
平 成 １ ８ 年 度  基 本 施 策 進 行 管 理 票 

課名 
(18年度)農林水産部生産振興課 
(19年度)生産振興課・安全農業推進課 

課長名 川 名  昭 ( 生 産 振 興 課 ) 
布留川 純(安全農業推進課) 

１ 課の使命・役割（最終目的／上位目的） 

国際化の進展や産地間競争の激化など、多様化した社会経済状況の中で、千葉県の特性・優位性を活かした生産性

の高い農業経営の展開を推進し、全国第１位の園芸や本県を代表する作物である米・甘しょ・落花生の生産維持・拡

大に努めます。 

また、消費者(県民)の視点に立った安全・安心で高品質な農産物の安定供給を進めます。併せて、県民の健康で豊

かな食生活を推進する千産千消、首都圏を中心に全国の消費者にも「ちばエコ農産物」や県産農産物を提供する「千

産全消」の販売促進活動を展開し、全国に誇れる「千葉ブランド」の確立を目指します。 

さらに、農業者が主役となった米の生産調整システムの構築と水田農業の構造改革を進めるため、地域の作物生産

や販売戦略、水田の利活用及び担い手の育成等の将来方向を市町村ごとに明らかにした「地域水田農業ビジョン」に

基づいて農業者の主体的な取組を支援し、国際化に対応できる「活力ある水田農業」の確立に努めます。 

２ 施策の概要 

施策名 園芸・農産作物の生産振興と販売促進 
施策 
コード

4 - 0 6 0 8

アクションプラン 
における位置付け 

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６ 便利で活力ある社会に向けたＩＴ利活用の推進 
施策19 資源循環型社会づくりの推進 
施策25 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 

・第８次千葉県卸売市場整備計画 

関係
課名

農林水産政策課、団体指導課、安全農
業推進課、農業改良課、畜産課、水産
課、経済政策課、（教）指導課、学校
保健課、情報政策課 

（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

園芸関係産出額 
2,120億円 

（16年度） 

2,242億円 

（18年度） 

2,295億円 

（22年度） 

2,033億円 

（17年度） 

※18 年度の数値は、

19 年度に判明しま

す。 

－

農産関係産出額 
1,064億円 

（16年度） 

1,111億円 

（18年度） 

1,121億円 

（22年度） 

1,052億円 

（17年度） 

※18 年度の数値は、

19 年度に判明しま

す。 

－

水田利用率 
86.2％ 

（16年度） 

86.0％ 

（18年度） 

88.0％ 

（20年度） 

87.1％ 

（17年度） 

※18 年度の数値は、

19 年度に判明しま

す。 

－

ちばエコ農産物販売協力店数 

124店 

＜うち都内19店＞ 

（16年度） 

340店 

＜うち都内40店＞ 

（18年度） 

550店 

＜うち都内50店＞ 

（20年度） 

250店 

＜うち都内24店＞ 

（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 

施策目標を達成する上で障害となる要因として、以下の項目が考えられ、目標達成に大きな

影響を与えると考えられます。 

・社会経済状況の変化に伴う農産物の輸入急増と農産物価格の低迷 

・米消費の減退等による米の過剰基調 

・兼業化・高齢化等による農業従事者の減少等のもとでの投資意欲の低下や生産縮小傾向の  

拡大 

・異常気象・台風など気象災害等や風評被害 

・農産物輸出における各国の検疫・関税・通関制度等 

・為替変動や国内農産物価格の動向等 

・ＷＴＯ（世界貿易機関）農業交渉の行方 

・国の経営所得安定対策等助成制度の内容 

・全国ベースでの米の需要量変動 

目標の 

達成状況総括 

園芸・農産作物の生産振興と販売促進にむけて概ね適切に実施しました。 
Ⅰ 「千葉ブランドの確立」向けた販売促進対策を概ね適切に実施しました。 
その理由として、①食品産業等の実需者の多い都内・首都圏を中心に積極的なセールス活動

を実施したこと、②「ちばエコ農産物」の販売協力店の登録数が拡大されたこと、③生産販売
情報を消費者に提供する「教えてちばの恵み」ホームページの運用が開始（7月）されたこと、
④ちばの「食」産業連絡協議会が設立され、連携のもと見本市・商談会(3回)や現地見学会が開
催されたこと、⑤公募じぎょうにより県内はもとより首都圏や全国に向けて効果的な販売促進
活動が展開されたこと、などが挙げられます。 
一方、「ちばエコ農産物」の理解浸透を図っているところですが、認知度は高いとは言えない

ので、販売店や供給量の拡大と併せて、引き続き積極的なＰＲに努める必要があります。 
Ⅱ 消費拡大対策を概ね適切に実施しました。 
米の消費拡大対策については、①米を使った伝統郷土料理の紹介・実演や料理教室の開催、

②各種啓発活動等を実施することにより、ごはん食の普及・定着を推進しました。 
農産物の輸出促進対策については、2団体の取組を支援し、①香港、シンガポールなどで販売

促進活動、商談活動の実施、②これまで取組のなかったＥＵ（ドイツ）へのテスト輸出など、
農産物輸出の促進に向けて一定の成果を上げることができました。一方、輸出相手国の輸入禁
止品目などの制限事項、輸送コストや関税等による価格競争力の低下など、輸出の取組を促進
する上での課題があります。 
また、植木については、5団体の取組に支援し、オランダ・ベルギー・イタリア・中国等への

