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上都賀地域農業経営情報誌

表 紙 人の

　栃木県立鹿沼南高等学校で畜産部に所属する生徒の皆さんです。2021年1月
に行われた全国大会「和牛甲子園」の「枝肉評価部門」で優秀賞を受賞しまし
た。JAかみつがや上都賀農業振興事務所の支援のもと、自分たちで出荷する牛
を選抜し、見事、受賞となりました。鹿沼南高校では、約40頭の和牛の他、ホル
スタインやブラウンスイスも飼養し、授業と併せて部活動である「畜産部」が毎
日きめ細やかな管理をしています。部員は約10名。肉牛を出荷するまでには約
30ヶ月を要することから、卒業生も含め、これまでの歴代メンバーの取組が実を
結んだことになります。

R２年度「和牛甲子園」受賞時の鹿沼南高等学校畜産部メンバー

R3年度　現在の畜産部メンバー
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〇地域農業の課題
　我が国の人口減少が本格化する中、農業者や集落
営農組織の構成員、農作業オペレーターの高齢化や減
少がさらに進展し、地域の農地が適切に利用されなく
なることが懸念されます。
　また、集落内の担い手だけでは、出し手の農地を受
けきれなくなる事態も想定されます。

〇地域農業を維持・発展させるためには
　今後、地域農業を維持・発展させていくには、農地

の健全性を保ちながら、持続性をもって最大限利用さ

れるようにしていくことが大切です。

上都賀農業振興事務所長の岸です。当事務所では、次の 5 年間、施設
園芸の所得向上や水田農業の持続化等に重点的に取り組むこととしてお
ります。いちごやニラなど「施設園芸経営の魅力向上」や「地域水田を持
続的に支える仕組みづくり」は、長期的な取組が必要で、今すぐに取り
組まなければならない喫緊の課題です。また、その実現に向けては、個
別経営や地域の実情に即したきめ細やかな取組が必要です。当地域の農
業・農村が次の世代においても、美しく、魅力的な産業として発展してい
けるよう職員一丸となって全力で取り組んで参りますので、皆様方の御理
解、御協力をよろしくお願い申しあげます。

上都賀地域の稼げる農業・農村を目指して上都賀地域の稼げる農業・農村を目指して

不明　3%

現在の組織を10年
以上存続できる 32%

現在の組織の存続
10年以内

 65%

集落組織アンケート（上都賀管内31組織）
上都賀農業振興事務所調べ

図２：集落営農組織の存続の危機

図 1：基幹的農業従事者の減少、高齢化

将来にわたって地域農業を持続するために
地域の実情に応じた広域営農の仕組みづくりをすすめよう！



3

　そのためには、農地の受け手候補を集落内だけでな

く集落外を含めて広くさがしていく必要があり、集落内

は勿論、他集落との広域的な話合いや調整を進めて行

くことが重要です。

　併せて、担い手のほか、定年退職者や地域住民、
ボランティアなど多くの人が参加し、農村環境を保全し
ていく仕組みづくりも考えていく必要があります。

〇地域の実情に応じた広域営農システム
　上都賀地域の土地利用型農業は、生産法人かぬま

を中心に農地集積が進む鹿沼市、安定した経営体育成

を目指す日光市のように市単位によって、さらには市内

各集落によって実情は異なりますが、担い手の減少や

集落営農組織の存続の危機は共通の課題となっていま

す。

　今後、この危機を乗り越えるためには、地域におけ

る水田農業のあり方についての話し合いを活発化させ、

「集落営農組織の連携・再編」や「担い手のネットワー

ク化」など、地域の実情に応じた広域営農の仕組みづ

くりを進める必要があります。

〇上都賀型水田農業の確立を目指して
　上都賀農業振興事務所では、令和３年度から５年間、

「地域連携と超省力化による収益性の高い上都賀型水

田農業の確立」に重点的に取り組むこととしています。

担い手の作業効率化に配慮した計画的な基盤整備や、

省力化、低コスト化につながるスマート農業技術の効

果的な活用、担い手のネットワーク化による農地の集約

化、効率的な畦畔管理体制の研究・推進、高収益作

物の導入等による経営の複合化、次世代に向けた集落

営農組織の再編等をパッケージ化し総合的に推進する

ことにより、地域の実情に合った広域営農の仕組みづく

りと土地利用型農業経営の所得向上を目指していきま

す。

「広域営農の仕組みづくり」とは、
集落の範囲を超えて広範囲に農地を引き受
ける担い手と、農村環境を保全する多様な
人材の参画により、地域営農を支える仕組
みづくりのことです。

