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Ⅰ 目標 

 

○千葉県産農林水産物の購入意欲を高めます＊１ 

  県産農林水産物を選択する消費者の拡大 

  現状 76.5％※  ３年後 増加を目指します （参考）10年後 概ね全ての県民に浸透します 

 ※平成22年度第40回県政に関する世論調査「本県農産物の購入意欲」 

 

○千葉県産農林水産物の輸出を促進します＊２ 

  県産農林水産物の輸出額 

  現状 100億円  ３年後 115億円  （参考）10年後 200億円規模 

 

＊１ ３年後は一層の増加を目指します。10年後は概ね全ての県民に浸透を図ります。 

＊２ ３年後は年５％程度の増加により115億円を目指します。10年後は国の輸出戦略に準じ200億円規模となるよう促進

します。 

 

Ⅱ 現状及び課題 

１ 生産面 

 本県は、農業産出額が全国第３位（平成 21 年：4,066 億円）、海面漁業生産量が全国 

第６位（平成 20 年：176,157 トン）と、全国屈指の農林水産県であり、マーケットに多種 

多様な県産農林水産物を安定的に供給することから、｢食の宝庫｣といわれてきました。特に、 

落花生や日本なし、イセエビなど多くの日本一の産品を有し、全国シェアトップ３には

37品目が入っています（表1）。 

しかし、豊富な食材に恵まれていることから、個々の品目についての存在感を示すこと

ができない状況にあり、「新鮮でおいしく顔の見える」県産農林水産物のより一層の消費

拡大に向け、マーケティングに基づいたものづくりと、県内外の実需者※や一般消費者に

より知ってもらうことが課題となっています（図１）。 

また、県内には成田国際空港や東京ディズニーリゾートなどの大規模集客施設に加え、

多様な観光資源を有し、県産農林水産物をアピールするには最良の立地にあります。 

今後は、これらの好条件を最大限に活かし、本県農林水産業及び県産農林水産物の魅力

を生産者と消費者・実需者の交流などを通して県内をはじめ首都圏や全国に向け発信し 

需要の喚起を推進していく必要があります。 

 

※ 実需者：スーパーマーケットやレストランなどの需要者のことをいいます。例えば、野菜や米をレストランに供給する

場合、最終的な需要者はレストランで食事をする人ですが、実需者はレストラン（業者）になります。 

 

 



- 2 - 

表１ 本県産農林水産物の主要品目 

順位 品 目 名 品目数 

園芸品目 

だいこん、ほうれんそう、えだまめ、かぶ、さといも、

さやいんげん（未成熟）、しゅんぎく、なばな、パセリ、

日本なし、ストック、洋らん（切花）、きんせんか 

農産品目 さつまいも、落花生、 
第１位 

水産品目 いせえび、かたくちいわし、すずき類 

18 

園芸品目 

ねぎ、にんじん、キャベツ、すいか、しょうが、 

とうもろこし、みつば、ししとう、そらまめ（未 

成熟）、びわ 第２位 

畜産品目 鶏卵、うずら卵 

12 

園芸品目 やまのいも、街路樹苗木、ガーベラ、パンジー 

畜産品目 生乳 第３位 

水産品目 ぶり類、あわび類 

7 

出典：平成20年農林水産統計（農林水産省。農産物は金額、水産物は生産量ベース） 

   
 

図１ 本県産農産物の購入意向 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成22年度第40回県政に関する世論調査報告(千葉県) 

 

２ 消費・需要面 

（１）消費 

 国内の食料消費については、食生活の変化や景気低迷、少子高齢化・人口減少の影響を

受け、低価格商品の選択志向や消費量の低下といった傾向が見られます。 

 一方、消費者の食品選択の基準は、原産地偽装や消費期限の改ざんなど、食に対する 

不信感を招くような事件の発生を踏まえ、生鮮食品では回答者の多い順に「新鮮さ」、 

「安全性」、「価格」、加工食品では「安全性」、「価格」、「生産地」となっています（図２）。 

 

