
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 農林水産部安全農業推進課 課長名 布留川  純 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

食の安全への関心や、食へのこだわり、新鮮でおいしい農産物など様々な県民ニーズの高まりに応えるため、

「食の安全・安心システム」の構築をはじめ、「千葉ブランド」の象徴である「ちばエコ農産物※」の安定的な生産や

「食」と「農」の大切さを理解し、健康と農林水産業を育む「食育」の展開を図り、全国に誇れる日本一の安心

農林水産物「千葉ブランド」の確立を目指します。 

また、都市に住む人々などが、豊かな自然や景観が残る農山漁村地域に滞在し、地域の自然・文化・産業などの

体験や各種イベント等への参加を通じて、地域との交流を楽しむグリーン・ブルーツーリズム※※の展開による都市と

農村の交流の推進、地域資源を活用した魅力ある交流拠点や市民農園等の整備を図り、地域農業の活性化を目指しま

す。 

※ちばエコ農産物：生産履歴記帳が義務付けられており、農薬、化学肥料を５０％以下に減らした農産物（千葉県

が認証するもの） 

※グリーン・ブルーツーリズム：都市に住んでいる人々などが、緑豊かな農山漁村に出かけ、農家民宿などに滞在

し、その地域の自然、文化、産業等を体験したり、まつりやイベントに参加して余暇を楽しむこと 

２ 施策の概要 

施策名 安全・安心な農産物の安定供給と地域農業の活性化 
施策 
コード

４ ‐ ０ ６ ０ ３

アクションプラン 
における位置付け 

戦略 ２ 観光立県千葉の実現 
戦略 ３ 日本一の安心農林水産物「千葉ブランド」の確立 
施策１９ 資源循環型社会づくりの推進 
施策２６ 国際化に対応した力強い農林水産業の展開 

上位政策 
計画等 

・あすのちばを拓く１０のちから 
  ５ 大地と海のめぐみのちから 
  ７ くらしを守るちから 
・大地と海の「グリーン・ブルーツーリズムｉｎ
ちば」推進方針 

関係
課名

健康増進課、衛生指導課、資源循環推
進課、観光課、農林水産政策課、農業
改良課、生産振興課、畜産課、水産課、
漁港課、（教）指導課、（教）学校保健
課、（教）文化財課 

（最終成果指標／上位成果指標） ※「課の使命・役割」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年） 
目標 

（目標年） 
達成状況 
（年度） 

区
分

ちばエコ農産物栽培面積 
1,913 ﾍｸﾀｰﾙ 

(16年度) 

5,000 ﾍｸﾀｰﾙ 

(18年度) 

10,000 ﾍｸﾀｰﾙ 

(20年度) 