ドローンでの除草作業

稲刈り作業
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拓 人く拓 人く
ひら

○経営の発展経過
　福田隆之さんは昭和 63 年に就農しました。就農
当初は、水稲に加え、秋冬期のにら、夏秋トマト
の複合経営を行っていました。平成 11 年に夏にら
を初めて導入、徐々に夏秋トマトから夏にらへの転
換を進め、数年でにらの周年栽培に切り替えました。
それ以降は品目をにらに絞り、効率的な経営を目
標に取り組んでいます。
　現在は、にら１haと水稲 4haを、本人夫妻と両親、
臨時雇用１名で経営しています。

○にら栽培の高度化を目指す
　福田さんは、新技術の導入を積極的に進めてい
る日光地区で先駆的なにら生産者です。近年、に
ら栽培で厳寒期の保温技術として注目されている

「ウォーターカーテン」を平成 27 年に導入しました。
にらは冬期の寒さにより品質や収穫量が悪化しやす
く、特に気温の低い日光地区では、厳寒期の夜温
確保は品質維持のために重要です。
　ウォーターカーテンを導入したことで、高品質な
にらを安定して収穫できるようになり、保温管理作
業の省力化も図られました。また、にら栽培で大き
な課題となっているネダニや雑草対策として、土壌
消毒機を導入し、成果を上げています。

○省力かつ効率的な作業環境
　福田さんは「省力化のための施設や機械の導入
には、出費はいとわない」と話しており、今後想定
される労働力不足に備えた取組を行っています。令
和元年には、にらの調製作業を効率化するため、
日光地区で初めて「水圧式洗浄そぐり機」を導入
しました。これにより、今まで手作業で行っていた
調製作業が大幅に効率化され、仕上がりも大幅に
改善されました。さらに、今年はにらの施肥に「肥
料散布機」を導入しました。従来、肥料袋を背負
いながら散布していた作業が、楽に早くできるよう
になりました。また、水稲においても、昨年からド
ローンを利用した農薬散布を行い省力化を図ってい
ます。

○今後の農業経営について
　これまで「安全で安心なにら、美味しいにら」を
心がけながら、効率的で安定した生産を目指してき
ました。今後は、現在の経営規模を維持しながら、
より一層の省力化を図るとともに、単収を高める取
組を重点的に行っていきます。また、日光地区のに
らの生産拡大を進めるため、仲間づくりや後継者
への支援を通じて、産地育成にも貢献していきたい
と考えています。

新技術の導入で、効率的で安定した経営をめざす
福田　隆之さん（日光市大沢）

福田隆之さん

にらの水圧式洗浄そぐり機
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拓 人く拓 人く
ひら

○経営の特色
　栗山和牛改良組合
は、栗山地区で主とし
て和牛繁殖経営に取り
組む農事組合法人です

（平成 28 年に法人化）。
組合は、日光市栗山地
区で和牛繁殖経 営を
行っていた６名で構成
され、地区内にある公
共牧場（土呂部、上栗山の放牧場）の運営や上都
賀地域内の繁殖和牛農家の繁殖雌牛及び育成牛の
預託などの活動を行っています。　

○これまでの経過・現在の取り組み　
　農協の生産組織から、平成 21 年に、任意団体、

「栗山和牛改良組合」となり活動してきました。そ
の間、公共牧場の指定管理者として、施設管理棟
の建設や公共牧場の利用率向上にむけた、増頭な
どを模索してきました。そんな折、今後の経営発展
を考え、法人化を決意し、関係機関や司法書士等
の支援を受け、平成 28 年４月に法人化に至りまし
た。繁殖雌牛の飼養頭数は、5 年かけて徐々に増
やし、当初の 15 頭から、現在は約 50 頭を抱える
までになり、預託牛を合わせると 60 頭を管理して
います。

○法人化に踏み切った理由
　法人化を決意した大きな理由の一つは、低金利
にて融資が受けられること、それに加え、経営継
承をスムーズに行えることでした。
　法人化にあたっては、規約を整えたり、販売の
申告など、様々な手続きに取り組む必要がありまし
た。メンバーと検討を重ねるとともに、各士業（司
法書士、税理士等）から、いろいろな助言を頂き
ました。大変な面もありましたが、栗山地区の繁殖
和牛を衰退させることなく、なんとかここまで来る
ことができました。