試験輸出の行い、造形樹を中心とした本県産の植木の評価が高かったことなどから、輸出によ
る販路拡大の可能性が高いことが判明しました。 
Ⅲ 流通体制の整備・合理化対策を概ね適切に実施しました。 
その理由として、①卸売市場の活性化の実現に向け、卸売市場が行う産地や実需者等と連携

した商品  開発、販売促進の取り組みを支援したこと、②県内の公設 5 卸売業者及び民営 5
卸売業者に対して検査を行ったこと、などが挙げられます。 
Ⅳ 水田農業構造改革対策を概ね適切に実施しました。 

その理由として、①52 市町村において、米の数量調整事務が円滑に実施されたこと、②県水
田農業推進協議会において、集落農業ビジョンや地域水田農業ビジョンの策定及び実現を推進
したこと、③水田を活用した少量多品目生産と直売の取組が6市町村・7事業主体で行われたこ
と、④麦・大豆等の集団転作の取組が20市町村・64事業主体で行われたこと、などが挙げられ
ます。 
一方、14の地域水田農業推進協議会の19集落において集落合意形成活動が行われましたが、

集落農業ビジョンが策定されたのは7集落でした。 
Ⅴ 地域特性を生かした個性豊かな産地づくりに向けて概ね順調に進んでいます。 
その理由として、園芸作物については、①予冷庫・保冷庫 8 台が導入され、新鮮な出荷体制

を確立できたこと、②施設化面積は2,061.4ｈａで目標には達しなかったものの、着実に施設化
が進んでいること、③8地区において省力機械・施設等を導入し、産地の生産体制が確立したこ
と、などが挙げられます。 

米や特産作物では、①水稲（5回）や落花生（4回）の生育情報の提供による適正な栽培管理

を推進してきたこと、②基幹施設を４地区で整備するなど高品質・低コスト化を図ってきたこ

と、③水稲種子（1,753 トン）や落花生種子（14.6 トン）を確保し、適正な種子更新を推進す

るなど、地域特性を生かすとともに消費ニーズに即した生産と産地づくりを展開しました。 

千葉のオリジナルブランド産地支援事業では、こだわり農産物の産地化、実需者との連携に

よる商品開発・販路の開拓など地域特性を生かした多様な産地づくりの取組みに対して21事業

主体を支援しました。 

 

 



 

病害虫防除については、①病害虫発生予察情報会議を 11 回開催し、予察情報等を 24 回発行

したこと、②病害虫防除指針 1,500 部を発行するなど、適期・適切な防除の啓発と実行を図っ

たため、大きな被害はありませんでした。 

 

目標の 

達成状況総括 

Ⅵ 環境にやさしい農業の推進・バイオマス利活用の推進対策を概ね適切に実施しました。 

 その理由として、①エコファーマーの認定数が1,572人となり目標の130％に達したこと、②

土壌分析・診断件数が 2,382 点で目標の 79％であったこと、③土づくり普及啓発資料を作成・

配布したこと、などが挙げられます。 

Ⅶ 農業における環境対策を概ね適切に実施しました。 

その理由として、①農業用廃プラスチックの適正処理（処理量3,266トン・目標の90.2％）が

推進されたこと、②防護柵設置のための事業（9市町村）、有害獣対策指導員の設置（12名）及

び啓発資料の作成・配布により有害獣による被害の防止を図ったこと、などが挙げられます。

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 

88,386 96,456 

金額

94,664 86,873 

5.8 9.3 

Ⅰ 

（「千葉ブランドの確立」に向けた販売促進対策） 

消費者の求める安全・安心な農産物の供給を目指す「ちば

エコ農業（農産物）」を中心とした県産農林水産物のブラン

ド化と「千産千消・千産全消」を推進するため、県内はもと

より首都圏や全国に向けて情報の受発信や販売促進活動を

展開し、県産農産物のイメージアップと新たな販路の開拓に

取り組みます。 
人員

6.0 9.3 

38,100 16,500 

金額

12,250 15,120 

2.1 1.8 

Ⅱ 

（消費拡大対策の推進） 

 ごはん食の推進体制の整備し、県民を対象に健康面に優れ

たごはん食の普及･定着を促進するとともに、水田農業に対

する理解の促進、県産農林水産物を活用した日本型食生活の

推進など、米の消費拡大に取り組みます。 

また、本県産農産物の新たな販路開拓を行うため、輸出戦

略の参考となる調査を実施するとともに、輸出商品の開発な

どの取組を支援します。 

人員

2.1 1.8 

5,986 4,506 
金額

5,199 3,593 

2.9 2.1 
Ⅲ 

（流通体制の整備･合理化） 

 県内卸売市場を生鮮食料品等の基幹的なルートと位置付

け、将来にわたりその役割を果たすことができるよう、卸売

市場の競争力の強化並びに活性化に取り組みます。 

 人員

2.9 2.1 

164,500 144,573 
金額

143,377 139,225 

3.5 3.5 
Ⅳ 

（水田農業構造改革対策の推進） 

地域水田農業ビジョンの早期実現を目指して、集落農業ビ

ジョンの策定、千産千消を進めるモデル地区の育成、収益性

の高い集団転作など、農業者と地域水田農業推進協議会の主

体的取組を支援します。 

 

