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第７節 藤岡産業振興課 

 

〔総括概要〕 

 

藤岡地域の農業は、米麦の二毛作を中心として、大豆、野菜、果樹、畜産を組み

合わせ、生産性の高い安定した農業経営を推進してきたが、近年、農業者の高齢化

の進行、後継者不足による農家数の減少とともに、食料自給率の低迷、耕作放棄地

の拡大、農村の活力の低下など、取巻く環境は非常に厳しい状況が続いている。  

このような中、農業振興においては、栃木市農業再生協議会や栃木市農業公社と

連携し、土地利用型農業の推進と園芸作物の生産振興、担い手不足や耕作放棄地対

策を推進した。また、生産者と消費者の交流により地域活性化を図るべく、「ふじ

おか産業祭2018」を開催した。 

道の駅みかもについては、平成27年度から指定管理者制度を導入し、農産物の高

付加価値化と消費拡大による地域農業の所得向上を図り、かつ地域内の女性・高齢

者の活躍の場を設けるよう努めた。 

農林整備については、市単独土地改良事業等により、土地改良区が行う農業用施

設の維持管理事業を支援しそれらの適正管理に努めた。多面的機能事業では 4 組織

が活動に取り組み、地域の環境保全や施設の維持管理に地域住民が一体となって取

り組んだ。 

 また、農地、農業用施設及び住宅の湛水被害を防止するために、西前原排水機場

の維持管理及び運転を行ったほか、藤岡地域内 3 か所の排水機場維持管理事業を支

援した。 

 商業関係については、中心市街地の空洞化や商業経営の低迷が大きな問題となっ

ていることから、藤岡町商工会へ育成事業補助金を交付した。  

観光関係については、恵まれた自然環境と豊かな観光資源を有効に活用し、各種

宣伝事業をはじめ、「第 24 回藤岡さくらまつり」、「渡良瀬バルーンレース 2018」

などの、まつり・イベントの開催に積極的に取り組んだ。 

また、栃木市、群馬県板倉町、埼玉県加須市の三県境を共有の地域資源として利

活用し、観光振興に取り組んだ。 

 

 農林振興係   

  

１ 農業経営基盤強化促進事業  

栃木市担い手育成総合支援協議会において、認定意向のある農業者に対する認定農業

者制度の説明や農業経営の規模、生産方式、経営管理や農業従事の態様等、営農の類型

ごとの経営改善に関する個人指導会の開催、担い手に対する施策や研修等の情報提供な

どを実施した。 

  ・農業経営改善計画認定者数  114人 
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２ 農業団体育成事業  

 本市農業の振興と地域社会の発展に寄与することを目的に、各種農業団体や担い手の

確保、育成及び支援を行った。  

(1) 栃木市認定農業者協議会藤岡支部  

 関係機関・団体との連携と会員相互の親睦を図り、効率的で安定した魅力ある農業

経営、自らの経営改善の実践と地域の農業振興のための活動を行った。  

  4 月 27 日(金) 定期総会 

 11 月 5 日(月) 講習会 

「栃木県農業試験場で取り組んでいる新品種の育成等について」 

「園芸の振興について」 

11 月 17 日（土）ふじおか産業祭 2018 農業機械展示協力  

2 月 8 日（金）視察研修会「茂木町有機物リサイクルセンター」  

(2) 栃木市農村生活研究グループ協議会藤岡地域  

農村女性の社会参画による、輝く農村女性育成及び農業農村の活性化を図るため研

修会及び講習会を行った。また、地元農産物を使った加工食品を地域イベントで提供

するなど、藤岡地域の農業振興のための活動を行った。 

７月4日(水) 視察研修会「益子町農産物直売所」  

(3) 栃木市畜産協議会藤岡支部  

畜産農家が連携し、家畜伝染病の疾病による損耗を防止し、畜産経営の安定を図る

ため家畜防疫備品の配付等を行った。 

 

３ ふじおか産業祭事業 

 地域の農商工が連携し、地域の活性化と振興に寄与することを目的とした「ふじおか

産業祭2018」を開催した。  

  ・日  時  11月17日(土)午前9時～午後3時 

  ・会    場  藤岡総合体育館駐車場  

  ・来場者数  9,000人 

 

４ 藤岡農産加工センター管理運営事業  

  地産地消、農村の活性化、担い手の育成等を図るとともに、多くの市民の方々に地元

の農業に関心を持っていただくための農産加工所は、主に地元の農産物を使用した味噌

づくり等に利用された。 

  ・利用日数  62日 

  ・利用者数 504人 

 

５ わたらせふれあい農園管理運営事業  

農園を低料金で貸し出し、自然とふれあいながら農作業を行うことにより、野菜に対

する消費者の目を養い農業を知る機会を提供する農園の運営を行った。 

・利用者数 17人  

・貸出区画 36区画 
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  ・4月28日(土) 春蒔き野菜の栽培教室  

 

