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 はじめに 

 

 夷隅地域は、豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、米を中心に畜産、果樹、野菜な

どの地域特性を生かした多様な農業が展開されています。 

 

 また、地域面積の 56％を森林が占めており、木材をはじめ、しいたけ、たけのこ

などの特用林産物の生産も盛んです。 

 

 特に肥沃な土壌と豊富な水が育んだ粘りのある美味しい「米」と中山間部の白土

層の竹林からとれるえぐみの少ない「たけのこ」は、地域ブランドとして幅広く定

着しています。 
 

 しかし、主力品目である米の価格低迷や担い手不足による耕作放棄地の増加が、

イノシシ等野生鳥獣による農林産物被害を深刻化させています。 

 

そのような中、水稲の有機栽培による付加価値化や基盤整備事業を活用した耕作

条件の改善などの取組が進んでいます。 

 

また、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の開通をきっかけとしたイチゴ狩り等

の観光摘み取り園の開園や、平成３０年２月に本県で発足した、農業経営の改善が

期待される「ちばＧＡＰ」の取組が新たに始まっています。 
 

 これまでに、当事務所は、第１次から第４次の農林業振興方針を策定し、地域  

農林業の振興や農村の活性化に取り組んでまいりました。 

 

 このたび、課題を整理・検討し、関係機関の皆様の御意見もいただきながら、「次

世代へつなげる魅力ある夷隅農林業・地域づくり」を基本理念に平成３０年度から

３３年度の４年を期間とする第５次夷隅地域農林業振興方針を策定いたしました。 

 

 また、本方針に位置付けられた取組を着実に実施するため、夷隅農業事務所と 

南部林業事務所職員で構成する３つのプロジェクトチームを設置いたしました。 

 

 夷隅地域の農林業・農村の持続的な発展を図るため、生産者の皆様や市町、農協

等の関係機関が一体となった体制で取組を進めてまいりますので、皆様の御支援、

御協力をよろしくお願い申し上げます。 
 

 平成３０年３月 

              千葉県夷隅農業事務所 所長 井久保 徹 

              千葉県南部林業事務所 所長 南山 明義                        
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１ 策定の目的 
    

夷隅地域では、人口減少や少子高齢化が県内の他の地域に比べ進んでおり、産業活力

を衰退させる大きな要因となっています。農林水産業においても、主力農産物である米

の需要供給バランスの崩れや東日本大震災を契機に発生した特用林産物の放射能問題

による生産量の低下が顕著となり、農林業・農村を支える担い手不足が深刻な状況とな

っています。 

  中山間地域を多く抱える夷隅地域では、担い手の不足によって、耕作放棄地の拡大や

竹林地の荒廃を招き、それに伴い、イノシシ等野生鳥獣による被害の拡大や農村景観の

喪失など様々な問題が顕在化しています。 

  このように、夷隅地域の農林業を取り巻く状況は大変厳しいものとなっていますが、

生産される農林産物は、品質面で市場や消費者から高い評価を得て、地域ブランドとし

て定着しているものも数多くあります。   

  また、夷隅地域は水産資源や観光資源にも恵まれています。首都圏中央連絡自動車道

（圏央道）の延伸によって交通の利便性が増したことから、観光客の増加による直売所

の活性化や流通時間の短縮による鮮度の向上など農林産物の品質評価の向上が期待さ

れています。 

 夷隅地域の多くの農林業の課題を解決し、地域農林業・農村の再生を図るには、多

様なネットワークを活用し、地域資源や新たなインフラの持つポテンシャルを最大限 

に引き出すことが重要となっています。 

  そのためには、中長期的な視点に立った地域農林業の目指すべき方向を明確にして、

関連施策を総合的、計画的に推進する必要があります。 

 そこで、≪次世代へつなげる魅力ある夷隅農林業・地域づくり≫を基本理念に本方

針を策定しました。 
 

 

２ 振興方針の位置づけ 
    

本方針では、県政全般に関する最上位の基本的・総合的な計画である新「千葉県総合

計画」を実現するための具体的な取組として策定された「千葉県農林水産業振興計画」

を踏まえて、生産者や関係機関・団体の皆様と地域農業・農村の目指すべき姿について

共有し、夷隅地域の農林業振興のための具体的な施策の展開を、目標をもって定めまし

た。 
 

 

 

 

 

Ⅰ 策定の趣旨 
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３ 振興方針の期間 
  

 計画期間は、「千葉県農林水産業振興計画」の期間と同じく平成３０年度から３３年

度の４年間としました。 

 

 

