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１ 本県農業の現状 

 

○ 本県農業は、温暖な気候と豊かな大地に恵まれ、多くの人口が集中する首都圏に   

あって、食料の安定供給という面で大きな役割を果たしています。 

  本県においては、東京都に隣接した北西部は都市化が進んでいますが、中央部には  

比較的平坦な下総台地が広がり、そこから南房総にかけては２００～３００メートル級

の丘陵が続いています。また、利根川流域と九十九里沿岸には比較的まとまった平野も

存在しています。 

  そのような中で、農業産出額が全国でもトップクラスの野菜に加え、米、果樹、畜産

など、地域ごとに多彩で特色のある農業が展開されています。 

 

 

２ 本県農業の課題 

 

(1) 農業構造のぜい弱化への対応 

  高齢化の進展や後継者の不足等による農業従事者の大幅な減少という、近年の我が国

農業が抱える構造的な問題に本県も直面しています。平成１２年に７万６千戸あった 

販売農家数は、平成２２年には５万４千戸と２万２千戸も減少する一方で、基幹的農業

従事者のうち６５歳以上の高齢者の占める割合は、４２パーセントから５６パーセント

へと増大しています。 

  また、このような農業労働力の減少や高齢化が進展する状況にあって、耕作放棄地の

発生防止・解消及び優良農地の確保、さらには自然環境や国土の保全、水源のかん養  

などの農業・農村が持つ多面的機能の持続的な発揮のためにも、地域農業の中心となる

担い手の確保・育成を進め、それらが農業生産の相当部分を担っていくような農業構造

の確立が必要です。 

(2) 農業のグローバル化への対応 

  経済社会のグローバル化に伴い、幅広い分野において、人やモノ、情報などの交流が

世界的規模で拡大しています。中でも貿易の分野では、ＥＰＡ・ＦＴＡ等の進展に伴い、

関税率の引下げによる一層の市場開放が進められています。 

  安価な輸入農産物の増加による国産品価格の低迷、さらには産地間競争の激化という

困難な状況にあって、本県農業の持続的な発展を目指すためには、首都圏立地の優位性

など本県の特色を生かし、有利販売できる農産物の生産が求められています。 

(3) 食の安全･安心志向の高まりと消費者ニーズの多様化への対応 

  食品の偽装表示、輸入野菜の残留農薬などの問題を契機として、消費者の｢食｣の   
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安全性に対する関心が高まっており、さらに原発事故に伴う放射性物質の影響に対する

的確な安全・安心対策が求められています。 

  また、消費者ニーズの多様化を踏まえ、「食」の安全・安心の確保に加えて、消費者に

本県農産物を選択してもらえるよう認知度、信頼度、好感度を高める販売戦略の展開が

急務となっています。 

(4) 人口減少や高齢化の進展による集落機能の低下への対応 

  農村は、食料供給ばかりでなく、県土や自然環境の保全等にとってかけがえのない  

多面的機能を有しており、また、人々の価値観が心のゆとりや豊かな暮らしを求める  

方向に変化する中で、美しい景観や豊かな自然のある農村への期待は大きくなって  

います。 

  しかしながら、農村の人口減少や高齢化の進展により、生産活動や集落としての機能

が低下し、耕作放棄地や野生鳥獣による生産物への被害が拡大しており、緑豊かな景観

や伝統文化など農村の魅力的な資源を発掘・活用し、農村の活性化を図っていくことが

求められています。 

 

 

３ 本県農政展開の基本的な考え方 

 

○ 上記２で示した本県農業が直面する課題の解決に向け、県では、以下の３つの取組を

総合的に進めることで、厳しい状況にある経営環境の改善を図り、魅力ある力強い   

千葉県農業を展開していきます。 

 

