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栃木県の総生産と就業者人口

栃木県内の農業の動向

１ 30年で農業はどう変わったか 園芸大国とちぎづくり

昭和60年 平成７年 平成17年 平成27年 全国順位

総農家数(戸) 98,184 83,766 71,471 55,446 16位

うち販売農家数 84,967 71,881 56,016 39,810 ９位

うち主業農家数 17,370 12,980 8,883 11位

販売金額1,000万円以上の農家数（戸） 2,788(3.3%) 4,594(6.4%) 4,198(7.5%) 3,691(9.3%) ８位

うち3,000万円以上の農家数 399(0.5%) 725(1.0%) 766（1.4%） 743（1.9%） １０位

基幹的農業従事者数 （人）
平均年齢 （歳）

95,630 67,850 65,574 52,914 11位

58.8 63.8 66.6 16位

耕作放棄地面積(ha) 1,535 4,269 8,609 10,296 10位

農業産出額(億円) 3,409 2,951 2,741 2,723 ９位

昭和60年 平成７年 平成17年 平成25年

総生産（10億円） 4,791 7,466 7,425 7,365 

うち農業 205 168 146 139 

（％） 4.3 2.3 2.0 1.9 
就業人口（千人） 954 1,029 1,021 1,005 

農業就業人口 147 113 96 62 

（％） 15.4 11.0 9.4 6.2 

２



１ 30年で農業はどう変わったか 園芸大国とちぎづくり

時期 計画名 テーマ 計画作成の背景

Ｓ６１～Ｈ２ 栃木県農業振興計
画

・とちぎ新時代首都圏農業を目指して 国が新しい構造政策の
展開を発表

Ｈ３～８ とちぎ新農業プラン ・米麦、園芸、畜産の３部門のバランスの
とれた農業構造の実現を目指す首都圏農
業の確立

牛肉の輸入自由化(H3)
第３次産業が総生産額
の第１位に

Ｈ９～１２ 首都圏農業推進プ
ラン

・国際化に対応した首都圏農業の確立 新食糧法施行（H7～)
UR農業合意（H7)

Ｈ１３～１７ 首都圏農業推進計
画２１

・地域が輝く首都圏農業の確立
（食と農の理解促進）

米の関税化移行決定
(H10)
食料・農業・農村基本法
制定（H11)

Ｈ１８～２２ とちぎ“食と農”躍進
プラン

・首都圏農業の新たな展開
（都市住民との協働

健康的で豊かな食の提供 等）

新たな食料・農業・農村
基本計画(H17)

Ｈ２３～２７ とちぎ農業成長プラ
ン

・成長産業として発展する農業の実現に
向けて

６次産業化・地産地消法
制定(H22)
東日本大震災（H23)

Ｈ２８～３２ とちぎ農業“進化”
躍動プラン

・成長産業として進化する農業・栃木 TPP協定(H27)
地方創生(H27)

栃木県農業振興計画の変遷

３



農業の生産構造の変化

１ 30年で農業はどう変わったか 園芸大国とちぎづくり

昭和60年 平成７年 平成17年 平成27年 全国順位

農業産出額(億円) 3,409 2,951 2,741 2,723 ９位

米麦 1,549 1,329 891 576 
８位

（％） (45.4) (45.0) (32.5) (21.2)

園芸 723 821 894 1,039 
13位

（％） (21.2) (27.8) (32.6) (38.2)

畜産 978 728 907 1,055 
９位

（％） (28.7) (24.7) (33.1) (38.7)

その他 160 73 49 53 
23位

（％） (4.7) (2.5) (1.8) (1.9)

全国順位 13位 14位 10位 ９位 -

４



産出額が伸びている主な品目

１ 30年で農業はどう変わったか 園芸大国とちぎづくり
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関東１都６県の園芸生産の比較

２ 本県農業の発展可能性 園芸大国とちぎづくり

県名
園芸産出額

（億円）

農業産出額

（億円）

園芸産出額

の割合

参考

耕地面積(ha) 水田率（％）

茨城県 2,151 4,543 47.3% 170,900 57.9

千葉県 2,101 4,405 47.7% 126,800 58.7

埼玉県 1,246 1,987 62.7% 76,300 55.4

群馬県 1,178 2,550 46.2% 71,900 37.7

栃木県 1,039 2,723 38.2% 124,500 78.0

神奈川県 582 808 72.0% 19,600 19.5

東京都 260 306 85.0% 7,130 3.8

全国 35,283 88,631 39.8% 4,496,000 54.4

６



順位 都道府県
園芸

産出額
(億円)