４ 策定の視点 
 

 （１）基本的な考え方の継承と新たな社会・経済情勢等への対応 

     第１次～第４次（期間：平成１６～２９年度）振興方針において夷隅地域農林業

の振興方向として位置づけた「地域の立地条件を活用した農林業・農村の活性化」、

「高収益農業への構造改革」及び「消費者とはぐくむ自然・生産環境の保全」の流

れを踏襲し、施策の展開を図ることとしました。 

    新たな社会・経済情勢等への対応として、担い手の経営力強化、食の安全・安心

確保と環境への配慮や地域コミュニティを活用した地域振興施策の強化を図るこ

ととしました。 

 

 （２）地域の課題を解決するための方法 

 国・県の農業政策、事業等の基本を踏まえつつ、本方針の目指す基本理念の実現

を目指するために、当地域の特長を生かした取り組むべき課題と施策展開を以下の

３本柱とし、それぞれ必要な課題を抽出して、その対策を体系的に組み立て、４年

後の目標に向けて取り組むこととしました。 

 

      ○ヒトづくり 

      ○モノづくり 

      ○地域づくり 

   

 （３）「選択と集中」の視点に立った施策の優先的な実施 

      中長期的視点に立って取り組むべき地域農林業の基本的な課題を整理し、「選択

と集中」により施策の優先的・重点的な推進とそれを可能にするためのプロジェク

トチームの設置等推進体制の整備を図ることとしました。 

 

 （４）施策の管理（達成目標の設定と進行管理） 

 年度毎に進行状況を検証、評価することにより関係者間で共通認識を持ち、基本

理念の実現を目指すこととしました。  
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１ 地域の概況 

 
   夷隅地域は、房総半島の南東部に位置し、行政区域は、勝浦市、いすみ市、大多喜

町及び御宿町の２市２町からなり、総面積は 406.1ｋ㎡で東京都心から 100ｋｍ内外

にあります。 

   年平均気温は 15.7℃、降水量 1,969mm（勝浦観測所）と比較的温暖で農林業生産に

適した気象条件下にあり、耕地は海岸地帯と二級河川「夷隅川」流域の平坦地帯及び

山間谷津田地帯に大別されています。 

   豊かな自然と温暖な気候に恵まれ、米を中心に果樹、野菜、畜産などの地域特性を

生かした多様な農業が展開されています。 

   また、地域面積の 56％を森林が占めていることから、木材のほかに、しいたけ、

たけのこ等特用林産物の生産も盛んです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 夷隅地域農林業の現状と課題 
 

千葉県南東部の太平洋側に位置

いすみ市万木城跡からの一望

耕地面積の８割以上が水田で、粘質土でミネラル
が豊富なことから良質・良食味米で知られています。

表１　管内面積・世帯数・人口　　

管内面積 世帯数 人　口 65歳以上

　（ｋ㎡） (戸) (人) 男(人) 女(人) 人口(人)

勝浦市 93.96 8,965 18,765 9,455 9,310 7,374

いすみ市 157.44 16,926 39,762 19,515 20,247 14,927

大多喜町 129.87 3,853 9,661 4,707 4,954 3,696

御宿町 24.86 3,670 7,769 3,682 4,087 3,682

管内計 406.13 33,414 75,957 37,359 38,598 29,679

（構成比） ― ― ― （49.2％） （50.8％） （39.1％）

市　町
男　女　別

資料
管内面積　統計年鑑（2015（H27）年10月1日現在）

　　　　　勝浦市、御宿町の面積は、一部境界未定であるため、「全国都道府県市区町村別面積調」の参考値
千葉県年齢別・町丁字別人口　平成28年7月公表（県統計課調べ））

大多喜町 

いすみ市 

勝浦市 

御宿町 
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２ 農林業の概要 
 

  夷隅地域の農家数は、3,077 戸で千葉県の 4.9％を占めます。販売農家数は 2,013 戸

となっています。耕地面積は 6,076ha、荒廃農地は 1,236ha と基盤整備事業の実施され

ていない中山間地域で発生が多く見られ、野生鳥獣の被害の拡大とともに地域の約２割

が荒廃農地となっています。 

  農業産出額は、1,415 千万円で県の 3.2％となっています。内訳としては、畜産が 939

千万円と地域全体の６割以上を占めています。また、米は 20.2％と県全体の 12.9％に

比べて高くなっており、稲作に依存した生産状況となっています。 

  森林面積（国有林を除く）19,087ha の内 8,424ha を人工林が占めており、森林整備

としての間伐等の推進を図っています。また、特用林産物の生産が盛んで、特にたけの

こは、県生産量の約３割を占めます。 

（戸） （戸） （戸） 　（ha） （ha） 米 園　芸 畜　産

(千万円) （％） （％） （％）

38 30 15
(44.2) (34.9) (17.4)

182 106 828
(16.2) (9.4) (73.7)

56 X 43
(40.0) (30.7)

10 1 53
(15.4) (1.5) (81.5)

286 － 939
(20.2) (66.4)

5,670 17,490 13,500
(12.9) (39.7) (30.6)

