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Ⅳ 地域農林業の現状と課題・展開方向 

１ 所得向上 

（１）園芸 

ア 野菜の生産振興 

［現状］ 

安房地域では冬季の温暖な気候を生かした特色ある品目の生産が行われ

ています。 

食用なばな（263ha）は、南房総市、鋸南町を中心に生産され、販売金

額は 6.9 億円と、地域を代表する品目です。高齢化による生産者数及び作

付面積の減少がみられており、他産地の進展もあるため、市場評価をさら

に高めるとともに、生産面では根こぶ病対策が重要な課題です。 

レタス（23ha）は、館山市、南房総市、鴨川市を中心に生産されていま

すが、契約栽培の増加等流通形態や消費者ニーズの多様化、価格低迷によ

り系統出荷が不安定となっており、厳寒期の作型ではビッグベイン病の発

生が見られます。 

いちご（9ha）は、館山市、南房総市、鴨川市を中心に生産されてお

り、市場出荷だけでなく、観光いちご狩り等も多く、今後、多様な消費者

ニーズに対応した経営と産地強化が必要です。 

その他、ししとう、さやいんげん、セルリー、トマト、茎ブロッコ

リー、スナップエンドウ、在来枝豆、甘長とうがらしなど、消費者ニーズ

に適合した多彩な品目の栽培に取り組んでいます。 

［課題］ 

①栽培管理の改善に向けた、地域に適した栽培品種の選定と導入 

②出荷調製作業の省力化及び新たな担い手の育成 

③関係機関の情報共有による産地の将来構想づくり 

［展開方向］ 

・農林総合研究センターと連携し、地域に適した有望品種の選定と導入を

進めます。 

・調製作業が容易な出荷形態を検討し、新たな産地の

担い手づくりと合わせて産地規模の維持を図ります。 

・栽培技術の確立のみならず、市場やＪＡと連携して

産地の生産販売戦略の構築を図ります。 

［主な事業］ 

○産地における施設・機械整備支援 

○園芸産地活性化の支援 

［達成指標］ 

 

  項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

食用なばな栽培面積 263ha 270ha 



- 9 - 

イ 果樹の生産振興 

［現状］ 

温暖な地域の特性を生かして全国第 2位の生産額を誇るびわ（162ha う

ち 7ha が施設）を中心に、温州みかんやレモン（約 6ha）などのかんきつ

類（約 78ha）、なし（約 4ha）、ブルーベリー（約 2ha）、いちじく等の

生産が行われています。 

びわ、かんきつ類は、近年イノシシを中心とした鳥獣被害が拡大してい

ると同時に生産者の高齢化が進んでおり、労働力不足から管理できない園

地も拡大しています。 

レモンは、10 月～4月に収穫・出荷されており、近年栽培が増加してい

ます。 

なしは、館山市、南房総市で栽培されています。8月上旬頃より収穫で

きるのが特徴で、販売は、宅配や庭先販売が主体です。 

ブルーベリーは、鴨川市、南房総市を中心に栽培者が増加しつつありま

す。 

いちじくは、館山市を中心に栽培が増加しつつあります。 

この他に熱帯果樹として、パッションフルーツ、マンゴー、ドラゴンフ

ルーツ等などの栽培が行われています。 

［課題］ 

①市場と連携した販売戦略の作成 

②施設栽培における施設老朽化対策 

③果樹産地の存続に向けた後継者育成 

［展開方向］ 

・生産者への主要病害虫対策の推進と市場への産地生育情報の提供によ

り、安定生産と市場での有利販売を目指します。 

・施設びわについては、面積拡大の支援及び老朽化した施設の改修を実施

することで、園地基盤を維持し出荷量の拡大を目指します。 

・生産者および関係機関と連携し、びわ、かんきつ産地の維持に向けた後

継者づくりのための園地整備を図ります。 

［主な事業］ 

○産地における施設・機械整備支援 

○園芸産地活性化の支援 

○果樹産地の強化支援 

［達成指標］ 

   

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

露地びわ市場販売金額 8,600 万円 10,000 万円 

施設びわ市場販売金額 7,300 万円 7,500 万円 
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ウ 花きの生産振興 