上位５品目の産出額（億円）
100億円
超過
品目数

1 北海道 2,410 ①たまねぎ(565) ②トマト(254) ③にんじん(207)

④やまのいも(165) ⑤だいこん(132)
7

2 茨城県 2,151
①レタス(161) ②ねぎ(156) ③トマト(135)

④はくさい(134) ⑤れんこん(131)
7

3 千葉県 2,101
①ねぎ(209) ②トマト（149） ③日本なし（141）

④だいこん(132) ⑤ほうれんそう(127)
8

4 愛知県 1,777
①きく(235) ②キャベツ(158) ③トマト(150)

④しそ(123) ⑤いちご(87)
4

5 熊本県 1,642
①トマト(466) ②みかん(121) ③いちご(109)

④すいか(107) ⑤なす(103)
6

8 埼玉県 1,206
①ねぎ(187) ②きゅうり(128) ③ほうれんそう(122)

④さといも(122) ⑤トマト(48)
4

10 群馬県 1,178
①キャベツ(220) ②きゅうり(136) ③ほうれんそう(82)

④なす(69) ⑤トマト(66)
2

13 栃木県 1,039
①いちご(271) ②もやし(112) ③トマト(111)

④にら(60) ⑤日本なし(55)
3

園芸生産の全国上位

２ 本県農業の発展可能性 園芸大国とちぎづくり
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市町村別農業産出額（全国）

２ 本県農業の発展可能性 園芸大国とちぎづくり

産
出
額
順
位

都道府県 市町村

産出額（億円）

総農家数
③

農家１戸当たり
販売額の目安

（万円）
①／③

合計
①

上位品目
②

1 愛知 田原市 820 花き、野菜 3,913 2,097

2 茨城 鉾田市 720 野菜、豚 3,301 2,182

3 宮崎 都城市 720 豚、ブロイラー 6,581 1,094

4 新潟 新潟市 572 米、野菜 11,253 508

5 北海道 別海町 571 生乳、肉用牛 761 7,498

6 千葉 旭市 548 野菜、豚 2,539 2,158

7 静岡 浜松市 510 果実、野菜 11,954 427

8 熊本 熊本市 461 野菜、果実 5,587 825

9 青森 弘前市 436 果実、米 6,387 682

10 愛知 豊橋市 413 野菜、豚 4,779 865

21 栃木 那須塩原市 347 生乳、野菜 2,820 1,231

全国合計・平均 88,631 野菜 2,155,082 411 ８



栃木県園芸生産の実力と可能性
外 部 環 境

機会（O） 脅威（T）

●加工業務用需要(中食・外食）の増加

●安全・安心な国産野菜へのニーズの
高まり

●食品加工企業が数多く立地

●貿易の自由化と輸入農産物の増加

●少子高齢化と人口減少

（マーケットの縮小）

●米政策の見直し

内

部

環

境

強み（S） ＋強みを活かして取り組める事業機会
（S×O）

⇒需要・価格が安定している品目の重
点的な生産振興

⇒新品種・新技術導入の推進

＋脅威を回避し強みで事業機会とす
るもの（S×T）

⇒水田における主食用米から高収益
作物への作付転換

●施設野菜の高い技術力

●圃場整備が進み水利に富んだ水田

●野菜生産に利用可能な良質な畜産堆
肥

●マーケットからの良好なアクセス

弱み（W） ＋弱みで事業機会を逸しないための克
服（W×O）

⇒県内食品企業と連携し、生産・流
通・販売が一体となった産地づくり

（野菜クラスターの形成）

＋脅威と弱みにより対応が困難なも
のへの対策（W×T)

⇒低コスト化

⇒少量多品目生産

●露地野菜の生産が少ない。

●品目の多彩さに欠ける。

高い技術力を活かした施設園芸
のさらなる展開

加工・業務用需要への対応力強化

水田を活かした土地利用型園芸
の拡大

「園芸大国とちぎづくり」による稼げる農業を実現

２ 本県農業の発展可能性 園芸大国とちぎづくり

９



国産ニーズが高い
（品質、安心）

アスパラガスの例

〈戦略〉

地域特性を生かして海外産
シェアを奪う！

◇出荷時期の前進化

（保温、加温）

◇秋冬どり作型の導入

（規模拡大）

２ 本県農業の発展可能性 園芸大国とちぎづくり

国産ニーズと国際競争
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「園芸大国とちぎづくり」の推進方針
これまで培ってきた技術の向上に加え、耕地面積の8割を占める水田を活用することで、園芸