対県比率 4.9 4.6 15.7 4.8 9.2 3.2 5.0 － 7.0

資料
１　農家数、販売農家数及び林家数は、2015年農林業センサス結果による。

２　耕地面積は、耕地及び作付面積統計（平成28年市町村別作成加工統計）による。

３　荒廃農地面積は、平成27年荒廃農地調査結果による。

４　市町別農業産出額は、平成27年推計値。Xは、統計数値を公表しないもの

千葉県計 62,636 44,039 126,300 13,492 44,05013,043

1,415

御 宿 町 157 89 256 160 65

管 内 計 3,077 2,013 6,076 1,236

103

2,049

501

140

いすみ市 1,613 1,092 3,540 424 1,124

大多喜町 751 483 1,250 198

833

612

農　　業
産 出 額

86

表３　市町別主要農業構造指標一覧

市 町 名

農 家 数
販　　売
農 家 数

耕地面積 荒廃農地
市町別農業産出額（推計）

農業産出額内訳（千万円）

勝 浦 市 556 349 1,030 454

林家数

 

表２　森林面積 （単位：ha）

人工林

勝浦市 9,396 5,803 4,426 1,455 61.8

いすみ市 15,750 6,657 6,657 3,546 42.3

大多喜町 12,987 8,859 6,694 2,887 68.2

御宿町 2,486 1,310 1,310 536 52.7

管内計 40,619 22,628 19,087 8,424 55.7

千葉県計 515,766 157,249 146,488 55,287 30.5
資料：平成28年度千葉県森林・林業統計書

        対象内民有林合計　地域森林計画対象民有林

注:欄毎に集計して四捨五入しているため各欄を集計した値と計の欄が一致しない場合がある

市　町 地区面積 森林面積
森林率
（％）

 対象内民有林合計
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３ 地域の現状と課題 

 
（１） 地域の現状 

 

  ① 農林業従事者の不足 

       管内農業の担い手は高齢化が進み、さらに後継者不在から、農業従事者の６割以

上が 60歳以上となっています。 

        日常的に農業に従事し、地域農業を支えている主業農家(農業所得が主で調査期

日前１年間に自営農業に 60日以上従事している 65歳未満の世帯員がいる農家）に

なると全販売農家の 12％に過ぎず、地域の農業生産は準主業農家や副業的農家に

支えられている状況です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表４　年齢別農業従事者数（販売農家） 単位:　人

農業従事者数

(a) 男 女 従事者数(b) (b)/(a) %

勝浦市 862 490 372 543 63.0%

いすみ市 2,621 1,493 1,128 1,624 62.0%

大多喜町 1,154 668 486 699 60.6%

御宿町 228 126 102 144 63.2%

管内計 4,865 2,777 2,088 3,010 61.9%

資料　2015年農林業センサス結果

市　町
男女別農業従事者数 60歳以上農業従事者数

表５　専兼業別農家数（販売農家） 単位:　戸

農家数

(a) 農家数(b)
(b)/(a)

%

勝浦市 349 91 26.1% 41 217

いすみ市 1,092 260 23.8% 145 687

大多喜町 483 80 16.6% 55 348

御宿町 89 20 22.5% 13 56

管内計 2,013 451 22.4% 254 1,308

千葉県計 44,039 13,474 30.6% 7,168 23,397

第２種
兼業農家数

資料　2015年農林業センサス結果

専業農家数
第１種

兼業農家数
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② 農家林家経営の不安定化 

〇 稲作経営 

      夷隅地域は、古くから良質米産地として知られており、平成 28 年の作付面積

は、2,856 ha、収穫量 15,045ｔで、良食味品種であるコシヒカリが 76.3％を占

めています。しかしながら、高齢者農家が多く、労力面等から年々作付面積は減

少傾向にあります。米価の低迷により、稲作経営から撤退する農家も増えていま

すが、条件の良い水田は、農地中間管理事業等を活用し、担い手農家への集積が

進んできています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〇 園芸 

     米価格が低迷する中、「食用なばな」、「そらまめ」 

    等野菜の生産拡大による農家所得の確保に取り組ん 

    でいますが、水田での栽培は、排水が不十分で難し 

    いこと、冬場の露地での厳しい作業であることから、 

    野菜等の作付面積は伸び悩んでいます。 

     「なし」や「スプレーストック」は、品質面で高 

    い市場評価を得ており地域ブランドとして定着して 

    います。 

 