［現状］ 

安房地域は耕地面積が少ないため、温暖な気候を利用し古くから収益性

の高い花き類の生産が盛んです。露地栽培では傾斜地を活用した日本水仙

（30ha）やソテツ（42ha）・ハラン（22ha）などの葉物のほか、水田を利用

したキンセンカ（21ha）、畑を利用した小菊、ハナアワなどの切り花が中

心です。施設栽培では、ストック（38ha）、カーネーション（12ha）、キ

ンギョソウ（9ha）、ヒマワリ（13ha）、トルコギキョウ（7ha）、テッポウユ

リ（2ha）等を中心にホワイトレースフラワー、千日紅、アイリスなど多品

目が生産されています。 

このほか、南房総市の海岸線には多数の花摘み園や直売所があり、冬季

には多くの観光客が訪れています。 

安房地域全域で約 9.8 億円の共撰共販（系統販売）が行われています。 

市場の大型化、ネットの普及により取引形態も大きく変化し、生産面積

の拡大による出荷量確保や、出荷規格に合わせた品質の均一化、出荷期間

の拡大・周年供給体制の確立などが求められています。 

［課題］ 

①大型市場流通に対応した生産技術改善による生産量アップ 

②新技術導入や品目転換による規模拡大と低コスト生産 

③出荷体制の整備による流通改善 

④経営者としての資質向上と後継者の確保・育成 

［展開方向］ 

・生産面では栽培技術改善（技術の平準化、単収の向上）により、大型市

場に対応した出荷量を確保し、雇用労力の導入と活用を図ります。 

・環境制御に着目した新技術の導入や品目転換（ストック・金魚草等）を

推進します。 

・流通面では、セリ前取引に対応した出荷体制の整備（事前報告や出荷規

格の厳格化）を図り、高齢者や中規模生産者が多い産地・品目では共撰共

販を推進・強化します。 

・若手農業者への生産・経営面の資質アップを図ります。 

［主な事業］ 

○産地における施設・機械整備支援 

○集出荷貯蔵施設整備に対する支援 

○園芸産地活性化の支援 

［達成指標］ 

 

 

  
項   目 

現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

ＪＡ安房花き部共撰販売金額 9.8 億円 10 億円 
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（２）農産 

［現状］ 

安房地域の水稲作付面積は 3,310ha※１であり、品種構成は、「コシヒカ

リ」が 81.2％※2と最も多く、次いで、「ふさおとめ」や「ふさこがね」と

なっており、食味の良い「コシヒカリ」に栽培は集中しています。 

また、鴨川市内では、水稲の採種ほが 4,513a 設置されています。 

水稲を販売目的で作付している経営体の平均作付面積は 98ａ※3で、水稲作

付 2ha 以上の経営体の割合は 8.1％※3と少なく、経営の拡大は、作業受託を

中心に行われています。 

安房地域の 30 年産米の生産数量目標は、17,515ｔ（3,503ha）で、対前年

比 106.4％です。転作作物については、畜産経営体と連携して取り組んでい

るＷＣＳ用稲等の作付が拡大しています。 

（※1 作物統計、※2 H28 生産振興課調べ、※3 2015 年農林業センサス） 

［課題］                  

①水稲の省力・低コスト化 

②高品質な良食味米の安定生産 

③需要に応じた米生産 

④優良な水稲種子の生産 

⑤水田フル活用による転作作物の生産拡大 

［展開方向］ 

・省力・低コスト化、ＩＣＴ化等の新たな技術・施設・機械の導入により、

生産コストの低減を図るとともに、消費者に求められる食味の良い高品質な

米の安定生産を進めて、農業所得の向上を目指します。 

・米の需給バランスを維持し、稲作経営の安定を図るため、需要に応じた主

食用米生産、多収品種等の飼料用米・ＷＣＳ用稲・園芸品目等の転作作物の

取組の拡大、水稲種子産地の維持等により、水田をフル活用した水田農業経

営の確立を目指します。      

［主な事業］ 

○農産産地の施設・機械整備支援 

○良質米の安定生産対策 

○県産米の品質・食味向上対策  

○健全で優良な種子の安定生産対策 

○飼料用米等、新規需要米の生産拡大 

［達成指標］ 

 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

ＷＣＳ用稲作付面積 89ha 113ha 

ＷＣＳ用稲の収穫 
ＷＣＳ用稲の収穫作業 
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（３）畜産 

［現状］ 

安房地域は、酪農・肉用牛経営を中心に畜産の盛んな地域です。 

その大半を乳用牛が占め、県内有数の酪農地域ですが、昭和 60 年をピー

クに戸数、頭数ともに減少傾向となっています。 

肉用牛経営は、高齢化による労働軽減などの課題を抱えた酪農経営からの

転換が主で、酪農で培われた技術及び牛舎等の施設を活かした黒毛和種の繁

殖経営が行われています。 

［課題］ 

①生産性向上と働き方改革の推進 

②自給飼料基盤に立脚した畜産経営の展開 

③畜産クラスターを活用した高収益型畜産の確立 

［展開方向］ 

・効率的な酪農経営実現のため、牛群検定データを活用した技術・経営の分

析を支援し、経営改善に結びつけます。肉用牛経営については、和牛肥育素

牛産地の拡大のため、優良な系統の繁殖牛の増加・導入と発育良好な子牛生

産を支援します。労働負荷軽減に向けては、搾乳ロボット等の省力化機械の

導入、ヘルパーやコントラクター組織の強化、育成牧場の活用等による作業

の省力化・外部化を支援し、ゆとりの確保を推進します。 

・水田・耕作放棄地等を活用した飼料生産や放牧利用を支援します。また、

耕種農家との連携による飼料生産や家畜ふん堆肥の活用を支援し、地域と調

和し、循環型農業に対応した畜産経営を推進します。 

・生産コスト削減や規模拡大等による高収益型畜産の確立のため、地域が一

体となった畜産クラスター協議会の設立や取組の向上を支援します。 

［主な事業］ 

○乳牛の改良促進と生産基盤強化 

○和牛繁殖基盤の強化 

○飼料の生産・利用体制構築の支援 

○畜産クラスターによる収益性の向上  

［達成指標］ 

 

