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Ⅴ 課題と対応プロジェクト 

プロジェクト
チーム名

課　題
（大課題）

項　目
（中課題）

内　　容
（小課題）

整理表

ページ

農業・林業を支える多様な担い手の確保と育成 19

地域農業を牽引する企業的経営体の育成 20

地域農業を支える組織の育成・整備 21

水田を活用した食用なばなの生産拡大 22

なしの改植促進と果樹類の生産振興 23

地域に適する新たな園芸農業の推進 24

売れる米づくりと低コスト化の推進 25

畜産物の生産性向上と生産基盤の強化 26

特用林産物の生産振興 27

「環境にやさしい農業」の取組拡大 28

ＧＡＰ等による経営体質の強化 29

ＩＣＴを活用した栽培技術
向上

IoTを活用した栽培技術情報収集と栽培技術の向上 30

機構関連事業等による耕作条件の改善 31

担い手への農地集積 32

森林整備と環境への配慮
森林整備の効率化と環境に配慮した森林機能の維持
増進

33

農地・水路・農道等の生産
基盤の保全

適確な機能診断・整備補修と維持管理 34

野生鳥獣の被害防止対策 被害防止のための環境づくり支援対策 35

多様な人々の参画による農山村の活性化 36

地域の農林産物資源の活用 37

多様なネット
ワークを活用し
た農林業・農村
の活性化

農山村の活性化のための新
たなネットワークづくり

ヒトづくり
ＰＴ

地域の農林業・
農村を支える多
様な担い手の確
保と育成

モノづくり
ＰＴ

地域づくり
ＰＴ

地域の特長を生
かした農林産物
の生産振興

園芸品目の生産振興による
農家所得の確保

米・畜産・特用林産物等主
力品目の再生

担い手の確保と育成

食の安全・安心確保と環境
への配慮

生産効率化のための基盤整
備
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地域の農林業・農村を支える多様な担い手の確保と育成       （整理番号：ヒ-１） 

地 域 戦 略 

プロジェクト 
担い手の確保と育成 

ＰＴ名 ヒトづくり 

取 組 課 題 農業・林業を支える多様な担い手の確保と育成 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①夷隅地域では高齢化が、他地域に比べて深刻であり、新たな担い手の確保と育成が急務 

 となっています。特に、就農支援や就農後の定着促進の取組が重要となっています。 

②新規就農に関する相談や就農希望者及び営農を開始した青年農業者等の知識・技術の習 

 得を図るための各種研修会等を実施し、新規就農者の確保育成に努めてきました。 

 しかし、経営開始後の所得が十分に得られず、営農を断念する就農者が多く見られます。 

対応方針 

①新規就農相談センターの機能を活用し、新規就農者への農業次世代人材投資事業等各種

支援制度の紹介及び就農計画等に係る相談を行い、就農の促進及び定着を図ります。 

②青年農業者等の定着促進のため、就農して間もない農業後継者等に対して、農業経営体

育成セミナーを実施し、農業経営における基礎的な技術の習得、課題解決能力の向上を

図ります。 

③農産物の販売を目的に新規に生産しようとする帰農者等に対して、基礎的な生産、販売

技術の習得を支援するとともに、将来の経営拡大を誘導します。 

④農業後継者の配偶者等の女性農業者に、農業経営に必要な基礎的な知識の習得を促し、

パートナーシップによる農業経営の早期安定を図ります。 

⑤林業の担い手の確保と育成を図ります。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①新規就農相談センターによる就農相談の実施 

②経営体育成セミナーの実施 

③帰農者・新規参入者研修の実施 

④若手女性農業者研修の実施 

⑤個別経営指導 

⑥林業事業体への支援 

・ちば新農業人サポート事業 

・農山漁村の担い手のパート 

 ナーシップ推進事業 

・農業次世代人材投資事業 

・認定就農者制度 

・農の雇用事業 

 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２９年度） ３３年度末目標 

新規就農者の確保（就農定着者数※） ５人 26人（累計） 

対象地区等 全域 

特記事項 

 

就農定着者数※   就農から５年間営農を継続している者 
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地域の農林業・農村を支える多様な担い手の確保と育成      （整理番号：ヒ-２） 

地 域 戦 略 

プロジェクト 
担い手の確保と育成 

ＰＴ名 ヒトづくり 

取 組 課 題 地域農業を牽引する企業的経営体の育成 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①経営改善計画が認定された認定農業者は、稲作・畜産を中心に120の個人経営体、 