表６　主副業別農家数（販売農家） 単位:　戸

農家数

(a) 農家数(b) (b)/(a) %

勝浦市 349 46 13.2% 83 220

いすみ市 1,092 136 12.5% 194 762

大多喜町 483 54 11.2% 132 297

御宿町 89 9 10.1% 26 54

管内計 2,013 245 12.2% 435 1,333

主業農家

資料　2015年農林業センサス結果

準主業農家 副業的農家

地域を代表する園芸品目「なし」 

表７　夷隅地域水稲栽培状況（平成２８年産）

作付け面積 10a収量 収穫量

（ha） （kg/10a） （t） コシヒカリ ふさおとめ ふさこがね その他 うるち計 もち計

勝浦市 392 511 2,000

いすみ市 1,790 535 9,580

大多喜町 581 512 2,980

御宿町 93 522 485

管内計 2,856 520 15,045

千葉県計 55,700 549 305,800 66.4 10.8 14.0 5.2 96.4 3.6

資料　千葉の園芸と農産（平成２９年４月）

品種構成（%）

76.3 4.1 11.4 5.0 96.8 3.2
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     しかし、「なし」では、老木化の進行、「スプレーストック」では、平成 26年  

    ２月の大雪による園芸生産施設の倒壊等により生産面積、出荷量は減少していま 

    す。 

 

〇 特用林産物 

    しいたけは、主に原木による生産が行われています。平成 23年３月に発生し 

  た東日本大震災に伴う東京電力福島原子力発電所事故の影響により、生産量が急 

 減し、その後も生産量が平成 22年の６割程度となっています。 

     また、たけのこの出荷額は県内一を誇り、特に大多喜町、勝浦市の中山間部か

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。 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   〇 畜産 

     畜産は、当地域の農業産出額の 66.4％を占めており、管内農業の主要な部門        

となっています。飼料高騰の影響を受け、地域の水田を活用した飼料生産の取組

が始まっており、さらに家畜ふん堆肥を利用した米や野菜の生産など、地域内で

の耕畜連携の取組みが進んできています。 
 

  ③ 生産基盤の老朽化 

    管内の基盤整備率は、県平均の水田 56.4％、畑等 32.8％に対して、水田 67.6％、

畑等 15.9％となっています。平坦地域では耕地の大区画化や担い手農家等への土

地利用集積を進め、経営規模の拡大や大型機械の導入による生産コストの低減を図

表８　生しいたけ及びたけのこの栽培方法別生産量の推移（夷隅管内計） 単位:　t

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

73.6 61.2 47.7 43.6 47.0 35.9 46.6

原木しいたけ 60.5 48.1 34.6 30.5 33.8 30.8 27.3

菌床しいたけ 13.1 13.1 13.1 13.1 13.2 5.1 19.3

109.5 95.8 60.9 86.4 93.1 105.5 91.8

資料　南部林業事務所調べ

区分

生しいたけ

たけのこ

内
訳

表９　特用林産物の生産状況（平成28年）

生産量
（ｔ）

生産額
（千円）

生産量
（ｔ）

生産額
（千円）

夷隅管内計 47 38,445 92 24,970

千葉県計 1,110 915,585 316 86,006

県内比率 4.2 4.2 29.1 29.0

生しいたけ たけのこ
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るための取り組みが行われています。しかし、耕地のほとんどが、重粘土水田で、

過去に実施した事業は、稲作に特化した条件整備事業が多く、また耐用年数が超過

するなど老朽化が進行しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 条件不利農地の耕作放棄地化 

 担い手の経営は、条件の良い基盤整備実施地区に集約され、未実施地区や排水不

良水田の多くは、不作付け状態の保全管理あるいは耕作放棄されている状況となっ

ています。特に、中山間地域での農地の荒廃が顕著となっています。 
 

⑤ 野生鳥獣被害による生産意欲の低下 

 高齢化や過疎化の進行で担い手が不足し、里山や竹林等の荒廃や山間谷津田の耕

作放棄が進み、山際の農地を中心にイノシシ、シカ等野生鳥獣による農作物の被害

が深刻となっています。また、野生獣の移動によるヤマビルの人的被害も広がって

いることから、農家の生産意欲が低下しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 山間谷津田の耕作放棄地 イノシシによる水稲の被害