 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

乳牛 1頭当たり年間乳量 8,700kg/年 9,000kg/年 

水田活用による飼料生産面積 341ha 400ha 

搾乳ロボット 乳牛育成指導会 
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（４）森林・林業 

ア 森林整備の推進と木材利用の促進 

［現状］ 

安房地域の森林面積は、31,634ha で、このうち人工林は 11,819ha（人

工林率 37.4％）あり、県営林を始めとする人工林を中心に本格的な木材利

用が可能な段階に入っているものの、木材価格の長期低迷や森林所有者の

高齢化により、経営意欲が低下し、多くの人工林では間伐などの森林整備

も十分に行われていません。 

このような状況の下、森林所有者に代わって森林組合等の林業事業体が

地域の森林を集約化し、森林経営計画に基づき、補助事業を活用して森林

整備に取り組んでいます。 

［課題］ 

①森林整備の集約化、低コスト化及び生産性の向上 

②県産木材の利用拡大 

［展開方向］ 

・森林所有者から森林組合等の林業事業体への森林管理の受委託契約を推

進し、森林経営計画に基づく効率的な森林整備を進めます。 

・森林作業道などの路網整備や高性能林業機械の導入により生産コストの

削減と効率化を推進します。 

・需要に応じた県産木材の安定供給体制の構築と住宅や公共建築物、木質

バイオマス発電や施設園芸用暖房機の燃料等への木材の需要拡大により、

県産木材の利用を促進します。 

       ［主な事業］ 

○森林経営計画の策定及び効率的な森林整備の推進 

○路網整備の推進と高性能林業機械の導入支援 

○県営林の整備・管理の推進 

［達成指標］ 
 

 

 

※1 造林、下刈り、枝打ち、間伐等の森林整備の合計面積。 

※2 現状数値は、H29.11.1 現在の認定面積。  

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

森林整備面積※1 252ha/年 300ha/年 

森林経営計画の認定面積 2,115ha※2 3,600ha 

 
安房高校柔剣道場（県産材を内装に利用） 
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イ 特用林産物の生産振興 

［現状］ 

安房地域で産出される特用林産物は、キノコ類、タケノコ、竹材、山菜

類、サカキ等特用樹類、炭、薪など多岐にわたりますが、生産額は比較的

低位にとどまっている状況です。 

キノコ類については、生産量の大半を占めている菌床栽培事業者の生産

量が減少したことにより、全体の生産量も減少しています。 

原木しいたけ栽培は、生産者の高齢化などにより、生産量及び生産者は

減少傾向にあります。 

    [課題］ 

①キノコ生産の継続発展 

②地域森林からのキノコ生産資材の供給 

③タケノコ、竹材の生産と合わせた地域の竹林の管理 

④シイタケ、タケノコ等特用林産物の安全性の確保 

［展開方向］ 

・生産者への技術、経営面での支援を進めることによって、地域の森林資

源を生かした特用林産物生産を推進します。 

・地元のマテバシイ等を利用した原木等キノコ生産資材の供給体制の整備

を推進します。 

・タケノコ生産や竹林管理の講習会の開催等により、生産者に対する技術

支援を推進します。 

・シイタケ、タケノコ等の放射性物質検査の実施による食の安全・安心の

確保を図ります。 

［主な事業］ 

○特用林産物生産者に対する栽培支援 

○特用林産物の放射性物質検査 

［達成指標］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

生シイタケ生産量 19.4ｔ 21.3ｔ 

原木シイタケ栽培（ほだ木の伏込状況） 
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（５）販売強化 

ア 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の推進 

［現状］ 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の農産物調達基準へ

の対応や、国際水準ＧＡＰの認証取得への足掛かりともなる「ちばＧＡ

Ｐ」制度等を活用し、ＧＡＰ等の普及拡大を図ることにより、農業経営の

改善や効率化、販路拡大等を図る必要があります。 

また、農業分野においても環境に負荷を与えない生産体系の確立は重要

です。 

安房地域での「環境にやさしい農業」、「ちばエコ農業」は、平成 28

年度末で 437 戸、62 品目、栽培面積 250ha（県割合 6.3%）で取り組まれて

います。「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」により

認定されている「エコファーマー」についても、平成 28 年度末で 64 名と

なっています。 

有機農業については、消費者との連携による取組のほか、近年、新規就

農者によって組織化されたグループがあります。 

［課題］ 

①「ＧＡＰ」の普及推進 

②減農薬・減化学肥料の取組と土づくり運動の推進 

③環境にやさしい農業の普及推進 

［展開方向］ 

・農家、団体及び関係機関を対象に農業生産工程管理(ＧＡＰ)の研修会等

を開催することでＧＡＰの普及を推進します。 

・環境にやさしい農業（土づくり・減化学肥料・減化学農薬）の３技術の

導入、「ちばエコ農産物」の生産取組を推進します。 

・有機農業については、「有機農業の推進に関する法律」に基づく「千葉

県有機農業推進計画」により、農業者の自主性を尊重した取組を推進しま

す。 

［主な事業］ 

○ＧＡＰ推進  

○食品表示の適正化の推進 

○米・米加工品の取引記録の作成・保存及び産地伝達の適正化の推進 

○放射性物質検査による安全な農林水産物の供給 

○病害虫の適正防除等の推進 

○園芸用廃プラスチック処理対策推進 

○環境への負荷軽減に向けた「環境にやさしい農業」の推進 

［達成指標］ 

 

