
施策の達成状況が昨年度と比較して評価区分が変更となった施策の理由等について

部名 課名 施策名
平成21年度
達成状況

参考
平成20年度
達成状況

評価区分変更の理由（成果・問題点等）

農林水産部 農林水産政策課
総合的な農林水産政策
の立案・調整 A B

　平成２０年度は施策の柱である「適切な組織運営」について、中間指標（「部内職員の業務等の遂
行状況を把握し、適切な組織運営を進めること」）の評価を、事務費の不適切な処理があったことか
ら「Ｂ」評価としました。
　２１年度はこれを改善し、適切な組織運営を行ったことから「Ａ」評価としました。

農林水産部 農村振興課
地域資源を活かした農
村づくりの推進 B A

　３つの施策展開の中で、上位指標にある「観光農林漁業入込数」について、２１年度実績は４０８
万人で、２０年度（３９５万人）よりも増加し、概ね達成されたものの目標である４１０万人には至らな
かったことや、「耕作放棄地の面積について」、農振農用地の耕作放棄地について目標である「耕
作放棄地の減少」として１０３haが解消されたものの、２１年度中に新たな耕作放棄地が確認された
ことにより、２０年度面積よりも耕作放棄地が増加したことなどから、全体的な課の評価を「B」評価
としました。

農林水産部 漁業資源課 栽培漁業の推進 A B

　平成２０年度は、４つの施策展開のうち３つの上位指標である「海面漁業・養殖業生産量」が判明
していなかったが、中間指標のうち｢天然種苗の放流量」が「C」評価であったため「B」評価としまし
た。平成２１年度は、｢天然種苗の放流量」は「C」評価のままであるものの、２０年度に比べ放流量
が増えていること、また、「海面漁業・養殖業生産量」が基準年より増加していることから「A」評価と
しました。



平成21年度課所掌基本施策事後評価結果
施策展開の柱の上位成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 上位成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

農林水産部 団体指導課
農林水産関係団体の適
正な運営の確保と制度融
資による金融支援

Ⅰ　農協、漁協等の適正
な運営の確保と生産活動
高度化の実現に向けた金
融支援

沿海地区漁協の当期利
益計上組合数

41組合中32組合
(19年度)

40組合中35組合
(21年度)

40組合中26組合
(21年度)

　沿海地区漁協の経営について、系統団体との連
携による指導強化により、単年度収支は概ね改善
傾向にありますが、なお多くの漁協が繰越欠損金
を抱えており、その改善が喫緊の課題となってい
ます。
　沿海地区漁協の当期利益計上組合数の減少に
ついては、カイヤドリウミグモの発生によるアサリ
漁業及び不安定な海況によるノリ養殖業の不振等
が主な原因です。

漁協については、引き続き組織事業の再編を推進
するとともに、経営改善の最大の障害である繰越
欠損金の解消に向け、県漁連が中心となって設置
した「ＪＦ経営指導千葉県委員会」の活動等を通
じ、経営不振漁協対策に積極的に取り組みます。

農林水産部
生産販売振
興課

園芸・農産作物の生産振
興と販売促進

Ⅲ　水田有効活用促進対
策の推進

主食用水稲作付面積
61,800ヘクタール

（20年）
49,350ヘクタール

 (21年)
60,433ヘクタール
 (22年3月)

　水稲作付面積が目標に達しなかった要因は、国
の追加支援策の公表時期が田植え後であり、農
家の理解が得られなかったものの、飼料用米・米
粉用米は昨年に比べ大きく拡大しました。

　平成22年度から新たに始まる「戸別所得補償モ
デル対策」においても、市町村・ＪＡ等と連携し、す
べての農家が制度を理解するよう周知し、本県水
田の特性にあった飼料用米等の新規需要米の取
り組みを引き続き支援します。

農林水産部
安全農業推
進課

食育の推進、環境保全型
農業の推進、食の安全・
安心の推進

Ⅰ　食育の推進
ちば食育ボランティアの活
動報告数

802件
(19年度)

10%以上増加
(21年度)

852件(6%増加)
(21年度)

　地域に根ざした取組を行うために食育ボランティ
アの活動は重要であり、活動報告数は増加しまし
たが、目標には達しませんでした。

　市町村食育推進計画の策定を推進するととも
に、食育サポート企業と食育ボランティアとの連携
を強化して、地域に根ざした食育を一層進めます。

農林水産部
安全農業推
進課

食育の推進、環境保全型
農業の推進、食の安全・
安心の推進

Ⅱ　環境保全型農業の推
進

ちばエコ農業を知っている
人の割合

42.5%
(19年度)

50%
(21年度)

38.1%
(21年度)

　ちばエコ農業」を知っている人が増えない要因と
しては、栽培面積が増えないために「ちばエコ農産
物」に触れる機会が少ないことが考えられます。こ
のため、より生産者が取り組みやすい制度に見直
すとともに、消費者へのＰＲ活動を強化する必要が
あります。

