売額3,000万円以上の経営体は94戸となり昨年から２戸増加しました。新たに５経営

体（畜産２、土地利用型２、野菜１）が法人化しました。４経営体（土地利用型２、畜

産２）に農業経営相談所の専門家を派遣し経営支援を行いました。経営管理能力向上セ

ミナーと個別相談会を開催し、50名、５経営体がそ

れぞれ参加しました。さらに、とちぎ農業ビジネス

スクールの受講者を２名確保しました。 

（５）スタートアップ講座には延べ27名、アクティブ講

座には18名、農村女性経営チャレンジセミナーには

５名の受講者を確保し、うつのみや農業女子の交流

会を開催することで、リーダー育成を図りました。 

（６）男女共同参画に係る研修を２回実施しました。家

族経営協定締結戸数は新規締結12戸、見直し締結６

戸で累計586戸となりました。 

 

３ 課題と今後の取組方向  

（１）就農支援ネットワーク会議を核に、より速やかな情報共有に向けた、連携体制の整備

に継続して取り組むとともに、ＨＰ等を活用した就農関連情報の発信も強化します。  

（２）新規就農者等への個別巡回及び経営技術改善セミナーへの参加誘導を継続します。さ

らに、交流会の開催等を通じて、就農前の研修段階から地域の農業者とのネットワーク

構築を促すことで、就農後の地域への定着を支援します。 

（３）新たな認定農業者確保のため、人・農地プラン中心経営体や農業後継者及び主体的に

取り組んでいる女性農業者の未認定者の推進リストを作成し、関係機関及び関係団体と

連携して、個別巡回や説明会等などにより、認定農業者への誘導を図ります。 

（４）販売額3,000万円を目指す経営体に対して、個別支援するとともに、経営管理能力向上

セミナー、経営及び雇用の個別相談会開催や農業経営相談所を活用した専門家派遣によ

り経営高度化を支援します。 

   次世代を担う経営感覚に優れた若手農業者の育成のため、親元就農後３～５年の45歳

以下の農業者を対象にとちぎ農業ビジネススクールへの受講を推進します。 

（５）女性農業者の農業経営参画経験値に応じた各種講座を開催し、農業経営技術の向上、

仲間づくりを支援します。また、農村女性組織や「うつのみや農業女子」の活動を支援

し、リーダーの育成や地域における活動内容の充実を図ります。 

（６）第五期とちぎの農業・農村男女共同参画ビジョン推進を推進し、特に男性に対して研

修会の開催を働きかけます。また、家族経営協定について、各関係機関と連携し締結を

推進します。 

スタートアップ講座 
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戦略課題名No.７「魅力ある６次産業化商品づくりと販路拡大」 

 対象地区：宇都宮市、上三川町 

 対 象 名：６次産業化に意欲ある農業者、市町、ＪＡうつのみや 

 

１ 普及活動の経過 

（１）６次産業化による新商品開発と販路拡大支援 

所で策定した「６次産業化推進方針」に基づき、意欲ある農業者48名をリストアップし、

検討・準備・実践・発展の４つの取組段階に応じた支援を行いました。 

リストアップした農業者のうち 経営体を重点支援対象とし、所内にサポートチームを

設置し支援しました。 

取組段階に応じて新商品開発や商品の改善、販路拡大について、６次産業化実践アドバ

イザーとともに個別相談や巡回指導を実施しました。また、各種商談会やセミナー開催の

情報を提供するとともに参加を促しました。 

（２）６次産業化による経営の高度化支援 

６次産業化の取組により経営改善を目指す農業者

（６次産業化支援対象者）が６次産業化地域支援検

証委員会に２件エントリーし、うち１件が支援対象

者に認定されました。重点支援対象者として６次産

業化中央プランナーを派遣し、クラウドファンディ

ングについてアドバイスを受け、新たな販売戦略が

立てられました。 

 