 

 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

ＧＡＰ認証者数 

（「ちばＧＡＰ」等の認証数） 
― 8 
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イ 食育の推進 

［現状］ 

平成 17 年に施行された食育基本法を受け、千葉県では平成 20 年に第１

次食育推進計画、平成 25 年に第 2次食育推進計画を策定しました。 

そして、平成 28 年 12 月、第 3次食育推進計画を策定し、子供から高齢

者まで各世代に応じた食育の推進、生産者と消費者の交流の促進等、ちば

の豊かな農林水産業の振興を通じた食育の推進について、地域の関係機関

や関係者が一体となっての活動を推進しています。 

［課題］ 

①ちば食育ボランティア及びちば食育サポート企業等の登録推進 

②市町食育推進計画の策定支援 

［展開方向］ 

・安房地域食育推進会議を中心に、食育活動情報交換会等を実施して、食育

の推進を図ります。 

・ちば食育ボランティア及びちば食育サポート企業等の登録を推進します。 

・市町食育推進計画の策定について支援します。 

［主な事業］ 

○ちば食育活動の促進 

○農林業及び食に関する体験活動の促進 

○市町食育推進計画策定促進と施策の推進 

［達成指標］ 

 

 

 

  

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

ちば食育ボランティア及びちば食

育サポート企業の登録数 
23 27 

安房地域食育活動情報交換会 
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ウ ６次産業化の推進 

［現状］ 

安房地域は温暖な気候で多種多様な農林産物を生産できる地域です。 

消費地に近いこともあり、体験農業や直売が盛んな地域です。 

農林産物の価格が低迷する中、農村の所得や雇用を増大し、地域の活性

化を図っていくため、生産物の高付加価値化、販路拡大を図る６次産業化

を推進していくことは重要です。 

［課題］ 

①６次産業化の推進 

［展開方向］ 

・６次産業化に取り組む農林業者を支援するため「サポートセンター」と

連携して、６次産業化の総合事業計画の認定に向けて支援します。 

・６次産業化に取り組む際に必要となる加工、販売施設等の整備に対して

支援します。 

［主な事業］ 

○ちばの６次産業化ネットワーク活動の推進 

○農業経営多角化事業 

［達成指標］ 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

６次産業化を目指す経営体数   2 4 

農家の手づくり製品（牛乳） 農家の手づくり製品（チーズ） 
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２ 担い手育成 

（１）新規就農者・林業就業者の確保・育成 

ア 新規就農者の確保・育成 

［現状］ 

安房地域の農業従事者は、高齢化の進展や後継者の不足等により減少し

ており、これからの地域農業の中心となる担い手の確保、育成は重要な課

題です。 

就農啓発活動としては安房拓心高等学校と連携し、高校生に対して将来

の職業として農業を選択できるよう農業研修や農業施設等の視察をとおし

て就農意欲の向上を図っています。 

また、近年における新規就農者は、離職就農者（定年帰農者を含む）や

非農家からの新規参入者（法人への就農を含む）が増加傾向にあります。 

平成 26 年度より農業経営基盤強化促進法に青年等就農計画制度を創設

し、就農計画の認定主体が県から市町村となりました。これにより、就農

当初に必要となる農地の手当や営農計画の作成、営農資金の融資などの支

援を市町が一体的に行えることとなりました。また、人・農地プランの策

定や次世代人材投資資金（経営開始型）の給付等について、一体的な新規

就農施策の展開がされています。 

就農区分や年代、経験などが多様化してきていることから、農業経営の

発展段階に応じた生産・経営管理能力や情報収集・処理能力の向上、青年

農業者等の組織育成支援等を実施しています。 

［課題］ 

①農家の後継ぎ等地域青年の就農促進 

②新規参入希望者・定年帰農者等に対する営農支援 

③各市町と連携した就農計画作成支援 

④新規就農者を対象とした就農プログラムの実施 

［展開方向］ 

・就農啓発活動として安房拓心高等学校と連携し、高校生に対し農業研修

や農業施設等の視察をします。 

・新規就農者に対する就農計画作成支援と継続的な営農支援活動を市町、

関係機関と連携して実施します。さらに段階的・継続的な研修を実施しま

す。 

［主な事業］ 

○ちば新農業人サポート事業 

○力強い担い手育成事業 

［取組指標］ 

 

 

 

 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

新規就農者向け研修受講者数 

（農業経営体育成セミナー受講者数） 

28 人 

H25-H28 の平均 
28 人 
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イ 林業就業者の確保及び林業事業体の育成 