のさらなる振興を図り、収益性の高い「園芸大国とちぎづくり」を進めていく。

◆高い栽培技術
●いちご、トマトの単収が全国1、2位
●本県オリジナルの品種

◆優位性
●大消費地に近い
●食品製造業の立地が多い

◆有利な条件
●水利に富み整備率の高い水田
●良質な堆肥

（１）高い技術力を活かした施設園芸
のさらなる展開

→いちご、トマトの収量・品質の向上 等

（２）水田を活かした土地利用型園芸の拡大
→機械化一貫体系の導入、良質な堆肥の活用 等

（３）加工・業務用需要への対応力強化
→食品企業との連携による大消費地への出荷 等

本県園芸の成長可能性 成長可能性のフル発揮

収益性の高い園芸生産の展開（H27→H37年）

☆施設園芸産出額 661億円 → 760億円
☆露地野菜産地数（5千万円以上） 16産地 → 36産地
☆野菜の加工・業務向け生産 7,669t → 13,000t

★園芸産出額 1,000億円 → 1,300億円

★園芸産出額全国順位 13位 → 8位

３ 園芸大国とちぎづくり 園芸大国とちぎづくり

１１



(1)高い技術力を活かした施設園芸のさらなる展開

新技術を積極的に取り入れて単収を高める

分業化により経営規模を拡大する

地域特性を生かす

３ 園芸大国とちぎづくり (1)高い技術力を活かした施設園芸のさらなる展開 園芸大国とちぎづくり

１２



新技術を積極的に取り入れて単収を高める

最先端技術や異業種のスキル、ノウハウ
の活用（経営革新による向上）

とちぎ施設園芸スーパーコーチによる指導
最新の環境制御技術、現場改善による効率化
雇用労力の効率的な活用、人材育成など

いちごの場合(例）

ICTを活用した精密な環境制御
促成いちご＋夏秋いちごによる周年化

にらの例 なしの例

ウオーターカーテ
ンによる連続収穫

ジョイント栽培、根圏制
御栽培による早期成園化

園芸大国とちぎづくり

１３

３ 園芸大国とちぎづくり (1)高い技術力を活かした施設園芸のさらなる展開



出典：独立行政法人農畜産振興機構

平成２７年のニラの単収

ウォーターカー
テン利用、連続
収穫方式で、従
来の1.7倍程度の

単収増加

園芸大国とちぎづくり

１４

３ 園芸大国とちぎづくり (1)高い技術力を活かした施設園芸のさらなる展開



600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

H1
6

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

H2
7

H2
8

栃木

千葉

茨城

鳥取

福島

長野

根圏制御栽培 ジョイント栽培

日本なしの主産県の結果樹面積の推移

結
果
樹
面
積
（ha

）

改植しても

早い時期から

収量が安定

（早期成園化）

園芸大国とちぎづくり

１５

３ 園芸大国とちぎづくり (1)高い技術力を活かした施設園芸のさらなる展開



（いちごの例）

労働時間の約4割が出荷調整

パッケージセンターのメリット

個人の農家が規模拡大できる。
品質が揃う。
需要にきめ細かく対応できる。

→ いちごに限らず多くの野菜でメリットが想定

苗生産分業化のメリット

収穫と育苗が重ならない（労力軽減）

→ 収量や品質の安定に繋がる。

促成＋夏秋の周年栽培が可能

園芸大国とちぎづくり

分業化により経営規模を拡大する

１６

３ 園芸大国とちぎづくり (1)高い技術力を活かした施設園芸のさらなる展開



（トマトの例）

県北地域
・冬場の日照時間は県南に比べ少ない。
・冬の地温も上がりにくい。
・夏場は県南より気温が低い。

新たな戦略(例）

・夏の涼しさを生かし、「越冬長期作型」ではなく、
「春から夏を越え、冬まで収穫する新たな長期作
型」(仮称）への転換

フルオープンハウス

細霧冷房装置

地下水による株元冷却など活用

フルオープンハウス

園芸大国とちぎづくり

地域特性を生かす

１７

３ 園芸大国とちぎづくり (1)高い技術力を活かした施設園芸のさらなる展開



(2)水田を活かした土地利用型園芸の拡大

機械化一貫体系の導入、露地野菜に適した条件整備

セーフティネットの活用

●ほ場整備が進み水利に富んだ水田
●機械化一貫体系が活用できる。
