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Ⅲ 推進方向及び対策 

１ 早場米産地の競争力強化と低コスト化の推進 

（１）県育成品種の「ふさおとめ」、「ふさこがね」の作付拡大と知名度向上 

 ア 地域に適応した品種構成への誘導 

早場米産地としての地位を確保するため、他県より早く収穫できる早生種

「ふさおとめ」、中生種「ふさこがね」を育成して、この２品種の作付は、平成

21 年産では 23.5％を占めるようになりました。一方、コシヒカリは、一部   

産地銘柄を除き全国的に飽和状態にあり、価格は下落傾向にあります。この 

ことから、早場産地の競争力を一層強化するため、｢ふさおとめ｣「ふさこがね」

の作付比率を 30％まで拡大するとともに、地域の営農形態に即した作業の分散

化が図れる品種構成へ誘導し経営の安定化を図ります。 

 

イ 品質安定のための栽培技術の励行 

異常気象等に起因する品質及び収量の低下を防止するため、県内47か所に水稲作柄

安定対策調査圃を設置し、このデーターを基にした生育情報の提供や、現地検討会等

を開催し、施肥・水管理など適切な栽培管理技術の徹底を図ります。 

また、品種に適応した「栽培マニュアル」を作成し、良品質の維持により「売れる

米づくり」を推進します。 

  ○良質米の安定生産対策 

 

ウ ちばエコ米栽培等環境にやさしい米づくりの推進 

農業生産による自然環境への負担を減らし、農業を次世代に健全な形で引き継ぐため、

化学合成農薬や化学肥料を通常の半分以下で栽培する「ちばエコ米」など、環境に

やさしい米づくりを推進します。 

また、減化学肥料栽培に対応できる品種を育成します。 

  ○「環境にやさしい農業」の導入支援 

  ○環境保全型農業への助成 

○千葉県を元気にするオリジナル品種の開発・定着促進 

 

 エ 優良種子の安定生産と全量種子更新の励行 

消費者から信頼され「安心できる千葉の米」を提供するため、全農千葉県本部や  

千葉県米穀集荷商業協同組合等と連携し、品質の劣化や異品種の混入防止等を目的に、

全量種子更新を推進します。 

また、県内５か所の種子生産地への色彩選別機等の施設・機械の導入を支援し、  

種子生産者の育成・確保と優良種子の安定供給を推進します。 
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  ○良質米の安定生産対策 

  ○農産産地の施設・機械整備支援 

 

 オ 食味の良い極早生品種等の育成 

本県の特徴である早場米産地としての評価を高め、『千葉の米』の知名度を向上させる

ため、「ふさおとめ」より早い８月上旬に収穫でき、良食味で耐病性を有し栽培が容易

な極早生品種を育成します。 

  ○千葉県を元気にするオリジナル品種の開発・定着促進 

 

 カ 県産米消費拡大運動の推進 

県産米の消費拡大を図るため、千葉県米消費拡大推進協議会と連携し、県が育成し

た「ふさおとめ」「ふさこがね」のＰＲイベントを開催します。また、もち新品種

「ふさのもち」及び米粉用米の商談会等を開催し、実需者とのマッチング及び商品開発

を促進します。 

さらに、米飯給食の拡大や米粉製品の利用推進のため、学校栄養士等を対象とした  

米粉料理教室の開催や啓発資料の作成配布などにより県産米の消費拡大を図ります。 

  ○県産米の消費拡大の推進 

 

施策の達成度を測る指標 

           年度 

 項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

種子更新率※１（％）＊1 83.0 85.0 87.0 

ちばエコ米栽培面積※２（ha）＊2 2,507 2,700 3,000 

※１ 年次 

※２ 9月30日現在 

＊１ 種子更新率は３年後に２ポイント増の85％に、10年後には更に２ポイント増の87％に向上（現状：H21） 

＊２ ちばエコ米栽培面積は毎年約２％ずつ栽培面積を拡大（現状：H22年） 

 