［現状］ 

森林の多面的な機能を発揮するために必要な森林の整備等を担うのは、

主に山村において林業に就業する人々であり、平成 27 年の国勢調査によ

ると、本県の林業就業者の数は 457 名です。このうち、安房地域の林業就

業者は 50 名であり、長期的に減少傾向で推移しています。 

現在、森林整備の中心的な担い手は森林組合等の認定事業体です。安房

地域では平成 29 年 3 月末現在、千葉県森林組合安房事業所をはじめ４つ

の林業事業体が知事認定を受けています。 

［課題］ 

①林業就業者の確保、育成及び労働条件の改善 

②効率的な森林整備を推進する人材の不足 

③林業・木材産業・木材流通業を担う林業事業体の経営の安定化 

［展開方向］ 

・関係機関と連携し、新規就業者の確保・育成に対する支援を行うととも

に、森林整備の低コスト化と労働負荷の低減を進めるために必要な高性能

林業機械のオペレータなどの林業技術者の養成を行います。 

・森林経営計画の策定の中心となる「森林施業プランナー」の育成や作業

システムの検討、生産管理のできる人材の育成に取り組みます。 

・各種支援事業の活用促進により、地域林業の中核的担い手である森林組

合等林業事業体の育成や経営基盤の強化を図ります。 

［主な事業］ 

○林業就業者等に対する研修の実施 

○低コスト作業システムの普及 

○森林所有者への林業普及指導による情報提供 

○林業事業体の経営の改善や合理化に必要な支援の推進 

［達成指標］ 

 

 

 

 

※林業作業員とは、「林業労働力の確保促進に関する法律」第5条の規定により、改善 

計画が知事に認定された林業事業体が常用雇用する、年間150日以上勤務し林業作業に 

従事する人のことを言います。 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

林業作業員※数 27 人 32 人 

低コスト作業システム研修会 
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（２）集落営農の推進 

［現状］ 

安房地域においては、過疎化・高齢化・兼業化の進展による担い手不足

などから、集落機能が低下しつつあります。これにより農道・農業用水路

などの生産基盤の維持管理が困難になり、また、イノシシなどによる農地

への作物被害もあり、生産意欲の低下による農地の荒廃は進んでいます。

このような状況の中、集落営農組織による農地の維持、管理は地域の重要

な課題となっています。 

そこで、関係機関・団体で組織する「安房地域集落営農支援プロジェク

トチーム」を設置し、集落営農研修会を開催するなど、集落営農組織の育

成を支援しています。 

［課題］ 

①集落営農組織の育成、組織化 

②ほ場整備実施(予定)地区、中山間地域等直接支払や多面的機能支払の対

象集落等の集落営農の推進 

［展開方向］ 

・農地の維持、管理、活用について集落で検討し、集落営農ビジョンの作

成について支援します。 

・集落営農組織の維持、経営安定を図るため、法人化を推進します。 

・ほ場整備実施(予定)地区において、地域の話し合い等を通して、集落営

農の組織化を支援します。 

［主な事業］ 

○集落営農加速化事業 

［達成指標］ 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

集落営農組織等の法人化数 6 8 

集落営農先進地視察研修 
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３ 農村の活性化 

（１）農村整備 

ア 生産基盤の整備 

［現状］ 

安房地域は、昭和 40 年代から平地部を中心に、ほ場整備事業の本格実

施が始まり、現在の整備状況は水田 3,271ha（整備率 57.4％）、畑等 439ha

（整備率 29.7％）で、計 3,710ha（整備率 51.7％）です。 

ほ場整備に加え、農業用ダム建設やため池改修、揚水機場の整備など農

業農村整備事業の実施により農業生産性が向上し、早場米産地の形成に大

きく貢献しています。 

しかしながら、農業者の高齢化による離農や農産物価格の低迷により、

担い手が減少するとともに、中山間地域などの条件不利地や有害鳥獣の被

害等により耕作放棄地が増加しています。 

［課題］ 

①未整備地区の整備 

②耕作放棄地の利活用を通じた環境保全 

③優良農地の生産性向上と担い手への農地集積の促進 

④基幹的な農道の整備 

［展開方向］ 

・農地中間管理機構と連携した整備を進め、担い手への農地の利用集積を

図ります。 

・基盤整備を契機として耕作放棄地の解消を図り、条件整備を行います。 

・広域農道の早期完成を目指し、流通の迅速化と地域農業の活性化を図り

ます。 

［主な事業］ 

○経営体育成基盤整備 

○農地環境整備 

○広域営農団地農道整備 

 

 

 

［達成指標］ 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

基盤整備面積 3,710ha 3,780ha 

基盤整備率 51.7％ 52.7％ 

農地環境整備平久里下地区（工事中） 
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イ 農地の保全と災害の防止 