人員

3.5 3.5 

688,370 850,193 Ⅴ 

（地域特性を生かした個性豊かな産地づくり） 

県内園芸産地の生産力を強化拡大するため、産地が主体と

なった新たな産地戦略の構築と実行を推進します。 

また、高品質・安定的な生産、園芸産地の規模拡大及び低

コスト化を推進するため、施設化や共同利用機械・施設の整

備を進め、「おいしさ・安全・安心・新鮮」な園芸品目を消

費者に提供します。 

金額

449,553 665,844 



14.9 12.9 

米及び麦・大豆等の主要作物については、地域や集落の担

い手を確保しつつ、地域特性を生かした低コストで高品質な

産地づくりを進め、実需者ニーズに即した安定供給体制の確

立を図ります。 

落花生などの特産作物については、全国的に主要な産地と

して品質の向上や低コスト化を進めます。 

さらに、個性豊かな産地づくりを進めるため、こだわり農

産物の産地化、実需者との連携による商品開発・販路開拓な

どの取組を支援します。 

併せて、安全安心を確保するため、生産管理記帳の運動に

取り組みます。 

人員

16.9 12.9 

6,462 5,482 
金額

8,013 4,311 

0.7 0.4 
Ⅵ 

（環境にやさしい農業の推進） 

農産物の高品質・安定生産と環境への負荷軽減を図るた

め、家畜排泄物や稲わら等の地域資源の活用、農薬・化学肥

料の節減などに取り組む「環境にやさしい農業」を推進しま

す。 

 

人員

0.9 0.4 

103,420 98,027 
金額

74,709 92,500 

3.5 3.2 

Ⅶ 

（農業における環境対策の推進と啓発） 

病害虫発生予察情報の迅速な提供や、農薬を減らす新たな

防除技術の確立、侵入病害虫の警戒調査など、適切な病害虫

防除を推進します。 

また、園芸用廃プラスチックの千葉県園芸用プラスチック

リサイクルセンターでの適正（再生）処理を推進し、資源の

有効利用、農村環境の保全及び施設園芸の健全な発展を図り

ます。 

さらに、中山間地域を中心に、野生サル・シカ・イノシシ

等による農作物への被害防止対策を推進します。 

 

人員
1.3 3.2 

 

（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

百貨店における販売促進フェア－

の開催回数 

4回 

（17年度） 

4回 

（18年度） 

4回 

（18年度） 
Ａ

房総定期市の開催日数 
3日間（3回） 

（17年度） 

40週間 

（18年度） 

56週間 

（18年度） 
Ａ

販売戦略会議の開催回数 
－ 

（17年度） 

6回 

（18年度） 

4回 

（18年度） 
Ｂ

販売促進セミナーの開催回数 
－ 

（17年度） 

10回 

（18年度） 

７回 

(18年度) 
Ｂ

Ⅰ 

県内外食品関連業者との商談会開

催回数 

2回 

（16年度） 

3回 

（18年度） 

３回 

(18年度) 
Ａ

千葉丼創作クッキングコンテスト 

応募点数 

386点 

（17年度） 

400点 

（18年度） 

０点（未実施） 

(18年度) 
－

Ⅱ 

輸出に取り組む団体数 
7団体 

（17年度） 

9団体 

 (18年度) 

7団体 

（18年度） 
Ｂ



Ⅲ 卸売市場審議会の開催回数 
1回 

（17年度） 

1回 

（18年度） 

0回 

(18年度) 
－

Ⅳ 

集落農業ビジョンの策定数（累計） 

 「集落農業ビジョン」とは、集

落の農業者の話合いと合意形成に

基づいて、集落農業の将来方向と

担い手の育成・確保について明確

化したもの 

70集落 

（17年 10月） 

140集落 

（18年度） 

33集落 

（18年度） 
Ｃ

園芸
※１

施設化面積 
2,049ヘクタール 

（15年 4月） 

2,170ヘクタール 

（単年度30 ﾍｸﾀｰﾙ） 

（18年度） 

2,300ヘクタール 

（24年度）  

2,061.4 ﾍｸﾀｰﾙ 

（18年度） 
Ｂ

大型
※２

集選果施設整備数 
26施設 

（17年度） 

現状維持 

（18年度） 

30施設 

（24年度） 

25施設 

（18年度） 
Ｂ

県産米の需要量 
363,000トン 

（16年度） 

332,000トン 

（18年度） 

332,000トン 

（20年度） 

331,634トン 

（17年度） 

※18年度の数値は、

20年度に判明します。

Ａ

Ⅴ 

水稲作付面積 
62,900ヘクタール 

（16年度） 

62,900ヘクタール 

（18年度） 

62,900ヘクタール 

（20年度） 

62,700 ﾍｸﾀｰﾙ 

（18年度） 
Ｂ

Ⅵ 土壌分析・診断件数 
2,518件 

（16年度） 

3,000件 

（18年度） 

2,382件 

（18年度） 
Ｂ

Ⅶ 

プラスチックリサイクルセンター

における農業用廃プラスチックの

処理量 

3,329トン 

（16年度） 

3,620トン 

（18年度） 

3,266トン 

（18年度） 
Ｂ

※１ 園芸施設：園芸用のパイプハウス、ガラス温室。 

※２ 大型集選果施設：１，０００㎡以上の集選果場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４ 施策展開の説明（事前評価） 

