
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 農林水産部耕地課 課長名 相川 文明 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

 農業の生産性の向上や効率的かつ安定的な農業経営を営むためには、良好な営農条件を備えた農地を確保し、有効

利用を図ることが重要です。 

 このため、地域の特性に応じた自然環境の保全や美しい景観の形成等に配慮しつつ、農地の大区画化や水田の汎用

化、用・排水の整備等の農業生産基盤整備を推進し、生産性の高い農業の確立と活力ある経営体の育成を図ります。

 また、土地改良区等の適切な管理による長寿命化などの「予防保全対策」を併せ行うことにより、食料の安定供給

を図るための優良農地や土地改良施設を将来にわたって良好な状態で保全し、さらに、農業農村が持つ多面的機能を

増進し、地域社会・自然環境等への貢献を目指します。 

２ 施策の概要 

施策名 「ちば」の食と農をささえる水・土・里づくり 
施策 
コード

4 - 0 6 0 5

アクションプラン 
における位置付け 

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 
農産物貿易自由化に対応した農林業振興の基本的
方策 

関係
課名

農村整備課、農業改良課、畜産課 

（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

農業産出額 ＊ 
4,224億円 

（16年度） 

4,380億円 

（18年度） 

4,460億円 

（22年度） 

4,161億円 

（17年度） 

※18 年度の数値は、

19 年度に判明しま

す。 

－

生産農業所得 
1,886億円 

（15年度） 

1,750億円 

（18年度） 

1,780億円 

（22年度） 

1,599億円 

（17年度） 

※18 年度の数値は、

19 年度に判明しま

す。 

－

認定農業者数 ＊ 

 ※農業経営者が概ね５年後を見通した農業

経営改善計画を策定し､市町村長が認定

した農業者等をいう 

3,846人 

（16年度） 

4,450人 

（18年度） 

5,200人 

（21年度） 

5,625人・法人 

（18年度） 
Ａ

農地利用集積率（作業受委託含む）＊ 

※農地の賃借等により意欲と能力のある

経営体に集積されている農地の割合 

25％ 

（16年度） 

29％ 

（18年度） 

36％ 

（21年度） 

28％ 

(18年度) 
Ｂ

目標の達成状況に 

影響を及ぼす施策 

以外の要因と程度 

施策目標を達成する上で障害となる要因として、以下のことなどが考えられます。 

・ 物価下落傾向の継続や安価な輸入農産物の増加により農産物についても価格低迷が続いて

おり、生産者の年間農業所得を減少させる強い要因となっています。 

・ 米消費の減退により米の過剰基調が継続し、米価の低迷が続いていることから、担い手農

業者を中心に、水田農業経営が困難な状況に立ち至っています。 

・ 高齢化等により地域の農業を担う農業者が不足してくると土地改良施設の維持管理が困難

になり、耕作放棄により優良農地が減少し、国内生産が不安定になり、農村地域の活力が減

退していきます。 



目標の 

達成状況総括 

・ 「『ちば』の食と農をささえる水・土・里づくり」による生産性の高い農業の確立と活力あ

る経営体の育成に向けて概ね順調に進んでいます。 

その理由として、厳しい予算の中で効率的な予算配分とコスト縮減及び計画の見直しを行

い、農業生産基盤の整備を実施した結果、 

① ほ場整備では２地区（受益面積１８０ヘクタール）が完了し、省力化・労働生産性の向

上が図られたこと。 

② 用排水施設の整備では、新たに５７９ヘクタールについて農業用水の安定供給と排水整

備が図られたこと。 

③ 土地改良施設の維持管理では、施設の現況調査及び機能診断を行い、その結果に基づき

対策工事を実施したことにより、土地改良施設の長寿命化が図られたこと。 

などにより、収量の増加、安定生産など農業生産の増大に大きく寄与しました。 

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 

12,950,303 12,390,287 
金額

12,165,908 10,789,646 

22.3 23.2 
Ⅰ 

（生産性の向上に向けた生産基盤の整備･振興対策） 

意欲のある経営体が効率的かつ安定的な営農ができる生産

基盤の整備を推進し、農業の構造改革を加速させ、優良農地

を将来にわたり適切に維持・保全していきます。 人員
22.3 23.2 

2,009,702 1,994,032 
金額

1,819,912 1,896,935 

2.7 2.8 
Ⅱ 

（土地改良施設の維持管理） 

広域的かつ公共性が高く、また高度な管理技術を要求され