（１） 生産力強化と担い手づくりの推進 

「農業産出額全国第２位」の奪還を目指し、農業者と関係団体の緊密な連携の下、  

マーケット需要に対応した力強い産地づくりを進めるとともに、県産農産物の地域  

ブランド化や６次産業化等による高付加価値化を推進します。 
また、県産農産物の輸出拡大を目指し、輸出産地を育成するとともに、生産者の輸出

活動を支援します。 

さらに、地域の農業を牽引する意欲ある人材や企業的経営体、集落営農組織などの  

多様な担い手を確保・育成し、意欲ある担い手への農地集積を推進するとともに、   

産地間競争力の強化に向けた大区画ほ場の整備などの生産基盤の充実・強化を図り、 

耕作放棄地を含む農地を一定規模にまとめた上で、農業法人等に貸し出す仕組みづくり

を進めます。 

加えて、消費動向の変化や温暖化に対応した新たな技術開発や品種育成に積極的に 

取り組むとともに、全国的な優良事例を本県農業の産地づくりに取り入れながら、   

高付加価値型、高収益型の農業への転換を促進します。 

また、次世代に引き継げる持続可能な農業を目指し、環境への負荷軽減や資源の適正

な利用などを推進します。 
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(2) 千葉の魅力を全国・海外に発信 

知事のトップセールスやテレビ、ラジオ、新聞など各種メディアを通じたＰＲ活動を

戦略的に展開し、本県の魅力を国内外に発信します。特に、海外での知名度向上のため、

海外への直接、継続的な発信を強化します。 

また、観光地や文化、産業などの「千葉ブランド」を充実させるとともに、本県の   

イメージアップと県産農産物の販売促進、ファンづくりや定住の促進に向けて、魅力を

積極的に発信します。 

（3） 緑豊かで活力ある農村づくりの推進 

多様な人々の参画による農村の活性化を推進するため、直売所や加工所、農家    

レストラン、体験農園などの農業体験施設でのグリーンツーリズムなど、魅力ある本県

の農山村に多くの人々が触れ合える機会を提供することで、農林業に対する県内外の

人々の理解増進と高齢者就労など多様な就労の場の提供につながるような地域づくりを

目指します。 

さらに、耕作放棄地の増加や野生鳥獣による農作物等への被害増加といった地域の 

課題や、農道と農業水利施設などの適切な保全管理について、地域が一体となって都市

住民との協働の下に取り組み、美しい景観が保全された、住民が快適に過ごせる豊かな

農村の実現を図ります。 

 

 

４ 農業経営基盤の強化の促進に向けた取組の方向 

 

○ 本県農政展開の基本的な考え方に即して各種施策を展開し、本県農業・農村の持続的

な発展を図っていくためには、効率的かつ安定的な農業経営体が農業生産の相当部分を

担う望ましい農業構造の確立、すなわち意欲と能力のある経営感覚に優れた担い手の 

確保・育成と、それら担い手への農用地の利用集積を進めていくことがとりわけ重要  

です。 

  そのため県では、本基本方針において目指すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標

を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする 

農業者に対し、農用地の利用集積、経営の合理化をはじめとする農業経営基盤の強化を

促進するための措置を総合的に講じます。 

また、集落・地域での話し合いに基づく「人・農地プラン」の策定を推進すると    

ともに、その実行により、農地集積や新規就農・経営継承を促し、農業の体質強化を   

図ります。 

今後さらなる増加が懸念される耕作放棄地については、担い手への農用地の利用集積

を図ることを基本に、その発生の防止と農用地としての効率的な利用を目指します。 

   

(1) 効率的かつ安定的な経営体の育成 

  人々が農業を魅力とやりがいのある職業として選択し、意欲を持って取り組んでいく
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ためには、農業に従事することで、地域における他産業と比較して遜色のない労働条件