●良質な畜産堆肥（耕畜連携）

◇大規模な露地野
菜生産

◇安定した収量・
品質

園芸大国とちぎづくり

《水田活用のメリット》

《水田活用のデメリット》
●排水が課題 対策の実施

●推進に当たって必要な事項

１８

３ 園芸大国とちぎづくり（２）水田を活かした土地利用型園芸の拡大



排水対策

・畦畔除去
・排水対策

暗きょ排水、明きょ排水
・スプリンクラー等の整備

園芸大国とちぎづくり

《本県の水田の状況》

水田整備率 約６８％

大区画化率 約１１％
（５０ａ以上）

１９

３ 園芸大国とちぎづくり（２）水田を活かした土地利用型園芸の拡大



園芸大国とちぎづくり

機械化一貫体系

（たまねぎの例）

（ほうれんそうの例）

２０

３ 園芸大国とちぎづくり（２）水田を活かした土地利用型園芸の拡大



露地野菜大規模生産事例(県内）

たまねぎ大規模経営（A町）～たまねぎを基幹とした土地利用型経営

【作付面積】 たまねぎ３．４ｈａ、水稲２ha、大豆３ｈａ、麦３ｈａ

【労 働 力】 本人、父、母、臨時雇用４名

【販売金額】 たまねぎ１，８００万円、その他１，０００万円(推計）
【そ の 他】 加工・業務需要に対する契約取引、鉄コンテナ出荷

うど大規模経営（C市）～うど水稲との効率的なローテーション

【作付面積】 うど約３ｈａ、水稲約12ha

【労 働 力】 本人、家族2名、臨時雇用

【販売金額】 うど1,000万円程度

【そ の 他】 水稲、麦とのローテーションにより連作障害を回避

ねぎ大規模経営（B市）～７生産組合を組織し１億円超えの経営を実践

【作付面積】 露地ねぎ２７ｈａ

【労 働 力】 構成員１２戸、パート約１２名

【販売金額】 露地ねぎ１億円以上（推計）

【そ の 他】 食品企業との直接取引を実施

園芸大国とちぎづくり

２１

３ 園芸大国とちぎづくり（２）水田を活かした土地利用型園芸の拡大



産地のリスク軽減

園芸大国とちぎづくり

露地野菜の課題

・気象の影響を受けやすい。

・価格の動きが多い。

◇野菜価格安定制度

・一定以上の規模の産地（指定産地）が
加入できる。（産地単位）

・価格が低下した際の補填金が支払わ
れる。

・企業との契約取引に対しても支援

◇新たな収入保険制度〔個人〕

・個々の経営毎に品目横断的に加入

・収入の減少に対して補填金が支払わ
れる。

・青色申告が要件

野菜価格安定制度

新たな収入保険制度

２２

３ 園芸大国とちぎづくり（２）水田を活かした土地利用型園芸の拡大



(3)加工・業務用需要への対応力強化

加工・業務用野菜に対する国産への要望が高まってい
る。
（安全・安心に対する関心の高まりなど）

価格が安定しており、計画的な規模拡大（投資）が可能

３ 園芸大国とちぎづくり （３）加工・業務用需要への対応力強化 園芸大国とちぎづくり

高齢化や一人世帯の増加などで、加工・業務用野菜のニー
ズは増加している。

《背景》

《加工・業務用野菜に取り組むメリット》

求められる用途に対応したカットや一次加工などに取り組
む企業が立地しており、大消費地への距離が近い。

２３



出典：独立行政法人農畜産振興機構

１世帯当たりのサラダの購入金額の推移

園芸大国とちぎづくり

２４

３ 園芸大国とちぎづくり （３）加工・業務用需要への対応力強化



加工業務用野菜のニーズと生産状況

園芸大国とちぎづくり

２５

３ 園芸大国とちぎづくり （３）加工・業務用需要への対応力強化



県内の学校給食における露地野菜のニーズ

◇県内で学校給食を食べている児童数 ：約１６万人
◇１年間に食べる学校給食数：約３,３００万食
◇学校給食の地場産活用率：33.3％（H28）

【１年間に必要となる野菜（試算）】
・ジャガイモ：約１０００t（本県出荷量約3,000ｔ）
・ニンジン：約５００t（本県出荷量約3,000ｔ）
・たまねぎ：約６００t（本県出荷量約10,000ｔ）

《課題》
・食材としての品揃え
・根切り等の一次加工
・確実な納入

出典：栄養学雑誌

園芸大国とちぎづくり
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３ 園芸大国とちぎづくり （３）加工・業務用需要への対応力強化



