
１　主食用米
（１）全国の需要動向

【主食用米の需要量の推移】

栃木県水田農業レポート
（令和２ (2020) 年１月号）

栃木県農業再生協議会

　栃木県水田農業レポートでは、農業者の皆さまが需要に応じた生産・販売を
進めていく上で、農業経営の改善や作付計画の判断に役立てていただくため、
栃木県産米に関する需給動向や価格動向等の情報をお知らせしています。

　主食用米の全国ベースの需要量は一貫して減少傾向にあります。
　また、令和元年産、２年産の需要見通しは、人口減少局面を踏まえ、令和元年産が
727万トン、令和２年産が717万トンと推計されるなど、およそ年10万トン減の見通し
となっています。
　こうしたことから、全国の需要見通し等を勘案した本県の令和２年産主食用米の作付
参考値は、52,809haとなり、令和元年産主食用米の作付参考値に比べて662ha減とな
ります。
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（農林水産省「米をめぐる関係資料」から引用）
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（２）県産米の在庫状況

年 . 月
栃木県産（万トン） 全国（万トン） 本県の全国シェア

元年産米 30年産米 29年産米 合計① 合計② ①÷②（％）
H31.4 10.79 0.32 11.12 192 5.79
R1.5 9.31 0.24 9.56 161 5.94
R1.6 8.03 0.18 8.22 131 6.27
R1.7 6.43 6.55 99 6.62
R1.8 0.00 4.63 4.70 79 5.95
R1.9 6.98 3.22 10.25 160 6.41
R1.10 11.82 2.78 14.63 294 4.98

（農林水産省「米に関するマンスリーレポート」より引用）

（３）県産米の相対取引価格の推移

年 . 月 H30 年栃木県産（円 /60kg） 全国
コシヒカリ あさひの夢 なすひかり 全銘柄平均

H31.4 15,517 14,951 15,038 15,777
R1.5 15,623 14,815 14,866 15,732
R1.6 15,503 14,481 14,994 15,702
R1.7 15,336 14,454 15,001 15,716
R1.8 15,415 14,599 14,905 15,706
出回り～ R1 年
8 月までの平均 15,599 14,790 14,985 15,686

H29 年産同期
間平均 15,457 15,016 14,970 15,590

H28 年産同期
間平均 13,830 13,586 13,900 14,305

年 . 月 令和元年栃木県産（円 /60kg） 全国
コシヒカリ あさひの夢 とちぎの星 全銘柄平均

R1.9 15,563 取引なし 取引なし 15,819
R1.10 15,596 14,406 14,746 15,733
相対取引価格は、運賃、包装代、消費税を含む１等米の価格の加重平均

（農林水産省「米に関するマンスリーレポート」より引用）

　令和元年 10月末における県産米の在庫量は 14.63 万トンであり、全国の在庫量（合計）
における本県シェアは、約５％となっています。

　出回りから８月までの平均価格は、「コシヒカリ」と「なすひかり」は３年連続で上昇し
ました。
　なお、令和元年産から、「なすひかり」に代わり、「とちぎの星」の価格を掲載しています。
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トピック①　畜産農家の需要が高い「つきすずか」（WCS 用稲）について
　稲 WCS ※は籾の未消化や嗜好性などの課題があり、畜産農家の利用が伸び悩んでいまし
たが、籾が少ない品種「つきすずか」が開発されました。
　「つきすずか」は畜産農家の悩みを解決する品種として期待されています。
※稲 WCS とは、実のついた稲を収穫後に密封して乳酸発酵させた牛のエサです。

〇「つきすずか」とは
　・  籾が少なく、茎葉の割合が多い品種

です。
　・  茎葉中の糖含量が高いため、発酵品

質及び嗜好性が良い稲 WCS ができ
ます。

　・  耐倒伏性が強く、縞葉枯病の心配が
ないので、栽培しやすいです。

★栽培特性（奨励品種特性表より引用）

品種名
利用適性 早

中
晩

稈長
（cm）

粗玄米重
（kg/10a)