と収入を得ることが必要です。 

  そこで本県においては、現に県内各地域で展開されている経営事例を踏まえ、地域に

おける他産業従事者並みの年間労働時間（主たる従事者１人当たり１，８００～２，０００時間

程度）を維持しつつ、他産業従事者並みの生涯所得を可能とする年間農業所得    

（１経営体当たり５５０万円程度）を確保しうる農業経営を行う者を｢効率的かつ安定的な

農業経営体｣として位置付け、その確保・育成に努めます。 

また、その育成に資するよう、低利融資等の農業金融対策の効果的な活用を図ると  

ともに、経営管理能力や対外的な信用の向上に資する法人化や家族経営協定の締結を 

推進します。 

(2) 効率的かつ安定的な経営を支える組織の育成 

  地域においては、効率的かつ安定的な農業経営を目指す農家のほかにも、小規模な  

兼業農家や土地持ち非農家などが存在しますが、それらが相互に支え合い、地域農業の

発展を図っていくことが必要です｡そのため、地域での話合いを前提にリーダーとなり 

うる人材の育成に取り組み、高性能機械や施設を共同で利用する仕組みづくりを進める

ほか、農作業受託組織の形成を図ります｡ 

  また、経理の一元化など一定の要件を備えた集落営農組織のうち体制が整ったものに

ついては、特定農業団体化･法人化に向け誘導していきます。 

（3） 多様な人材の参加による地域づくり 

  農業者の半数を占める女性農業者は、重要な担い手であるとともに、加工や直売等の

起業活動を通じて地域の活性化にも大きく貢献しています。そして農業は、個人の体力

に応じて、生涯にわたって従事することが可能な職業でもあります。そのため高齢者に

ついても、その知識と経験を活かして、積極的に生産や地域活動に参加していくことが

期待されています。 

地域においては、多様な主体が参加する活動組織が農地･農業用水等の適切な保全管理

のための共同活動を数多く実践しています。また、農林漁業者等による農林水産物の  

加工販売等６次産業化の取組が進められています。 

これらの状況を踏まえ、県では、活力のある農村づくりに向け、女性農業者や高齢者

をはじめとする多様な主体が、農業経営や地域社会の活動に主体的に参画できるような

環境の整備を進めるとともに、地域住民自らが緑豊かな景観や伝統文化など農村の  

魅力的な資源を発掘・活用し、生産から加工・販売・観光等が一体化した６次産業化の

取組を支援します。 

さらに、農業･農村が持つ、自然環境や国土の保全、水源のかん養などの多面的機能の

重要性について都市住民の理解を深めていくことは、今後の農業･農村の持続的な発展の

ためにも不可欠であることから、農産物の産地直接販売、グリーンツーリズムの推進な

ど、都市と農村との交流の活性化を図ります。 
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５ 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保・育成の方向 

 

○ 農業における技術革新や情報化、経済のグローバル化が進展する中で、経営感覚に優

れた意欲ある農業者の確保・育成を図ります。 

 

(1) 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保 

近年の新規就農者は、新規学卒の農家子弟ばかりでなく、他産業に従事した後に就農

する農家子弟や非農家からの新規参入者が増加するなど多様化しており、それに伴い就

農形態も自家農業の継承だけなく、新たな部門を起こす場合や、新たに農地等を確保し

て就農する場合、さらには農業法人等へ就業するなど多様化しています。 

また、本県の新規就農者数は、５年ほど前までは年間２００人前後で推移していま  

したが、近年は増加傾向にあります。 

そこで本県では、農業の持続的な発展に向け、新規就農者数を年間４５０人確保する

ことを目標とします。 

 

(2) 新たに農業経営を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標 

本県の他産業従事者や優良な農業経営の事例と均衡する年間総労働時間（主たる  

従事者１人当たり１，８００～２，０００時間程度）の水準を達成しつつ、農業経営   

開始から５年後には農業で生計が成り立つ年間農業所得（１経営体当たり２５０万円 

程度）を目標とします。 

(3) 新たに農業経営を営もうとする青年等の確保に向けた県の取組 

県内外での就農情報の収集及び発信、就農相談会を行うほか、栽培技術や農業経営に

関する知識の習得のため、県立農業大学校を担い手育成の中核機関に位置づけ実践的な

教育・研修を行うとともに、市町村や関係団体、指導農業士等と連携し、就農相談から

技術習得や農地の確保、就農後の定着まで一連の支援体制を充実させます。 

また、国の給付金制度等の活用を促進し新規就農希望者の円滑な就農を支援します。 

さらに、農業者の法人化を積極的に推進し、新規就農希望者の雇用の受け皿となる  

法人を５年間で１００法人増加させることを目標にするとともに、国の雇用事業等の 

活用を促進し法人等への就業を支援します。 

(4) 地域ごとに推進する取組 

本県では、自然条件や社会条件の違いを生かし、地域ごとに多彩で特色のある農業が

展開されています。 

そこで、新たに農業経営を営もうとする青年等の確保についても、地域における農業

生産の現状や実現の可能性を踏まえ、地域に定着できるような農業経営の実現を支援し

ます。 
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６ 地域における農業生産の取組方向 

 