 17の法人経営体となっています。 

②新規認定が少なく、担い手の高齢化による再認定の減少により認定農家数は減少傾向に 

 あります。しかし、法人経営の認定は微増となっています。 

③経営体質の強化のため、農業経営の法人化による信用力強化や総合的経営管理能力向上 

 が求められています。 

対応方針 

①新規認定や再認定を希望する者の経営改善計画作成指導や認定後の経営改善計画フォロ 

 ーアップを市町、農協、農業事務所が連携して行います。 

②経営改善計画の策定に当たっては、個別の経営状況をカウンセリングにより把握し、コ 

 ンサルテーションを加えつつ、農業者の主体的な経営改善のニーズを引き出し、経営改 

 善計画に反映させます。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①経営改善計画の作成指導 

②定期巡回による経営改善計画実践のフォローアップ 

③市町経営改善支援センターの機能強化 

・経営体育成支援事業 

・飼料生産拡大整備支援事 

 業 

・新「輝け！ちばの園芸」 

 産地整備支援事業 

・耕作放棄地再生推進事業 

・力強い担い手育成事業 

・経営改善資金 

 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２９年度） ３３年度末目標 

 経営改善計画認定経営体数 
個人 120経営体 

法人 17経営体  

個人 120経営体 

法人 20経営体  

対象地区等 全域 

特記事項 
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地域の農林業・農村を支える多様な担い手の確保と育成      （整理番号：ヒ-３） 

地 域 戦 略 

プロジェクト 
担い手の確保と育成 

ＰＴ名 ヒトづくり 

取 組 課 題 地域農業を支える組織の育成・整備 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①夷隅地域のほ場整備率は、田67.6％、畑等15.9％で県平均の田56.4％、畑等32.8％に 

 対して田のほ場整備率が高くなっています。 

②ほ場整備事業の実施を契機に、14の事業実施地区で、様々な方式の集落営農組織の設 

  立に向けた取組が行われています。現在、それらの営農組織は、事業の進捗状況及び集 

 落の人的、物的環境により以下の４つの発展段階に大別されます。 

・合意形成期（基盤整備事業導入の合意形成段階）  ２地区 

・組織整備期（担い手の選定、土地利用調整機能、営農計画作成等の各機能の整備段階） 

 ７地区 

・実践期（各機能形成後の試行段階）  ４地区 

・安定期（各機能の改善が完了し安定した運営ができている段階）  １地区 

③多くの事業実施地区が、担い手等の労力面、転作品目中心の営農形態や土地調整等の様  々

 な課題を抱えており、集落営農の発展段階が途中で止まっています。 

対応方針 

①集落営農組織の発展段階に応じ、各組織のステップアップに必要な支援を行います。 

②推進母体となる集落営農組織は、集落の大多数の農家で組織されるため、合意形成が重 

 要になります。土地利用調整機能、担い手の明確化及び農地集積に対する取り決め、営 

 農計画を含めた地域農業ビジョンを具備したうえで、実際の運営が効果的、効率的に行 

 われている状態に誘導します。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

集落営農の発展段階に応じた組織育成 

・集落点検 

・営農計画作成指導 

・先進事例の情報提供 

・栽培指導 

・記帳指導 

・法人化指導 

･集落営農加速化事業 

･日本型直接支払制度 

･経営体育成基盤整備事

業 

･農地中間管理機構関連

農地整備事業 

･農地中間管理事業 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２９年度） ３３年度末目標 

集落営農組織の発展段階  

合意形成期：２地区 

組織整備期：７地区 

実践期：  ４地区 

安定期：  １地区 

０地区 

９地区 

３地区 

２地区 

対象地区等 基盤整備事業実施見込みから完了後10年程度までの地区 

特記事項 

①合意形成期：２地区（勝浦市大楠、いすみ市岬町桑田） 

②組織整備期：７地区（勝浦市名木・木戸・西原、勝浦市大森、いすみ市井沢、いすみ市押日、 

いすみ市松堀、大多喜町笛倉、御宿町） 

③実践期：４地区（いすみ市八乙女、いすみ市東中滝、いすみ市新田野、いすみ市岬町榎沢） 

④安定期：１地区（いすみ市峰谷） 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興           （整理番号：モ-１（１）） 

地 域 戦 略 

プロジェクト 
園芸品目の生産振興による農家所得の確保 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 水田を活用した食用なばなの生産拡大 

背景・取組経緯

及び問題点等 

① 米価格の低迷により農家所得が減少するなか、園芸品目の導入による所得の安定が長年

の課題となっています。 

② 基盤整備された水田を活用して「食用なばな」の生産拡大に取り組んでいますが、本暗

渠だけの水田では排水が不十分で栽培が難しいこと、収穫が冬場の作業であるために高

齢の生産者には労働環境が厳しいことなどから、作付面積は伸び悩んでいます。 

③食用なばなは、高齢者や小規模農家では手間がかかるものの人形巻きによる出荷が高価

格で取引されています。また、営農組織等では、大規模な栽培に対応するため、出荷調

製作業を簡素化したバラ出荷の取組が始まっています。 

対応方針 

①経営モデルの作成により、生産者の経営規模及び労働力等に合わせた品種選定及び作型 

 の導入支援を行います。 

②高品質・安定生産が可能となるように、補助暗渠の設置、明渠排水の設置や高畝栽培の 

 導入を推進します。 

③食用なばなは、直播等の省力化技術の導入、補助暗渠の設置や畝立作業の受委託システ 

 ムの構築による高畝栽培の普及等により生産性と品質の向上を図ります。 

④集落営農、新規生産者を対象に、食用なばな生産の拡大を推進します。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①品種・作型選定モデルの提示 