２ 普及活動の成果 

（１）意欲ある農業者として４名をリストに追加しました。 

（２）アグリフードビジネス支援事業に１組織の申請があり、地域農産物を活用した加工品の

開発、生産力強化に取り組みました。ラベルパッケージデザイン研修会２回に延べ ５組

が参加し、商品パッケージのレベルアップが図られました。その他コロナ禍に対応した販

売方法として、通販サイト「とちぎスマイルマルシェ」出店に事業者を誘導した結果、商

品ＰＲ機会の確保や販売力強化が図られました。 

 

３ 課題と今後の取組方向 

（１）６次産業化に意欲ある農業者の情報収集を行い、意欲ある農業者リストの見直しを行い

ます。 

（２）６次産業化に関係する情報提供や研修会の開催等により、農業者の意識啓発や取組の推

進を図ります。また、取組段階に応じた支援を行います。 

（３）６次産業化関連事業の活用による加工品の試作検討及び商品開発、商品のブラッシュア

ップや販路開拓等の支援を継続して行います。 

ラベルパッケージデザイン研修会作成例 
アグリフードビジネス支援事業開発商品 

「ブリュレドーナツ」 

個別相談会 
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戦略課題名No.８「エコ農業とちぎの普及とＧＡＰの推進」  

 対象地区：管内全域 

 対 象 名：環境保全型農業直接支払交付金活動組織､有機農業者､ＧＡＰ導入組織､関係機関等 

 

１ 普及活動の経過 
（１）エコ農業とちぎの理解促進 

環境に配慮した農業の実践者及び関心のある農業者等に対して、エコ農業のパンフレ

ットを配布、説明して、エコ農業とちぎの理解促進を図りました。 

（２）エコ農業とちぎの普及・定着 

環境保全型農業直接支払交付金による減農薬・減化学肥料栽培の支援と、管内有機農

業者への情報提供を行いました。 

（３）ＧＡＰの精度向上と新たな取組拡大への支援 

ＧＡＰに関心のある農業者及びＧＡＰ導入に取り組む組織や個人・団体等を対象にし

て、ＧＡＰ導入の啓発や認証制度の説明を行いました。また、とちぎＧＡＰ第三者確認

の認証支援として、ＪＡうつのみやのグリーンアスパラガス専門部有志(４名)及びなし

専門部等に現地指導や申請支援を行いました。さらに、GLOBALG.A.P及びJGAPの認証支援

として、それぞれ１法人に対して現地指導や申請支援を行いました。 

栃木いちごＧＡＰの推進に関しては、ＪＡうつのみや・市町と連携して指導体制を構

築し、管内のいちご生産者に対して「外部検査シート」に基づく取組みを指導しました。 

 

２ 普及活動の成果 

（１）エコ農業とちぎの宣言者数(１月まで)は、実践宣言者数311名(４名増)、応援宣言者数

は898名になりました。 

（２）環境保全型農業直接支払事業により、化学肥料・化学農薬の５割以上低減と有機農業

の取組面積は516haになり、前年より増加傾向です。 

   そのうち有機農業での取組みは、10名で約23.5haの実績となりました。 

（３） とちぎＧＡＰの第三者確認は、(株)スズテック(豆苗：新規)、千葉ファーム(ほうれ

んそう：継続)、サラダコスモ(もやし：継続)、農大(水稲：継続) 及びＪＡ梨専門部Ｇ

ＡＰ研究会(梨、団体認証：継続)と管内５件で認定されました。さらに、GLOBALG.A.P

が千葉ファーム(ほうれんそう)、JGAPが(株)スズテック(豆苗)において認証がなされま

した。 

栃木いちごＧＡＰの推進に関しては、管内におけるＪＡ系統及び系統外出荷者全員

に対する指導が終了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

  

３ 課題と今後の取組方向 
（１）エコ農業とちぎの普及に関しては、環境に配慮した農業の実践者及び関心のある農業

者等に対して、継続して相談及び支援を行います。 

（２）ＧＡＰの推進に関しては、ＧＡＰに関心のある農業者及びＧＡＰ導入に取り組む組織

や個人・団体等を対象にして、継続して活動や認証取得のための支援を行います。 

とちぎＧＡＰの第三者確認証交付式 GLOBALG.A.P 認証審査 