○今後の経営について
• 5 年経過し、これから経営をしっかり軌道に乗せる。

• 地域の預託牛の拡大を図る。

• 安心して放牧ができるよう、引き続き、牧草の給与  
前検査等、放射性物質対策に取り組んでいく。

• 現状において、新しい取り組みとして何があるのか、
常に前向きに考える。

• 次世代への経営継承をスムーズに行えるよう取り組む。

任意団体から農事組合法人へ　　　　　　　　　
（農）栗山和牛改良組合　組合長　　山口　聖治さん（日光市上栗山）

組合長の山口聖治さん

農作業全体を担う　齋藤仁・絵未ご夫妻

栗山地区の放牧場の様子

-増頭に向けたチャレンジ-
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　上都賀地域の令和２年産コシヒカリの１等米比率は、県平均の
93.4% に対して、89.0% と低い結果でした。主な落等理由は、胴割
米と斑点米です。全体的に刈り遅れであること、森林面積が大きく
カメムシが発生しやすい環境にあることが発生を助長させています

（右図）。
１．カメムシの防除対策
　①草刈りの徹底　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　「出穂期のみ」の草刈りは、カメムシを水田に追い込んでしまい
逆効果です。
出穂期にカメムシが好むイネ科雑草を出穂させないように、出穂２〜３
週間前と出穂期の両方に草刈りを行いましょう！
２回できない場合は、出穂期 10 日前までに除草を行い、出穂期にカメムシを引き寄せないようにしましょう。

　②農薬散布の適期防除
　令和２年度の実証展示ほにおいてカメムシの効果的な防除対策について検討を行った結果、斑点米の原因である
カメムシの「幼虫」に対する防除は「粒剤散布」が有効であることが分かりました。液剤で成虫の数を減らし、粒
剤で孵化した幼虫を減らすことが重要です。そのためには、１回目：穂揃期に液剤を散布し、できるだけ成虫数を減
らしましょう！　２回目：１回目防除の７日後に粒剤を散布し、孵化した幼虫を減らしましょう！（激発地では３回目
に粒剤による追加防除が必要です。）　

２．胴割れ対策
　胴割米の発生は、刈り遅れの影響が大きい
と考えられます。右図は令和２年産の出穂期と
収穫日を表した図です。
　赤い枠は収穫適期より遅れて収穫をしている
農家を示します。刈り遅れの農家が多いことが
わかります。
早めの刈取りを心がけ
刈遅れによる胴割米発生を防ぎましょう！

刈り遅れ

液剤2回のみでは
幼虫が生き残っています！

図１ 格付け低下の要因（令和 2 年産コシヒカリ）

図３　斑点米数（目視調査） 

図４　出穂期別の収穫日グラフ 

図２　クモヘリカメムシの発生推移（すくいとり調査）

上都賀地域の米の品質を向上させましょう！
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　いちご新品種「とちあいか」は、令和３年産では県内で 252 名の生産者が取り組み、上都賀管内においても２２
名 148aで、栽培されました。消費者からも「食味が良く、一度食べるとまた食べたくなる」という意見など高い評価
をいただいています。
　また、上都賀管内のとちあいか生産者に「とちあいか」を栽培した感想についてアンケートで聞いたところ、以下
のような回答がありました。

とちあいかを栽培してよかった点（アンケート結果）
●総収穫量が多い。
●草勢管理がしやすい。（株疲れを起こしにくい）
●収穫始期（花芽分化）が早い。
●心止まり（芽なし）が少ない。
●ランナー発生が多く、チップバーン・先枯れが少ない。
●食味が良い。
●果形がきれいで、果実が大きく、小玉果が少ない。
●パック詰めが楽である。

　また、令和４年産「とちあいか」の作付面積については、８割以上の生産者が「拡大する」と回答しており、
「とちあいか」栽培に対する期待が高まっていることがわかりました。

とちあいかの親株について
　令和５年産の親株は、とちおとめ等の苗の供給と同様に各地区のいちご無病苗増殖基地からの供給となります。
　「とちあいか」には、「収穫初めの出荷ロスが多い」、「色まわりが早く収穫期間が短い」等の課題もありますが、
所得向上が期待できる品種です。 積極的にいちご経営に取り入れ、所得向上を目指しましょう！
　とちあいかの栽培に関するご相談は、上都賀農業振興事務所までお問い合わせください。