残された 

課題 

Ⅰ 「千葉ブランドの確立」に向けた販売促進対策  

県産農産物の販売促進にあたっては、多様な販売形態と様々な消費者ニーズに対応することが重要

であり、食品・外食産業、ホテルなど実需者への県産農産物の供給体制の整備や生産者と実需者との

一層の連携強化が必要です。 

特に、東京都を中心とした首都圏に向けての販売促進活動を強化する必要があります。 

Ⅱ 消費拡大対策の推進 

・ 米の一人当りの消費量は減少傾向にあることから、今後とも関係機関、団体の連携により、健康、

栄養バランス面からの、ご飯食の良さの再認識、日本型食生活の一層の推進を図る必要があります。

・ 県産農産物の輸出については、輸出相手国の拡大を図るともに、輸出条件や輸出戦略構築のため

の調査とそれらの情報の提供など、取組団体の増加と取組内容の充実のための支援が必要です。 

・ 植木の輸出については、欧州諸国及び中国等での販路拡大の可能性があることから、輸出可能性

等の調査を行う必要があります。また、見本園の設置・運営に係る調査や海外における需要動向調

査を行うとともに実需者との商談等を促進する一方、国内需要が見込める有望樹木の輸入について

拡大を図る必要があります。 

Ⅲ 流通体制の整備・合理化 

卸売市場を取り巻く状況は、市場を経由しない多様な流通が拡大し、市場の取扱量は減少傾向にあ

り、卸売市場をどのように活性化していくかが大きな課題となっています。 

また、市場外流通の増加等により厳しさを増している県内市場卸売業者の経営の健全化を促すた

め、今後とも効果的な検査を継続する必要があります。 

Ⅳ 水田農業構造改革対策の推進 

今後、国において詳細が決められる品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策及び農地・水・

環境保全対策への円滑な対応を図るため、集落農業ビジョン策定に向けた取組を更に継続・拡大する

必要があります。 

また、生産者の主体的な経営判断による「売れる米づくり」の取組を支援する必要があります。 

Ⅴ 地域特性を生かした個性豊かな産地づくり 

・ 園芸については、担い手の不足や高齢化の進展等で産地の生産構造が脆弱化してきていることか

ら、産地の生産力を強化拡大するため、JA等が主体となった新たな産地戦略の構築とその実行を広

範に展開する必要があります。 

また、「おいしさ・安心・安全・新鮮」な園芸品目を安定的に消費者に提供するため、規模拡大や

低コスト化の推進と、高品質・安定的な生産を図るための施設化の推進が課題となっています。 

・ 米や落花生及び甘しょに代表される農産作物については、担い手の高齢化、輸入や産地間競争の

厳しい中で、消費者ニーズの多様化を踏まえ、地域の特性を活かしつつ品質の向上と安定生産を推

進する必要があります。 

・ 地域の特性や創意工夫を生かした産地づくりを進めるため、市場、実需者や直売所等との連携に

よる特色のある農産物の生産・供給や商品提案など、多様な取組に対して柔軟な支援をする必要が

あります。 

Ⅵ 環境にやさしい農業の推進 

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「環境にやさしい

農業」を推進する必要があります。 

また、窒素施用量を削減するため、新たな「千葉県主要作物等施肥基準」を活用した適正施肥を推

進する必要があります。 

Ⅶ 農業における環境対策の推進と啓発 

・ 環境負荷の低減、資源の有効利用などの観点から、産業廃棄物である農業用使用済みプラスチッ

クを再生可能な資源として利用するため、引続き廃プラスチックの適正処理に取り組む必要があり

ます。 

・ 中山間地域を中心とした野生サル・シカ・イノシシ等による農作物等への被害を防止するため、

防護柵の設置に加えて、専門知識や技術を有する人材の育成などの対策に取り組む必要があります。



今後の 

施策展開 

Ⅰ 「千葉ブランドの確立」向けた販売促進対策 

県産農産物の首都圏での販売促進活動を戦略的に行うため、県と関係者団体で構成する「県産農産

物生産販売戦略会議」を設置し、実需者や消費者に向けたセールスやＰＲを積極的に行います。 

併せて、実需者や家庭消費の変化を把握するため、食品産業関連業者や消費者モニターを活用した

購買動向等の調査を行います。 

また、生産現場から実需者まで一貫した品質・衛生管理体制の構築を図るため、情報管理システム

の整備や商品開発、品質・衛生管理体制の整備などの取組を支援します。 

さらに、学校給食において県産農産物の献立への利用を推進します。 

Ⅱ 消費拡大対策の推進 

・ 米の消費拡大と千産千消を推進するため、地域の特性を生かした「千葉丼創作キャンペーン」を

実施するとともに、各種メディア等を活用した広報宣伝活動を行います。 

・ 県産農産物や植木の輸出は、販路拡大と産地振興を図るうえで有効な手段と考えられることから、

生産者団体の取り組みに対し引続き支援します。また、県産農産物を海外にアピールするため、輸

出戦略の参考となる調査を行います。 

・ 特に植木については、販路拡大の可能性がある欧州諸国及び中国等で輸出可能性の調査を行うと

ともに、北米等からの有望樹木の輸入を支援し、ロットの拡大と定着化を推進します。 

Ⅲ 流通体制の整備・合理化 

「第８次千葉県卸売市場整備計画」の目指す県内卸売市場の活性化の実現に向け、市場卸売業者が

産地や実需者と連携して行う「千産千消」の推進による販売拡大のための取組を支援します。 

Ⅳ 水田農業構造改革対策の推進 

集落農業の将来方向と担い手の明確化について、集落合意に基づく「集落農業ビジョン」の策定を

支援します。 

なお、少量多品目生産と直売・加工による「千産千消」モデル地区の育成、収益性の高い転作団地

の育成などの地域水田農業ビジョンに基づく農業者の主体的取組を引き続き支援します。 

 