3,310 ﾍｸﾀｰﾙ 

(18年度) 
Ｃ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

（安全・安心な農産物の安定供給） 

食の安全・安心にかかる諸問題の発生により、県民の食の安全・安心に対する関心が高まり、

消費者の購買行動は安全・安心を重視したものへと変化している。 

このことから、生産者等は食の安全及び消費者の信頼の確保のために、社会的責任の自覚と

実践が不可欠となっている。 

また、行政等からの適正な情報提供により、消費者も食に関して、適切な判断力を身に付け

ることが求められている。 

（地域農業の活性化） 

ＪＲ東日本と地元観光業者が協力して行う「デスティネーションキャンペーン」が、平成

１９年２月１日から４月３０日まで実施され、グリーン・ブルーツーリズムがＰＲされること

から、都市と農山漁村の交流など、千葉県型グリーン・ブルーツーリズムのより一層の推進が

期待できる。 



目標の 

達成状況総括 

安全・安心な農産物の安定供給と地域農業の活性化に向けて概ね順調に進んでいます。 

その理由としては、次のような事項が挙げられます。 

Ⅰ ちばエコ農業の推進については、 

産地の指定数と品目数やエコファーマー認定数が目標を上回りました。一方、ちばエコ

農産物栽培面積は、目標には達しませんでしたが、平成１６年度と比較して、約１．７倍の

３，３１０ヘクタールまで拡大しています。 

Ⅱ 食の安全・安心体制の整備については、 

食品表示の適正化を図るため、販売店などへの巡回指導を強化しましたが、食品販売店等

における食品品質適正表示率は、５６％と目標には達しませんでした。 

Ⅲ 食育の推進、食と農林水産業の理解増進 

ちば食育ボランティアの登録数とその活動報告件数が、目標を上回ったほか、千葉県食育

推進計画（仮称）の策定に当たって開催した地域タウンミーティングやシンポジウムにより、

県民の食育に対する関心が高まりました。 

Ⅳ 都市と農山漁村の交流の推進 

「グリーン・ブルーツーリズム担い手養成塾」の開催等により、グリーン・ブルーツーリ

ズムインストラクターが９名増加し、４８名となりました。 

Ⅴ 中山間地域等の活性化 

新たに市原市及び長南町で中山間地域等直接支払交付金制度の取組が開始されました。交

付金の支払農地面積は１，０９１ヘクタールで、これらの農地では、耕作放棄地の発生が未

然に防止され、中山間地域の多面的機能の維持・増進が図られました。 

Ⅵ バイオマス利活用の推進 

バイオマス利活用の推進活動により、食品関係者等の意識啓発が図られましたが、利活用

施設の増加には至りませんでした。 

３ 施策展開                                      （単位：千円、人） 

１７年度当初予算 １８年度当初予算 
施策展開の柱（中位目的） 

１７年度決算 １８年度決算 

4,424 27,370 

金額

2,508 16,601 

3.0 3.5 

Ⅰ 

（ちばエコ農業の推進） 

消費者の農産物に対する安全・安心への要望に応えるため、

「ちばエコ農産物」の生産拡大が求められています。 

このため、県認証制度の改善・検討や産地拡大のための

栽培技術導入支援、普及啓発対策を実施します。 

さらに、「ちばエコ農業」に対する理解の促進と消費拡大を

図るため、生産者・販売店及び消費者の意見交換を行います。

併せて、「持続農業法」に基づき、土づくり、減化学肥料、

減化学農薬の３技術を導入する「エコファーマー」の認定を

促進します。 

人員

3.0 3.5 

59,680 36,259 

金額

39,023 41,444 

7.0 6.0 

Ⅱ 

（食の安全・安心体制の整備） 

食品表示の適正化を図るため、販売店などへの巡回指導を

強化し、消費者が安全で安心な農林水産物を適切に選択でき

るよう推進します。 

また、食の安心を確保するため、生産から流通・販売の

各段階で生産履歴情報等を追跡することができるトレーサビ

リティシステムの導入を推進します。 

さらに、地域特産作物等への農薬登録の適用拡大を図り、

併せて農薬使用基準の周知徹底とともに、農薬による事故防

止及び農薬の適正な流通・使用の推進と残留農薬分析を実施

します。 

人員

7.0 6.0 

14,430 17,050 

金額

14,406 16,049 

3.0 4.0 

Ⅲ 

（食育の推進、食と農林水産業の理解増進） 

子どもの頃から「食」の大切さを教えるとともに、「食」を

通じて健康づくりや地域の食文化への関心を高めていくこと

が重要です。 
このため、食育を学校や地域、家庭で推進し、食と農の大

切さをみんなで実感し、健康と農林水産業を大きく育んでい

くよう目指します。 
また、食育基本法に基づく、県食育推進計画を策定します。

人員

3.0 4.0 



146,135 26,077 

金額

116,632 14,221 

3.8 4.1 

Ⅳ 

（都市と農山漁村の交流の推進） 

農林水産業と観光産業などが連携した新たな取り組みとし

て、『大地と海の「グリーン・ブルーツーリズムｉｎちば」

推進方針』により、都市と農山漁村の交流など千葉県型グリ

ーン・ブルーツーリズムを推進します。 

このため、多様な地域資源を活用した体験農業活動や魅力

ある交流拠点等の整備を図り、都市農村交流や地域の活性化

を推進します。 

人員

3.8 4.1 

292,933 209,509 
金額

264,093 149,230 

1.4 1.2 
Ⅴ 

（中山間地域等の活性化） 

自然・経済・社会的条件が不利な中山間地域において、

農業生産活動を継続することで、耕作放棄の発生を未然に防

止し、多面的機能の維持・増進、地域社会の活性化を図りま

す。 
人員

1.4 1.2 

8,139 5,760 
金額

18,448 5,731 

0.8 0.7 

Ⅵ 

（バイオマス※※※利活用の推進） 

食品関連事業者から排出される食品残渣等の再生利用等の

実施率の向上を目指す「食品リサイクル」を推進し、環境と

調和のとれた循環型社会の構築を図ります。 

※バイオマス：再生可能な生物由来の有機性資源で、化石資

源を除いたもの。薪などの木材資源、木質・古紙ぺレット、

家畜の糞尿、生ごみ、食品工場からでる廃棄物など 

人員

0.8 0.7 

（中間成果指標） ※「施策展開の柱」に対応する指標 

検証指標・手段 
現状 

（基準年） 
目標 

（目標年） 
達成状況 
（年度） 

区
分

ちばエコ農業産地指定 
78地区 

(17年度) 

80地区 

(18年度) 

100地区 

(18年度) 
Ａ

ちばエコ農産物品目数 
71品目 

(17年度) 

70品目 

(18年度) 

83品目 

(18年度) 
Ａ

Ⅰ 

エコファーマー認定数 
1,066人 

(17年度) 

1,500人 

(18年度) 

1,000人 

(20年度) 

1,572人 

(18年度) 
Ａ

Ⅱ 
食品販売店等における食品品質適

正表示率 

65％ 

(17年度) 