○ 本県では、地域ごとに自然条件や社会条件の違いから派生する地域特性を活かした、

多彩で特色のある農業が展開されています。 

  今後、本県農業の持続的な発展を図っていくためには、これら地域ごとの農業生産の

現状とその可能性を再認識し、目指すべき将来像を明らかにした上で、その実現に寄与

するような担い手の確保・育成を進めていくことが肝要です。 

  これまでの都市農業地域･平地農業地域･中山間農業地域という３区分に従い、地域 

ごとの農業生産の現状とあるべき姿としての将来像を示すと以下のとおりです。 

 

（１） 都市農業地域：主として千葉･東葛飾農業事務所管内 

ア 現 状 

本地域では、大消費地に隣接するという有利な立地条件を活かして、野菜･果樹･  

花き類などの生産が展開され、その産出額は県全体の約３割を占めています。中でも

野菜は、古くから都市近郊産地として高い評価を得ており、｢ねぎ」「ほうれんそう」

「こまつな」「かぶ」「えだまめ」など、幅広い品目の産地形成が進んでいます。また、

果樹について県内最大の｢なし｣産地が形成されているほか、「パンジー」「ペチュニア」

などの花壇苗を中心に花き類の生産が行われています。 

 イ 将 来 像 

   消費者の食の安全・安心への関心が高まる中で、都市農業が持つ生産地と消費地が

極めて近いという利点を活かして、朝取り出荷･販売、契約栽培、直接販売などの   

生産者の顔が見える｢地産地消｣の取組がより一層進展します。 

産地ブランドの維持･強化を目指して、新しい品種や栽培技術の開発とともに、  

土づくりを基本とする高品質の野菜や果樹の生産が進められます。その一環として、

家畜排せつ物や作物残さをたい肥等に再利用し、地域へ環境負荷の軽減と地域   

リサイクル体制の確立が図られます。また、減農薬栽培や農薬飛散防止対策など、  

環境に配慮した取組も進展します｡ 

農業とのふれあいを求める都市住民のニーズは高まっており、近隣住民が農作業に

参加する｢体験農園｣、子供たちが農作業を体験する｢学童農園｣など、県民に農業と  

触れ合う機会を提供することにより、都市住民と生産者との交流の活性化や農業への 

理解促進がさらに進展します。 

（２） 平地農業地域：主として印旛・香取・海匝・山武・長生農業事務所管内 

 ア 現 状 

本地域は平坦で広大な耕地を有し、全国でもトップクラスの産出額を誇る｢だいこん」

「にんじん」「トマト」「すいか」「キャベツ」をはじめ、｢ゆり」「サンダーソニア」、 

｢なし｣など、野菜･花き･果樹の産地が数多く形成されています。先端技術を活用した

施設等の導入や、大型集出荷場の整備が進むなど、県内産出額の半分以上を占める  
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主要な園芸地域です。また、｢落花生」「かんしょ」についても、全国有数の産地と   