る国営施設や、大規模な県営土地改良施設等について、適正

な維持保全と運営を図るため、県が管理します。また、施設

を管理している土地改良区などへ指導・助言を行います。 
人員

2.7 2.8 

（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

水田のほ場整備率 

（標準区画３０アール以上） 

53.5％ 

（16年度） 

54.1％ 

（18年度） 

55％ 

（22年度） 

54.1％ 

（18年度） 
Ａ

用排水施設の整備後の効果発生面

積(受益面積) （累計） 

5,305ヘクタール 

（16年度） 

6,536ヘクタール 

（18年度） 

9,556ヘクタール 

（22年度） 

6,628ヘクタール 

（18年度） 
ＡⅠ 

ほ場整備を実施した地区の経営体

の数（認定農業者＋生産法人）（累

計） 

126経営体 

（16年度） 

154経営体 

（18年度） 

319経営体 

（22年度） 

155経営体 

（18年度） 
Ａ

Ⅱ 
土地改良施設の維持保全整備箇所

数（累計） 

1,454か所 

（16年度） 

1,554か所 

（18年度） 

1,754か所 

（22年度） 

1,562箇所 

（18年度） 
Ａ

４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

１ 生産性向上に向けた生産基盤の整備 

・兼業化・高齢化等による「労働力」の減少や、輸入農産物等に対抗するため、低コスト生産に不可欠

な農業生産基盤の整備が求められています。 

・基盤整備実施後の農地利用集積による担い手育成を図るためには、県、市町村・土地改良区等の関係

機関との連携をさらに強化し、地域の活性化や新しい村づくりを推進することが必要です。 

・県及び市町村等の財政事情の悪化により、事業地区の完了予定工期が延伸し、事業効果の早期発現に

支障が出ることが予想されます。限られた予算でいかに効率的に実施していくかが大きな課題となっ

ています。 

・これまでの土地改良事業は、画一的な整備手法や、地元の合意形成に当たって行政が主導的に参画し



てきたことなどにより、必ずしも農業者や地域のニーズに即したものとなっていないことがありまし

た。今後は、農家及び地域住民の意向を反映した、透明性の高い事業推進のためのシステムづくりが

必要となっています。 

 

２ 土地改良施設の維持管理 

・農業水利施設の長寿命化のための整備補修について、対象施設が増大する中、限られた予算でいかに

効率的に実施していくかが大きな課題となっています。 

・農村地域の都市化・混住化や農家人口の減少・高齢化が進行する中で、土地改良施設の機能の適切か

つ永続的な発揮のためには、施設管理の省力化と、農業者だけでなく地域住民の参加による維持管理

への支援が必要です。 

今後の 

施策展開 

県では、全国の消費者へ安全・安心な農産物「千葉ブランド」を安定供給するため、個性豊かな産地

の育成や、流通体制の確立、農家経営の改善などに積極的に取り組んでいるところです。このため、農

業農村整備は、地域の目指す農業の方向や特性に応じて、必要となる整備を適切な土地利用計画のもと

で効率的に実施することにより、「千葉ブランド」の産地づくりを支援していきます。 

その中で、「ちばの食と農をささえる水・土・里づくり」を推進し、生産性の高い農業の確立と活力あ

る経営体の育成を図ります。 

 

○水 農業水利施設の保全と多面的機能の増進 

水に乏しい千葉県において、食料生産に必要不可欠な農業水利施設の機能の維持・保全を図ります。

同時に、農業水利施設の持つ親水・防災などの様々な機能を増進し、地域社会・自然環境等への貢献を

図ります。 

○土 国際競争に対応した農業基盤の強化 

地域住民の参加のもとに、経営体への利用集積を目的とした新たな仕組みによる基盤整備や、徹底し

たコスト低減、効率性追及を目的とした基盤整備を推進することにより、活力ある農業経営体を支援し、

生産性の高い農業の実現を図ります。 

○里 環境との調和に配慮したむらづくり 

「清らかな水」「肥沃な土壌」「多様な動植物」｢豊かなみどり」など良好な農村環境を創造します。ま

た、都市と農村の交流、子供たちへの農業体験・環境学習などを推進します。 

 

また、農業生産基盤の整備を契機とした「千葉県型集落営農」※を推進することにより、集落単位で

の農地利用の合理化や共同作業による生産コストの低減、遊休農地の解消、集落全体の営農意欲の高揚

を図るとともに、地域住民との相互理解や連帯感を深め、集落コミュニティーの活性化を図ります。各

農林振興センターの事業実施中の１１地区において、「千葉県型集落営農」に取り組みます。 

さらに、台風や集中豪雨による畑地帯の湛水被害を防止し、安定的な生産の場の確保を図るため、畑

地帯の排水整備を重点的に推進します。このことにより、野菜の農業産出額全国第１位を奪還し、「攻め」

の農業への転換を支援します。 

 