②排水対策の導入定着支援、安定栽培技術の定着支援 

③省力化技術の検討、導入、定着及び生産拡大のための作業 

 受委託システムの強化 

④食用なばな栽培技術の普及浸透 

・新「輝け！ちばの園芸」 

 産地整備支援事業 

･普及活動強化推進事業  

 (国・担い手) 

･実証展示ほ設置 

（振興協議会※2） 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

食用なばなの出荷量※1     45ｔ     57ｔ 

対象地区等  全域 

特記事項 

 

※1出荷量 

 系統出荷量（前年度の１～３月及び、当年度の４～５月並びに11～12月分を集計） 
 

※2振興協議会 夷隅地域農林業振興協議会 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興           （整理番号：モ-１（２）） 

地 域 戦 略 

プロジェクト 
園芸品目の生産振興による農家所得の確保 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 なしの改植促進と果樹類の生産振興 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①一宮・岬梨組合岬支部では、なし組合員のうち60歳以上が60%を占め、生産樹は、その 

 多くが35樹齢以上となっています。このため、生産性が低下しているうえに市場価格の 

 低迷が続き、その収益性は低下しています。  

 また当地域では毎年梨黒星病の被害があり、収益性の低下を助長しています。 

②ブルーベリー栽培は今後も生産者・生産量の増加が見込まれますが、全国的に栽培が増 

 えており、出荷量が増え出荷時期が重なり、価格が下落しています。このような背景の 

 もと平成25年3月にいすみ農協ブルーベリー出荷組合が設立されるなど、販売体制の強 

 化が図られています。 

③果樹経営を安定させるため、収益性の高い品種の導入・拡大が必要です。 

対応方針 

①適切ななしの改植技術の指導、園地貸借の推進、省力化技術の導入等の改善策を講じま 

 す。 

②なし産地の維持・発展のために改植の計画的な推進、中核的担い手の規模拡大、病害防 

 除の徹底を図ります。 

③ブルーベリー産地の競争力強化のため、生産の拡大、高品質化、出荷期の前進を図りま 

 す。 

④果樹産地の魅力向上のため収益性の高い品種の導入を図ります。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①なしの計画的な改植の推進 

②ブルーベリーの有望品種への更新 

③高品質化、省力化技術の導入 

④収益性の高い品種の導入 

⑤園地整備の推進 

新「輝け！ちばの園芸」産地

整備支援事業 

 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

なしの改植面積 

ブルーベリーの栽培面積 

5.5ha 

5.2ha 

10ha 

6.3ha 

対象地区等 全域 

特記事項 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興           （整理番号：モ-１（３）） 

地 域 戦 略 

プロジェクト 
園芸品目の生産振興による農家所得の確保 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 地域に適する新たな園芸農業の推進 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①稲作中心で園芸品目の生産が少なく、米価格の低迷により農家所得が減少する中、水稲 

 以外の品目導入による所得安定を図ることが課題となっています。 

②地域ごとに土質、鳥獣被害、出荷先などの条件が異なるため、地域に合った営農体系の

検討が求められています。 

③近年、新たに後継者等が露地野菜や施設野菜等に取り組む動きが見られますが、直売主

体であるため、情報交換や技術習得の機会が少ない傾向となっています。 

対応方針 

①稲を補完する品目として、育苗ハウス等の簡易ハウスを利活用したスプレーストックや 

 ケイトウなどの切花を導入し、経営の安定化を支援します。 

②ほ場条件に合った営農品目等を提案するとともに、農協や関係市町等と協議し、出荷体

制の整備を推進します。   

③イチゴやトマトなどの高収益品目に関する研修会等を開催し、知識・技術の向上および

農家同士の情報交流を図ります。 

④農家の所得向上を図るため、施設の導入による周年出荷、収穫時期の拡大や新たな作型

の検討、生産者や実需者のニーズに合わせた栽培品目の選定及び技術導入の取組を支援

します。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①市町・農協等との連携強化 

②栽培講習会等の開催 

③施設導入者等の技術支援 

･経営体育成支援事業 

･新「輝け！ちばの園芸」 

 産地整備支援事業 

･実証展示ほ設置 

 （振興協議会※2） 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

新規導入園芸品目の栽培面積（累計）※1     1.2ha     3.2ha 

対象地区等 全域 

特記事項 

 

栽培面積※1  普及指導計画上の対象としているＪＡいすみ青年部や若手施設園芸農家等が新た 

           に導入した園芸品目栽培面積 

 

振興協議会※2  夷隅地域農林業振興協議会 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興            （整理番号：モ-２（１）） 

地 域 戦 略 

プロジェクト 
米・畜産・特用林産物等主力品目の再生 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 売れる米づくりと低コスト化の推進 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①夷隅地域の水田は、基盤整備が進み効率的な土地利用が可能な平坦地域から、傾斜地や 