　「ちばエコ農産物」認証制度の改正により申請の
円滑化と負担軽減をすすめ、生産者の取り組みを
促進します。また、「ちばエコ農業」生産者協議会と
の連携を密にして、効率的にＰＲを実施します。

農林水産部 耕地課
「ちば」の食と農をささえる
水・土・里づくり

Ⅲ　農村地域の災害防止

湛水防除事業整備完了
地区面積の累計（進捗
率）（H18年度時点の要整
備面積：3,466.6ha）

42ha（1.2％）
（19年度）

313.7ha（9.0％）
（21年度）

129.8ha（3.7％）
（22年3月）

国・県・市町村の財政事情の悪化から事業の進捗
が遅れたため、完了地区面積が目標に達しません
でした。

　決壊等の恐れのあるため池や地すべりの兆候の
見られる区域については、早急に対応する必要が
あることから、応急対策として県単事業を有効に活
用します。また、22年度より多くの事業が交付金制
度に移行し、県の裁量で地区への予算配分が可
能となったため、効果の早期発現が見込める地区
から予算の重点配分等を行います。

農林水産部 耕地課
「ちば」の食と農をささえる
水・土・里づくり

Ⅲ　農村地域の災害防止

ため池等整備事業完了地
区面積の累計（進捗率）
（H18年度時点の要整備
面積：348.7ha）

213.3ha（61.2％）
（19年度）

296.7ha（85.1％）
（21年度）

214.1ha（61.4％）
（22年3月）

国・県・市町村の財政事情の悪化から事業の進捗
が遅れたため、完了地区面積が目標に達しません
でした。

　決壊等の恐れのあるため池や地すべりの兆候の
見られる区域については、早急に対応する必要が
あることから、応急対策として県単事業を有効に活
用します。また、22年度より多くの事業が交付金制
度に移行し、県の裁量で地区への予算配分が可
能となったため、効果の早期発現が見込める地区
から予算の重点配分等を行います。

農林水産部 農村振興課
地域資源を活かした農村
づくりの推進

Ⅰ　地域の活性化と交流
の推進

耕作放棄地の面積
2,228 ha
（20年度）

耕作放棄地の減少
を目指します
（21年度）

2,531 ha
 (21年度)

耕作放棄地の面積については、103ヘクタール
（農業振興地域内の農用地）が解消されたもの
の、調査精度の向上により新たな耕作放棄地が確
認されたことや新たな耕作放棄地が発生したこと
により、2,531haに増加しました。

　耕作放棄地の解消については、耕作放棄地解消
キャンペーン等の広報活動や市町村耕作放棄地
対策協議会の設置の働きかけ等を継続して行い、
耕作放棄地解消に対する理解の醸成を図るととも
に、再生利用活動への支援を行い、活用主体の拡
大に努めます。



平成21年度課所掌基本施策事後評価
施策展開の柱の中間成果指標が当初予定した目標の水準に達していないものについての対応状況

部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

農林水産部
生産販売振
興課

園芸・農産作物の生産振
興と販売促進

Ⅲ　水田有効活用促進対
策の推進

飼料米の作付面積
　77ヘクタール
（20年度）

1,830ヘクタール
（21年度）

126ヘクタール
(22年3月)

　農家の理解を得て飼料用米等の定着を図るため
には、国の制度が恒久的なものとなることが必要
です。

　平成22年度から新たに始まる「戸別所得補償モ
デル対策」においても、市町村・ＪＡ等と連携し、す
べての農家が制度を理解するよう周知し、本県水
田の特性にあった飼料用米等の新規需要米の取
り組みを引き続き支援します。

農林水産部
生産販売振
興課

園芸・農産作物の生産振
興と販売促進

Ⅳ　地域特性を生かした
個性豊かな産地の育成

農産産地づくり取組数
　18地区
（20年度）

14地区
（21年度）

9地区
（22年3月）

　国庫事業（農産振興施設整備型）の補助対象が
共同育苗施設、集出荷貯蔵施設等の施設のみと
なったことから、機械との一体的な整備を希望する
産地が農産産地づくり事業導入を控えたことに加
え、大規模産地での施設導入希望が多く、事業採
択が難しくなったことにより本事業導入は無く、県
単事業の９地区にとどまりました。

　米、麦、大豆に取り組む大規模産地においては、
コスト軽減を図るため、「農畜産業機械等リース事
業（経営体育成型）」等の国の各種補助事業への
利用導入啓発や、特色ある産地づくりに取り組む
営農集団や優良種子の生産を担う種子生産組合
を育成するため、必要な機械施設の整備等に対し
ての県単補助事業の活用支援を図ります。

農林水産部
安全農業推
進課

食育の推進、環境保全型
農業の推進、食の安全・
安心の推進

Ⅰ　食育の推進
ちば食育サポート企業の
登録数

122社
(19年度)

10%以上増加
(21年度)

129社(6%増加)
(21年度)

