Ⅰ．力強い農業を担う人づくり
《持続的に農業生産を維持していくためには、
意欲ある担い手の育成・確保と参入し易い環境の整備が必要》
●就農相談窓口の設置

■ 次代の担い手の確保・育成

◆就農相談窓口の設置（14カ所）
◆就農相談会の開催

◇新規参入希望者の農業への理解不足（途中断念）

就農の
意志決定

●農業体験研修の開催（新規）

・新規参入者等の円滑な就農と定着
新規就農者
１９５人（Ｈ２３）→２００人（Ｈ２４目標）
【２００人（Ｈ２７目標）】

◆将来、本県での就農を目指す者を対象に
農業体験を実施
●就農促進研修会等の開催
◆就農促進研修会の開催
◆農業チャレンジセミナーの開催

○既存の就農促進対策に、
新規参入希望者が農業を理解するための
農業体験メニューを追加

●就農留学事業
◆認定就農者の研修機会の創出（最長24月）

◇本県農業の構造改革を進めるには、地域農業の牽引役となる人材が必要

・将来の本県農業を担う企業的経営者の育成
○県段階でカリキュラム制の塾を開講し、企業的経営者等を育成

認定農業者数
４,８１２人（Ｈ２３）→５,２０５人（Ｈ２４目標）
【５,４００人（Ｈ２７目標）】

〔対象：４５歳未満の農業者／各コース：２０名〕
① 担い手育成コース
⇒企業的な経営感覚やマネジメント能力等を習得
② 6次産業化コース
⇒農業の６次産業化に向けた起業能力の向上

将来の本県農業を担う企業的経営者の育成
先進的な農業
経営者の視点

地域活性化の
視点

商品開発・
販売戦略の視点

「はばたけ未来へ」
ぐんま農業フロントランナー養成塾

経営管理・
ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄの視点

経営発展を目指す若い経営者
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リスク管理の
視点

先進的な他産業
経営者の視点

〔Ⅰ．力強い農業を担う人づくり〕
◇担い手の減少や高齢化が進行するなか、経営の法人化や多角化への支援が必要

・持続的に発展する企業的経営体の育成

農業法人数
４８０法人（Ｈ２３）→５００法人（Ｈ２４目標）
【５８０法人（Ｈ２７目標）】

○担い手の育成や新分野へのチャレンジに
特化した事業の実施

施策誘導型事業 「はばたけ！ぐんまの担い手」支援事業

法人化等支援型

新規就農者支援型

農業経営の法人化
の推進、認定農業
者の育成･確保、
6次産業化の推進

新規就農者の
育成･確保

アグリビジネス
参入型
民間企業の
農業参入を推進

新時代対応型
環境負荷
低減型農業・
低コスト生産の推進

力強い多様な担い手の確保・育成

■ 地域農業を担う組織経営体の確保・育成
①営農組織
◇集落営農組織や法人の経営体質の強化が必要
◇水田農業に野菜等を組み合わせた、収益性の高い複合型
組織を目指す

・協業化

ぐんま型
集落営農
法人育成
支援事業

集 落 営 農

・任意組織を法人化し、更なる経営発展へ
集落営農法人数
８０法人（Ｈ２３）→９０法人（Ｈ２４目標）
【１３１法人（Ｈ２７目標）】
○「ぐんま型集落営農」の育成
（先進事例調査、新規作物導入実証、研修会等）