70％以上 

(18年度) 

56％ 

(18年度) 
Ｂ

ちば食育ボランティアの登録者数 
3,803人 

(17年度) 

4,000人 

(18年度) 

5,081人 

(18年度) 
Ａ

Ⅲ 

ちば食育ボランティアの活動報告

数 

601件 

(17年度) 

600件 

(18年度) 

633件 

(18年度) 
Ａ

Ⅳ 
グリーン･ブルーツーリズムイン

ストラクター養成者数（累計） 

39名 

(17年度) 

65名 

(18年度) 

48名 

(18年度) 
Ｃ

Ⅴ 
中山間地域等直接支払制度に取り

組む集落協定数（個別協定を除く） 

163集落協定 

(17年度) 

165集落協定 

(18年度) 

166集落協定 

(18年度) 
Ａ

Ⅵ 
バイオマス利活用施設設置数（累

計） 

4箇所 

(17年度) 

5箇所 

(18年度) 

4箇所 

(18年度) 
Ｂ



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

（ちばエコ農業の推進） 

申請量の増加に伴い、認証業務が過剰状態になっているため、認証体制及び認証様式の改善が必要と

なっており、「ちばエコ農産物」の栽培面積、供給量のさらなる拡大を図るためには、制度の抜本的な

見直しが必要です。 

また、農業生産が環境に与える負荷を低減するため、農薬や化学肥料の使用量を減らす「エコファー

マー」の認定促進など持続的な農業を推進する必要があります。 

（食の安全・安心体制の整備） 

食の安全・安心に関わる諸問題の発生や食品の偽装表示など生産から販売に至るまで、消費者の信頼

が揺らいでいることから、ＪＡＳ法に基づく食品表示の適正化を推進するため、一層の啓発・指導の

強化を図ることが必要です。 

 農薬取締法の改正（平成１５年３月）により、農薬使用者（農業者等）には、より一層の適正・安全

使用が求められることから、農薬の安全・適正使用の推進を図るため、立入検査等による徹底した指導

が必要となっています。 

（食育の推進、食と農林水産業の理解増進） 

食育は、学校、地域、家庭において、健康、農林、教育など幅広い取り組みが求められるため、

部局横断的に連携しながらの施策の展開が求められています。 

登録された「ちば食育ボランティア」とともに、食育の推進を図っていますが、施策の終了後も、

自主的な取り組みが地域に根付くことが重要であるため、「ちば食育ボランティア」の活動の場の拡大と

促進を図ること、さらには地域拠点の育成やネットワーク化が求められています。 

（都市と農山漁村の交流の推進） 

平成１５年２月に策定した『大地と海の「グリーン・ブルーツーリズムｉｎちば」推進方針』に基づ

き、６地域グリーン・ブルーツーリズム推進協議会等を設置し、千葉県型のグリーン・ブルーツーリズ

ムの推進に取り組んできましたが、今後とも、引き続き受け入れ体制の充実を図るとともに、都市住民

に向けたＰＲ活動に取り組むことが必要です。 

（中山間地域等の活性化） 

平成１２年度から中山間地域等直接支払交付金制度に取り組み、耕作放棄の防止、地域社会の活性化

に多大な効果が生じていますが、地域農業の活性化のため、より一層、制度の活用を図ることが必要で

す。 

（バイオマス利活用の推進） 

農業の自然循環機能の維持増進を図るためには、農薬及び肥料の適正な使用の確保、家畜排泄物等の

有効利用による地力の増進等が必要です。 

今後の 

施策展開 

（ちばエコ農業の推進） 

「ちばエコ農産物」の栽培面積、供給量のさらなる拡大を図るため、産地拡大のための栽培技術導入

支援、普及啓発対策を実施するとともに、消費者、流通関係者、生産者同士の連携強化により、消費者

の需要に応えられる生産体制の確立を目指します。 

また、「ちばエコ農業」の地域推進計画等を検討するため、１７年度に設置した「地域推進会議」にお

いて市町村、農協などとの連携強化を図り、生産者への普及啓発に努めるとともに、益々増大する

「ちばエコ農産物」の認証業務に的確に対応するため、認証業務の改善を検討します。 

併せて、「持続農業法」に基づき、土づくり、減化学肥料、減化学農薬の３技術を導入する「エコファ

ーマー」の認定を促進します。 

（食の安全・安心体制の整備） 

「ちばエコ農産物」の主要品目について、モデル地区を設置し、生産段階から流通・販売段階に至る

双方向の情報交換ができるトレーサビリティシステムの構築を図ります。 

農薬の安全かつ適正な販売・流通、使用の徹底を図るため、販売者・使用者を対象とした研修会の

開催、立入検査・指導、農薬管理指導士の認定等を実施し、使用基準の遵守、農薬事故の防止を図ると

ともに、地域特産作物の安定生産を図るため、農薬の適用拡大のための各種試験を実施します。 

併せて、県産農産物の信頼確保、安全・安心な農産物を生産するために、農産物が出荷される前に

残留農薬分析を実施し、農薬の適正・安全使用の徹底を図ります。 

ＪＡＳ法に基づく食品表示の適正化を推進するため、消費者の理解を深めるとともに、食品販売業者

等への啓発・指導の強化に努めます。 

 