  狭小な中山間地域等、栽培条件に幅があります。 

②土壌は粘質土であるため、良食味の米産地となっています。 

③米消費量の減少による米価の下落により、販売収入の減少が続き、さらに資材費等生産 

 費の増加により、所得は減少しています。 

④集落営農組織による農地の効率的な活用や環境保全の動きが出てきています。 

対応方針 

①大規模稲作農家が今後も効率的で安定的な経営ができるように、作業受託や農地の流動 

 化と集積による経営改善等の取組を支援します。また、地域の若手水稲農家※１に対して 

 は、今後高齢化による離農者の増加により加速度的に農地が集積していくことが予想さ 

 れるため、現時点での規模がそれほど大きくなくても、大規模経営体が抱える課題を共 

 有してもらうよう情報提供します。 

②米の個人消費量が減る一方、中食・外食の割合は年々増加しています。このため、品種

構成の見直しを行い需要に応じた米生産を支援します。 

③中山間地域等では基盤整備や多面的機能支払交付金事業等を契機に集落営農組織の設立 

  を推進し、農地の維持・保全を図ります。また、農家経営の安定化に向け、集落営農組 

  織による機械の整備・利用を推進し、水稲の低コスト栽培に向け営農支援をします。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①規模拡大に関する講習会等の開催 

②需要に応じた米の栽培支援 

③米の低コスト栽培支援 

･経営所得安定対策関連事業 

･農産産地支援事業 

 

･実証展示ほ設置 

 （振興協議会※2） 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

多様な栽培品種の検討※3 

 

23.7% 

 

        25% 

対象地区等 全域 

特記事項 

 

若手水稲農家※1 米の生産・販売を行う年齢が50歳以下の農家 

 

振興協議会※2  夷隅地域農林業振興協議会 

多様な栽培品種※3  水稲栽培面積割合におけるコシヒカリから需要に応じた品種への変更 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興            （整理番号：モ-２（２）） 

地域戦略 

プロジェクト 
 米・畜産・特用林産物等主力品目の再生 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 畜産物の生産性向上と生産基盤の強化 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①夷隅地域の畜産は、地域農業の主要な部門となっています。しかし、輸入飼料価格の高

止まりの影響を受け、生産費の大部分を占める飼料費により、畜産経営は逼迫していま

す。 

②稲ＷＣＳ※1は、平成22年から酪農家と稲作農家の連携により生産され、乳牛への給与が

行われています。近年、供給過剰の状況が続いており、新規利用者の発掘や需要に合わ

せた生産量の確保が課題となっています。また、運搬機械の整備費用や品質の安定の問

題により、利用を控える農家も多く見られます。 

③飼料用米の生産は、拡大していますが、保管倉庫の確保や粉砕機の整備等の課題により

利用は限定的です。 

対応方針 

①飼料費を抑えるため地域内飼料※2の利用を推進します。 

②耕畜連携を強化して需要に合わせた生産量の確保を図ります。 

③飼料を生産する農家やコントラクターを対象に地域内飼料の品質向上を図ります。 

④運搬機械や粉砕機など、利用に必要な機械等の整備を推進します。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①需要に応じた生産量の確保 

②飼料生産受託組織による稲ＷＣＳ生産技術の向上 

③地域内飼料の高品質化、低コスト化による生産性向上 

④地域内飼料利用農家の拡大 

･経営所得安定対策関連事業 

･畜産競争力強化対策整備事業 

･飼料生産拡大整備支援事業 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

稲ＷＣＳ・飼料用米利用面積 112ha 120ha 

対象地区等 全域 

特記事項 

 

稲ＷＣＳ※1（稲ホールクロップサイレージ・稲発酵粗飼料） 

     稲の実が完熟する前に実と茎葉を一体的に収穫し、乳酸発酵させた飼料 

 

地域内飼料※2  稲ＷＣＳや飼料用米、その他飼料作物 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興            （整理番号：モ-２（３）） 

地域戦略 

プロジェクト 
 米・畜産・特用林産物等主力品目の再生 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 特用林産物の生産振興 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①しいたけの生産は、原木による生産を中心に行われており、生しいたけの生産量は県内

第６位となっています。 

②たけのこの出荷量は県内一を誇り、特に大多喜町、勝浦市中山間部の白土層から産出さ

れるえぐみの少ない高品質のたけのこは、市場等からの引き合いも多く、地域ブランド

として定着しています。 

③高齢化等で荒廃が進む竹林の再生と適正な管理やたけのこの品質向上と安定生産を一体

的に推進するため、たけのこ生産組合等と連携して活性化に取り組んでいます。 

④安全なしいたけ原木の確保やしいたけ、たけのこの安全性の確認のため、放射性物質の 

 モニタリング検査を行い、安全、安心な特用林産物の生産に取り組んでいます。 

対応方針 

①地域の森林資源情報の蓄積、森林資源を積極的に活用するため、特用林産物生産者への

技術、経営支援を行います。 

②地域の森林資源を生かしたしいたけ栽培を推進するため、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確立を目指します。 

③たけのこ生産の普及拡大と加工品を含めた、新たな需要開拓による生産者支援を推進し

ます。 

④原木しいたけ、たけのこの出荷に際し、放射性物質検査（モニタリング検査）を実施し

食の安全・安心を確保します。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①特用林産物栽培管理の普及、指導 