耐倒
伏性

耐病性
稲WCS 飼料用米 いもち病 縞葉枯病

つきすずか ◎ × 極晩 134 9 強 不明 抵抗性
クサホナミ ◎ ○ 晩 104 711 強 不明 抵抗性

〇栽培の注意点
　・  晩植や基肥控えは籾数が多くなるので、早植え・多肥栽培が必要です。
　・  「黄熟期」以降に収穫することで、牛の喜ぶエサになります。
　・  草丈が高い（約 150cm）ので、汎用型収穫機やフレール型専用収穫機、牧草体系によ

る収穫が推奨されます。
　【問い合わせ先】
　　最寄りの県農業振興事務所
　　県畜産振興課（TEL:028-623-2350）

〇種子の購入先
　  　栃木県草地畜産種子協議会において、

令和２年１月頃に予約販売を実施します。
　【問い合わせ先】
　　栃木県草地畜産種子協議会
　　（TEL:028-664-3434）

耐倒伏性が強い
つきすずか クサノホシ

高さ cm
～105
～95
～85
～75
～65
～55
～45
～35
～25
～15

生重量分布

重心が低い
重
心

重
心

茎が健全

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 0％ 10％

（※参考：広島県立総合技術研究所畜産技術センター）

20％ 30％ 40％ 50％
生重量分布

つきすずか クサホナミ

草丈
約150cm

畜産農家の利用拡大が期待できる品種
「つきすずか」の栽培を御検討お願いします。
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トピック②　大豆の契約栽培について
　近年、国産大豆を使用した商品の販売が増加しています。こうした中、産地では、安定
した販路や価格が期待できる契約栽培の取組を拡大する動きが出てきています。

　　　　 ＪＡなすの「里のほほえみ」
　・令和元年産から契約栽培をスタート。
　・  「ＪＡなすの産里のほほえみを使用し

た豆乳」という商品名で、コープデリ
から販売。

　・  コープデリでは「ＪＡなすの産使用」
が明記された初めての大豆製品。

　　　　 ＪＡはが野「納豆小粒」
　・二宮地区を中心に、契約栽培を 20年以上続けている。
　・  「特別栽培国産小粒納豆」という商品名で、あづま食品（株）

から販売。
　・  減農薬減化学肥料により手間ひまかけて栽培した大豆を
　　使用。

　【問い合わせ先】
　　全国農業協同組合連合会栃木県本部 米麦部（TEL:028-616-8824）

トピック③　もち性大麦「もち絹香」について
　もち性大麦 ｢もち絹香｣ は栃木県オリジナルのもち性大麦品種であり、近年の需要の高ま
りから注目されています。

<栽培のメリット>
　・タンパクの上がりやすい畑ほ場でも作りやすい。
　・品質ランク区分でＡランクを取りやすい。　等

<栽培のポイント>
　  　栽培方法はビール用の大麦とほぼ同じですが、ビール用の大麦よりもやや早めの収穫も

可能なため、収穫適期を逃さないよう成熟期２～３日頃の収穫が大切です。
<令和元年産展示ほの結果>
　  　県内６か所に設置し栽培性の確認を行った結果、全ての

ほ場で目標単収である 400kg/10a を上回りました。
　・設置期間：2018 年 11 月～ 2019 年５月
　・設置地区：宇都宮市､鹿沼市､日光市､真岡市､さくら市､佐野市
　・施　　肥：  BB とちぎ麦専用 500（N：25､P：10､K：10）

50kg/10a
　・結果概要：

　【問い合わせ先】
　　県生産振興課（TEL:028-623-2326）

試してみました

無　調　整

品種：里のほほえみ
大粒でたんぱく質が

豊富なので、豆腐作りにも
向いている品種。

産地指定（JAなすの）の大豆を、豆腐
の製造方法を応用し、皮をとらずに
じっくり蒸し上げて搾りました。大豆
の自然なコクをいかしています。

濃厚でクリーミー。さすが大

豆固形分11％！大豆を飲んで

いるという実感がありました。

編集スタッフより

事例①

事例②

もち絹香
播種量（kg/10a）整粒重（kg/10a） 整粒歩合（％）

6か所の平均 7.6 535.7 94.8
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２　野菜
（１）水田を活用した土地利用型園芸の生産拡大について（モデル産地の取組）