Ⅴ 地域特性を生かした個性豊かな産地づくり 

JA 等が主体となった園芸産地の産地戦略の構築と実行に対して支援するとともに、規模拡大や低コ

スト化の推進、高品質・安定的な生産を図るための施設化の推進により、「おいしさ・安心・安全・新

鮮」な園芸品目を安定的に消費者に提供できる産地体制の確立を目指します。 

また、ちばエコ農産物の安定供給を図りつつ、担い手を育成し産地間競争に打ち勝つために、活力

ある個性的な産地づくりに取り組む集団を支援します。 

① 消費者ニーズに応じた安全・安心な農産物の生産を目指して、農産物生産履歴記帳運動を展開し

ます。 

② 集落営農の推進と省力・低コスト技術の普及を図ります。 

③ JA等が主体となった園芸産地の産地戦略の構築と実行に対して支援します。 

④ 園芸産地の生産力を強化・拡大するために必要な省力機械、生産施設、集出荷施設等の導入を支

援します。 

⑤ 高品質・安定的な生産を図るための施設化を推進します。 

⑥ 個性豊かな産地づくりを進めるため、多様な産地づくりへの取組を支援します。 

Ⅵ 環境にやさしい農業の推進 

環境にやさしい農業の推進を図るため、土づくり・減化学肥料に取り組む農業者を支援します。 

Ⅶ 農業における環境対策の推進と啓発 

農業用使用済廃プラスチックの適正処理（再生）の積極的な推進を図るため、園芸用廃プラスチッ

クの再生処理を支援し、資源の有効利用、農村環境の保全及び施設園芸の健全な発展を図ります。 

また、野生獣による農作物等への被害を防止するため、防護柵設置事業の対象獣を拡大するととも

に、防護柵の効果的な設置と維持管理、防除方法の普及啓発等を図ります。 



昨年度との 

主な変更点・ 

改善点 

Ⅰ 「千葉ブランドの確立」向けた販売促進対策 

県産農産物の首都圏での販売促進活動を戦略的に行うため、県と関係者団体で構成する「県産農

産物生産販売推進会議」を新たに設置して、実需者や消費者に向けたセールスやＰＲを組織的かつ

強力に推進します。 

Ⅱ 消費拡大対策の推進 

農産物輸出を促進するため、欧州等への輸出の可能性等の調査を行うとともに、新たに日本貿易

振興機構が開催する輸出セミナーを誘致し、県内の生産者・食品関連業者への海外貿易情報の提供

及び輸出の伴う問題点等の検討を行います。 

Ⅲ 流通体制の整備・合理化 

県内卸売市場の活性化を推進するため、市場卸売業者が行う産地や実需者と連携した商品開発や

販売促進等の取組に対して支援します。 

Ⅳ 水田農業構造改革対策の推進 

集落農業ビジョンの策定を推進するため、新たに始まる国の品目横断的経営安定対策、米政策改

革推進対策、農地・水・環境保全対策に関するタイムリーな情報提供と関係機関との連携を強化し、

集落における合意形成活動を支援します。 

Ⅴ 地域特性を活かした個性豊かな産地づくり 

「園芸王国ちば」を堅持するため、園芸産地の生産と販売の強化を目的とした「産地戦略」の策

定と、当該戦略の実現に必要なハウスや共同利用機械・施設の導入について、認定農業者と担い手

に対して集中的に支援します。 

また、米については、ちばエコ農産物の作付面積の拡大・生産安定を図るため、ちばエコ農産物

認証制度に対応する乾燥調製施設等の整備を行います。 

Ⅶ 農業における環境対策の推進と啓発 

野生獣による農作物等への被害を防止するため、防護柵設置事業の対象獣にサル・シカ・イノシ

シに加えてハクビシン・アライグマ・タヌキ・アナグマを追加します。 

（主な活動内容） 

当初予定 結果 

時期 内容 時期 内容 

４月 

～６月 

・有害獣対策指導員の設置 

・有害鳥獣被害対策研修会の開催（3回） 

・県産農産物生産販売戦略会議の設置 

園芸産地の「産地戦略」策定支援 

県産農産物生産販売戦略（セールス・ＰＲ

等）の推進（通年） 

・千産全消販売促進事業の公募 

・「ちばエコ農産物」販売モデル店の設置及

び同販売協力店の登録（累計340店） 

「教えてちばの恵み」（仮称）ホームペー

ジの情報更新、利用促進及び情報管理シス

テム整備等に対する支援（通年） 

・市場開拓調査の実施 

・地域水田農業推進協議会への検査 

・集落農業ビジョン策定推進検討会 

・集落農業ビジョンの策定支援（通年） 

・米政策関連対策への加入促進 

・補助事業計画協議 

・農林振興センターへの補助金令達 

・事業計画の認定、内示 

・補助金交付申請 

・主要野菜の生育概況調査（通年） 

・野菜出荷見通し調査（通年） 

・千産千消定期市の開催（主要駅 通年） 

・農産物輸出の可能性等の調査 

４月 

～６月

・食品産業等の実需者に向けたセールス活動の実

施（通年） 

・「ちばエコ農産物」販売協力店の登録 

  (通年・累計250店舗) 

・千産全消公募事業説明会(6月) 

・百貨店での県産農産物フェアの開催（ジャスコ）

・千葉県産農林水産物ＰＲビデオの作成 

・都内ホテルにおける千葉県産食材フェアの開催

・集落農業ビジョンの策定支援（通年） 

・米政策関連対策への加入促進（４～６月） 

・事業実施計画協議（５～３月） 

・主要野菜の生育概況調査（通年） 

・野菜出荷見通し調査（通年） 

・補助事業計画協議（４月～） 

・事業計画の認定、内示（４月～） 

・補助金交付決定（４月～） 

・国庫事業計画協議（６月～） 

・国庫事業補助金交付申請（６月～） 

・県産農産物生産販売推進会議の開催（6月） 

・平成17年度水田農業構造改革交付金等の検査

・米政策改革関連対策に係る事務処理等説明会 

・地域水田農業推進協議会＆水田農業構造改革対

策担当者会議(10地区) 