（食育の推進、食と農林水産業の理解増進） 

平成１６年度に設置した、ちば「食へのこだわり」県民づくりプロジェクト推進連絡会議において、

健康・農林・教育など部局横断的な連携強化を図るとともに、各農林振興センター段階で市町村及び

教育委員会など関係機関による食育の推進体制の充実により、地域、学校、家庭における幅広い食育を

推進します。 

また、引き続き「ちば食育ボランティア」の食育活動に取り組む環境の整備とネットワーク化を目指

した事業の実施や食育推進のための情報提供、情報交換の場を通して、「ちば食育ボランティア」を

支援します。 

（都市と農山漁村の交流の推進） 

都市と農山漁村の交流を具体化するために、６地域グリーン・ブルーツーリズム推進協議会、サポー

トチーム、庁内連絡会等の推進組織と連携をとって、ＰＲ活動を含めた各種事業に取り組みます。 

また、国庫補助事業を活用し、地域の農産物や農村の自然・文化等の資源を活用したコミュニティビ

ジネスにより地域の課題を解決し、地域の活性化を一層推進します。 

さらに、農業振興に著しく貢献した農業者を顕彰し、地域農業の一層の発展を目指します。 

（中山間地域等の活性化） 

平成１７年度以降も制度が継続された中山間地域等直接支払制度をより一層活用し、制度実施農地の

拡大と集落協定数の増加を図り、農業の持つ多面的機能の維持に努めます。 

（バイオマス利活用の推進） 

食品関連事業者から排出される食品残渣等の再生利用等（発生の抑制・再利用・減量）の実施率の

向上を目指し、先進的・モデル的な食品リサイクル施設への整備等を支援します。 

昨年度と

の主な変

更点・改

善点 

（ちばエコ農業の推進） 

「ちばエコ農業」の認証手続き、出荷前の現地確認方法等、認証業務の見直しを検討します。 

さらに、「ちばエコ農業」に対する理解の促進と消費拡大を図るため、生産者・販売店及び消費者の

意見交換を行います。 

（食の安全・安心体制の整備） 

生産者や消費者に「千葉県食品等の安全・安心の確保に関する条例」の周知を図るとともに、リスク

コミュニケーションの推進により、食の安全・安心の確保に努めます。 

トレーサビリティ推進のための講演会を開催するとともに、生産履歴記帳について、地域段階での

研修・指導を行います。 

（食育の推進、食と農林水産業の理解増進） 

平成１７年７月に施行された食育基本法に基づき、県食育推進県民協議会や食育シンポジウムなどで

意見を聞きながら、県食育推進計画を策定します。 

（都市と農山漁村の交流の推進） 

グリーン･ブルーツーリズムのＰＲを、ＪＲ東日本と地元観光業者が協力して行う観光キャンペーンで

ある「デスティネーションキャンペーン※」の一つとして実施します。 

グリーン・ブルーツーリズム受入体制整備の一層の充実を図るため、休憩施設・トイレ等の整備、

景観整備、民具修復等に対する支援を行います。 

農業コミュニティビジネス支援制度※により、地域住民が主体となり、地域の課題をビジネスとして

継続的に取り組むことにより解決し、地域を活性化します。 

※デスティネーションキャンペーン：地方自治体や地元観光関係者とＪＲ６社等が協力して実施する日

本最大規模の観光キャンペーンです。本県では初めて開催され、期間は平成１９年２月１日から４月

３０日までです。 

※農業コミュニティビジネス支援制度：「こんなサービスがあったらいいな」とか「ここを解決したら

住みやすいな」といった地域の多種多様な課題や要望を満たすため、地域住民が主体となって地域

の問題を解決し、新たな雇用を作り出し地域を元気にする事業です。 

 

 

 

 

 

 

 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・ちばエコ農業県審査委員会の開催 

・ちばエコ農業地域審査会の開催 

・ちばエコ農業地域推進会議の開催 

・ちばエコ農業産地アドバイザーの設置 

・ちばエコ農業リーフレットの作成 

 

 

・食品表示巡回指導（青果物） 

・食品表示窓口の運営（通年） 

・ＪＡＳ法に基づく販売店等に対する調査・

検査（通年） 

・農薬安全使用研修会の開催 

・農薬販売・使用者への立入検査（通年） 

・農薬登録拡大試験の実施（通年） 

・生産管理記帳の推進指導（通年） 

 

 

 