《主な支援内容》
　・関係者と連携し、地域に適した品種の導入や栽培技術の確立支援
　・専門家の派遣、企業等とのマッチング支援などの販路開拓支援
　・定植機、収穫機等の導入支援　等
《モデル産地一覧》
地区名 産地数 品　目
河内 ３地区 たまねぎ、さつまいも、ねぎ
上都賀 １地区 こまつな、ほうれんそう
芳賀 ３地区 たまねぎ、ねぎ、にんじん、しょうが 他
下都賀 ５地区 ねぎ、レタス、かぼちゃ、白菜、ブロッコリー、じゃがいも 他

塩谷南那須 ５地区 ねぎ、たまねぎ、さつまいも、えだまめ
那須 ２地区 たまねぎ、ヤマトイモ
安足 ２地区 キャベツ、ねぎ
合計 21地区 延べ31品目

　県では、水田における露地野菜への転換面積が概ね10ha以上、又は販売額概ね5,000
万円以上を目指す産地を「モデル産地」として設定し、設定から３年間、ソフト・ハー
ド両面を合わせたパッケージ支援を行うなど、地域の実情に応じた産地づくりを支援し
ています。
　現在、21地区のモデル産地で、生産拡大に向けた取組が行われています。
　今後、水田を活用して露地野菜を生産していく大規模生産者、土地改良区等の一定地
区でまとまって露地野菜の生産を目指す皆様、露地野菜の生産者グループの皆様は、県
農業振興事務所に御相談ください。

モデル産地の取組概要を県ウェブサイトに掲載していますので、御覧下さい

【モデル産地のキャベツの収穫作業】

検　索産地づくり基本構想

※　作業の機械化、栽培技術の向上、新たな
販路の確保等により、栽培面積が前年の
４割増の110ヘクタールとなりました。
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（２）加工・業務用野菜

　県内食品企業等の加工・業務用野菜の需要品目（令和元（2019）年９月30日現在）は下表
のとおりです。
食品企業 需要品目 食品企業 需要品目

Ａ社
(那須塩原市)

ジュース用トマト、
ジュース用にんじん

Ｉ社(埼玉県
北葛飾郡)

ねぎ、みずな、トマト、
きゅうり

Ｂ社
(さくら市) なす Ｊ社(茨城県

東茨城郡)
キャベツ、ねぎ、レタス、
にら、にんじん、さつまいも

Ｃ社
(宇都宮市)

たまねぎ、レタス、はくさい、
にんじん、トマト、きゅうり

Ｋ社
(宇都宮市)

たまねぎ、キャベツ、ねぎ、
にら、にんじん、だいこん

Ｄ社
(宇都宮市)

ねぎ、にら、ほうれんそう、
にんじん、さつまいも、なす等

Ｌ社(埼玉県
白岡市)

キャベツ、ねぎ、にら、
だいこん、きゅうり

Ｅ社(栃木市) キャベツ、ねぎ、レタス、
にら、トマト、ミニトマト等

Ｍ社(東京都
江東区)

ねぎ、にら、ほうれんそう、
こまつな、なす

Ｆ社(真岡市・
佐野市)

たまねぎ、キャベツ、レタス、
ブロッコリー、にんじん等

Ｎ社(埼玉県
さいたま市)

にら、なす、トマト、
ミニトマト、いちご

Ｇ社(足利市) たまねぎ Ｏ社(埼玉県
さいたま市) たまねぎ、キャベツ、ねぎ等

Ｈ社(埼玉県
川越市) キャベツ、ねぎ、レタス等 【参考】Ａ社～Ｊ社は食品加工企業

　　　　Ｋ社～Ｏ社は青果物卸(中間事業者)
県生産振興課調べ

※　平成29年度から毎年、県主催で、上記食品
企業等と産地・生産者の商談会を開催してい
ます。今年度は、11月22日に開催し、13産
地と12食品企業が参加し、延べ50商談が行
われました。

　  　上記企業との商談を希望する場合は、最寄
りの県農業振興事務所に御連絡ください。

　県では、県内や近県に食品企業が多く立地している条件を生かしながら、一定エリアに
野菜産地及び食品企業等が集積した「野菜クラスター」の形成を目指し、県内食品企業等
と産地・生産者のマッチング（商談）を支援しています。

栃木県水田農業レポートは、年３回（１月、６月、８月）発行しております。
過去のレポートはこちら。

【生産者と食品企業との商談会】

検　索栃木県水田農業レポート
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