（２）生産基盤の整備と担い手・営農組織の育成 

 ア 土地基盤整備の推進 

作業性向上と生産コスト削減を図るとともに、担い手及び営農組織への農地の利用 

集積を促進するため、今後、約 1,000ha の土地基盤整備を実施し、水田農業経営の  

安定を図ります。 

また、生産基盤を支える老朽化した農業水利施設の計画的な更新、並びに農地災害

を未然に防ぐ施設整備を推進し、安定的な農業生産を確保します。 

  ○経営体育成基盤整備の推進 
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  ○基幹水利施設の計画的更新 

  ○農地防災施設の整備 

 

イ 担い手や集落営農組織の育成と農業用基幹施設の整備 

担い手の育成・確保を図るため、農用地利用集積円滑化団体（構成：市町村、ＪＡ

等）の活動支援や、研修会を開催し、農用地（田畑）の利用集積を15,050haまで拡大

します。 

また、生産コスト低減を図るため農業施設・機械の整備を支援し、新たに 12 の

集落営農組織を育成します。 

  ○農地保有合理化法人や農地利用集積円滑化団体による集積 

  ○集落の合意形成から組織設立まで段階的支援の継続 

  ○農産産地の施設・機械整備支援 

 

ウ 省力・低コスト生産技術の普及 

大規模稲作農家及び集落営農組織等の作業の集中回避を図るため、経営形態に即した

品種構成の見直しや、主食用米、新規需要米等の栽培における省力・低コスト生産技術

の取組を支援します。 

  ○農産産地の施設・機械整備支援 

  ○良質米の安定生産対策 

 

 施策の達成度を測る指標 

               年度 

 項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

基盤整備率※１（％）＊１ 54.7 56.1 57.1 

集落営農組織数※２ ＊２ 268 280 300 

担い手への農地の利用権設定等面積※３（ha）＊３ 13,358 15,050 18,900 

湛水防除事業整備完了地区面積累計 

（平成15年度以降）※４（ha）＊４ 
609 3,459 5,500 

ため池等整備完了地区面積累計 

（平成15年度以降）※５（ha）＊５ 
699 795 1,200 

※１、３、４、５ 年次 

※２ 平成22年6月30日現在 

＊１ 基盤整備率は、３年後には1,000haを整備し56.1％に、10年後は1,700haを整備し、57.1％に向上（現状：H21） 

＊２ 現在10の重点地区を設定し集落営農組織の育成に取り組んでおり、当該地区をモデルとして、３年後に280組織、 

10年後に300組織を目指します。（現状：H22年） 

＊３ 毎年550haの農地の利用権設定等を進めます。（現状：H21） 
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＊４ 湛水防除整備完了面積は３年後に 12 地区を完了し 3,459ha に、10 年後は 2,100ha を整備し 5,500ha に拡大   

（現状：H21） 

＊５ ため池整備完了面積は３年後４地区を完了し795haに、10年後は400haを整備し1,200haに拡大（現状：H21） 

 

２ 水田を有効活用した食料自給力の強化 

（１）飼料用米などの新規需要米の生産拡大 

  畜産が盛んなことや湿田が多い本県では、その水田を最大限活用できる飼料用米、  

ホールクロップサイレージ用稲(ＷＣＳ用稲）等を重点作物として推進します。 

 ア 飼料用米、ＷＣＳ用稲の生産体制の確立 

生産者に対し、栽培マニュアルや栽培暦を活用した、多収性品種の栽培技術の普及

に努めるとともに、実需者に対しては、「家畜飼料としての利用技術」の実証・周知を

図り、生産者及び実需者が取り組みやすい体制を整備します。 

また、飼料用米等の生産者に対する助成や、ＷＣＳ用稲の収穫作業機械導入を   

支援し、生産体制を確立します。 

  ○飼料用稲の生産利用技術確立 

  ○飼料自給率の向上対策の推進 

 

 イ 飼料用米利用者協議会設置の推進 

飼料用米の出荷形態や価格など、米農家と畜産農家等との取引の円滑化を図るため、

地域ごとの「飼料用米利用者協議会」（米農家、飼料会社、畜産農家、市町村、ＪＡ等

で構成）の設立や、同協議会が行う、地域内での新たな需用先の開拓・飼料用米の   

流通ルートの確立等を積極的に支援します。 

  