②特用林産物の放射性物質検査 

③研修会・講習会の開催 

・特用林産物放射性物質対策 

 事業 

・林業普及指導事業 

・林業・木材産業改善資金 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

しいたけ生産者数 

たけのこ生産量 

17戸 

91.8t 

20戸 

96.0t 

対象地区等 全域 

特記事項 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興            （整理番号：モ-３（１）） 

地域戦略 

プロジェクト 
 食の安全・安心確保と環境への配慮 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 「環境にやさしい農業」の取組拡大 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①県では、地域資源を活用した土づくり等を通じて、化学肥料、化学合成農薬の環境負荷

軽減した「環境にやさしい農業」の推進に取り組んでいます。 

②国においても平成13年に農林業分野の環境三法を制定し、エコファーマー認定制度によ

る環境にやさしい農業を推進しています。 

③平成25年度から、生物多様性に配慮した栽培期間中化学合成農薬、化学肥料不使用の特

別栽培米の取組が始まっていますが、生産が不安定なこと等、経営上のリスクを伴うこ

とから栽培面積は、限られたものとなっています。 

対応方針 

①環境への負荷を軽減して、食の安全・安心な農林産物を消費者へ届けるために環境にや 

 さしい農業の取組を推進します。  

②夷隅地域にある各品目の生産部会、直売所等の組織的な取組により導入面積の拡大を図 

 ります。 

③特別栽培米の栽培等の定着のために、地域に合わせた技術面での検証と平準化による普 

 及拡大を図ります。 

④消費者の信頼確保につながるよう活動紹介を継続して実施します。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①ちばエコ農産物の認証 

②エコファーマーの認定 

③農協部会等の組織での取組支援 

環境にやさしい農業推進事

業 

多面的機能支払交付金事業 

 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

エコファーマー認定数（４カ年累計）      －     50件 

対象地区等  全域 

特記事項 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興            （整理番号：モ-３（２）） 

地域戦略 

プロジェクト 
 食の安全・安心確保と環境への配慮 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 ＧＡＰ※１等による経営体質の強化 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①農林産物生産においても、栽培環境、生態系や関係法令等を踏まえた上での生産が求め

られています。さらに、農作業者の労働安全性を確保した上での良品質の農林産物生産

を行う必要があります。 

②2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機とした販売力強化と輸出拡大が

図られるようＧＡＰ等の普及推進が求められています。 

対応方針 

①「ちばＧＡＰ」等の取組支援により、農業生産現場における食品安全や労働安全等を確 

 保します。 

②生産部会、管内で出荷の多い直売所等組織的な取組を通じて、農林産物の生産履歴等の 

 記帳の徹底、減農薬栽培技術の普及を図ります。 

③「ちばＧＡＰ」等の取組拡大による新たな販路の支援を行います。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①ちばＧＡＰ制度の円滑な運営 

②生産団体、直売所等を通じた生産管理体制整備 

③経営改善のための研修 

 
 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

ＧＡＰ取組者数※２（累計）      －     ５ 

対象地区等  全域 

特記事項 

 

ＧＡＰ※１ 

 農業生産工程管理  農業生産におけるリスクの総合的管理 

 

ＧＡＰ取組者数※２ 

 認証取得者に限らず、ＧＡＰ取組実践者 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興            （整理番号：モ-４） 

地域戦略 

プロジェクト 
 ＩＣＴ※１を活用した栽培技術向上 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 IoT※２を活用した栽培技術情報収集と栽培技術の向上 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①農業従事者の高齢化とともに篤農家の地域環境に即した栽培技術のノウハウが、後継者

不足により埋もれてしまうのではと危惧されています。 

②温度等の環境測定センサーの低価格化により、IoTを用いた栽培データの収集が容易にな

り、今まで篤農家の感覚に頼っていた栽培管理手法を数字で示し、管理する可能性が示

されています。 

③若手農家、新規就農者が、農業の栽培技術習得に年数を要することが多く、所得が不安

定な期間が続き、定着化の妨げとなっています。 

対応方針 

①若手農家や新規就農者への客観的なデータに基づく管理技術継承と地域にあった最適化 

 管理技術を明らかにすることにより、地域での栽培品目の技術向上に努めます。 

②個々の栽培データに基づく栽培の改善も容易になることから、既存生産者の栽培方法の 

 見直しによる生産性の向上を目指します。 

③気象、栽培条件の変動に対して、適切な栽培管理の導入・実践を図り、生産安定及び品

質向上に寄与します。 

④幅広いデータの収集により、新規導入品目等のいち早い地域内定着を図ります。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①市町と連携しIoTを用いた各種栽培データの収集 

②ＩＣＴを活用した生産性の向上 

③環境制御技術と収穫物品質向上 

情報通信技術利活用事業 

IoT実装推進事業 

 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

ＩＣＴ等の取組農業者数（累計）     10人    20人 

対象地区等  全域 

特記事項 

 

ＩＣＴ※１  

 Information and Communication Technologyの略語で「情報通信技術」 

 