②任意組織
集落営農法人数
８０法人（Ｈ２３）
→９０法人（Ｈ２４目標）
③法
人
【１３１法人（Ｈ２７目標）】

ぐんま型集落営農法人
・米麦＋野菜等複合型

・米、野菜等の導入
・農業機械の集約化
・法人経理
・労働管理

■ 農業分野への企業参入の推進
◇農業の担い手不足・高齢化、耕作放棄地の増加への対応
◇農地制度の改正により、企業等の農業参入への関心の高まり

・農外企業の農業への新規参入の総合的な支援

農外企業の農業への参入件数
１７件（Ｈ２３）→２０件（Ｈ２４目標）
【２０件（Ｈ２７目標）】

○農地情報の収集、施設整備の支援により、企業参入のモデルケースの構築
・参入相談窓口の運用
・市町村の農地情報の収集、共有化
・市町村の窓口整備支援
・企業向けＰＲ 等
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Ⅱ．競争力のある農産物を創り出す産業づくり
《力強い農業の確立を目指し、本県の強みである園芸、畜産を中心に
生産振興や販売力強化、経営の安定等の取組を実施》
■ 野菜を中心とした園芸産地の強化育成
◇生産基盤の脆弱化、価格の低迷など、野菜生産を取り巻く環境が年々厳しくなっている

・『野菜王国・ぐんま』のより一層の強化
○新たな品目（えだまめ・ブロッコリー）を対象に加えて施設整備を支援
○雇用等を導入した企業的経営体の育成に向けた支援 等
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野菜の重点８品目作付面積
９,８２０ｈａ（Ｈ２２）
→９,８５７ｈａ（Ｈ２４目標）
【９,９６７ｈａ（Ｈ２７目標）】

■ 地域と調和した生産性の高い畜産経営の確立
◇不安定な輸入飼料に依存している畜産経営の見直しが必要

・自給飼料作付面積の増加
・新規畜産コントラクター数 ６（Ｈ２２） → １６（Ｈ２７）

自給飼料作付面積
７,６９０ｈａ（Ｈ２２）→８,０５０ｈａ（Ｈ２４目標）
【８,３７０ｈａ（Ｈ２７目標）】

○粗飼料生産の作業受託組織（畜産コントラクター）の
活動支援

Aさんの畜舎

◇口蹄疫や鳥インフルエンザ等の発生への備えが必要

Aさんの農地

・家畜伝染病の発生予防とまん延防止

特定家畜伝染病
発生への備え

○特定家畜伝染病の発生に備えた情報提供
○家畜防疫マップ作成や埋却地の把握
◇悪臭に関する苦情

・適切な悪臭防止対策 → 畜産業の健全な発展
○群馬県地域結集型研究開発プログラムにより開発した脱臭装置の導入支援
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〔Ⅱ．競争力のある農産物を創り出す産業づくり〕
■ 農産物のブランド力強化と販売促進
◇多様化・複雑化している消費者・実需者ニーズ等に対応した販売競争力強化が必要

・県産農畜産物のブランド力強化による農業産出額の増加・農家所得の向上
民間専門業者への委託 → テレビ取材や雑誌掲載等の露出の増加
○生産・加工から流通・販売、観光・メディア等の関係者で構成する
「群馬県農畜産物販売戦略協議会」を核とした総合的・戦略的な取り組みの推進
（情報収集及び活用、戦略的な広報・ＰＲ、コーディネート）

■ セーフティーネットの強化

県産農畜産物販売協力店
３６店（Ｈ２２）
→６０店（Ｈ２４目標）
【７０店（Ｈ２７目標）】

農畜産物の
ブランド力強化

◇農産物価格の長期低迷による所得の減少、天候等による生産の
不安定要因が年々増加

（販売・消費対策）

・野菜価格安定事業のカバー率の向上
○交付予約数量の拡大

セーフティ
ネットの強化

指定野菜カバー率
５９.９％（Ｈ２３）
→７０％（Ｈ２４目標）
【８０％（Ｈ２７目標）】

生産振興対策

※国の対策を
最大限活用

（野菜・畜産）

・畜産物価格安定推進
肉用子牛生産者補給金制度加入率
１００％（Ｈ２２）→１００％（Ｈ２４目標）
○補助対象、補助単価の見直し
【１００％（Ｈ２７目標）】

■ 海外販路開拓の推進
◇本県農産物の安定的な生産・販売を確保するため、
海外への販路開拓が必要

・農畜産物の輸出先・輸出量を拡大
○情報の収集・提供や輸出セミナーの開催
○輸出環境調査や販売促進活動、
見本市等への出展

海外の販路
開拓

群馬県農畜産物等輸出推進機構
における輸出金額
１.４億円（Ｈ２２）→１.６億円（Ｈ２４目標）
【２億円（Ｈ２７目標）】
新たな
農業ビジネス
創出

■ 新たな農業ビジネスの創出
◇６次産業化や農商工連携など、農業の構造改革を加速する必要性がある
農商工連携等による商品化数※
※ 前年度に販売されたものの再販は含めない

