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地域や産地が、農家になりたいあなたを応援します!



ιんなとこ
那須烏山市の魅カ ♪

ア キ ュ ム

山あげ祭 (烏山の山あげ行事)

龍門の滝

」R烏山線 (蓄電池車両 ACCUM)

国見から見る雲海

位置と地勢

那須烏山市は、栃木県の東部に位置し、清流 。那珂川や八溝山系に囲まれた、

自然豊かな街です。

人口は令和 2年 12月 1日現在で 25,608人 (住民基本台帳)。

総面積は 174.35廟 (東京 23区の総面積の約 4分の 1)で、山林の面積が全

体の約 400/Oを占めています。

約 450年の歴史と伝統を誇る移動式野外劇「烏山の山あIザ行事」は、平成

28年 (2016年 )に、全国 32の祭礼行事とともに「山・鉾 。屋台行事」とし

てユネスコ無形文化遺産に登録されました。

年間平均気温は 13度前後、年間降水量は約 1,300mmで、寒暖の差は大き

いものの、全体的には温暖で生活しやすい地域です。
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那察烏山燕の農業:って

梨

農業|よ稲作や畜産、果樹 (な し)の生産割合が高く、そばの生産

にも力を入れており「八溝そば街道そばまつり」を毎年開催してい

ます。また、市の特産品である「中山かぼちゃ」のブランド化を推

進しています。市内にはしヽちこやりんこ、みかんなどの観光果樹園

があり、シーズンに|よ家族連れなどで賑わつています。

栃木県内屈指の産地である那須烏山市の梨 |よ、

その市場評価も高く、「豊水」「幸水」「につこり」

などの品種を中心に栽培されています。

中山間地域である那須烏山市|よ、寒暖差が大

きい気候で、いちこ栽培に適しており、「とちお

とめ」「スカイベリー」などの品種を中心に栽培
さイlています。

し1ぢこ

中山かぼちゃ

皮が非常に薄くて、果肉|よ濃いオレンジ色で

きめ細かく、さつまいものようなほくほくとし

た食感が特徴のかぼちゃです。

栽培管理が厳しく、出荷期間が 7月下旬から

8月 下旬と短いため、「幻のかぼちゃ」と言われ

ています。
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“なすから"で「梨」「いうこJで農業を始めませんか?

農業を始めるためには、農業に関する基礎矢日識の習得と栽培経験

が必要です。那須鳥山市では」A。 県と連携して、安心して就農が

できるよう研修受入や就農に至るまでのサポー トをしています。

ますは、相談から

「どこで、どんな農業をいつア〕`ら始めたいですか?」

「当面の生活|よ どうしますか?」

「梨」「いちこ」の産地見学会・体験就農機会等のこ案内をします

那須烏山市がどんなところか、実際に来て矢[lり ましょう。

各時期の農作業体験を通して、自分が農業に向いているか見Ⅲ丁又めま

しょう。

家族の同意と理解を得て、農業で生計を立てる意思を固めます。

C4

就農相談

産地見学
就農体験

就農準備

研 修
(1～ 2年)

南那須地域新規就農者支援対策協議会で育成・支援します

研修 (1～ 2年)で、栽培技術、経営管理、販売ノウ八ウを習得します。

○研修期間中に、就農後に必要な樹園地 (梨)や農地 (いちこ)の確保 |よ、市・」A・

農業委員会などの関係機関が協力して支援します。

○目指す経営内容を明確なビジヨンにするため、就農に向けた「青年等就農計画」の作

成を支援します。

農業次世代人材投資事業 (準備型)の活用

経営開始

新規就農

就農後も南那須地域新規就農者支援対策協議会がサポートします

○早期の経営安定に向けて継続して市・」A・ 県などの関係機関が栽培

技術や経営相談等の支援を行います。

農業次世代人材投資事業 (経営開始型)の活用



―

農兼経験・技術のない方が、栃木県が認める研修期間 (県農業大学

校、南那須農業アカデミー等)で就農を目指し農業研修を実施する際

に、研修期 Fロロ中最長2年間にわたり年間150万円を交付します。

交付要件

◆就農予定時の年齢が50歳未満であること

◆独立 。自堂就農、雇用就農を目指し、明確なビジヨンと意欲を持つ

ていること

◆栃木県が認める研修先であること

◆一定の基準 m汗修機関、時間)を茄たす研修計画を作成すること

◆常勤の雇用契約を締結していないことなど

※次に該当する場合|よ全額返還となります
。研修終了後1年以内、また50歳未満で就農しない場合
・交付期間の1.5倍また|よ2年間のしヽすれか長い期間就農を継続しない場合
・独立・自営就農した方が就農後5年以内に認定新規就農者※1