IoT※２   

 Internet of Thingsの略語で、多種多様な「モノ」がインターネットに接続さた情報のやり 

 とり 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興             （整理番号：モ-５（１）） 

地域戦略 

プロジェクト 
 生産効率化のための基盤整備 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 機構関連事業等による耕作条件の改善 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①基盤整備未実施地区等耕作条件が悪い農地は、効率性の問題から農地の受け手が不在と 

 なっています。 

②基盤整備実施地区でも区画が小さい、給排水条件が悪い等、経過年数とともに耕作条件 

 の改善が必要な農地が多く見られます。 

③ほ場整備への費用負担を敬遠する土地所有者が多く、整備が滞っています。 

対応方針 

①地域での機構関連事業等説明会の開催を通じて、事業の理解と推進を図ります。 

②地域の話し合いに基づく、事業導入と中心的経営体への農地利用集積を図ります。 

③大区画化や用排水施設の整備等基盤整備事業を積極的に進め、効率化による担い手農家 

 の経営力強化を図ります。 

④地域にあった高収益作物の導入を計画的に進めます。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①機構関連事業等の推進 

②担い手の耕作条件の改善と経営力強化 

③高収益作物の導入 

･農地集積加速化促進事業 

･機構関連事業 

･農地耕作条件改善事業 

･経営体育成基盤整備事業 

 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２９年度） ３３年度末目標 

新規事業の立ち上げ       －      ４地区   

対象地区等 全域 

特記事項 
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地域の特長を生かした農林産物の生産振興             （整理番号：モ-５（２）） 

地域戦略 

プロジェクト 
 生産効率化のための基盤整備 

ＰＴ名 モノづくり 

取 組 課 題 担い手への農地集積 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①平成29年３月末の夷隅地域の担い手への農地の集積率は、県全体の約21.3％に対して、 

 約10.9％となっています。 

②中山間地域では、特に高齢化による農地の受け手不足が顕著となっています。 

③農地の貸借が、知り合い、親族等に偏り、効率的な農地利用となっていません。 

④耕作条件が悪い農地は、効率性の問題から借り手農家が少なく、耕作放棄地が拡大して 

 います。 

対応方針 

①県農地中間管理機構や農地利用集積円滑化団体等の関係機関と連携し、農地の流動化対 

 策の円滑な活用を図り、担い手への農地集積を図ります。 

②人・農地プランに基づく中心的経営体への農地利用集積を図るとともに、人・農地プラ 

 ン未策定集落へ策定推進を関係機関等と連携して推進します。 

③基盤整備関連事業を契機に地域での話し合いを積極的に進め、担い手農家への農地の集 

 積を図ります。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①事業等を活用した担い手への農地集積 

②人・農地プランの策定推進 

③担い手の耕作条件の改善と農地の面的集積 

･農地集積加速化促進事業 

･機構関連事業 

･農地耕作条件改善事業 

･経営体育成基盤整備事業 

 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

担い手への農地の集積率     10.9％    40.0％ 

対象地区等 全域 

特記事項 
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多様なネットワークを活用した農林業・農村の活性化         （整理番号：チ-１） 

地域戦略 

プロジェクト 
 森林整備と環境への配慮 

ＰＴ名 地域づくり 

取 組 課 題 森林整備の効率化と環境に配慮した森林機能の維持増進 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①夷隅地域は、小規模な森林所有者が多く、高齢化や担い手不足による放置竹林の拡大や

不十分な森林管理により、里山等の森林の手入れが行き届かない現状となっています。 

②森林吸収源対策事業等で実施している間伐面積（平成28年度）は98ha、事業費106,433

千円、竹林拡大防止事業2.78ha,事業費で31,066千円となっています。 

③森林整備は、森林組合の参入により森林の集約化が徐々に進みつつあります。 

④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大多喜県民の森

があり、平成28年度には約7万5千人の利用者があります。 

⑤いすみ市及び御宿町の海岸部には、飛砂や塩害等から地域住民の生活を守り、津波や高

潮の被害を軽減する28haの海岸保安林があります。乾燥や潮風に強いクロマツが生育し

ていますが、松くい虫による松枯れが問題となっています。 

対応方針 

①森林整備の機械化と低コスト化を推進します。 

②地域林業の中核的担い手である森林組合及び林業事業体の育成強化に取組みます。 

③整備をまとまった形で可能とする森林経営計画の策定及び施業委託について、森林組合 

 等と連携して取組みます。 

④豊富な森林環境を活用し、森林・林業教育の推進及び県民の森の利用促進を図っていき

ます。 

⑤海岸保安林としての松林を保全するため、松くい防除対策及び整備により、再生を目指

します。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①路網整備の推進と高性能林業機械の導入支援 

②林業事業体の経営改善や合理化支援 

③森林経営計画の作成支援 

④森林・林業教育活動への支援及び県営林・県民の森の管理 

⑤森林病害虫の防除対策と海岸保安林の整備 

・造林補助事業 

・森林吸収源対策事業 

・森林病害虫防除事業 

・林業・木材産業改善資金 

・県民の森整備事業 

・千葉県里山条例 

達成目標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

森林経営計画の認定面積 

森林整備面積 

644ha 

98ha 

830ha 

160ha 

対象地区等 全域 

特記事項 
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多様なネットワークを活用した農林業・農村の活性化         （整理番号：チ-２） 