７月 

～９月 

・市場卸売業者の検査 

・米の需給情報の把握と伝達 

・経営所得安定対策等研修会（仮称） 

・エコ米産地懇談会（仮称） 

・補助金交付決定 

・「ふさこがね」新発売キャンペーン 

・指定産地生産出荷近代化計画樹立 

・稲作・種子対策会議、現地検討会 
７月 

～９月

・「教えてちばの恵み」ホームページの運用開始

（7 月）、情報の更新、システムの維持管理(通

年) 

・市場卸売業者の検査（7月～3月） 

・販売流通セミナーの開催(9月～3月 計 7回)

・ちばの「食」産業連絡協議会設立総会(7月) 

・千産全消公募事業審査会(7月・8月 計 2回)

・米消費拡大推進協議会総会(7月) 

・ちば「食」産業連絡協議会第１回幹事会(9月)

・「地域水田農業ビジョン」実践強化研修会の

開催（７月） 

・指定産地生産出荷近代化計画樹立（14地区） 

・有害鳥獣担当者研修会（２回：９月・１２月）

・「ふさこがね」発売キャンペーン 

・県産農産物生産販売推進会議の開催(8・9月) 

・ちば菜の花米新米キャンペーンの実施 

・集落営農推進リーダー養成講座の開催(8月) 

10月 

～12月 

・百貨店での販売促進活動 

・食品関連産業に向けた商談会の開催 

・市場卸売業者の検査 

・千葉丼創作クッキングコンテストの開催 

・テスト輸出、商談の実施 

・集落ビジョン推進成果検討会 

・米の市町村需要情報の伝達（仮称） 

・市町村別生産目標数量の配分 

・種子査定会、麦・大豆現地検討会 

・調査ほ実績検討会 

 

10月 

～12月

・県内主要駅での定期市の開催（JR千葉駅） 

 （東葉高速鉄道 八千代緑ヶ丘駅、勝田台駅）

・見本市・商談会の開催（11月 幕張メッセ） 

・大田市場千葉県青果・花きフェア(11月) 

・百貨店での県産農産物フェアの開催（ジャスコ）

・「ちばエコ農産物」販売モデル店の設置 

（9事業主体）

・集落農業ビジョン策定推進検討会の開催(10月)

・第2回「地域水田農業ビジョン」実践強化研修

会の開催（12月） 

・商品掲載情報の収集 

・有害鳥獣被害防止パンフレットの作成 

（１１月・10,000部）

・公募（千産全消販売促進事業）の審査会開催 

・植木の試験輸出（3団体） 

・トマト黄化葉巻病発生対策会議（11月・1回）

・新たな需給調整システム導入(51協議会) 

・集落営農推進リーダー養成講座の開催(8月) 

１月 

～３月 

・百貨店での販売促進活動 

・食品関連産業に向けた商談会の開催 

・市場卸売業者の検査 

・米政策改革推進対策研修会（仮称） 

・県水田農業推進協議会１８年度事業計画の

策定 

・産地づくり計画策定支援（仮称） 

・産地づくり計画策定支援 

・次年度生産啓発資料の作成 

・農作業事故ゼロ運動 

・種子需給対策・次期採種ほ設置・講習会 

・実績報告 

・次年度の国との計画協議 

・竣工確認検査、補助金の支払い 

 

１月 

～３月

・ちば「食」産業連絡協議会第 2 回幹事会

(1月) 

・北足立市場千葉県青果物フェア(1月) 

・見本市・商談会の開催 

   （2月 高輪プリンスホテル） 

・県内主要駅での定期市の開催（JR船橋駅） 

・百貨店での県産農産物フェアの開催 

                  (リブレ京成、ジャスコ) 

・卸売市場関係者研修会(3月) 

・フードサービス協会現地見学会(3月) 

・ちばの「食」産業連絡協議会臨時総会(3月) 

・ちばの｢食｣産業連絡協議会現地見学会(3月) 

・ちばの｢食｣産業連絡協議会さつまいも研究会 

設立(3月) 