田 畑等※２ 田 畑等※２ 田 畑等※２

741 205 132 8 17.8 3.9 0

夷隅 1,040 145 749 29 72.0 20.0 106

大原 790 38 691 30 87.5 78.3 69

岬 778 52 753 35 96.8 67.7 52

計 2,607 235 2,193 94 84.1 39.9 227

805 411 480 32 59.7 7.8 0

132 56 91 10 68.9 17.9 0

4,285 907 2,896 144 67.6 15.9 227

70,011 31,642 39,511 10,366 56.4 32.8

※１　農振農用地区内面積は、農業振興地域整備計画総覧（H27.12.31現在）

※５　記載数字については、ラウンドのため一致しないことがある

※３　ほ場整備済面積、大区画水田（１区画の面積が50a以上）は夷隅農業事務所調べ

※４　千葉県計は千葉県農林水産業の動向（平成29年度版）

勝浦市

い
す
み
市

大多喜町

御宿町

千葉県計※４

※２　畑等は、畑、樹園地、採草放牧地

管内計

表10　ほ場整備実施状況

市　町
農振農用地区域内※１ 同左　ほ場整備済※３ ほ場整備率（％） うち

大区画
水田※３
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⑥ 恵まれた自然環境と有機栽培の取組 

 新緑、秋の紅葉が美しい養老渓谷、大多喜城・万木城跡など有名な名所旧跡等が

多数あります。原風景をとどめる農村の佇まい等魅力ある地域資源の宝庫で、県内

で先駆けて取り組まれた直売所などが、地元農林産物の重要な販売拠点となってい

ます。 

      いすみ市では、自然環境を生かした「自然と共生する里づくり」に取り組んでお

り、平成 25年度から、生物多様性に配慮した有機稲作の取組が始まっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 地域の課題 

 

  ① 担い手の確保と育成 

    農業機械の更新に必要な資金の調達 

   等が困難、農業所得が十分に得られな 

   いなどの理由により高齢化に伴い離農 

   する農家が増えています。多くの地域 

   で、労力面や利益の確保のできる営農 

   形態の確立に苦戦しており、新規就農 

   者の参入増加や集落営農組織の法人化 

   までは至らない状況で、安定した担い 

   手の確保が喫緊の課題となっています。 

   

 

  ② 園芸品目の生産振興による農家所得の確保 

 水田を活用して「食用なばな」、「そらまめ」等の園芸品目の導入と生産拡大に取

り組んでいますが、重粘土質土壌であるため、農地の排水性の改善などのほ場環境

整備が必要となっています。特に、栽培のための畝上げ作業等受委託体制の構築は、

地域の最重要課題となっています。 

  また、なしについては、生産樹の多くが 35 樹齢以上となり、収益性が落ちてい

ることから、計画的な改植が課題となっています。 

 野菜や花き等の施設園芸を推進するため、実需者のニーズに合わせた品目選定や

環境保全型農業の取組

新規就農者に対する支援

ブランド米「いすみっこ」 
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新たな作型などの技術導入、出荷体制の整備等が必要となっています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ③ 米・畜産・特用林産物等主力品目の再生 

    米については、需要に応じた売れる米づくり 

   と稲作経営の安定を図るため、栽培品種の見直 

   しや水田の効率的利用、労力や機械の減価償却 

   費等を含めた水稲栽培のコスト管理の徹底を推 

   進します。今後、生産委託等はさらに進むと予 

   想されるため、大規模農家や集落営農など担い 

   手の経営感覚を持った米づくりを進めます。 

    畜産については、輸入牧草やトウモロコシに代わる安全安心で適正価格の国産飼

料を生産していくため、低コスト生産が課題となっており、併せて収量の増加、農

地の集積や専用機械の導入が必要となっています。また、耕種農家の利用しやすい

良質堆肥の生産と耕畜連携が重要となっています。 

 特用林産物については、しいたけ、たけのこ等の放射性物質検査の実施により食

の安全・安心を引き続き確保します。また、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オガ粉、原木等キノコ生産資材

の供給体制の整備や新たな需要開拓の取り組みが必要となっています。 

 

  ④ 食の安全・安心確保と環境への配慮 

    「ちばエコ農産物」など安全安心な農林産物 

   の生産を進めています。さらに食品の安全性を 

   向上させるため、ＧＡＰ（農業生産工程管理） 

   の取組が進められていますが、栽培管理の基準 

   が複雑で普及啓発が課題となっています。 

    また、有機農業は、地域での栽培技術確立が 

      難しく、現在でも手探り状態のため積極的な技 

      術支援が必要となっています。      

 

特産品の「食用なばな」

排水対策研修会

ＷＣＳ（ホールクロップサイレージ）

有機米生産のための栽培講習会
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  ⑤ 森林の整備 

    夷隅地域は、森林率が高い地域ですが、1戸当たりの所有面積が小さく施業の集

約化が進んでいません。このため、森林経営計画の策定及び施業委託を進める必要

があります。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強化及び

森林整備の機械化と低コスト化が課題となっています。 
 

 

  ⑥ 生産基盤農地の効率的利用 

    ほ場整備未実施地区は、地域農業者の高齢 

   化に伴い、農地を次世代へつなぐ最後の基盤 

   整備の機会となっています。このため、新規 

   のほ場整備や既存のほ場での耕作条件の改善 

   により、水田活用による安定した農業経営の 

   確立が課題となっています。 

 

 

  ⑦ 農地・水路・農道等の生産基盤の保全 

 数少ない担い手だけでは生産基盤の維持管理作業に支障をきたす農地も多く、特

に担い手不足が顕著な地域では、耕作放棄地の拡大を招いています。既存の施設の

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

補修と維持管理が重要な課題となっています。 
 

 