地域戦略 

プロジェクト 
 農地・水路・農道等の生産基盤の保全 

ＰＴ名 地域づくり 

取 組 課 題 適確な機能診断・整備補修と維持管理 

背景・取組経緯

及び問題点等 

①夷隅地域は、古来より農業用水を確保するため、400ヶ所ものため池が築造されてきまし

た。また戦後の食糧増産や高度経済成長の時代に急速に農業環境整備が進みダムをはじ

めとする土地改良施設が整備され、農業経営の基盤強化を図ってきました。しかし、こ

れら施設の相当数は、耐用年数が超過するなど老朽化が進行しており、適確な機能診断・

整備補修が重要な課題となっています。  

②ＴＰＰ等国際情勢の農業経営への影響や国・地方公共団体の財政上の制約が極めて大き

いことから、既存の土地改良施設の有効活用を図り、最小限の投資で最大限の効果を期

するため、これまで以上に施設の長寿命化・ライフサイクルコスト低減の観点に立った

施設の整備補修を実施し、農業者の負担軽減が求められます。 

対応方針 

①施設の機能診断（劣化の度合い・機能測定）に基づく予防保全計画を策定し、老朽化の

状況に応じた整備補修を行い、施設の機能保全・信頼性の確保を図ります。 

②既存施設の長寿命化・ライフサイクルコスト低減を図るため、ダメージを受ける前に劣

化原因を究明し、機能保全計画に基づいた機能保全対策を推進します。 

③土地改良区へ事業概要を説明し、計画的な整備補修と農業者の負担軽減を図ります。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①農業水利施設の機能診断調査 

②対策工事・工法の策定 

・農業水利施設ストック 

マネジメント※1事業 

・土地改良施設維持管理 

適正化※2事業 

 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２９年度） ３３年度末目標 

土地改良施設維持管理適正化事業※2 

 

７件 

 

27件 

（５件／年） 

対象地区等 全域の土地改良施設 

特記事項 

 

ストックマネジメント※1（対象は、比較的に大規模な施設） 

 農業水利施設の定期的な機能診断に基づく機能保全対策を通じて、既存施設の有効活用や 

 長寿命化を図り、ライフサイクルコストを低減するための技術体系及び管理手法の総称 

 

土地改良施設維持管理適正化※2（対象は、小規模施設全般） 

 土地改良施設管理者の管理意識の高揚を図るとともに、施設の機能保全と長寿命化のため 

 の整備補修・設備改善を実施するもの 
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 多様なネットワークを活用した農林業・農村の活性化       （整理番号：チ-３） 

地域戦略 

プロジェクト 
 野生鳥獣の被害防止対策 

ＰＴ名 地域づくり 

取 組 課 題 被害防止のための環境づくり支援対策 

背景・取組経緯

及び問題点等 

① 中山間地域の多い夷隅地域は、農林業の担い手の不足と耕作放棄地の増加が進み、未収

穫果樹、水稲２番穂の放置や粗放竹林の拡大等により、イノシシ・ハクビシン・シカ・

アライグマ・サル等の野生鳥獣による被害が増加しています。 

② 稲、たけのこ、果樹等の被害額は6,500万円（平成28年度）となっています。 

 ③防護や駆除の要望が多く寄せられ、昭和54年度からの電気柵・物理柵を合わせた設置距

離は約640kmに及びます。 

 ④イノシシは、平成28年度に4,300頭以上の捕獲実績を上げていますが、生息数の増加に

歯止めがかかっていません。現在、捕獲を担っている猟友会員も高齢化が進み狩猟者人

口の減少が懸念され、新たな担い手の組織化等の検討が急務になっています。 

対応方針 
①「防護」「捕獲」「資源利用」「生息環境整備」による総合対策を実施します。 

②鳥獣被害対策実施隊※の育成推進による鳥獣被害対策を強化します。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

① 関係者が共通目標をもち、「地域ぐるみ」の野生鳥獣の被害
防止対策を展開 

② 捕獲（個体数調整）・防護・生息環境整備を基本に集落ぐる
みの取組を推進 

③「鳥獣被害防止特措法」に基づく国の支援策の活用 
④野生鳥獣の生息・出没・被害状況・地域環境等を調査・分析 

鳥獣被害防止総合対策
交付金 

 
 

達 成 目 標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

①防護柵の設置延長 

②鳥獣被害対策実施隊の設置 

③野生鳥獣の被害防止対策研修の実施 

640km 

0市町 

1回/年 

700kｍ 

3市町 

1回/年 

対象地区等 全域 

特 記 事 項 

 

鳥獣被害対策実施隊※ 

 市町村被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲、防護柵の設置などを実施するために鳥獣 

 被害防止特別措置法に基づき設置 
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多様なネットワークを活用した農林業・農村の活性化       （整理番号：チ-４（１）） 