・県食育推進県民協議会の設置、開催 

・食育推進連絡会議の開催 

・ちば食育活動だよりの作成配布 

・食育ボランティア活動促進事業の実施 

 

 

 

 

 

 

・各地域グリーン･ブルーツーリズム推進事

業の実施（通年） 

・直売所＆農・漁体験ガイドブック作成 

（～3月）

・中山間直接支払制度の市町村への研修 

４月 

～６月

・ちばエコ農業地域審査会の開催（4月） 

・ちばエコ農業担当者会議の開催（4月） 

・ちばエコ農業産地アドバイザーの設置(4月) 

・ちばエコ農業県審査委員会の開催（5月） 

・農地・水・環境保全向上対策説明会 

(5,6月：13回) 

 

・食品表示巡回指導（380店舗） 

・食品表示窓口の運営（通年、14カ所） 

・ＪＡＳ法啓発セミナーの開催（6回） 

・ＪＡＳ法に基づく販売店に対する調査・検査（17

件） 

・農薬安全使用研修会の開催2回 

・農薬販売・使用者への立入検査（通年） 

・農薬登録拡大試験の実施（通年） 

・生産管理記帳の推進指導（通年） 

・生産履歴地域推進協議会の開催（8地域） 

 

・「ちばっ子元気に」食と農の体験事業を公立小・

中学校３０校で開始（4月） 

・ちば「食へのこだわり」県民づくりプロジェク

ト推進連絡会議の開催（７部２７課、第 1回 4

月、第2回 6月） 

・地域における食育推進会議の開催（各農林振興

センター10ヶ所、6～3月実施） 

・ちば食育ボランティア活動促進事業業務企画の

公募（6月） 

 

・各地域グリーン･ブルーツーリズム推進事業の

実施（通年） 

・中山間直接支払制度の市町村への研修 

７月 

～９月 

・ちばエコ農業県推進委員会の開催 

・ちばエコ農業県審査委員会の開催 

・ちばエコ農業地域審査会の開催 

・ちばエコ農業地域推進会議の開催 

 

 

 

・食品表示巡回指導（水産物） 

・ＪＡＳ法啓発セミナーの開催 

・食品表示ウオッチャーの設置 

・生鮮食品販売店に対する表示啓発委託 

・農薬安全使用研修会の開催 

・生産履歴地域推進協議会の開催 

 

 

 

７月 

～９月

・ちばエコ農業地域審査会の開催（7月） 

・ちばエコ農業県審査委員会の開催（8月） 

・農地・水・環境保全フォーラムの開催(8月) 

・農地・水・環境保全向上対策説明会 

（8月下～9月上：10か所） 

・「ちばエコ農業」躍進大会 イン 印旛（9月）

 

・食品表示巡回指導（583店舗） 

・ＪＡＳ法啓発セミナーの開催（3回） 

・ＪＡＳ法に基づく販売店に対する調査・検査（2

件） 

・食品表示ウオッチャーの設置（委嘱7月、活動

期間8月～3月） 

・生鮮食品販売店に対する表示啓発委託（159店）

・農薬安全使用研修会の開催（3回） 

・生産履歴地域推進協議会の開催（1地域） 



・ちばの食育活動だよりの作成配布 

・食育ボランティア地域講習会等の開催 

・地域食育シンポジウムの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グリーン・ブルーツーリズムサポートチー

ム会議の開催 

・各地域グリーン･ブルーツーリズム推進協

議会開催 

・中山間直接支払交付金の所要額の取りまと

め 

・「ちばっ子元気に」食農体験ニュースを「ちば

の食育」ホームページに掲載開始（7月） 

・ちば食育ボランティア活動促進事業実施主体の

決定（5団体、7月） 

・ちばの食育活動だより第7号の発行（8月） 

・食育推進計画に係る意見・提案を聴く地域タウ

ンミーティング及び地域シンポジウムを開催

（各農林振興センター10ヶ所、8～1月） 

・食育推進計画策定に係る意見・提案を栄養士や

学生、また、食育活動を行う団体などと、個別

に話し合う意見交換会を実施(16回、8～12月)

・「ちばの食育２００６」実行委員会（シンポジ

ウム）を開催(第 1回 8月、第2回 9月) 

 

・地域グリーン･ブルーツーリズム推進協議会開

催（南房総エリア、上総エリア） 

・農林水産物直売所調査の実施（7～9月） 

・農林漁業体験施設等調査の実施（7～9月） 

・中山間直接支払交付金の所要額の取りまとめ 

10月 

～12月 

・ちばエコ農業県審査委員会の開催 

・ちばエコ農業地域審査会の開催 

・ちばエコ農業地域推進会議の開催 

・ちばエコ農業躍進大会の開催 

・ちばエコ農業ＰＲ資料（あじごよみ等）作

成 

・ちばエコ農業栽培指導指針等の作成・配布

 

 

 

 