(1,647) 42.9 

2.9 76.5 

33.6 13.2 

1.3 1.6 

 4.3 (%) 
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図２ 食品を選択する際の基準 

生鮮食品           加工食品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）需要 

県では、平成 14 年度から県民向けに新鮮で安全な県産農林水産物を安定供給 

する「千産千消」を進め、スーパーマーケット・百貨店等による千産千消フェアの開催や

産地と実需者とのマッチング商談会の開催といった取組が確実に浸透してきています。ま

た、市町村においては、農林水産物の地域ブランド化への取組が始まり、生産者の所得向

上や販売力の強化、地域活性化等の効果が期待されています。 

 今後の課題としては、消費行動や需要の変化に対応できる産地や消費者・実需者ニーズ

を創造する産地の育成、マーケティングに基づいた商品開発から生産・販売までを一貫して

行える産地体制の構築、消費者と生産者をつなぐ商取引への支援体制の整備、卸売業者と連

携した首都圏や全国に向けての販路拡大と知名度向上などが挙げられます。 

また、地域ブランド化の取組に対しては、地域が主体性を発揮出来るような環境づくりが

必要となっています。 

 

３ 流通面 

農林水産物の販売は、卸売市場を経由した小売店へ販売が主流でしたが、景気の低迷、

市場外流通の増大、大型スーパーマーケット等による相対取引の増加に伴う実需者主導の

価格形成などにより、卸売市場の取扱金額の減少や市場経由率の低下が進んでいます（表２）。 

 一方、直売所やインターネット等を活用した生産者による直接取引や契約栽培など有利

販売が可能な流通チャネルが多様化しています。このような状況に対応するため、生産者

には企画力、情報発信力、生産と販売の両立に伴うリスク管理等の経営力などが求められ

てきています。 

 しかしながら、大量の農林水産物を産する本県では、市場外流通での荷捌きでは限界が

出典：平成20年度国民生活モニター調査（内閣府） 
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あり、市場流通をいかに有効に活かすかが課題となっています。 

 

表２ 卸売市場経由率の推計                     （単位：％） 

    
年度 青果 

野菜 果実 
花き 水産物 食肉 

元年① 82.7  85.3  78.0 83.0  74.6 23.5  

19年② 61.7  73.2  43.6 83.0  60.0 10.1  

差：②－① ▲ 21.0 ▲ 2.1 ▲ 34.4 0.0 ▲ 14.6 ▲ 13.4 

 出典：卸売市場データ集（農林水産省） 

 

４ 輸出面 

世界的な日本食ブーム、アジア諸国における富裕層の増加等、農林水産物の輸出の機会が

拡大する一方、現在の輸出環境は、世界的な経済不況や円高の影響により厳しい状況にあり

ます。農林水産物の国内市場が縮小傾向にある中で、輸出は新たな販路開拓と位置付けられ、 

豊富な農林水産物と成田空港を有する本県の優位性を発揮することが期待されています。 

県では、水産物を中心に約100億円（平成22年）の農水産物輸出実績を上げています

が（表３）、今後は、生産者・産地に海外マーケットの情報を提供し、地域の輸出志向・ 

意欲を喚起するとともに、輸出に取り組む産地の掘り起こしを図ることが課題です。 

また、輸出に係る展示会への出展、商談会やフェア等の開催を通じて、高品質な県産 

農林水産物をアピールし、「ちばの農林水産物」として、国際市場における知名度向上を

図ることが必要です。 

表３ 平成22年における県産農水産物の輸出額及び輸出先     （単位：百万円） 

輸出品目 輸出額※ 主な輸出先 

農産物 2,543 アジア地域、ＥＵ等 

 植木類 2,456 香港、ベトナム、ＥＵ 

 野菜・果実類 62 香港、タイ、シンガポール 

 花き（球根類） 3 インドネシア 

 米 1 香港 

 畜産物 21 香港 

水産物  7,461 アジア、欧州、中東 

林産物  ― ― 

  合  計  10,004  

※ 輸出額は、県内の生産者団体等が主体的に関与している事例の輸出額をとりまとめた（但し、植木類は、

植物検疫統計及び貿易統計から算定した）ものです。 

     県農林水産部調べ 
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Ⅲ 推進方向及び対策 

１ 「食の宝庫ちば」のファンづくりの推進 

（１）知事のトップセールスやメディアを活用した、農林水産物の県内外への魅力発信 

ア 知事によるトップセールス 

知事のもつ発信力を最大限に活用したトップセールスを行い、県内をはじめ広く 

首都圏や全国に向け、県産農林水産物の魅力を発信していきます。 

 