  ⑧ 野生鳥獣の被害防止対策 

    昭和 54 年度からの電気柵・物理柵を合わ 

      せた設置距離は 640km に及び、平成 28年度 

   のイノシシの捕獲数は 4,300 頭と増加に歯止 

   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、新たな鳥獣被害の防止対策が 

   急務になっています。 
 

 

  ⑨ 農山村の活性化のための新たなネットワークづくり 

 地域内人口が約８万人と少なく、また高齢化や人口の減少が続いていることから

消費マーケットの縮小による地域経済の疲弊が懸念されています。 

    このため、ネットワークを活用した様々な人々の呼び込みや物流を活性化させる

地域環境づくりが今後重要になってきます。 
     

 

 

 

 

 

高低差がある基盤整備未実施地区

被害が増加傾向にある「キョン」
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１ 農林業振興の基本理念               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな自然環境の保全と農林業者がやりがいを 

感じた生産活動に従事できる夷隅の農林業・地域 

づくりを目指します。 

 

 

 

 

 

≪スローガン≫ 

 

  次世代へつなげる魅力ある夷隅農林業・地域づくり 

 

 

Ⅲ 夷隅地域農林業の目指すべき姿 
 



- 13 - 
 

２ 施策の展開方向 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  地域農林業振興の基本理念及び地域の特性に対応した基本的な 

振興方向に沿って、具体的な取組を進めるために 

「ヒトづくり」 「モノづくり」 「地域づくり」 

の視点を基本に必要な対策を体系的に組み立て、地域一体となって推進

していきます。 

 
 

 

≪施策展開の３本柱≫ 
 

○ 地域の農林業・農村を支える多様な担い手の確保と育成 
 

○ 地域の特長を生かした農林産物の生産振興 

 

〇 多様なネットワークを活用した農林業・農村の活性化 
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３ 施策展開の基本的な考え方 
 

 

 （１）  ヒトづくり    
 

 

○ 地域の農林業・農村を支える多様な担い手の確保と育成 

 

夷隅地域の農業は、高齢化、後継者不在から農家数、農業従事者数の減少が著し 

  く、農業従事者（販売農家）の 62％は 60歳以上で、42.9%を女性が占めています。 

 農家数は 3,077 戸、うち販売農家は 2,013 戸（全体の 65％）です。 

販売農家のうち専業農家は、451 戸（22％）と県平均（31％）より少なく、第１種 

  兼業農家 254 戸（13％）、第２種兼業農家 1,308 戸（65％）となっています。 

  また、地域の農業を支えている主業農家（農業所得が主・年間 60 日以上農業従事 

  ・65 歳未満の世帯員有）になると 245 戸で販売農家の 12％に過ぎず、約 66％が副業 

  的農家です。 

  このように夷隅地域の農業は、性別、年齢、経営の規模を問わず様々な人材によ 

  って支えられています。 

このため、新規就農者の育成や認定農業者等の育成・支援を推進し、地域の中核

的担い手を確保するとともに、女性の経営参画促進や集落営農組織の育成を図るこ

とで、多様な担い手による夷隅地域の農業基盤の強化を目指します。 

 

 

集落営農組織の育成
集落営農組織の設立・育成

農林業を支える多様な担い手の確保と育成

女性の経営参画促進

新規就農者の確保と育成

就農直後の定着支援
青年農業者の育成

いすみ農業実践塾

企業的農業経営体の育成

担い手の経営発展支援
農業法人、認定農業者の確保と育成推進

農業者のグループ活動の促進
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 （２）  モノづくり    

 
○ 地域の特長を生かした農林産物の生産振興 

 

１ 園芸品目の生産振興 

 地域の主力品目である米は、消費量の減少により全国ベースでの需要量が毎年８万

ｔずつの減少傾向にあることから、今後、価格の大幅な上昇は見込めない状況です。

このため、市場性のある有望な園芸品目を取り入れるなどした農業経営の改善が重要

な課題です。 

 各生産組合組織での活動を中心に、もみがら補助暗渠や高畝栽培による野菜等の生

産性の向上、そして作業の請負システムによる機械の有効利用によりバランスの取れ

た生産構造を確立し、農家所得の向上と経営の安定を図ります。 

  また、いすみ市を中心に生産されている「なし」は、老木化が進んでいることから

改植、園地貸借の推進と省力化技術の導入を図ります。「スプレーストック」、「ブルー

ベリー」、「そらまめ」などの品目は、総じて生産量が少なく、市場や消費者の認知度

が低いため、特長を持ったモノづくりや生産組織への支援により産地強化を進めてい

きます。 

 