・生産管理記帳地域記帳研修会の開催 

・食品表示巡回指導（米） 

・ＪＡＳ法啓発セミナーの開催 

・米のＤＮＡ鑑定の実施 

 

 

 

 

 

 

 

・ちばの食育活動だよりの作成配布 

・食育シンポジウムの開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 

～12月

・ちばエコ農業技術部会の開催（10,11月） 

・ちばエコ農業地域審査会の開催（10月） 

・ちばエコ農業県推進委員会の開催（10月） 

・ちばエコ農産物拡大戦略会議の開催（10月）

・ちばエコ農業県審査委員会の開催（11月） 

・農地・水・環境保全向上対策説明会（11月）

・「ちばエコ農業」躍進大会 イン メッセ 

(11月) 

・ちばエコ PR 資料の配布（講演会並びに技術啓

発資料） 

 

・食品表示巡回指導（316店舗） 

・ＪＡＳ法啓発セミナーの開催（4回） 

・ＪＡＳ法に基づく販売店に対する調査・検査（9

件） 

・米ＤＮＡ鑑定の実施（30検体） 

・生産管理記帳地域記帳研修会の開催（10月、東

金、191名） 

・トレーサビリィティ推進講演会（10月、東金、

191名） 

・生産履歴地域推進協議会の開催（1地域） 

 

・ちば食育ボランティアの募集（9月） 

・ちばの食育活動だより第8号の発行（11月）

・「ちばの食育２００６」実行委員会を開催(第 3

回 12月) 

・「ちばっ子元気に」食農体験ニュースの収穫号

を「ちばの食育」ホームページに掲載（12月）

・第1回千葉県食育推進県民協議会の開催(12月)

・千葉県食育推進計画策定支援作業部会を設置

し、県食育推進計画(仮称)の検討開始(12月)

 



・農山漁村魅力探訪モニター事業の実施 

・グリーン・ブルーツーリズムインストラク

ター養成講座の開催 

・千葉県農業賞表彰式の開催 

・中山間直接支払交付金の交付 

・地域グリーン･ブルーツーリズム推進協議会開

催（北総エリア、夷隅エリア、南房総エリア）

・農山漁村魅力探訪モニターツアーの開催（北総

エリア、11月 1日・8日の2回） 

・グリーン・ブルーツーリズムサポートチーム員

の派遣（３回） 

・食品リサイクル法の啓発資料の配布（9月） 

・千葉県農業賞表彰式の開催（11月） 

１月 

～３月 

・ちばエコ農業県推進委員会の開催 

・ちばエコ農業県審査委員会の開催 

・ちばエコ農業地域審査会の開催 

・ちばエコ農業地域推進会議の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・食品表示巡回指導（食肉） 

・農薬管理指導士認定・更新研修会の開催 

・トレーサビリティ推進講演会の開催 

・生産管理記帳地域推進協議会の開催 

 

 

 

 

・ちばの食育活動だよりの作成配布 

・ちば食育ボランティア募集・名簿作成 

 

 

 

 

 

 

・農山漁村魅力探訪モニター事業の実施 

・グリーン・ブルーツーリズムサポートチー

ム会議 

１月 

～３月

・農地・水・環境保全向上対策推進会議(1月) 

・ちばエコ農業技術部会の開催（1月） 

・ちばエコ農業地域審査会の開催（1月） 

・ちばエコ農業県審査委員会の開催（2月） 

・ちばエコ農業パンフレットの作成（2月） 

・「ちばエコ農業」躍進大会 イン 房州(2月)

・ちばエコ農産物拡大作戦会議の開催（2月） 

・ちばエコ農業県推進委員会（視察研修会）の開

催（3月） 

・ちばエコ農業栽培指導指針等の作成・配布（3

月） 

・ちばエコ農産物拡大戦略会議の開催（3月） 

 

・食品表示巡回指導（395店舗） 

・ＪＡＳ法啓発セミナーの開催（3回） 

・ＪＡＳ法に基づく販売店に対する調査・検査（7

件） 

・食品表示啓発リーフレットの作成・配布（3月）

・農薬管理指導士認定（2月 27,28日） 

・更新研修会の開催（1月 18日、285名） 

 

・「ちばの食育２００６」の開催（1月） 

・千葉県食育推進計画策定支援作業部会の開催

(第 2回 2月、第3回 3月、第4回 3月) 

・ちばの食育活動だより第9号の発行（3月） 

・ちば食育ボランティアの登録、名簿の作成・

配布（3月） 

・ちばの食育ホームページの充実（3月） 

 

・地域グリーン･ブルーツーリズム推進協議会開

催（千葉・東葛飾エリア） 

・グリーン・ブルーツーリズム担い手養成塾の開

催（１月２９日～２月１６日の間４日間） 

・ちばの直売所・朝市夕市ガイドブックの発行

(13,000部) 