また|よ、認定農業者※2にならなかつた場合

研修期1間中

農業次世代人材

投資事業
「準備型」

。150万円/年
。最長 2年間
力8えて海外研修を希望する

場合1年間延長可能

<間合せ先>
栃木貝塩谷南那須農業振興事務所

経営普及部

TEと :0287-43-2318

[ ]

新規就農者 (農地を借りたい人)と高齢化等により耕作が難しくなつ

た人 (農地を貸したい人)を仲介します。

就農前またIよ農業経営を開始して5年以内の農業者が、青年等就農計

画※3の認定を受けた際に、有利な資金の貸付や、新規就農者向け補助

事業等を活用できる制度です。

農業経営を開始してから経営が安定するまでの5年間、経営開始 1～ 3

年目150万円/年、経営開始 4～ 5年目120万円/年を交付します。

交付要件

◆就農時の年齢が50歳未満であること

◆独立・自由就農であること

◆認定新規就農者であること

◆就農5年後に|よ農業で経営が成り立つ実現可能な青年等就農計画で

あること

◆人・農地プランヘの位置づけ、また|よ農地中F日]管理機構から農地を

借りていることなど

◆原則、前年の世帯所得が600万円以下であること。

農業次世代人材投資事業 (経営開始型)に該当しない新規就農者に、

新規就農祝い金として10万円を交付します (1回限り)。

また、農業経営に必要な農地や農業機械の購入、農業施設の新設・増

設等に係る費用の2ノ刀
＼の1を50万円を上限として、年司回限り、最大3

年間交付します。

就農準備～就農開始

農地中間管理事業
<間合せ先>
那須烏山市農政課

認定新規就農者制度
(青年等就農計画制度 )

<問合せ先>
那須鳥山市農政課

農業次世代人材

投資事業
「経童開始型」

那須烏山市

新規就農促進事業

<間合せ先>
那須烏山市農政課

定額

150万円/1年目～ 3年目

120万円/4年目～ 5年目

<間合せ先>
那須烏山市農政課

※1 認定新規就農者 :18歳以上45歳未満の青年が、新たに農業を営もうとする際に作成した青年等就農計画をもとに、市町村が審査し認定した新規就

農者のこと

※2 認定農業者  :既に農業を営む者が作成した農業経営改善計画をもとに、市町村が審査し認定した農業者のこと
※3 青年等就農計画 :認定新規就農者となる際に作成する就農計画のことで、今後5年間の経営目標 (品 日、規模、生産量、所得等)を設定する内容
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移住 。定住 ,子育て支援 t

移住・定住

○移住促進住宅取得奨励金

定住を目的として、市内に住宅を取得した 49歳以下の方に 10万円を交付します。更に移住者 (転

入日前、 1年以上他の市区倒丁村に住所があつた方)の場合 |よ、25万円を力□算、又、同居する 18歳以

下の子を扶養する世帯に 15万円を力[算し、最大 50万円を交付します。

○移住ファミリー家賃補助金

市内の民間賃貸住宅に転入した夫婦のいずれか一方が 40歳以下の夫婦世帯又 |よ転入した 49歳以下

のひとり親世帯に対し、家賃の一部を補助します。 (月 額最大 2万円、12箇月間)