農業生産基盤や農村生活環境基盤を整備するにあたっては、農業者だけでなく地域住民等も含めた地

元説明会を開催し、事業の必要性・緊急性の判断や地域の抱える課題・問題点の整理など、地域住民参

加に基づく地域診断を実施するほか、計画から施工、完了までの各段階における評価などを実施し、関

係部局と情報を共有するなどの緊密な連携を図ります。このことにより、透明性の確保、コストの縮減、

緊急性・必要性に即した重点的な取り組みによる事業効果の早期発現に努め、各事業の効果的かつ効率

的な遂行を図り、さらに事業完了後の施設の適切な維持管理を促進します。 

 

※千葉県型集落営農：農業者自らが主体となって、農業者のみならず女性や高齢者、さらには都市住民などの多様な

人材の参加による生産基盤の維持、土地利用のあり方、担い手の確保など将来の集落ビジョンについて真剣に話し合

い、集落内の住民合意に基づき、いきいきとした農山漁村づくりを目指す取組です。 

昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

農業生産基盤の整備を契機とした「千葉県型集落営農」を推進し、集落及び地域農業の活性化を図

るため、各農林振興センターの１１地区において、「千葉県型集落営農」に取り組むこととしていま

す。 

 また、野菜の農業産出額全国第１位を奪還し、「攻め」の農業への転換を支援するため、畑地帯の

湛水被害を防止する排水整備を重点的に推進します。 



（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

〔用排水路、農業用水利施設等の整備やほ場

の整備、土地改良施設の維持管理について

は、概ね次のとおり推進します。〕 

予算割当、補助金交付申請書提出 

補助金交付決定、執行ヒアリング、事業執行

各事業担当者会議、総事業費(残事業)改定 

工事に係る地元調整、関係機関各種協議調整

ホタル鑑賞会(長南町) 

４月 

～６月

〔用排水路、農業用水利施設等の整備やほ場の整

備、土地改良施設の維持管理については、概ね次

のとおり推進しました。〕 

予算割当、補助金交付申請書提出 

補助金交付決定、執行ヒアリング、事業執行 

各事業担当者会議、総事業費(残事業)改定 

工事に係る地元調整、関係機関各種協議調整 

ホタル鑑賞会(長南町) 

７月 

～９月 

次年度予算要求、委託業務、工事執行 

事業再評価委員会 

事業計画審査会 

耕畜連携現地研修会 

両総用水施設見学ツアーの開催 

自然環境学習会(長南町) 

田んぼの学校（自然体験学習会・生き物引越

し活動、松尾町） 

７月 

～９月

次年度予算要求、委託業務、工事執行 

事業計画審査会 

耕畜連携現地研修会 

両総用水施設見学ツアーの開催 

自然環境学習会(長南町) 