・新たな農業ビジネスの取り組みを支援

６商品（Ｈ２４目標）【６商品（Ｈ２７目標）】

○担い手の育成や新分野へのチャレンジに特化した事業の実施（再掲）
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Ⅲ．持続的な生産を支える基盤・環境づくり
《農業生産を持続的に行うため、その基礎となる農地や農業用施設の保全、
さらに安心して取り組める環境整備が重要》
■ 農業生産基盤の保全・整備
◇未整備な土地条件が経営規模の拡大や生産コストの低減の妨げとなっている
◇集中豪雨による甚大な自然災害が多発化 →気候変動による被災リスクの高まり

・農業生産基盤整備 ２００ｈａ、
担い手へ集積 ４０ｈａ （Ｈ２３〜２７）
・湛水被害の未然防止 ２８０ｈａ （Ｈ２３〜２７）

◇畑地帯の整備

◇水路の補修

◆事業実施前

◆工事前

○農業用用排水路、区画整理、農道、農地保全等の整備
○農業用用排水路、ため池の改修整備、遊水池の整備
◇農業水利施設や農道の老朽化による施設更新の集中
◆事業実施後

◆工事後

・適時・適切な補修・補強等による既存施設の長寿命化
→財政負担の平準化・ライフサイクルコストの低減
○水利施設整備
１５地区
○農地整備（農道保全対策） ５地区
松義東部地区
（安中市・富岡市）

頭沼用水路
（板倉町）

■ 農地の有効利用の促進
◇未利用の農地や施設等と、必要とする担い手とのマッチング機能の強化が必要
◇病害虫・鳥獣被害の発生や、周辺農地への悪影響と及ぼす要因となる耕作放棄地を解消したい

・耕作放棄地の解消と発生防止（耕作放棄地面積３,９８３ｈａ※）
※平成２１年度耕作放棄地全体調査
（農振農用地区域内耕作放棄地面積 2,7７１ｈａ）

耕作放棄地解消目標面積
農振農用地区域内１,２５０ｈａ（〜Ｈ２７）

○農地と担い手の相互調整
円滑な担い手の育成と 農地の有効利用に向けた支援体制の強化
耕作放棄地は再生へ

耕作放棄地の再生

農地と担い手のマッチン
グ
▶ 農地や農業施設の情報収集・
情報提供
▶ 就農に向けたサポート
▶ 担い手のフォローアップ
▶ 就農後のフォローアップ

▶ 周辺へ悪影響を与える耕作放棄地の解消
▶ 再生を希望する農業者に対する支援
▶ 再生活動の普及啓発による再発生防止
▶ 関係団体との意見交換・情報収集

農業公社

再生された農地はマッチングへ
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〔Ⅲ．持続的な生産を支える基盤・環境づくり〕
■ 安全で災害に強い農村づくりの推進
◇地震や豪雨等の自然災害に対し、老朽化したため池の安全性に懸念
改修・整備の取組

・老朽化等で改修が必要なため池の早期改修の推進
県単独事業で改修するため池数 １０箇所（Ｈ２７）

◇ 小規模なため池 → 県単独事業
（事業内容）
•ため池本体や、その附帯施設の補修・改修
→①堤体（遮水）、②洪水吐、
③取水施設（斜樋、底樋）、
④附帯施設（管理道等）、⑤浚渫