［現状］ 

富津市南部から鴨川市中部を結ぶ嶺岡山系を中心とした地域は、地質が

不安定な地域のため、地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域となっ

ており、昭和 34 年から対策工事を進めています。 

また、安房地域では農業用ため池が重要な水源となっていますが、近

年、大規模地震や豪雨等により、ため池が被災している事例を踏まえ、決

壊した場合に下流側の人家等への影響が大きい防災重点ため池について、

防災・減災対策を行う必要があります。 

［課題］ 

①地すべり防止施設の長寿命化対策 

②ため池の改修と防災・減災対策 

［展開方向］ 

・地すべり対策により農地の保全に努めます。また、老朽化した地すべり

施設の長寿命化計画を策定し、計画的かつ効率的な対策を進めます。 

・老朽化したため池の改修を進めます。また、決壊した場合に下流側の人

家等への影響が大きい防災重点ため池 5施設について、耐震・豪雨調査を

進めるとともに、ハザードマップの作成を支援することで、地震や豪雨時

における安全性の確保に取り組みます。 

［主な事業］ 

○地すべり対策 

○ため池等整備 

○ため池の防災・減災対策 

 

 

 

［達成指標］ 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

地すべり対策長寿命化計画策定地区数 0 地区 10 地区 

ため池改修地区数（累計） 19 箇所 21 箇所 

防災重点ため池の耐震・豪雨調査及びハ

ザードマップ作成の実施割合 
0％ 100％ 

ため池事業実施地区 
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ウ 土地改良施設の長寿命化対策 

［現状］ 

安房地域は、半島振興法に基づく中山間地域であり、急峻狭小な地形が

多く、農業用水は昔から農業用ため池、河川取水、天水に頼っていました

が、昭和３０年頃から農業用ダムなどの農業水利施設が整備され、農業生

産性が向上し、当地域の農業に大きく貢献しています。 

しかし、これらの農業水利施設の老朽化が進んでいることから、施設の

劣化状況を把握して計画的に施設の長寿命化対策が必要とされています。 

［課題］ 

①農業用ダムなどの基幹的な農業水利施設の長寿命化対策 

［展開方向］ 

・地域農業への影響が大きな受益 100ha 以上の基幹的な農業水利施設のう

ち、日常管理の状況や施設の重要度から整備が必要な施設については、詳

細な機能診断を実施して老朽化状況を把握したうえで、保全計画を策定

し、計画的な補修や更新整備を行うための保全計画の策定を進めます。 

［主な事業］ 

○農業水利施設の長寿命化 

［達成指標］ 

 

 

 

 

※基幹水利施設：国営または県営土地改良事業により造成された受益 100ha 以上の農

業水利施設 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

基幹水利施設※の機能診断及び保

全計画策定施設数 
10 施設 11 施設 

水管橋（安房中央地区） 分水工（金山地区） 
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（２）耕作放棄地対策 

ア 耕作放棄地の利活用の推進 

［現状］ 

平成28年における安房地域の耕地面積8,065haのうち耕作放棄地は

1,750ha※（22％）となっていますが、農業者の減少及び野生鳥獣による農作

物被害の増加等により耕作放棄地は増加傾向にあります。 

特に山間部の谷津田などの条件不利地は経営効率が悪いため耕作放棄される

場合が多く、再生利用が進まず有害鳥獣の住処になるなど農村環境の悪化する

深刻な原因となっています。 

［課題］ 

①担い手不足による農地の荒廃 

②鳥獣害の増加による営農意欲の減退 

［展開方向］ 

・「農業次世代人材投資事業」等の補助事業を活用した新規就農者の育成や企

業参入の支援、担い手の補助事業及び制度資金を活用した経営の規模拡大を支

援します。 

・耕作放棄地及び耕作放棄地となる恐れのある農地について、大区画化や排水

不良等の耕作条件の改善を行って生産基盤を強化するとともに、市町、農業委

員会及び農地利用最適化推進委員と連携して、農地中間管理事業等を活用した

担い手への農地の集積・集約化を進めます。 

・耕作放棄地の発生を防止するため、捕獲・防護等の鳥獣害対策を集落単位で

取り組む体制の整備等を市町と連携して進めます。 

［主な事業］ 

○耕作放棄地の発生防止・再生支援 

○農地中間管理事業等を活用した担い手への農地の集積・集約化 

○水田の大区画・汎用化など基盤整備の推進 

○イノシシ等有害鳥獣の被害防止対策の支援 

［達成指標］ 

 

 

 

 

 
 

※国の「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」の解消面積。 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

農用地区域内における荒廃

農地の解消面積※（累計） 

52ha 

H25-H28 の累計解消面積 

67ha 

H25-H32の累計解消面積 
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イ 農地中間管理事業等を活用した農地集積の促進 

［現状］  

農業者の高齢化による減少や鳥獣害の増加による耕作放棄地の増加を受け、

「千葉県農地利用集積計画」を策定し、平成35年までに担い手に全農地を現状

の3割から5割に集積することを目標として推進しています。 

平成29年3月末現在の安房管内の担い手への農地集積面積は、耕地面積

8,065haのうち1,311haとなっており、集積率は15.8％に留まっています。安

定した農地利用を可能とする農地中間管理事業を活用し、担い手への農地集積

をさらに加速させるべく、平成26年度から（公社）千葉県園芸協会を「県農

地中間管理機構」に指定して推進しています。 

［課題］ 

①担い手への農地集積・集約化 

②所有者不明農地の増加 

［展開方向］ 

・担い手が効率的かつ安定的な農業経営を営めるよう「人・農地プラン」に基

づく中心的経営体への農地集積や、基盤整備を契機とした地域の農家の合意形

成による農地集積・集約化を進めます。 

・農業委員及び農地利用最適化推進委員への業務の研修会等を実施して所有者

不明農地の発生防止など適正な業務執行を指導します。 

・農地の集積・集約化を加速させるため安房地域農地利用集積推進協議会を設

置して関係機関・団体の連携体制の強化を図ります。 

［主な事業］ 

○農地中間管理事業等を活用した担い手への農地集積の推進 

○「人・農地プラン」への支援 

○水田の大区画化・汎用化など基盤整備の推進 

［達成指標］ 

 