10月 

～12月 

計画変更審査会 

工事監督指導、繰越手続 

事業効果測定調査 

事業計画審査会 

田んぼの学校（里山保全活動、松尾町） 

10月 

～12月

計画変更審査会 

工事監督指導、繰越手続 

事業効果測定調査 

事業計画審査会 

事業再評価委員会 

田んぼの学校（自然体験学習会・生き物引越し活

動、山武市） 

１月 

～３月 

補助金変更手続き 

事業事後評価委員会 

実績報告 

千葉の水回廊ウォーク（水土里の路ウォー

ク） 

１月 

～３月

補助金変更手続き 

事業事後評価委員会 

実績報告 

田んぼの学校（工事現場見学会、山武市） 

千葉の水回廊ウォーク（水土里の路ウォーク） 

５ 施策実施結果（事後評価） 

施 

策 

実 

施 

結 

果 

主な成果 

Ⅰ 生産性向上に向けた生産基盤の整備 

・経営体育成基盤整備事業により、水田９７ｈａのほ場整備を実施し、平成１８年度においては

２３地区のうち２地区が完了しました。 

・この完了地区における担い手への農地の利用集積率は、実施前の6.0％から完了後24.5％となり、

18.5％増加しました。また、事業進捗にあわせ担い手の育成が進み、事業前と比較して生産組織

で２組織の増加となりました。 

・これらのことにより、大・中型の機械の導入が可能となり、省力化・労働生産性の向上が図られ、

収量の増加、安定生産など農業生産の増大に大きく寄与しました。 

・平成１８年度効果測定調査による成果の確認（Ｈ１５完了地区 ４地区） 

  水稲の収量の増加 実施前 523kg/10a      完了後558kg/10a      35kg/10aの増加 

  労働時間の短縮  実施前 56.20時間/10a  完了後12.93時間/10a 43.27時間／10aの短縮

・地域住民及び学校と連携した「田んぼの学校」等を開催し、将来を担う学童等との交流により、

生産基盤の整備と生態系の保全などの取り組みに対する理解を深めました。（４回開催、延べ

３１３名参加） 

・用排水施設の整備については、厳しい予算の中で効率的な予算配分とコスト縮減を図りながら

１１地区の事業推進を図りました。このことにより、農地の高度利用、水利用の安定と合理化が

図られるとともに、大雨に対する排水効果も向上することができました。 

Ⅱ 土地改良施設の維持管理 

・土地改良施設維持管理適正化事業等により、既存施設の長寿命化やライフサイクルコストの低減

を目的とした、施設の現況調査及び機能診断結果に基づく対策工事を実施した結果、３７地区

７５施設の長寿命化が図られました。 

・「国営造成施設管理体制整備促進事業」等のモデル事業を活用し、地域住民等に対して農業水利

施設の持つ多面的機能（農業以外の効果）について啓発活動を行いました。その結果、市町村か



ら多面的機能が発揮されている施設の維持管理費の一部について定額助成が得られることとな

り、農家負担の軽減が図られました。また、一部地区において、土地改良施設内の清掃等の維持

保全活動に地域住民の協力が得られました。 

特記事項  

残された 

課題 

Ⅰ 生産性向上に向けた生産基盤の整備 

・基盤整備実施後の農地利用集積による担い手育成を図るためには、県、市町村・土地改良区等の

関係機関との連携をさらに強化し、地域の活性化や新しい村づくりを推進することが必要です。

・県及び市町村等の財政事情により、事業地区の完了予定工期が延伸し、事業効果の早期発現に支

障の出ることが予想されます。 

・これまでの土地改良事業は、画一的な整備手法や、地元の合意形成に当たって行政が主導的に参

画してきたことなどにより、必ずしも農業者や地域のニーズに即したものとなっていないことが

ありました。今後は、農家及び地域住民の意向を反映した、透明性の高い事業推進のためのシス

テムづくりが必要となっています。 

Ⅱ 土地改良施設の維持管理 

・本県の土地改良施設は、造成されてから２０年以上経過した施設が多く、年々対策の必要な施設

が増加しています。このため、長期的・安定的に機能を維持できるよう事前に予想される修繕や

施設更新などを計画的に進めていく必要があります。 

・農村地域の都市化・混住化や農家人口の減少・高齢化が進行する中で、土地改良施設の機能の適

切かつ永続的な発揮のためには、施設管理の省力化と、農業者だけでなく地域住民の参加による

維持管理への支援が必要です。 

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 

次 

年 

度 

以 

降 

の 

対 

応 

課題への 

対応策 

Ⅰ 生産性向上に向けた生産基盤の整備 

・農業生産基盤や農村生活環境基盤を整備するにあたっては、農業者だけでなく地域住民等も含め

た地元説明会を開催し、事業の必要性・緊急性の判断や地域の抱える課題・問題点の整理など、

住民参加に基づく地域の合意形成を図ります。 

・また、計画から施工、完了までの各段階における評価などを実施し、関係部局と情報を共有する

などの緊密な連携を図ります。 

・このことにより、透明性の確保、コストの縮減、緊急性・必要性に即した重点的な取り組みによ

る事業効果の早期発現に努め、各事業の効果的かつ効率的な遂行を図り、さらに事業完了後の施

設の適切な維持管理を促進します。 

・事業実施にあたっては、地域の農業者や地域住民、学識経験者などからなる環境情報協議会の意

見を踏まえ、環境や景観にも配慮して取り組みます。 

Ⅱ 土地改良施設の維持管理 

・事業完了後の適切な土地改良施設の維持管理のため、市町村、土地改良区、地域住民と連携した

推進活動を図り、管理体制の整備に努めていきます。 

・土地改良施設の管理実態を把握し、緊急度に応じた計画的な保全対策が講じられるよう、管理主

体を誘導すると共に、「日常管理のあり方」について助言・指導の強化を図ります。 

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

・農業生産基盤の整備に当たっては、コストの縮減に努めるとともに、地域の環境との調和に十分配慮しながら進め

ること。 

・基盤整備事業で設置した農業水利施設の老朽化が進む中で、維持管理費の財政負担が重くなってきていることから、

維持管理の軽減と施設の長寿命化を図る対策を効率的に講じること。 

 