○地質調査及び設計業務委託（２箇所）
H23.3.11東北地方太平洋沖地震による県内の被災状況

（対象箇所）
•国庫補助事業で対応できない
小規模なため池
•緊急的に改修が必要なため池

◇ 大規模なため池 → 国庫補助事業

↑大谷池（藤岡市）

耐震性の検証

↑鳴沢貯水地（高崎市）

（事業内容）
•大規模地震に対する 耐震性の検証、
•耐震化計画の策定

※県内では、この２つのため池の他に数箇所で被害が発生

（対象箇所）
•下流域に主要道路、鉄道、人家等が存在し、
•破堤した際の影響が極めて大きいため池

■ 地域ぐるみの鳥獣被害対策の強化
◇依然として被害金額は高止まり、被害地域も拡大傾向
◇捕獲隊員など高齢化による捕獲の担い手不足
◇被害農業者や被害地域自らが効果的に被害対策を実施する必要

・鳥獣被害を防止する農業者への支援
・日本獣医生命科学大学との包括連携協定を踏まえた対策強化
野生鳥獣による農作物被害額
５３１百万円（Ｈ２２）→ ３２５百万円（Ｈ２４目標）

○自ら鳥獣害防止を行う農業者への支援
○鳥獣被害防止総合対策交付金（国庫）の活用
○日本獣医生命科学大学への調査業務委託
（特定鳥獣の生息・被害調査、対策の効果検証）

【３００百万円（Ｈ２７目標）】

調査・研究・人材育成

防護対策

生息環境管理

（生息状況調査）

（侵入防止柵の設置）

（耕作放棄地の解消）
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捕獲支援

（農業者のわな免許取得）

Ⅳ．豊かで安全な食を育む農と県民の絆づくり
《農業・農村の発展には、県民への安全な農産物の提供とともに、
県民の農業・農村に対する理解促進が重要》
■ 県産農産物の安全性確保
◇福島第一原発事故に伴う放射性物質の不安解消、風評被害の防止

・農産物や土壌等の放射性物質検査の実施

検査検体数
１３,７００検体（Ｈ２３）→２３,２００検体（Ｈ２４目標）
（うち農業技術センター実施分
１,６００検体（Ｈ２３）→５,７００検体（Ｈ２４目標））

○農産物等の定期的な放射性物質検査の実施
↓
・消費者の信頼確保
・農家が安心して営農できる環境の整備
ゲルマニウム半導体検出器２台体制
農畜産物等

農耕地土壌

国の調査を補完する県独自調査
（農畜産物、きのこ、魚類、牧草など）
・70地点を定点とし毎年１回調査
・10地点で放射性降下物を月１回測定
（継続実施）
・必要に応じて細密調査、吸収特性等の
調査を実施

■食と農に対する県民の理解促進と安心の提供
◇食の安全に対し何らかの不安を持っている消費者が多い

・消費者が食の現場で、見学･体験･意見交換を行い、食の安全について
理解を深める事業の実施
食の現場公開事業登録事業者数
５８（Ｈ２３）→５９（Ｈ２４目標）
【６２（Ｈ２７目標）】

○食の現場公開事業の利用者拡大
○農薬理解促進事業の継続

■ 地産地消や食育の推進
◇地元の食材が地域に浸透し、農業が発展するためには、さらなる地産地消県民運動が必要

・『ぐんま地産地消県民運動推進方針〜２０１１−２０１５〜』に基づく運動の展開
○ぐんま地産地消推進店の指定・更新（Ｈ２３.３月末 ２８７店舗）
○学校給食における地域農産物の利用促進

学校給食への県産農産物利用
（野菜類）（重量ベース）
３６.３％（Ｈ２２）→４７％（Ｈ２４目標）
【５０％（Ｈ２７目標）】

◇県民が主体的に参加できる食育の場を県民のより身近な地域に整え、地域の特色を生かした食育の推進が必要

・『ぐんま食育こころプラン〜２０１１−２０１５〜』の推進
○各地域で食育に取り組む団体と連携し、食育推進体制の整備を図る
○ライフステージに応じた実践力の向上のための食育を推進
○市町村との共催により食育イベントを開催
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