・農林漁業体験、農林漁家民宿・レストランガイ

ドブックの発行(13,000部) 

・グリーン・ブルーツーリズムサポートチーム員

の派遣（１回） 

・中山間直接支払交付金の交付 



５ 施策実施結果（事後評価） 

主な成果 

Ⅰ 「ちばエコ農業」の推進 

・「ちばエコ農産物」の安定生産に資する栽培マニュアル（５品目、18,000部）や事例集（4,800

部）を作成・配布したほか、新たに養液栽培農産物や林産物（たけのこ）を認証対象に加えたこ

とや生産者が取り組みやすいよう、申請書を簡略化したことなどにより、栽培面積3,310ヘクタ

ール（前年比132.9％）、栽培戸数4,407戸（前年比133.2％）、品目数８３品目（前年比116.9％）、

エコファーマー認定数 1,572 人(前年比 147.5%)の成果をあげましたが、目標の栽培面積である

5,000ヘクタールには達しませんでした。 

Ⅱ 食の安全・安心体制の整備 

・食品表示ウオッチャーの設置や食品販売事業者に対する個別訪問による啓発・指導の実施など、

食品表示への理解促進を図りましたが、食品販売店等における食品品質適正表示率は、５６％と

目標（７０％以上）には達しませんでした。 

・また、地域別生産履歴記帳推進会議や研修会の開催に加え、農産物トレーサビリティ推進講演

会を開催し、農産物のトレーサビリティシステムを推進したほか、「ちばエコ農産物」のトレー

サビリティシステムの導入を図るモデル事業の実施により、県内卸売市場等に「ちばエコ農産物」

のトレーサビリティシステムが導入されました。 

Ⅲ 食育の推進、食と農林水産業の理解増進 

・ちば食育ボランティアの登録者数が５，０８１名と第２期目の３，８０３名から大幅に増加し

たほか、活動報告事例数も６３３件と１７年度の６０１件から増加するなど、ちば食育ボランテ

ィアの活動が促進されました。 

・県食育推進計画の策定に当たって開催した地域タウンミーティングやシンポジウムには、

２，２５９人と多くの県民が参加し、１，１７７件と大変多くの意見等が寄せられました。 

・また、食育の関係団体が実行委員会を組織して開催した「ちばの食育２００６」（シンポジウ

ム）には、県民等が６５０人参加し、食育への関心がさらに高まりました。 

・千葉県における食育の総合的かつ計画的な推進に向けて、意見を聴取するため、３０名からな

る千葉県食育推進県民協議会を設置しました。さらに、協議会には千葉県食育推進計画（仮称）

を検討するため、千葉県食育推進計画策定支援作業部会が設置され、県民による計画づくりが始

まりました。 

Ⅳ 都市と農山漁村の交流の推進 

・農山漁村魅力探訪モニターツアーを北総エリアで２回開催し、参加した旅行事業者や観光マス

コミ関係者２４名に農業体験施設や地域の特産品・食材等を紹介し、旅行雑誌等への掲載を通じ

て県内外に情報を発信したことにより、農山漁村に対する関心を高めました。 

・また、各エリアでの地域イベントへの支援やエリアマップの作成等、地域の魅力のＰＲを行う

とともに、県内の農林水産物直売所や農林漁業体験施設・農林漁家民宿・農林漁家レストラン等

のガイドブックの作成・配布を行い、地域の活性化に寄与しました。 

・「グリーン・ブルーツーリズム担い手養成塾」の開催により、インストラクターが増加したほ

か、観光農園等での休憩施設やトイレ等の整備の支援により、グリーン･ブルーツーリズムの受

入れ側の体制整備が促進されました。 

Ⅴ 中山間地域等の活性化 

・平成１８年度から新たに市原市及び長南町で中山間地域等直接支払交付金制度の取組が開始さ

れました。（実施市町村数 13、個別協定を含む協定数 168、交付金支払農地面積 1,091 ヘクター

ル） 

・取り組んだ農地では、耕作放棄地の発生が未然に防止され、中山間地域の多面的機能の維持・

増進が図られました。 

・さらに、一部の集落では協定締結を契機に農業機械・農作業の共同化や都市住民等との交流に

取り組んだり、集落内での話し合いが活発化するなど、集落機能の活性化にも寄与しています。

Ⅵ バイオマス利活用の推進 

・食品関係者等に、食品リサイクル法の啓発資料を配付するなどにより、バイオマスの利活用を図

る環境づくりを進めました。 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

特記事項  



残された 

課題 

Ⅰ 「ちばエコ農業」の推進 

・消費者の農産物に対する安全・安心への要望に応えるため、「ちばエコ農産物」の栽培面積の

拡大及びより安定した供給量の確保を図る必要があります。 

・栽培面積の拡大が伸びない要因として量販店・実儒者・消費者ニーズに対応できる安定した供

給量の確保ができないことから、価格への反映が難しいことが考えられます。 

・「ちばエコ農業」に取り組もうとする生産者からは、申請書の簡略化やいつでも申請できる体

制づくりが求められています。 

・「ちばエコ農業」の理解の促進と消費拡大を図ることが、「ちばエコ農産物」の栽培拡大に反映

することから、より多くの消費者や販売店を対象としたPR活動を行う必要があります。 

・面積拡大に伴う申請量の増加による、認証業務の煩雑化が伴うことから、認証手続き、現地確