O空き家バンク住宅改修補助金

那須烏山市空き家等情報バンク制度を利用して住宅を取得した方が、市内施

工業者を利用して 50万円以上のE実修工事を行う場合、工事費の 10°/0(最大

20万円)を補助します。

O那須烏山市空き家等情報バンク制度

市内に空き家等を所有する方が売却、賓貸を希望する物件情報を市に登録し、

空き家等を買いたい 。借りたい方へ紹介する制度です。

また、本市で|よ空き家に付属する農地の下限面積を設定し、農業委員会が指

定した農地を「農地付き空き家」として登録した物件について|よ、農地を利用

することを条件に一般の方でも権利を取得することができます。

近年、田舎暮らしをしたい移住希望者から多くの問合せがあります。本市で

家庭菜園等を楽しみながら、ゆったりとした時間を週こしてみませんか。

子育て支援

○不妊等治療費助成制度

本市に夫婦共に 1年以上住民登録をしている家庭を対象に、不妊治療や不育症

治療で掛かつた保険適用外の費用を一部助成しています。助成に|よ限度額があり、

掛かつた費用の 1/2お よび 1年度あたり 30万円までを上限としています。

○ようこそ !なすから赤ちゃん応援券

本市で出生したお子さん (令不□3年 4月 1日以降に生まれた子で、 1歳となる

前日までの間に住所がある子)に対して、お誕生祝と子育て応援の気持ちを込め

て、年間 36,000円 /刀＼のオムツ・ミルク券を交付します。

○一時預かり保育・病児保育

一時預かリイ呆育で |よ、イ呆育所等を利用していない家庭で、こ家庭の都合で一時的に保育が難しくな

る場合や、育児疲れによる保護者の心理的 。身体的な負担軽減のため、市内の保育所等で一時的にお

子さんを預かります。

病児保育で |よ、お子さんが病気等の回復期の中で集団生活が困難な場合に、保護者等の都合でこ家

庭で面倒をみられなじヽとき、病児保育施設で看護師や保育士が一時的に看護・保育する事業です。

○放課後児童クラブ

小学校に就学しているお子さんが、授業終了後や学校の長期体業中に、保護者等の就労等で面倒が

みられない場合、適切な遊びや生活の場を提供するために開設しています。

α6



.なすか―う中‐t「≡ライーフJr単坪?轟報響↑!
:|■    ′   °

7

小池さんに

お話を

伺いました。

規就農者の

小池 拓未 さん
いちこ農家

◎プロフィール

那須烏山市内の畜産農家の三男として

生まれる。大学卒業後、家業への従事

を経て、いちこ農家での 1年間の研修

の後、平成 29年 6月 から独立就農。

◎ 1日のスケジュール

5:00 起床

7:00-10:00 収穫

10:00～ 14100 ノ(ッ ク詰め

(合間にお昼休憩)

14:00～ 15:00 出荷

15:00～ 18:00 メ(ッ ク詰め

翌日の準備

18:00 帰宅

22:00 就寝

Q.就農のきつかけを教えてくださし1。

A.元々|よ就既する予定でしたが、東日本大

震災をきつかけに地元の力になりたいと考え

るようになり、大学卒業後|よ実家の畜産業に

従事していました。

その後、市内の観光いちこ園の運営を引き

継ぐ人を探しているという話を聞き、独立し

て就農することを決意しました。

Q。 し1ちこ生産の魅力は何ですか ?

A.最初|よ小さア〕`つた苗から大きな実がなる

ところです。

いちこ|よ、苗づくりから収穫までに約 1

年半もの手間のかズ〕`る作物ですが、実際に実

がなるのを見ると苦労が実つたと感じます。

Q。 大変だと感じるところは?

A。 人件費などの生産コストや作業ことの労

働時間の配分を考えないとしヽけないことで

す。

作業にかけることができる時間|よ限られて

いるので、作業の取捨選択が大切です。

また、農業|よ基本的なことを突き詰めてい

く地道な作業なので、忍耐力も必要です。

Q。 新規就農を考えている方へのア ドパ

イスをお願し1します。

A.栽培環境や規模|よ人によつて違うので、

自分に近い環境で成功している先輩農業者か

らアドバイスをもらうことが大事です。

また、最初から無理をしすぎす、できる範

囲で始めるほうがよいと思います。



有機農業

岳】I須岳中市翠Jユ孝犠.4毒非ゴ苺―芸′れてい本す～

新規就農者の教育を目的として 1976年 に

設立された「帰農志塾 (きのうしじゅく)」 |よ、

常時 7～ 8名程度の新規就農者を受け入れな

がら、無農薬 。無化学肥料で年間約 80品 目

の野菜・米を栽培し、有機農業を実践してい

る民間の団体です。

生産された農作物 |よ、会員の方への宅配の

他、デパー トやスーパー、直売所等での販売

も行つています。

研修生 |よ、農作業の他、塾の運営にも携わ

り、農業技術や農業に対する考え方を学んで

います。独立して全国各地で就農した卒塾生

|よ、現在までに 100名を超えています。

研修希望者 lよ随時募集しており、◆後の人

生の方向として農業以外にないという強い意

志のある方を京めています。

帰農志塾

T321-0604 那須鳥山市中山1041

TEL:0287-83-0930

WCS(WhOle crop Silage)|よ 、稲の実と茎

葉を同時に収穫して発酉孝させた牛の飼料です。

株式会社アグリ那須

烏山で |よ、耕種農家が

生産したVVCSを刈取・

梱包して市内の畜産農

に供給しています。

一般財団法人那須烏山市農業公社

業受委託推進事業を行つています。

委託者 |よ、農業機械

等への過乗」投資を避け

られる、兼業農家 |よ他

の仕事に専念すること

ができて労働力の軽減

が図れる、等の利点が

那須烏山市へのアクセス

::あります。

〒321-0595栃木県那須烏山市大金240
TEL i 0287-88-7117 FAX:0287-88-0572那須烏山市農政課

8

飼料用稲 (WCS)供給

農作業受委託推進

栃木県

那須烏山市典
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