２ 米・畜産・特用林産物等主力品目の再生 

夷隅川上流域の中山間部と中流域の丘陵部は、重粘土質土壌の狭隘な農地が、下流

域は、比較的平坦な農地が続く米の産地となっています。このため、それぞれの立地

条件を生かしながら企業的な経営を発展させ、稲作の低コスト化と更なる良質米の生

産を進めます。 

畜産については、自給飼料の生産拡大、飼料生産受託組織等の育成、制度資金、積

極的な補助事業の活用により生産性の向上を支援します。また、畜産環境問題が益々

厳しくなる中、耕畜連携による堆肥の有効利用、臭気低減を含めた生産施設環境の整

備を推進します。 

大多喜町、勝浦市、いすみ市の中山間部を中心に生産される「しいたけ」、「たけの

こ」などは品質面で高い市場評価を得ており、地域ブランドとして定着しています。

高齢化により荒廃が進む竹林の適切な管理による再生、安全なしいたけ原木の確保を

通じて生産振興を図ります。 

 

３ 食の安全・安心確保と環境への配慮 

環境への負荷を軽減し、食の安全・安心な農林産物を消費者に届けるために環境に

やさしい農林業を推進します。各種制度の理解促進と地域で先進的に取り組んでいる

有機農業の取組を広げていくため、積極的な技術支援を行います。 

  特に、ＧＡＰ等による経営体質の強化を進めるための取組拡大を支援します。 

 

４ 生産農地の整備促進 

  人・農地プラン、農地中間管理事業、基盤整備事業や耕作条件改善事業等の積極的

な活用により、耕作放棄地の解消、担い手への農地集積を図ります。生産者の栽培条

件の効率化による規模拡大や生産コストの低減を支援します。 
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 （３）地域づくり   
 

 

○多様なネットワークを活用した農林業・農村の活性化 

 

１ 森林の整備 

  森林資源を適正に維持管理するために、森林組合が行う森林経営計画作成と作業路

開設、間伐等の効率的な森林整備を支援します。また、併せて路網整備の推進と高性

能林業機械の導入支援により低コスト化を図り、環境に配慮した健全な森林保全に努

めます。 
 

２ 生産基盤の保全 

  既存の施設の相当数は、耐用年数が超過するなどの老朽化が進行し、使用に支障を

きたす生産基盤が多くなっており、適確な機能診断・整備補修と維持管理が重要です。  

  また、数少ない担い手だけでは生産基盤の維持管理作業に支障をきたす農地も多

く、結果として耕作放棄地の拡大を招いています。このため、多面的機能支払交付金

等を活用して地域環境の保全に努めます。 
 

３ 野生鳥獣の被害防止対策 

 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による被害の拡大が

懸念され、新たな鳥獣被害の防止対策が急務になっています。集落内を野生鳥獣にと

って住みにくい環境に変えることが必要で、「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。 

 また、「鳥獣被害防止特措法」に基づく国の支援策を活用して、鳥獣被害対策実施

隊の設置等による被害防止に努めます。 

 

４ 新たなネットワークづくり 

    都市部からの来訪者に「ゆとり」や「やすらぎ」を感じさせる農村の原風景や豊富 

 な地域資源を積極的に活用して、６次産業化を含めた加工品開発、グリーン・ブルー  

 ツーリズム、収穫体験、直売所を拠点としたイベント、観光部門等とも連携した取り 

 組みを年間を通じて企画・発信し、物流の活性化と地域環境づくりを図ります。 
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Ⅳ 推進体制の整備 

  夷隅地域農林業振興協議会 

     

構成：各市町・農協・全農・農業共済組合・各市 
   町農業委員会・夷隅地域畜産連絡協議会・  
   夷隅土地改良協会・千葉県森林組合北部支 
   所・南部家畜保健衛生所・南部林業事務所・ 
   夷隅農業事務所 

活動：関係機関・団体の連絡調整、実証展示事業 
   等地域共通課題解決のための取り組み 

千葉県園芸協会 

農地中間管理機構 

土地改良区 

農協 

農地利用集積円滑化団体 

市町 

市町再生協議会 

市町担い手協議会 

地域戦略推進会議 

（各種施策の目標の進行管理） 

千葉県夷隅農業事務所・千葉県南部林業事務所 

市町農業委員会 

生産者団体 

直売所 

集落等の課題や意向 

集落代表者、認定農業者（法人、個人）、集落営農、新規就農者、 
地域内外の加工・販売業者、旅行業者等 

女性農業者団体 
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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



- 19 - 
 

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 

 



- 26 - 
 

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） 

 