６ 農業委員会関係 

農業委員会事務の円滑な推進と併せて地域農業者への利便を図るため、証明発行等の

事務を行った。 

                 （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

７ 道の駅みかも管理運営事業 

(1) 売上等実績 

売店名 客 数 (人) 売上額 (円) 

農産物直売室 269,528 276,344,109 

物産館 252,267 187,087,091 

農産物加工販売室「ジェラート工房」 31,973  15,286,100 

地域食材供給室「レストランみかも」 66,382  60,661,590 

合   計 620,150 539,378,890 

(2) 主なイベント 

イベント名 開  催  日 

七夕飾り 6月 25日（月）～7月8日（日） 

オールドタイムランみかも 2018 10月 21日（日） 

みかも山ウォーク 11 月 18 日（日） 

初売りイベント 1 月 1 日（火）・2 日（水） 

(3) 視察の受入：3 団体 

団  体  名 視 察 日 視 察 目 的 

赤麻小学校 3 年生  6月21日（木） 施設見学 

藤岡小学校 3 年生  6月25日（月） 施設見学 

部屋小学校 3 年生  6月26日（火） 施設見学 

 

８ 農道・水路維持管理事業  

                      （単位：円） 

工事名 工事箇所 工事内容 工事費 

農道維持管理工事 新波 敷砂利工 Ｌ＝45ｍ,Ｗ＝2.5ｍ 194,400 

水路維持管理工事 大前 排水桝設置工 237,600 

件     名 件 数 

耕作証明書 56 

農家証明書 10 

農家基本台帳の写し  13 

合   計 79 
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９ 土地改良事業等補助金 

各事業に取り組む下記団体を支援するため、補助金を交付した。  

                                （単位：円） 

事業名 

（補助率） 

 団 体 名（箇所） 

事 業 内 容 
事業費 

補助額 

（市負担分） 

農地耕作条件改善

事業（国 50％、県

15％、市 10%） 

思川西部土地改良区（新波地区）  

・揚水機工事 

さく井 Φ350mm×60ｍ 

14,001,120 1,400,000 

県単独農業農村整

備事業（県 35％、

市 20%） 

藤岡土地改良区（部屋南部地区）  

・用水路改修工事 Ｌ＝194ｍ 
4,085,000 817,000 

市単独土地改良事

業（市 20％） 

藤岡土地改良区（巴波川西部地区）  

・Ｕ字溝布設替え工事  1 式 
2,106,000 421,200 

富吉北部土地改良共同施行  

・揚水設備改修工事 1 箇所 
2,590,000 518,000 

都賀悪戸耕作組合 

・揚水機改修工事 1 箇所 
1,291,572 258,314 

藤岡土地改良区（部屋南部地区）  

・揚水機改修工事 1 箇所 
1,393,200 278,600 

藤岡土地改良区（第一地区）  

・水中ポンプ交換工事  1 式 
691,200 138,200 

繁桂寺谷津水利組合（筌場地区）  

・配水管布設工事 １式 
222,070 44,414 

 

10 多面的機能支払交付金事業 

非農家を含めた地域共同による農地・農業用水等の保全管理と農村環境の保全向上等  

の取組を支援するために、補助金を支出した。 

※市負担額は、基礎支援の合算額の 25％ 

 (1) 農地維持支援 

活動組織名 

協定期間 基礎支援 
市負担額 

(円) 
締結 

年度 

終了 

年度 

交付 

期間 

田(3,000 円/10ａ) 畑(2,000 円/10ａ) 

面積(ａ) 金額(円) 面積(a) 金額(円) 

戸崎農地保

全組合 
H26 H30 5 3,407 1,022,100 262 52,400 268,625 

万葉の郷 

保全会 
H28 R2 5 5,156 1,546,800 92 18,400 391,300 

ふじおか環

境保全会 
H30 R4 5 64,057 19,217,100 1,142 228,400 4,861,375 
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巴波の郷 H30 R4 5 8,939 2,681,700 290 58,000 684,925 

(2) 資源向上支援(共同活動) 

活動組織名 

協定期間 基礎支援 
市負担額 

(円) 
締結 

年度 

終了 

年度 

交付 

期間 

田(1,800 円/10ａ) 畑(1,080 円/10ａ) 

面積(ａ) 金額(円) 面積(ａ) 金額(円) 

ふじおか環

境保全会 
H30 R4 5 16,641 2,995,380 326 35,208 757,647 

巴波の郷 H30 R4 5 8,939 1,609,020 290 31,320 410,085 

 

11 環境保全型農業直接支払交付金  

  環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者グループに、当該活動に必要な経費

の一部を交付金として交付した。（補助率 国50％、県25％、市25％） 

活動組織名 実施地区 対象農家数（戸） 事業内容 交付額（円） 

栃木市環境保

全型農業研究

会 

藤岡、大前、赤

麻、新波 4 

有機農業 

    741ａ 579,082 

思川西部環境

保全型農業推

進会 

新波 

1 

カバークロップ

作付け  37a 28,915 

合 計  5     778a 607,997 

 