 

 

 

 

 

※県計画から、県農地中間管理事業に関する基本方針で設定されている 35年度の目

標である 51%から算出し、年 4.24%の増加を目指します。 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

担い手の経営耕地面積が全農用

地面積に占める割合 
15.8％ 37％ 
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（３）有害鳥獣被害対策の推進 

［現状］  

平成 28 年度の安房地域の有害鳥獣による農林作物の被害金額は 1億 1,382

万円で、そのうちイノシシによる被害金額は 7,896 万円と全体の 7割を占め

ています。また、アカゲザルの生息域拡大やシカによる水仙の食害も新たな

問題となっています。鳥獣による被害は生産者の営農意欲減退を招き、特に

被害の大きい中山間地域では耕作放棄地発生の一因となっています。 

安房地域では「安房地域野生鳥獣対策連絡会議」を設置し、地域の関係機

関・団体が連携して防護や捕獲等の被害対策を行っています。 

［課題］ 

①集落単位の被害防止対策の推進 

②鳥獣の住処となる耕作放棄地の増加 

③野生鳥獣対策関係機関・団体の連携強化 

［展開方向］ 

・集落単位で地域住民及び関係機関・団体が被害防止という目標を持って防

護、捕獲、環境整備、資源活用に取り組む体制を整備します。 

・鳥獣害が発生する要因となる耕作放棄地の発生防止・解消を図るため、補

助事業及び制度資金を活用した担い手の育成及び農地の集積・集約化を進め

ます。 

・鋸南町の「狩猟エコツアー」の開催に協力して、周辺の市町村にも参加者

を呼びかけ、地区外も対象にした広域的な農林産物の被害防止対策の普及を

推進します。 

・千葉県野生鳥獣対策本部並びに市町有害鳥獣対策協議会等との連携を図る

ため、安房地域野生鳥獣対策連絡会議を開催します。 

［主な事業］ 

○イノシシ等有害鳥獣の被害防止対策の支援 

○地域単位で行う被害対策の推進 

○森林林縁部の整備の推進 

［達成指標］ 

 

  項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

有害鳥獣による農作物被害

軽減 
113 百万円/年 

農作物被害額の減少を

目指します 

電気金網柵 イノシシによる水稲被害 
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（４）住みよい農村の整備 

ア 農村の有する多面的機能の維持・発揮 

［現状］ 

農村を取り巻く環境は大きく変化しており、農村における農家数の減少

や高齢化による農村集落機能の低下により、農地や農業用水路・農道・た

め池などの地域資源の適切な維持管理が困難となってきています。 

特に、中山間地域等においては、農業の生産条件が不利となっており、

農業生産活動の継続による農用地の保全や多面的機能の確保が困難となっ

てきております。 

このため、緑豊かで住みよい農村を実現するためには、地域ぐるみで地

域資源を保全する取組や農業生産活動が継続できる体制づくりが必要と

なっています。 

［課題］ 

①農地や農業用水路・農道・ため池などの地域資源を地域ぐるみで保全する

活動組織の定着 

②中山間地域等における適切な農業生産活動が継続できる体制の整備・維持 

［展開方向］ 

・地域共同による農地や農業用水路・ため池などの地域資源の持続的な保

全管理活動により、農村の持つ多面的機能が維持・発揮できる環境を整

備・維持する取組を支援します。 

・中山間地域等において多面的機能を確保するため、適切な農業生産活動

を行う農業者等を支援します。 

［主な事業］ 

○多面的機能支払交付金 

○中山間地域等直接支払交付金 

［達成指標］ 

 

 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

多面的機能支払交付金実施組織数 34 組織 37 組織 

農村の持つ多面的機能の維持・発揮

を図るため農業者等が共同で取り組

む活動面積（累計） 

2,056ha 2,086ha 

中山間地域等直接支払交付金 

交付対象協定数 
102協定 102協定 
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イ 都市と農山漁村の交流促進 