①地域農林業従事者の不足

・担い手の高齢化

・新規就農者の減少・過疎化

②農家・林家経営の不安定化

・主食用米の価格低下傾向

・湿田による野菜生産が不安定

・特産品目「なし」の老木化と改植の遅れ

・輸入飼料の国際価格の変動

・酪農家戸数や家畜の飼養頭数が減少

・間伐などの森林整備が不十分

・小規模な森林所有者が多い

・集約化に必要な森林経営計画の策定が進んでいない

・しいたけ、たけのこ等の価格低迷による生産意欲の減少

③恵まれた自然環境と有機栽培の取り組み

・自然豊かな生産環境

・自然環境を生かした有機稲作栽培の取組

・地域の56％を占める森林

⑥野生鳥獣被害による生産意欲の低下

・過疎化･高齢化に伴う集落活動の低下

・野生鳥獣の生息地域の拡大

・狩猟者の高齢化と減少

・生産意欲の低下による耕作放棄地の増加

⑦都市と農山村の交流

・有名な名所、旧跡と原風景をとどめる農村の佇まい

・直売所が重要な販売拠点

・圏央道開通に伴う首都圏からの交通の利便性向上

地域の現状 地域の課題

【担い手の確保と育成】

１ 農業・林業を支える多様な担い手の確保と育成

２ 地域農業を牽引する企業的経営体の育成

３ 地域農業を支える組織の育成と整備

４ ベテラン農家の技術継承

【園芸品目の生産振興による農家所得の確保】

１ 食用なばな等水田を活用した園芸品目の生産拡大

２ なしの改植促進と果樹類の生産振興

３ 高収益型園芸農業の推進

【米・畜産・特用林産物等主力品目の再生】

１ 売れる米づくりと低コスト化の推進

２ 畜産物の生産性向上と生産基盤の強化

３ 特用林産物の生産振興

【生産基盤農地の効率的利用】

１ 基盤整備を契機とした担い手への農地集積

２ ほ場整備事業等の導入による耕作条件の改善

【農地・水路・農道等の生産基盤の保全】

１ 適確な機能診断・整備補修と維持管理

２ 維持管理するための人材、費用の確保

３ 土地改良区の経営力強化

４ 多面的機能の維持・発揮

【食の安全・安心確保と環境への配慮】

１ 「環境にやさしい農林業」の取組拡大

２ ＧＡＰ等による経営体質の強化

３ 地域にあった有機稲作栽培技術の確立

４ 環境に配慮した健全な森林の保全

【野生鳥獣の被害防止対策】

１ 耕作放棄地の解消

２ 地域ぐるみでの野生鳥獣にとって住みにくい環境づくり

３ 鳥獣被害防止特措法による支援策の活用

【農山村の活性化のための新たなネットワークづくり】

１ 農山村の活性化に向けた地域資源の活用

２ 多様な人々の参画による農山村の活性化

３ 地域の農林産物を生かした商品づくり

４ 食育を活用した地域食文化の伝承

モノづくり

地域の特長を生かした農林産物の生産振興

地域づくり

多様なネットワークを活用した農林業・農村の活性化

ヒトづくり

地域の農林業・農村を支える多様な担い手の確保と育成

方針・対策

④農地・水路・農道等生産基盤の老朽化

・生産基盤施設等の老朽化

・高齢化等担い手不足による施設等の不十分な管理

・生産基盤施設の更新費用の不足

⑤条件不利地農地の耕作放棄地化

・山間谷津田等の耕作条件不利地が多い

・中山間地域等生産条件不利地での基盤整備事業の遅れ

・少子高齢化や人口減少による耕作放棄地の拡大

【森林整備】

１ 森林整備の効率化と低コスト化による森林機能の維持増進

【米・畜産・特用林産物等主力品目の再生】

１ 売れる米づくりと低コスト化の推進

２ 畜産物の生産性向上と生産基盤の強化

３ 特用林産物の生産振興

【食の安全・安心確保と環境への配慮】

１ 「環境にやさしい農業」の取組拡大

２ ＧＡＰ等による経営体質の強化

【生産効率化のための基盤整備】

１ 機構関連事業等による耕作条件の改善

２ 担い手への農地集積

【森林整備と環境への配慮】

１ 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

【農地・水路・農道等の生産基盤の保全】

１ 適確な機能診断・整備補修と維持管理

【野生鳥獣の被害防止対策】

１ 被害防止のための環境づくり支援対策

【農山村の活性化のための新たなネットワークづくり】

１ 多様な人々の参画による農山村の活性化

２ 地域の農林産物資源の活用

【担い手の確保と育成】

１ 農業・林業を支える多様な担い手の確保と育成

２ 地域農業を牽引する企業的経営体の育成

３ 地域農業を支える組織の育成・整備

【園芸品目の生産振興による農家所得の確保】

１ 水田を活用した食用なばなの生産拡大

２ なしの改植促進と果樹類の生産振興

３ 地域に適する新たな園芸農業の推進

【ＩＣＴを活用した栽培技術向上】

１ ＩｏＴを活用した栽培技術情報収集と栽培技術の向上