イ メディアの活用 

県のホームページや広報誌をはじめ、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌など地元及び 

在京メディアを積極的に活用し、媒体特性を活かした情報発信を行っていきます。 

また、インターネットを通じて県産農林水産物を販売促進するために、県産 

農林水産物の情報を多数掲載したポータル（入口）サイトを構築します。 

 

ウ 体験を通したＰＲと｢食｣関連イベントとの連携 

   各種団体による収穫体験や産地見学、試食会などを通して本県農林水産業及び 

県産農林水産物の素晴らしさを伝えていきます。 

   また、食に係わる観光・地域イベントと積極的に連携していくことを通して、 

より多くの県産農林水産物のファンを獲得していきます。 

 

エ 特徴あるオリジナル品目を活用した県産農林水産物の知名度向上と販売促進 

   県育成品種や｢ちばエコ農産物｣、｢チバザポーク｣、｢チバザビーフ｣、｢千葉ブランド

水産物｣などを重点的にＰＲし、県産農林水産物の知名度向上と販売拡大を図ります。 
 
  ○県産農林水産物の魅力発信 

 
（２）県内及び首都圏での千葉県フェア開催支援による産地間競争力の強化 

ア 「農林水産物販売促進月間」の設定 

県産農林水産物の特徴が打ち出せる月を｢農林水産物販売促進月間｣として設定し、

県内をはじめ首都圏や全国に向け、生産者団体と連携し、スーパーマーケット・百貨店

などの販売プロモーションを強化します。 

  

イ スーパーマーケットや生産者団体等と連携した｢千葉県フェア｣の開催 

首都圏のスーパーマーケットを中心に開催される｢千葉県フェア｣において、市場 

関係者をはじめとする流通業者、農業協同組合などの生産者団体及び行政が連携し、

消費者に県産農林水産物の良さを集中的にアピールします。 
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  ○卸売業者と連携したセールスプロモーション 

  
施策の達成度を測る指標 

         年度 

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

スーパーマーケット・百貨店等における

「千葉県フェア」への協力社数（社） 

うち県内（社）※ 

うち県外（社）※ 

18 

 

18 

 3 

20 

 

20 

 5 

22 

 

20 

 9 

※ 内訳の協力社数は延社数であり、県内及び県外の両方に店舗を有する協力社もあるため、合計は一致しません。 

＊ ３年後は県内及び県外両方の店舗での協力企業を、２社増加させます。10年後は県内での協力企業の中から、県

外店舗についても協力してもらえる企業を４社増加させます。（現状：H22） 

    

（３）生産者と消費者の交流による県産農林水産物の理解促進 

ア 農林水産物直売所の販売促進と交流拠点としての機能強化 

直売所が連携して直売所の更なる発展と県産農林水産物のＰＲを図る「ちばの直売

所フェア」や「夏休み『千葉の海』丸ごと満喫キャンペーン」を通して、販売促進 

活動を支援し、地域の活性化を図ります。 

さらに、地域の農林水産物や農林漁業体験施設等を紹介する人材の配置や研修会等

の開催により、地域の交流拠点としての機能の充実を図ります。 

 ○グリーン・ブルーツーリズムの推進 

 ○「千葉の海」を丸ごと満喫するためのＰＲ 

 

イ グリーン・ブルーツーリズムに係る地域の受入体制づくり 

地域の活性化を図るため、都市と農山漁村の交流を促進する観光・体験農園等の 

簡易な施設の整備に対して支援します。 

また、都市と農山漁村の交流や子どもたちの体験活動の受入れなど、地域が一体と

なって受入体制を整備する取組を支援するとともに、パンフレットの配布やイベント

の開催、ホームページなどによりグリーン・ブルーツーリズム関連情報の発信を行い

ます。 

さらに、グリーン・ブルーツーリズムに係る基礎知識、体験プログラムの企画立案、

体験指導などを集中的に学ぶ研修会を開催し、体験指導者の育成を推進します。 

  ○グリーン・ブルーツーリズムの推進 
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ウ 県産木材を利用した家づくりへの理解の促進 