地 域 戦 略 

プロジェクト 
農山村の活性化のための新たなネットワークづくり 

ＰＴ名 地域づくり 

取 組 課 題 多様な人々の参画による農山村の活性化 

背景・取組経緯

及び問題点等 

① 夷隅地域では、豊かな自然環境のもと多種多様な農林水産物が生産され、その豊かな地

域資源を活用した消費者等との交流の取り組みが進められています。 

② ブルーベリーやたけのこ狩りなどの収穫体験、地元で採れた新鮮な食材を使って作られ

た料理が楽しめる農林漁家レストラン、さらに若者を中心に農村の魅力を見出す「田園

回帰」やインバウンド需要に向け農山漁村で宿泊できる古民家などを活用した農林漁家

民宿の設置など、都市の人々が、農山漁村の生活や農林漁業体験を通じて地域の人々と

の交流などを楽しむ活動が行われています。 

③ グリーン・ブルーツリズム※1、貸し農園等の農業体験や観光農園など数多くの交流内容

がありますが、ほとんどが小規模で、地域内での連携があまり取られていません。対外

的な情報発信力が弱いことから、地域における新たなネットワークづくりが急務となっ

ています。 

対応方針 

① 関係機関・団体等が情報を共有し、夷隅地域の知名度アップ、地域ならではのアイデア

を取り入れた交流内容の充実を図り、ＨＰやパンフレットなどで計画的に情報を発信し

ます。 

② 消費者との交流による地域特産品の紹介や食文化の伝承、夷隅産農林産物のアピールを

目的とした直売所フェアへの参加促進、農山漁村における定住や地域間交流の促進する

活動について支援します。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①ホームページやパンフレット等を活用した積極的な情報 

 発信 

②食育推進活動や農泊活動を通じた農業・農村への理解の醸 

 成促進 

･「グリーン・ブルーツーリ 

 ズムinちば」推進事業 

・農山漁村振興交付金 

 （農泊推進対策） 

交流事業への支援 

（振興協議会※2） 

達 成 目 標 

項目（指標） 現状（２８年度） ３３年度末目標 

①直売所フェアへの参加 
②グリーン・ブルーツーリズム、農泊※3の 
 推進（研修会、情報交換会） 

13店舗 

   ２回 

 

14店舗 

５回 

 

対象地区等 全域 

特 記 事 項 

グリーン・ブルーツリズム※1 

 都市の人々が農山漁村の民宿やペンションに宿泊滞在して、農山漁村生活や農村漁業体験を 

 通じ人々と交流したり、川や海・田園風景などふるさとの風景を楽しむ休暇活動 

振興協議会※2   夷隅地域農林業振興協議会 

農泊※3 

 訪日外国人旅行者を含めた農山漁村への旅行者の大幅増加による所得の向上や雇用の増大を 

 図るため、日本ならではの伝統的な生活体験や農山漁村地域の人々との交流を楽しむ滞在の 

 旅行 
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多様なネットワークを活用した農林業・農村の活性化       （整理番号：チ-４（２）） 

地 域 戦 略 

プロジェクト 
農山村の活性化のための新たなネットワークづくり 

ＰＴ名 地域づくり 

取 組 課 題 地域の農林産物資源の活用 

背景・取組経緯

及び問題点等 

① 夷隅地域での農林産物の活用は、酪農家による生乳を原料としたチーズ、ジェラート、

ヨーグルトの加工・販売があり、他に自家栽培のブルーベリーやいちじく、いちご等の

ジャム加工の事例があります。 

② 管内の起業経営体※1 では、地元産米や野菜を活用し、モチ加工品や漬物、惣菜を農産物

直売所で販売していますが、担い手の高齢化により販売は停滞しています。 

③ 今後、魅力ある商品づくりや加工販売の拡大には、新たな商品開発を含めた経営感覚が

求められています。 

対応方針 

① 農林業者が、地域の農林産物資源の活用促進により、新たな加工品開発や、流通・販売

に取り組むことで経営の多角化を進め、農山村の雇用確保や所得向上につなげていきま

す。 

② 農林産物加工への意欲啓発を図り、新たな加工・販売担い手の育成を進めます。 

③各種の政策的支援策（ファンド、６次産業化プランナー、ソフト・ハード事業等）の活 

 用のための情報提供を行います。 

取組項目 
活用する事業等 

国・県 その他 

①販売力アップ研修等の開催 

②新たな農林業者が地域農林畜産物の生産・加工・販売を 

行う取組への支援 

③県内農林産業と食品産業が連携し、情報交換及び商談会 

の情報提供 

④ちば農商工連携事業支援基金の情報提供 

［国］ 

６次産業化ネットワーク活動

交付金 

［県］ 

･ちば６次産業化ネットワーク

活動事業 

･地域発ブランド化推進事業 

 

 

達成目標 

項目（指標） 現状（２９年度） ３３年度末目標 

起業経営体※1数 23 27 

対象地区等 全域 

特 記 事 項 

 

起業経営体※1 

 地域の農林産物を活用し、加工・販売に取り組む農林業者（H29現在：19戸＋4組織） 

 