・ちばエコ農業栽培指導指針等の作成配布 

・千産千消見本市・商談会の開催（２回） 

・卸売市場の検査（民営１卸業者、産地５漁協）

・県水田農業推進協議会 19 年度事業計画の策定



（3月） 

・産地づくり計画策定支援（2～3月） 

・農作業事故ゼロ運動研修会の開催 

・種子需給対策・次期採種ほ設置・講習会 

・産地見学会・意見交換会の開催（２回） 

・開発料理の紹介イベントの開催（２回） 

・第８次千葉県卸売市場整備計画の策定 

・商品掲載情報収集・入力 

・産地強化計画の策定（4地区） 

・竣工検査・額の確定 

・国庫事業実績報告 

・次期「米政策改革推進対策」研修会の開催 

・水田農業推進対策に係る先進地視察研修の実施

５ 施策実施結果（事後評価） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 

策 

実 

施 

結 

果 主な成果 

Ⅰ 「千葉ブランドの確立」向けた販売促進対策 

県産農産物の販売促進を図るため、食品産業等の実需者の多い都内・首都圏を中心に積極的なセー

ルス活動を実施するとともに、ちばエコ農産物販売協力店の登録拡大（250 店舗）を行いまし

た。 

また、県産農林水産物の生産販売情報を消費者に提供する「教えてちばの恵み」ホームページの運

用開始(7 月)や、ちばの｢食｣産業連絡協議会と連携し、生産者と食品関連産業との見本市・商

談会を開催（2回）しました。 

さらには、公募事業（9 事業主体）を中心に、県内はもとより首都圏・全国に向けて販売促進活動

を展開した結果、県産農産物に対する消費者等の認知度は高まってきました。 

Ⅱ 消費拡大対策の推進 

米の消費拡大を図るため、米を使った伝統郷土料理の紹介・実演や料理教室の開催及び各種啓発活

動等により、ごはん食の普及・定着を推進しました。 

Ⅲ 流通体制の整備・合理化 

卸売市場の活性化の実現に向け、卸売市場が行う産地や実需者等と連携した商品開発、販売促進等

の取り組みを支援しました。 

Ⅳ 水田農業構造改革対策の推進 

需要に応じた米の生産と水田農業の構造改革を図るため、52 市町村において JA 等の農業者団体の

生産調整方針作成に関する助言・指導、水稲生産実施計画書の配布及び実施状況の確認が行わ

れ、米の数量調整事務が円滑に実施されました。 

また、県水田農業推進協議会において、集落営農や合意形成活動を指導し、マネジメントする集落

営農推進リーダーを養成するため、6 地域において集落営農推進リーダー養成講座（延べ 327

名）を開催するとともに、地域水田農業推進協議会、市町村、農協等を対象とした次期「米政

策改革推進対策」推進研修会（196 名の参加）を開催するなど、水田農業構造改革対策の着実

な推進と次期対策への円滑な移行を図りました。 

さらに、14 の地域水田農業推進協議会の 19 集落において集落合意形成活動が行われ、7 の集落農

業ビジョンが新たに策定されました。(17年度からの累計で33集落農業ビジョン) 

Ⅴ 地域特性を生かした個性豊かな産地づくり 

国際競争にも対応できる安全・安心・高品質な園芸農産物を安定供給する産地体制を確立するため、

施設化や省力機械・施設の導入を重点に推進しました。 

その結果、パイプハウス等の施設化については、約 6.4ｈａで導入され、小松菜などの軟弱野菜を

中心として安定的な生産が展開されています。また、予冷庫、保冷庫8台の導入、省力機械・

施設の導入により、鮮度の良い供給体制や低コスト化に向けた産地体制が確立されつつありま

す。 

併せて、水稲（5回）や落花生（4回）の生育情報等の提供により適正な栽培管理が行われました。

また、水稲種子（1,753トン）や落花生種子（14.6トン）を確保したことにより、今後も高品

質な米や落花生の安定生産が期待されます。 

千葉ブランド産地づくりでは、21事業実施主体が、こだわり農産物の産地化、実需者との連携によ

る商品開発・販路の開拓など地域特性を生かした多様な産地づくりへの取組を展開しました。

 



主な成果 

病害虫防除については、病害虫発生予察情報会議の開催（11回）や予察情報等の提供（24回）、

指導者を対象とした病害虫防除指針を発行するなど、適期・適切な防除対策を行った結果、大きな

被害はありませんでした。 

Ⅵ 環境にやさしい農業の推進・バイオマス利活用の推進 

環境にやさしい農業の推進を図るため、土づくり・減化学肥料・減化学農薬に取り組む農業者を

支援し、平成18年度までに1,572人がエコファーマーとして認定されました。 

また、環境にやさしい農業に取り組むために必要な資材の導入や、土壌診断実施への助成など適

正施肥の啓発を行いました。 

Ⅶ 農業における環境対策の推進と啓発 

環境負荷の低減、資源の有効利用のためになどの観点から、産業廃棄物である農業用使用済みプ

ラスチックを再生可能な資源として利用するため、農業用廃プラスチックの適正処理の推進を行い

ました。 

また、野生サル・シカ・イノシシによる農作物への被害を防止するため、防護柵設置事業の補助

を 9 市町村へ実施し、有害獣被害対策指導員 12 名の設置、市町村や農協職員等を対象とした被害

防止対策研修会を2会場で実施したほか、被害防止対策のパンフレットを10,000部作成しました。

 

 

特記事項  

次

年

度

以

降

の

対

応 

残された 

課題 

Ⅰ 「千葉ブランドの確立」向けた販売促進対策 

・多様な販売形態と様々なニーズに対応することが求められており、食品・外食産業、ホテル等

との連携を一層強化し、実需者への県産農産物の供給体制の整備や商品開発の必要がありま

す。 

・ちばエコ農産物に対する消費者の理解は向上しているものの、認知度は高いとは言えないので、

引き続き積極的な販売促進活動を行う必要があります。 

Ⅱ 消費拡大対策の推進 

・米の一人当たりの消費量は依然として減少傾向にあることから、関係機関・団体との連携によ

り、ごはん食の良さの再認識、日本型食生活の一層の推進を図る必要があります。 

Ⅲ 流通体制の整備・合理化 

・卸売市場を経由しない多様な流通が拡大するなど、市場を取り巻く状況は厳しいものがあり、

県内卸売市場の機能強化を目指した「第８次千葉県卸売市場整備計画」を基本に卸売市場の活

性化に取り組む必要があります。 

Ⅳ 水田農業構造改革対策の推進 

今後も国において詳細が決められる品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策、農地・水・

環境保全向上対策への円滑な対応を図るため、集落農業ビジョン策定に向けた取組みを継続・拡

大する必要があります。 

Ⅴ 地域特性を生かした個性豊かな産地づくり 

・輸入農産物の急増など国内外の産地競争が激しさを増す中、「作れば売れる時代」から、消費

者や食品産業のニーズに合った「売れる農産物づくり」が重要な課題となっており、販売を重

視した対応に取組む必要があります。 

・「おいしさ・安全・安心・新鮮」な県産農産物を安定的に供給するため、施設化の一層の推進

や園芸・農産産地の生産力の強化、優良種苗の導入など、地域特性を生かすとともに消費ニー

ズに即した生産と産地づくりを推進する必要があります。 

・安全・安心な「千葉ブランド」農産物の生産・供給を進めるため、市町村と連携して地域特性

を生かした取組について支援し、産地づくりを効果的に促進する必要があります。 

・化学農薬での防除が困難な病害虫として、昨年９月に発生したトマト黄化葉巻病の被害の拡大

が懸念されるので、被害対策の徹底を図る必要があります。 

また、環境負荷の低減を図るための取組である「総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ※）」を関係