12 西前原湛水防除事業 

栃木市の農地、農業用施設及び住宅の湛水被害を防止し、農業経営の安定を図るため、

西前原排水機場の維持管理を行った。  

  ・運転回数及びポンプ稼働時間 なし（点検に伴う試運転を除く）  

  ・事業費（人件費を除く）   6,458,592円 

 

13 藤岡排水機場維持管理補助金  

  土地改良事業により整備された排水機場について、効率的運営により地域内における

生活の安全安心並びに農業生産の維持及び増進を図るため、維持管理に要する経費の一

部を補助金として交付した。  

・対象地区 藤岡土地改良区（部屋南部地区、新井地区、東谷津地区）  

・補 助 額 725,767 円 

 

14 排水機場維持管理負担金  

農業用施設及び住宅の湛水被害を防ぐため、土地改良事業により整備された排水機場
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の維持管理に要する経費の一部を、負担金として関係市町等に支出した。  

（単位：円） 

支出先市町等  対 象 施 設 負担金 

小山市 与良川水系排水機場  1,631,000 

佐野市 界排水機場 193,191 

群馬県板倉町 邑楽東部第一排水機場  106,000 

渡良瀬川中央地区  

水管理施設管理協議会  
渡良瀬川中央地区水管理施設 101,243 

 

15 有害鳥獣対策事業  

  有害鳥獣による農作物被害や生活環境被害等を防止するため、地元猟友会の協力を得

て、有害鳥獣捕獲を実施した。  

・イノシシの有害鳥獣捕獲駆除  

 

16 地籍調査事業 

国土調査法に基づき、一筆ごとの土地について所有者、地番及び地目の調査並びに境

界及び面積に関する測量を実施した地区について、県への認証請求を行った。  

部屋 17 地区（富吉・中根）24ｈa   

 

 商工観光係   

 

１ 商業振興 

商工団体の育成及び助成 

  藤岡町商工会に対し助成を行った。               （単位：円） 

名        称 事業費 うち補助額 備考(目的等) 

藤岡町商工会育成事業補助金  40,915,586 4,800,000 商工会事業助成  

 

２ 観光振興宣伝事業  

藤岡地域は、四季折々の風景に富んだ広大な渡良瀬遊水地にあるウォータースポーツ

のメッカとして定着した谷中湖、万葉集に詠まれ自然景観に優れた三毳山を活用したみ

かも山公園、県内有数のサツマイモの産地など豊かな自然環境と観光資源に恵まれてい

る。 

これらの観光資源を生かすために、積極的に観光ＰＲイベントへの参加、観光パンフ

レット等の配布を行い観光誘客に努めた。 

(1) 第6回渡良瀬遊水地まつりinＫＡＺＯ 

・実施日 9月30日(日)  …雨天中止 

実施区域 捕獲時期 捕獲状況 

藤岡地域全域  通年 7頭 
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・場 所 渡良瀬遊水地下宮橋グラウンド  

(2) 県境エリア観光キャンペーン  

・実施日 3月2日(土)   

・場 所 佐野プレミアムアウトレット  

 

３ 観光行事推進事業  

  本市を県内外に宣伝し、産業と観光の振興を図るため、次の行事を実施した。  

(1) 第24回藤岡さくらまつり  

   ・実 施 日  4月7日（土）～8日（日） 

   ・場  所  藤岡渡良瀬運動公園 

・主  催  （一社）栃木市観光協会藤岡支部  

   ・後  援  栃木市、藤岡町商工会、下野農業協同組合ほか 

   ・来場者数  15,000人 

(2) 渡良瀬バルーンレース2018 

   ・実 施 日  4月6日（金）～8日（日） 

   ・場  所  藤岡渡良瀬運動公園 

   ・主  催  渡良瀬バルーンレース実行委員会  

   ・共  催  栃木市 

・後  援  国土交通省、(財)日本航空協会、栃木県ほか  

   ・来場者数  100,000人 

 (3) 第19回よさこい藤岡パレード  

   ・実 施 日  12月9日（日） 

   ・場  所  足利銀行藤岡支店～藤岡小学校  

・主  催  よさこい藤岡運営委員会  

   ・後  援  栃木市、藤岡町商工会、下野農業協同組合、（一社）栃木市観光協

会ほか 

・参 加 者  594人（52団体） 

 

４ 三県境関連事業 

  歩いて3歩で回れる全国で唯一の三県境について、観光資源としての利活用を図るため

栃木市、群馬県板倉町、埼玉県加須市の2市1町の担当者で、随時会議を開催した。  

また、2市1町共同で、三県境へのアプローチ道路及び案内看板を整備したことに伴い、

アプローチ道路等の完成を記念し、加須市の道の駅「きたかわべ」において、 2市1町の

ＰＲ及び各特産品の販売を実施した。  