　クビアカツヤカミキリは、幼虫がモモ、ウメ、サクラ等の樹
木内部を食い荒らし、樹木を衰弱・枯死させる新害虫です。
　現在、県南地域で被害が増加、深刻化しており、今後、発
生地域が拡大することが懸念されます。
　６～８月にかけてフラスを出すので、ほ場や庭のウメ、モモ、
スモモ、サクラの状況を確認してください。
　クビアカツヤカミキリを発見した場合、「速やかに捕殺する」、

「登録農薬を用いて防除する」等の対策をとるとともに、お近
くの農業振興事務所または農業環境指導センターにお知らせ
ください。

とちあいかの着果状況

左：幼虫が排出し、株元に堆積したフラス（木くずと糞のまじっ  
　  たもの）。フラスは挽き肉状。
右：クビアカツヤカミキリ成虫 

問合せ先： 上都賀農業振興事務所　TEL 0289-62-6125
　　　　　農業環境指導センター　 TEL 028-626-3086

◆いちご新品種「とちあいか」を作付けしませんか？◆

新害虫クビアカツヤカミキリに注意！！

検 索 栃木県　クビアカ
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市役所前鹿沼市役所

事務所
（上都賀庁舎4階）

開催時期 内　　　容

・SNS で情報発信！ 映える写真講座
・自分の農業経営を見直そう（ライフプランと家族経営協定）

スタートアップ講座参加者募集

　上都賀農業振興事務所では、次世代を担う女性農業者の交流促進とネットワークづくりを進めるため講座を開催し
ます。 是非お気軽にご参加ください。

８月10 日：病害虫防除の基礎・GAP について　８月下旬：農薬の基礎　10月下旬・11月上旬：複式簿記の基礎 
11月下旬：農業共済制度・農業制度資金・農業者年金及び家族経営協定
令和４年１月中旬：先進経営体視察研修　２月上旬：農業機械の安全利用と整備

農業経営に関する専門家の派遣農業経営に関する専門家の派遣

　農業経営に関する課題を解決するため、個別相談会を開催します。
税務管理や労務管理、法人化、6次産業化などをお考えの方は、お気軽にお申し込みください。

経 営 改 善 相 談 会経 営 改 善 相 談 会

　栃木県担い手育成総合支援協議会（事務局：ＪＡ栃木中央会）は、農業者の経営発展を支援するため、「農業経
営相談所（農業振興事務所及びＪＡをサテライト窓口）」を開設しています。
　「農業経営相談所」では、農業経営の法人化をはじめ、経営管理や労務管理など、経営発展に向けた様々な課題
に対して専門家（司法書士、税理士、社会保険労務士等）を派遣し、アドバイスします。

●申込方法：専門家派遣を希望の方は経営普及部経営指導担当宛て電話等で御相談ください。内容をお伺いした
後、派遣する専門家、日時、派遣場所等を調整させていただきます。

　　　　　   ※相談内容や相談時期によっては、派遣できないことがあります。
●相談費用：無料。 詳しくは、栃木県担い手育成総合支援協議会のホームページ
　　　　　　http://www.tochigi-ninaite.jp/program/place.html で御確認ください。

令和３（2021）年
７月16日（金）

12月中旬

・講演「ネットワーク活動を活かして楽しくスキルアップ！」
   講師：うつのみや農業女子メンバー
・上都賀地域女性農業者ネットワーク（仮）ミーティング

★フレッシュファーマーアカデミーへの参加もあります。

◇受講対象者：上都賀管内の農村地域に居住する若手女性農業者
◇問合せ・申込方法：詳しくは、経営普及部経営指導担当宛てお問合わせの上、お申込みください。

●日 時：令和３（2021）年８月26日（木）、31日（火）9：50～16：30 ※相談時間は１時間程度。
●場 　 所：上都賀庁舎2階中会議室（8月26日）、同5階大会議室（8月31日）
●対 応 者：税理士、司法書士、社会保険労務士等
●相談内容：税務管理、労務管理、法人化、経営継承、６次産業化、新規作目導入等
●相 談 料・申込方法：無料。８月６日（金）までに経営普及部経営指導担当宛て
　　　　　　　　　　電話等でお申込みください。事前に相談希望時間と相談内容をお伺いします。