機関と連携して推進する必要があります。 

Ⅵ バイオマス利活用の推進・環境にやさしい農業の推進 

環境にやさしい農業の普及・拡大に向けて、土づくり・減化学肥料など土壌診断に基づいた適

正施肥の実践を推進するため、土壌診断への助成など農業者への支援を継続する必要がありま

す。 



 

Ⅶ 農業における環境対策の推進と啓発 

環境負荷の低減、資源の有効利用などの観点から、産業廃棄物である農業用使用済みプラスチッ

クを再生可能な資源として利用するため、農業用廃プラスチックの適正処理の推進を引き続き行う

必要があります。 

また、近年、夜行性獣であるハクビシン、アライグマ、タヌキ、アナグマによる被害が拡大して

おり、その被害対策を図る必要があります。 

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 

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 

Ⅶ：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 「千葉ブランドの確立」向けた販売促進対策 

・食品産業や消費者等の様々なニーズに対応できる県産農産物の販売戦略、産地づくりを展開す

るため、ＪＡ全農ちば等関係機関が一体となって必要な対策を検討し、県内及び東京・首都圏

向けの販売促進活動を戦略的・集中的に行うとともに、各種イベント等を活用したＰＲなどに

取組みます。 

・ちばの｢食｣産業連絡協議会と連携し、情報交換及び商談の場を創出するとともに、新商品の開

発並びに新たな流通経路の形成に取組みます。 

・ちばエコ農産物の普及拡大に向けて、販売協力店の拡大に努めるとともに、販売協力店と卸・

仲卸業者との連携による販売・流通体制強化に取組みます。 

Ⅱ 消費拡大対策の推進 

・関係機関・団体との連携により、健康面に優れたごはん食の普及・定着を推進するとともに、

水田農業に対する理解増進、県産農林水産物を活用した日本型食生活の拡大に取組みます。 

Ⅲ 流通体制の整備・合理化 

県内卸売市場を生鮮食料品等の基幹的な流通ルートと位置づけ、市場の競争力の強化と活性化

に取組みます。 

Ⅳ 水田農業構造改革対策の推進 

・品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策、農地・水・環境保全向上対策に関する迅速な

情報提供と関連機関との連携により、集落農業ビジョンの策定支援に取組みます。・また、集

落営農推進リーダーを養成するため、研修会の開催、リーダー養成講座への受講者派遣及び先

進地視察の実施等に取組みます。 

Ⅴ 地域特性を生かした個性豊かな産地づくり 

・本県園芸産地の生産力を強化拡大するため、ＪＡ等が主体となって産地自らが構築する「消費

ニーズの変化に対応した生産・販売戦略（産地戦略）」の策定と実行を支援します。また、高

品質・安定的な生産を図るための施設化を緊急的に支援するために、がんばる園芸産地への支

援に取組みます。 

・売れる米づくりや特産作物の生産を推進するため、高品質・低コスト化に向けた共同利用機械

施設の導入促進及び優良種苗の安定供給に取組みます。 

・市町村との連携を密にして、生産者団体等を支援し、地域特性を生かした多様な産地づくりに

取組みます。 

・病害虫防除については、発生予察情報に基づき、ＩＰＭ（総合的病害虫・雑草管理）の啓発と

推進に努め、難防除病害虫の被害軽減に取組みます。 

Ⅵ バイオマス利活用の推進・環境にやさしい農業の推進 

  平成１９年度からは安全農業推進課において、有機資源等の活用、土づくり及び適正な施肥に

よる生産性の向上と過剰施肥の防止を図るため、環境にやさしい農業を推進し、土壌診断に基づ

く適正施肥の推進や土壌診断の助成に取組みます。 

 



 

Ⅶ 農業における環境対策の推進と啓発 

農業生産で排出される園芸用廃プラスチックの再生利用を支援するため、処理経費の一部を助成

するとともに、千葉県園芸用プラスチックリサイクルセンターでの処理の円滑化を図るため、引き

続き計画的な施設整備に取組みます。 

また、有害獣による農林作物への被害防止を図るため、防護柵の効果的な設置と維持管理、防除方

法の普及啓発等に引き続き取組みます。 

（二次評価結果） 

Ａ 拡大  Ｂ 現状維持  Ｃ 縮小  Ｄ 大幅に縮小 

・消費者や食品産業等の様々なニーズに対応した県産農産物の販売戦略を早期に構築し、販売促進活動に積極的に

取り組むこと。 

・安全・安心な「千葉ブランド」農産物の安定的な生産・供給を進めるため、地域特性を生かし、販売戦略にも対応

した産地づくりを進めること。 

・品目横断的経営安定対策、米政策改革推進対策については、迅速な情報提供と関係機関との十分な連携を図ること

により、円滑な対応に努めること。 

 