 ウ 飼料用米、米粉用米の流通体制の整備 

飼料用米は、地域ごとの取組と併せ、ＪＡ等が行う飼料会社での取組も開始され、  

生産拡大が期待されることから、既存倉庫の活用や新たな専用貯蔵施設の整備を支援

するとともに、フレコン流通に対応する出荷設備や米破砕機械等の整備に助成し、実需

者の求める流通体制を確立します。 

また、米粉用米についても、学校給食や直売所などの地域ごとの取組と併せ、県内

製粉会社が求める流通体制による取組を支援します。 

 

 エ 調整水田や耕作放棄地等の活用推進 

   農業従事者の減少、高齢化等に起因する調整水田※等の不作付け地に対しては、 

農地の利用集積を図り、飼料用米等の作付けを積極的に推進します。 

   また、耕作放棄地にあっては、再生作業（障害物除去、深耕、整地等）に要する

経費の助成や、再生利用に向けた取組等を支援し、再生利用農地に対しては、新規
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需要米等を推進します。また、土地持ち非農家等の耕作放棄地の適正な利用を促進す

るため、農業委員会、市町村や関係機関等と協力して、啓発活動を実施します。 

  ○水田自給力の向上対策 

○耕作放棄地の活用推進 

   

※ 調整水田：水を張ることにより常に水稲の生産力が維持される状態に管理された水田。 

 

 施策の達成度を測る指標 

                   年度 

 項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

事業により整備したフレコン出荷施設（か所） なし 26 60 

 

＊ 新規需要米の作付面積と１施設当たりの処理能力を勘案し、３年後には 26 か所、10 年後には 60 か所の    

出荷施設を整備（現状：H21） 

 

（２）水田の団地化による麦・大豆の高品質・安定生産の推進 

 ア 土地利用調整などによる団地化と営農集団の育成支援 

水田転作で、団地化して麦・大豆の生産に取り組む営農集団等においては、蓄積さ

れた生産技術や資本装備を生かした高品質・安定生産の取組を引き続き支援します。 

また、ほ場整備などを契機に、集落や地域の合意形成を図り、新たな営農集団を  

育成します。 

 

 イ 小麦の品種転換の推進 

現在の主要品種である「農林61号」と比較し、成熟期が早く、耐倒伏性にも優れ、

縞萎縮病等の抵抗性を有する品種「さとのそら」へ円滑に作付転換します。 

これに向け、麦生産農家等に対し、品種特性や標準的な栽培技術について啓発・  

普及を図るための現地検討会等を開催します。 

 

 ウ 大豆３００Ａ技術の励行 

大豆３００Ａ研究センター（（独）農業・食品産業技術総合研究機構）で開発された、

は種時期の湿害回避や作業の省力化を図ることができる無培土・狭畦密植栽培等の 

新しい耕起・は種等技術（大豆３００Ａ技術）の導入を推進します。大豆３００Ａ技術

の導入に当たり営農集団等が行なう実証展示ほの設置や、必要となる機械装備の整備に 

対する支援を行ないます。 

  ○水田自給力の向上対策 

  ○農産産地の施設・機械整備支援 
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 エ 種子生産地の育成及び優良種子の生産確保 

種子生産地が一地区であることから、気象変動による種子の安定供給が危惧されて

います。このため、麦・大豆の優良種子の生産を担う新たな種子生産地の設置と種子

生産者を育成します。 

  ○農産産地の施設・機械整備支援 

 

 

 施策の達成度を測る指標 

          年度 

 項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

小麦の作付品種の転換及び

作付面積※（ha）＊１ 

444 

（農林61号） 

540 

（さとのそら） 

740 

（さとのそら） 

大豆の作付面積※（ha）＊２ 718 770 860 

  

※ 年次 

＊１ 国の食料・農業・農村基本計画の生産数量目標に準じ３年後、10年後を設定（現状：H22） 

＊２ 国の食料・農業・農村基本計画の生産数量目標に準じ３年後、10年後を設定（現状：H21） 

 