なっています。 

   水稲に関しては、基盤整備の進んだ優良な水田に恵まれ、県内の作付面積の約３分

の２を本地域で占めているほか、大規模稲作経営農家が多いのも特徴です。 

   肉用牛については、本県が酪農県であることから、乳用種と肉質の評価の高い肉  

専用種との交雑種が多数飼育されており、大規模な経営体も少なくありません。また、

都市化の進展により豚の飼養戸数は全体に減少していますが、古くからの産地である

香取･海匝地区を中心に、経済的メリットの高い繁殖肥育一貫経営を主体とした大規模

化が図られています。 

 イ 将 来 像 

   本地域は、豊かな土地資源を持ち、将来においても本県、さらには首都圏における

｢食｣の供給基地として発展を続けるものと考えられます。    

   生産の安定性、農作物の高品質を確保するかんがい排水施設等とともに、広域集  

出荷施設や貯蔵施設等の整備が進められており、優良品種の導入や栽培技術の高度化

と相まって、収益性の高い野菜や果樹の産地が形成されています。また、いちごを  

はじめとする観光農園や、体験農園の広がりなど、グリーンツーリズムに対応した  

新しい農業も展開しています。 

花き類についても、常に変化する消費者ニーズに対応するため、流通販売業との  

連携による品種選定や生産販売を可能とする体制が確立します。 

   水田地帯においては、ほ場の大区画化や高度利用のための用排水施設の整備が進む

中で、認定農業者を中心とした担い手や農作業受託組織へ農地が集積され、経営規模

の拡大と低コスト化による生産性の高い水田農業が展開しています。また、野菜や  

花き類などの園芸作物と水稲を組み合わせた複合経営もより一層進展します。そして、

水田を活用した飼料用米やホールクロップサイレージ用稲などの生産、家畜排せつ物

のたい肥としての再利用など、地域の畜産農家との連携が進みます。 

   その畜産農家では、高品質な家畜の改良や省力管理技術の開発が進み、経営の   

安定化が図られます。 

（3） 中山間農業地域：主として夷隅・安房・君津農業事務所管内 

 ア 現 状 

本地域は、温暖な気候条件を活かして、｢カーネーション」「ストック」などの切花

を中心に、県内産出額の半数以上を占める県内有数の花き産地となっています。果樹

生産も盛んで、特に｢びわ｣は全国を代表する産地です。また、「食用なばな」など地域

特産品目を中心とした野菜産地も形成されています。 

   水稲については、温暖な気候に恵まれ県内で最も収穫期の早い早場米産地となって

いますが、狭あいで急傾斜という土地条件から生産費は他地域に比べて高い傾向に 

あります。しかしながら、昔から良質米産地が形成され、地域ブランドとして好評を

博しています。 

   また、本地域は江戸時代に端を発する酪農発祥の地でもあります｡ 飼養戸数でも 

県内全域の約半数を占めており、生乳産出額全国第３位である本県の生乳生産を  
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支えていますが、家族経営を中心とした中規模な経営体が多く、輸入牛肉と競合する   

肥育用雄子牛や乳廃牛の価格低迷等により経営が圧迫されています。 

 イ 将 来 像 

｢びわ｣をはじめとする特産果樹の振興に加え、ブルーベリーや熱帯果樹等の新しい

果樹産地も育成されます。また、花き類について、花摘み用の切花産地の育成、    

施設化の推進や共選共販体制の整備が図られるなど、温暖な気候を活かした特色ある

産地づくりが進められます。 

さらに、本地域は本県を代表する観光スポットでもあることから、アクアライン等

の利用促進により観光資源としての需要がさらに増加し、花の摘取りやいちご･びわ 

狩り等の収穫体験、直売所を核とした販売、グリーンツーリズムなどの観光と農業を

結び付けた取組がより一層進展します。加えて、土地条件に応じた生産基盤の整備や、

住環境の改善が引き続き進められることで、農業所得の向上、ひいては都市部からの

新規就農が促進されることにより地域全体の活性化が図られます。 

また、米については、組織経営体の育成による生産体制の整備が進められ、消費者

ニーズを踏まえ付加価値を高めた｢売れる米づくり｣が推進されます。そして、ゆとり

ある生活の実現に向け、都市住民が中山間地域の水田を活用して農作業体験や余暇 

活動を行うことで、水田の保全活用が図られます｡ 

酪農経営については、高能力な牛が生み出されるとともに飼養管理技術の研究が 

進み、生産性が向上します。また、生産費の中でもっとも高い比重を占めている   

飼料代の軽減と、消費者の求める安全･安心の確保に向け、水田や耕作放棄地等を  

活用した自給飼料の生産が強化されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