　より効果的に食育を進めていくために、企業が有
するノウハウを活用していくことが必要であり、サ
ポート企業は増加しましたが、目標には達しません
でした。

　食育を効率的に進めるため、引き続き企業に対
し、ちば食育サポート企業への登録を働きかけると
ともに、「食育応援企業連絡会」への加入を働きか
けます。

農林水産部 農村振興課
地域資源を活かした農村
づくりの推進

Ⅰ　地域の活性化と交流
の推進

耕作放棄地を有効活用す
る取組数

 －
（１９年度）

５２箇所
（２１年度）

３２箇所
（２１年度）

耕作放棄地を有効活用する取組については、市
町村耕作放棄地対策協議会の設置数が、20年度
末の13箇所に比べ19箇所増の32箇所となりました
が、全対象市町村（当初52箇所、現在は市町村合
併等により49箇所）で取り組むまでには至りません
でした。
これは、本県では土地持ち非農家が所有する耕
作放棄地が多く、耕作放棄地の解消に対する理解
が十分ではないこと等から、国の耕作放棄地再生
利用緊急対策交付金の活用要望が少なかったこと
などによるものと考えられます。

　耕作放棄地の解消については、耕作放棄地解消
キャンペーン等の広報活動や市町村耕作放棄地
対策協議会の設置の働きかけ等を継続して行い、
耕作放棄地解消に対する理解の醸成を図るととも
に、再生利用活動への支援を行い、活用主体の拡
大に努めます。

農林水産部 森林課 美しいちばの森林づくり Ⅰ　森林資源の循環利用
県産木質ペレット生産利
用量

―
174ﾄﾝ
（21年度）

6ﾄﾝ
（21年度）

　燃料の高騰から施設園芸用の木質ﾍﾟﾚｯﾄﾎﾞｲﾗｰ
の導入による県産木質ペレットの生産利用量の増
加を見込みましたが、燃料の値下がり等から導入
されず、利用量は6tにとどまりました。

　県産木質ペレットの生産については、化石燃料と
の価格差等から、急速な増加は見込めない状況に
ありますが、一部地域で小規模ながら生産に着手
している事例があることから、県としてもこの取組を
注視し、課題解決等への協力に努めます。



平成21年度課所掌基本施策事後評価
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部名 課名 施策名 施策展開の柱(柱名) 中間成果指標
現状

（基準年）
目標

（目標年）
達成状況
（年月）

21年度実施結果（成果・問題点等） 22年度以降の対応

農林水産部 水産課
水産物の安定供給と水産
業の健全な発展

Ⅰ　水産物の販売・流通
対策

ホームページ「千葉のさ
かな倶楽部」アクセス件
数

23,639件
（20年度）

25,000件
（21年度）

18,217件
（21年度）

　「ホームページ『千葉さかな倶楽部』アクセス件
数」については、目標を達成するため、各種冊子等
によりホームページをＰＲするなど、広報活動に努
めましたが、目標を下回りました。指標としたホー
ムページのトップページへのアクセス件数は減少し
ているものの、ホームページ全体のアクセス件数
は、年間20.1万件から24.5万件と20年度を上回って
います。したがって、利用者がトップページを経由
せず、目的のページに直接アクセスしていると考え
られ、利用方法が変化してきた可能性があります。

　千葉さかな倶楽部については､従来同様にイベン
ト等の様々な機会を捉えて積極的にＰＲするととも
に､千葉さかな倶楽部協力店の拡充など内容を見
直し､さらに更新頻度を高め､アクセス件数の増加
を図ります。

農林水産部 水産課
水産物の安定供給と水産
業の健全な発展

Ⅳ　漁業生産基盤の整備
漁業師弟制度による定着
支援

２地区２名
（19年度）

２地区２名
（21年度）

０名
（21年度）

　短期漁業研修（１０名）及び国の支援制度を活用
した研修生受け入れ（６名）を行いましたが、受入
漁業者と研修生徒の就業内容等の希望が合致せ
ず、漁業師弟制度（漁業指導者による技術指導・
住居費助成、研修期間６ヶ月以上）を活用するに
至りませんでした。

　新規漁業就業者を確保するために、引き続き短
期漁業技術研修の実施、国の事業を活用した研
修生の受け入れを行い、研修後に定着を目指す者
を対象とした漁業師弟制度による支援を行うととも
に、千葉県漁業協同組合連合会との連携により、
HPによる求人情報を発信してまいります。

農林水産部 漁業資源課 栽培漁業の推進
Ⅰ　水産資源の維持・増
大と持続的利用の推進

天然種苗の放流量
海面 1.2ﾄﾝ
 (19年度)

海面1.6トン
(21年度)

海面0.9トン
(21年度)

　天然種苗の放流については、放流用チョウセン
ハマグリ種苗の産地での生産が少なかったため、
必要量を確保できませんでした。
　天然種苗の放流については、必要な種苗量を確
保することが必要です。

天然種苗の放流については、安定的に放流できる
よう種苗確保に努めていきます。