家計消費用 加工・業務用

トマト 色まわり(完熟）
糖度
棚もち
サイズＳ～Ｌ

歩留まり
煮崩れしない(加熱調理用）
サイズが一定（ハンバーガー用）
ゼリーが少ない（サンドイッチ用）

レタス 形状、玉揃い
サイズ16～18玉/箱

葉肉が厚い(カット、サラダ用）
硬い、適度な巻き
サイズ12～14玉/箱

たまねぎ 形状、形の良さ、揃い 苦み少ない、甘みなど味の安定（サラダ用）
水分含有率が低い、煮崩れしない(加熱調理用）

加工・業務向け野菜の生産・流通と求められる品質

加工・業務用野菜需要に向けた品目別・用途別ガイドライン（野菜ビジネス協議会）より抜粋

【生産】

・用途に応じた品種
・取引先との契約

【出荷】

・コンテナ出荷
・通いコンテナなど

【一次加工】

・洗浄、皮むき
・根切り、乾燥 など

【加工やキット化】

・洗浄、皮むき
・根切り、乾燥 など

外食・中
食関連企
業に納入

産地や企業が様々な形で対応

〈用途による求められる品質の違い（例）〉

園芸大国とちぎづくり

２７

３ 園芸大国とちぎづくり （３）加工・業務用需要への対応力強化



◆推進方向

●食品企業が数多く立地
●加工・業務用野菜の需

要増

●食品企業との連携
●他産地と連携した産
地リレー

●野菜の生産拡大
●食品企業との契約

栽培

■県内の食品企業数

分 類 企業数 備 考

食品製造業 222
原料に野菜を利用してい
ると思われるもの 45 漬物製造業、惣菜製造業、野

菜カット業等

飲料製造業 37
原料に野菜を利用してい
ると思われるもの １

合 計 259
原料に野菜を利用してい
ると思われるもの 46

※フードバレーとちぎ推進協議会会員名簿より作分類

園芸大国とちぎづくり

企業とのマッチング、産地リレー

２８

３ 園芸大国とちぎづくり （３）加工・業務用需要への対応力強化



近県の特徴ある加工・業務用野菜産地

【茨城県茨城町、水戸市、石岡市周辺】
●面積：約20ha
●特徴：外食企業と茨城園芸中央農協との契約取引で、生産者を募り、

機械化体系による大規模化を推進

【埼玉県深谷市（深谷ねぎ）】
●面積：860ha
●特徴：市場出荷に加え、全国に約400店舗を展開するラーメンチェー
ン店とねぎを直接取引（12月～3月に月40t）

【千葉県富里市周辺】
●面積：約500ha
●特徴：機械化一貫体系や洗浄施設等を整備し、JAが生産者に提案し契

約栽培を実施

◆加工・業務用キャベツ産地

◆加工・業務用ねぎ産地

◆加工・業務用にんじん産地

園芸大国とちぎづくり
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３ 園芸大国とちぎづくり （３）加工・業務用需要への対応力強化



食材供給コンビナートモデル
～立地条件と野菜生産力を生かしたバリューチェーンの構築～

マーケティング
商品開発機能

価格安定
野菜生産の拡大

加工用新型野菜産地

セット供給
付加価値増加

多様な需要へ
の対応力

他産地の食材
サプライチェーン

生鮮、カット、冷凍、
キット商品など

レストラン、外食
チェーン、中食
企業

一次加工やキット化などの機能と共に、他産地との連携
も含め、用途に応じた野菜を安定的に供給

園芸大国とちぎづくり

他産地との連携

野菜クラスターのイメージ

３０

３ 園芸大国とちぎづくり （３）加工・業務用需要への対応力強化



４ 今後の推進方向 園芸大国とちぎづくり

１ 品目別戦略の展開
品目別の推進地域、目標とする栽培面積、単収、目標達成に必要な方策など

２ 地域に応じた経営モデルの提示
立地や農地の条件、担い手の確保状況に応じた取り組みやすい経営モデル

３ 新たな生産・流通体制の構築
食品企業と産地のマッチングによる新たな生産流通体制

４ 園芸生産の担い手の確保
園芸生産を担う新規栽培者、後継者、新規参入者、企業参入等の支援

５ 推進に向けた体制づくり
人・農地プラン、農地中間管理事業、圃場整備事業の活用
市町、農業団体との連携

３１



５ 目指す栃木県の農業 園芸大国とちぎづくり

『成長産業として進化する農業・栃木』
３２