認方法等、認証業務の見直しが必要となっています。 

Ⅱ 食の安全・安心体制の整備 

・ＪＡＳ法に基づく品質表示基準が改正されることから、食品製造・販売事業者への表示に関す

る周知や食品加工業者への指導方法を検討する必要があります。 

・また、直売等が中心の生産者には、生産履歴記帳が十分浸透していない傾向にあります。 

Ⅲ 食育の推進、食と農林水産業の理解増進 

・食育が県民運動として展開されるよう、県及び市町村段階における食育推進計画の策定が望ま

れています。 

・県民一人ひとりが食に関心を持ち、食の大切さ、健全な食生活の実践が図られるよう、地域の

取組が一層拡大し、根付くことが求められています。 

・また、食育は健康をはじめ、生産から消費、教育・文化等多くの分野が関係するため、関係者

がより一層連携することにより、運動の効果を高めていく必要があります。 

Ⅳ 都市と農山漁村の交流の推進 

・都市と農山漁村の交流をさらに推進するため、地域ぐるみで都市住民を受入れる体制を整備し

ていく必要があります。 

Ⅴ 中山間地域等の活性化 

・対象地域でありながら、２市が中山間地域等直接支払交付金制度を未実施であるため、全市町

村での実施に向けて、本制度の趣旨等を市町村や農業者等にさらに周知していくことが必要で

す。 

Ⅵ バイオマス利活用の推進 

・食品残さのリサイクル施設は、廃棄物の中間処理施設であるため、推進に当たっては、地域に

おける施設の稼働率向上に十分配慮する必要があります。 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

方向性 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅰ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅱ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅲ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅳ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅴ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

Ⅵ：Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 



 

課題への 

対応策 

Ⅰ 「ちばエコ農業」の推進 

・「ちばエコ農産物」の栽培面積及び安定した供給量の一層の拡大を図るため、栽培技術導入支

援、普及啓発対策を実施するとともに、消費者、流通業者、実儒者、生産者等への「ちばエコ農

業」の理解促進を図るため「ちばエコ農業」躍進大会を開催します。 

・平成19年度から始まる「農地・水・環境保全向上対策（営農活動支援）」の取り組みの中で「ち

ばエコ農業」の推進や、「持続農業法」に基づき、土づくり、減化学肥料、減化学農薬の３技術

を導入する「エコファーマー」の認定を促進します。 

・ちばエコ農業推進委員会等で、申請者の簡略化や受付の時期、認証手続き、現地確認の方法等、

認証業務の見直しについて検討します。 

Ⅱ 食の安全・安心体制の整備 

・ＪＡＳ法表示の内容を精査し、国との連携を図りながら効果的な指導方法を検討し、実行しま

す。 

・農林振興センターを中心に、直売生産者等への生産履歴記帳指導を重点的に推進します。 

Ⅲ 食育の推進、食と農林水産業の理解増進 

・本県の特性を生かした自主的な施策を盛り込むとともに、市町村が策定する推進計画に必要な

基本的事項を示した千葉県食育推進計画（仮称）を策定します。 

・地域におけるそれぞれの立場で取り組まれる食育活動が、連携した取組に発展するよう、「食

育体験ツアー」のコースづくりや「ちばっ子元気に」食と農の体験事業等、連携した取組みが図

られる機会を提供するとともに、活動を支援します。 

・啓発冊子の作成やホームページの掲載内容の充実等により、県民の食育の重要性に対する理解

促進に努めます。 

Ⅳ 都市と農山漁村の交流の推進 

・農林漁業者や商工業者等の多様な関係者が連携した都市住民を受入れるための取組を支援しま

す。 

Ⅴ 中山間地域等の活性化 

・交付金制度の対象となる全市町村での実施に向けて、説明会等を開催し、本制度の趣旨等の周

知を継続して行います。 

Ⅵ バイオマス利活用の推進 

・事業推進に当たっては、関係機関との連携強化を図り、リサイクル製品の需要者等への確認に

より事業計画の整合性等を検証します。 

（二次評価結果） 
Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

・「ちばエコ農産物」については、抜本的な付加価値向上対策を早急に構築し、生産拡大に一層取り組むこと。 

・現在策定中の「食育推進計画」に基づき、関係部局、部内関係課と緊密に連携を図りながら、食育の取り組みを

一層推進すること。 

・食の安全を確保するため、農薬の使用者に対し使用基準の周知徹底を図ること。 

 