［現状］ 

安房地域は、年間 1,000 万人の観光客が訪れる首都圏屈指のリゾート地

域として注目されており、館山自動車道・富津館山道路の開通や広域農道

の整備が進み、都市住民と農山漁村の交流活動につながっています。 

また、花摘み・いちご狩り等の観光農業、農林水産物直売所、道の駅や

都市交流施設は、地域農林水産業への理解を深める交流拠点となっていま

す。 

これら交流拠点を活用し、地域農林業情報の発信することにより、都市

住民と農山漁村の交流活動を一層推進することが必要になります。 

［課題］ 

①交流拠点の魅力向上や受入体制の強化 

②農山漁村の魅力発信 

③特色ある地域資源の利活用 

④安房地域のイメージアップにつながる作物振興 

［展開方向］ 

・都市と農山漁村との交流拠点の魅力を向上させるため、農山漁村におけ

る都市住民との交流活動を支援します。 

・観光農園、農林水産物直売所、総合交流拠点施設や農林漁家民宿等の活

性化や受入体制の整備を進めるため、関係者向けの研修会を開催します。 

・農林産物の高付加価値化や特色ある地域資源を生かした農商工連携への

取組を推進します。 

［主な事業］ 

○グリーン・ブルーツーリズムの推進 

○農林水産業と食品産業との農商工連携の促進 

○直売所等と連携した体験農業等のＰＲ 

［取組指標］ 

 

  項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

グリーン・ブルーツーリズ

ムの推進イベント開催 
4 回 4 回 

直売所や交流拠点の魅力向

上研修会の開催 
1 回 1 回 

写真コンクール入賞作品 
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（５）森林資源の保全と利活用 

ア 災害に強い森林づくりの推進 

［現状］ 

異常気象等による記録的な集中豪雨や台風の暴風雨等により、人家や道

路等公共施設に近接した山腹の崩壊や地すべりの発生が危惧されます。 

安房地域の海岸保安林は 296ha あり、飛砂や塩害等から地域住民の生活

を守り、林帯幅が相当程度あれば、津波や高潮の被害を軽減させるという

重要な働きがあります。 

これらの防災機能を十分に満たすためには、林帯幅をできるだけ広く確

保し健全な森林を育成する必要があります。 

しかし現在、和田地区や館山市平砂浦地区等で、松くい虫被害による裸

地化が進んでいます。また、平砂浦地区では、海岸保安林の厳しい環境を

緩和するために最前線部に砂丘がつくられていますが、台風等の被害によ

り浸食が進んでいます。 

［課題］ 

①山腹崩壊や地すべりの発生による山地災害防止機能の低下 

②松くい虫被害による海岸保安林の裸地化 

③台風等による砂丘の浸食被害の拡大 

［展開方向］ 

・山腹の崩壊や土砂の流出による災害の発生を防止するため、山地治山事業

や地すべり防止事業の実施など山地治山対策を推進します。 

・津波被害を軽減するとともに、飛砂や潮害などによる災害から県民の生活

を守るため、病害虫に対する抵抗力を持つクロマツ苗木や広葉樹の植栽等に

より、自然災害に強い海岸保安林の整備・再生を行います。 

［主な事業］ 

○崩壊地等の防災対策の実施 

○津波被害を軽減する海岸保安林の整備 

○森林病害虫の防除対策の実施 

○治山・林道施設の長寿命化計画の策定 

 

 

 

［達成指標］ 
 

 

 

 

※平成 24年度からの累計整備面積 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

海岸県有保安林の整備面積（累計）※ 19ha 34ha 

海岸保安林の整備 
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イ 森林の利活用と森林整備活動の促進 

［現状］ 

森林所有者の高齢化、世代交代等により所有森林への関心が薄れ、十分な

管理が行われない森林や竹林が拡大していくなか、安房地域では複数の里山

活動団体が地域の森林の価値を見直し、里山の保全・整備を進めています。

一方、海岸保安林における植樹活動や、「法人の森協定」に基づく県有林で

の森林整備活動など、さまざまな団体が多様な森林整備活動に取り組んでい

ますが、さらなる展開が期待されています。 

児童生徒の森林・林業教育の場としてふさわしい森林を県が認定する「教

育の森」は、安房地域に７か所の認定地がありますが、近年小学校の統廃合

等の影響もあり利用は低迷しています。 

また、豊かな自然とのふれあいの場や健全な野外レクリエーション施設と

して、安房地域には「館山野鳥の森」（館山市）と「内浦山県民の森」（鴨

川市）の２つの県民の森があり、平成 28 年度には約 23 万人の利用者に親し

まれていますが、近年は伸び悩んでいます。 

［課題］ 

①手入れ不足による荒廃森林の拡大 

②学校の統廃合等による教育の森の利用低迷 

［展開方向］ 

・里山活動団体等による森林整備活動への支援や法人の森協定の締結推進

により、企業や団体など多様な人々の参画による森林整備活動を促進しま

す。 

・教育の森を再整備し、教育機関との連携のもと森林・林業教育を推進す

るとともに、県民の森の利用促進を図ります。 

［主な事業］ 

○森林整備活動の促進 

○「法人の森協定」の締結の推進 

○森林・林業教育活動への支援 

○県民の森施設の適正管理 

 

 

 

［達成指標］ 

 

 

 

 

※「里山協定」や「法人の森協定」に基づく森林整備活動や、「森林・山村多面的機

能発揮交付金」を活用して行われる森林整備のことを言います。 

 

  

項   目 
現 状 

（28 年度） 

目 標 

（33 年度） 

企業や団体等による森林整備※面積 2.4ha 3.6ha 

森林整備活動団体の研修会 