（３）有害鳥獣被害防止対策の実施 

 ア 有害鳥獣被害防止対策の実施 

   稲被害の７割以上がイノシシによるものであることから、防護柵の設置に対する

支援や研究チームによるイノシシ被害急増対策事業を実施します。 

また、イノシシに餌や棲家を提供しているとされる耕作放棄地などの生息環境につい

て、被害地域の関係者と一体となって適切な整備・管理に取り組み、被害を抑制します。 

  ○イノシシ等有害鳥獣被害の防止対策の実施 

 

施策の達成度を測る指標 

              年度 

 項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

有害鳥獣による稲・麦・豆類の被害額 

（百万円） 
112 103 90 

※ 平成22年5月25日現在 

＊ ３年後及び10年後とも各種対策の実施により現状被害額の拡大を抑制（現状：H21年） 

 

 



- 15 - 

３ 落花生や畑作麦の生産振興 

（１）落花生の生産振興 

 ア 落花生の機械化の推進 

落花生は、他作物に比較して機械化が遅れていることから、関係機関との連携の下、

播種、収穫や調整などの負荷の高い作業について、機械化作業体系を確立します。 

  ○落花生作業用機械の開発支援 

 

イ 新たな乾燥技術の開発 

落花生の品質向上や優良種子確保のため、収穫後の乾燥調整は重要ですが、従来の

ボッチ積による自然乾燥は天候に左右されるとともに、多大な労力を要するため、

ボッチ積と同等の乾燥技術を確立し、作業の省力化を図ります。 

 

 ウ 収益性の向上を目指す産地の支援 

落花生の品種としては、引き続き「千葉半立」を中心と位置づけ、加工業者等との

契約栽培による生落花生の取引体系に加え、産地自らが加工施設等の導入により、

落花生の生産から加工まで行う、収益の向上に向けた産地づくりを支援します。 

○「ちばの落花生」産地の収益力向上の支援 

 

 エ ゆで落花生用品種「おおまさり」等のブランド化の推進 

ゆで落花生「郷の香」に加え、平成21年度にデビューした「おおまさり」について

は、団体（（社）千葉県落花生協会等）との連携の下、需要拡大に向けたメディアや   

イベント等を活用しＰＲ活動を実施するとともに、新商品の開発やホテル、飲食店等

の新規需要の確保と栽培技術の普及によりブランド化を推進します。 

  ○県産農林水産物のブランド化の推進 

 

 オ 優良種子の確保 

高齢化等による採種組合の弱体化により種子の品質低下や生産量の減少が懸念される

ため、機械整備の支援による新たな採種組織を育成し、落花生種子の安定供給体制を

整えます。 

  ○農産産地の施設・機械整備支援 

 

カ 保存性と食味に優れる新品種の育成 

長期に渡り品質を保持でき、ショ糖含有量が高く良食味の新品種を育成し、千葉県

落花生のさらなるブランド化を推進します。 

  ○千葉を元気にするオリジナル品種の開発と定着 
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 施策の達成度を測る指標 

             年度 

 項目 
現 状 ３年後 （参考）10年後 

千葉半立の作付面積（ha）＊１ 3,664 3,600 3,800 

ナカテユタカの作付面積（ha）＊２ 1,605 1,600 1,700 

郷の香の作付面積（ha）＊３ 159 200 200 

おおまさりの作付面積（ha）＊４ 40 200 300 

＊１ 千葉半立は、３年後は微減の3600haに、10年後には3800haに拡大（現状：H22） 

＊２ ナカテユタカは、３年後は微減の1600haに、10年後に1700haに拡大（現状：H22） 

＊３ 郷の香は、３年後は微増の200haに、10年後は200haに維持（現状：H22） 

＊４ おおまさりは、３年後は200haに拡大し、更に10年後には300haに拡大（現状：H22） 

 

（２）畑作麦の生産振興 

ア 製パンに適する小麦品種の導入支援 

収益性の高い野菜作との輪作作物として、製パンに適する小麦品種「ミナミノカオリ」

などの導入を図るため、収量を確保する技術の開発・実証を行ないます。 

  ○連作障害回避のため輪作体系の推進 

 

 施策の達成度を測る指標 

          年度 

 項目 
現 状 ３年後 （参考）10年後 

麦（畑）の作付面積（ha） 211 230 320 

＊ 国の食料・農業・農村基本計画の生産数量目標に準じ３年後、10年後を設定（現状：H22） 

 