   県産木材を利用した住宅建築につなげるため、「千産千消の家づくり」に取り組む

グループが行う森林見学会や家づくりセミナーの開催を支援し、県民に森林の現状や

県産木材を利用する意義を知ってもらいます。 

  ○ちばの木の利用促進 

 

施策の達成度を測る指標 

         年度 

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

直売所入込客数※（千人／施設・年） 283 290 増加 

※ 直売所は、県内の主なもの。 

＊ ３年後は現状より約３パーセント増とし、10年後はさらに増加を目指します。（現状：H21） 

 

（４）食育活動等の推進 

ア 食育活動の推進 
    食育ボランティアやおさかな普及員、食育サポート企業の充実を図るとともに、積

極的な活用や連携を通して、官民一体となった食育活動を推進します。 
また、学校給食関係者に対して、講演会等で千産千消の優良事例の紹介を行うこと

により、地場産品の活用を促し、地域の農林水産業、食文化等に対する理解を図りま

す。 
○食育活動の推進 

○学校給食における千産千消の推進 
 

イ 木育活動の推進 

木工作品コンクールの開催支援及び、木工出前授業の実施を通して、木材に実際に

触れる機会を提供し、次代を担う子ども達の木材に対する理解を図ります。 

○県産木材の普及啓発（木育の推進） 

 

ウ 花育活動の推進 

児童、生徒、親子を対象として、フラワーアレンジメント等の花とみどりのふれあ

い教室を開催し、花き類に対する理解を図ります。 
○「ちばの花植木産地」のパワーアップ 
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施策の達成度を測る指標 

        年度 

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

食育に関心のある県民の割合※１（％）*１ 76.2 90 95 

木工出前授業実施学級数※２（学級）*２ ９ 33 70 

花とみどりのふれあい教室参加者数※３（人）*３ 76 200 1,000 

※１ 平成18年度第32回県政に関する世論調査の調査項目。 

※２、３は累計。 

＊１ 25年度までに｢食育に関心のある県民の割合｣を年２ポイント増加させ90％とします。10年後までに５ポイン

ト増加させ95％とします。（現状：H18） 

＊２ 25 年度までは年間８学級ずつ実施し、累計 33 学級とします。26 年度以降は年間５～６学級ずつ実施し、10

年後に累計70学級とします。（現状：H22） 

＊３ 25年度までは年間約60人規模の教室を実施し、累計200人とします。26年度以降は年間約100人規模の教室

を実施し、10年後に累計1,000人とします。（現状：H21） 

 

２ 流通体制の強化・販路拡大 

（１）卸売業者と連携した市場販売力の強化 

ア 卸売業者と連携したセールスプロモーションの実施 

青果物流通の主流である卸売業者と連携し、流通経路の確保拡大や消費者・実需者

ニーズに即した産地づくりを目的とした販売促進活動等を首都圏で展開します。 
特に、県の主導のもと、首都圏スーパーマーケットを中心に、総合的に県産農林水産

物を集めた「千葉県フェア」の計画的な開催を支援していきます。 
○卸売業者と連携したセールスプロモーション 

 

イ 県内卸売市場の活性化 

県産農林水産物の流通量の拡大や実需者・産地と連携した商品開発・販売促進に取り

組む卸売業者等を支援し、県内卸売市場（消費地市場※）の活性化を図ります。 
 
※ 消費地市場：一定の消費人口を擁する都市に開設される市場であって、大部分は地元の都市及びその周辺地域

で消費される食料品を小売店等に卸売をする市場です。 
 

   ○千産千消を支える卸売市場の活性化 

 

ウ 県産農林水産物に対する多様な需要に応える流通体制の整備 

ホテル・レストラン等の小口需要や加工・業務用需要に対応するため、適正品種の

選定、栽培技術の確立や産地育成をすすめるとともに、実需者との連携・直接取引等

による流通コストの低減と安定的な取引を推進します。 
また、実需者と卸・仲卸業者との商談会の開催や直売所での販売、インターネット



- 9 - 

販売等、消費者への直販システムの構築を目指す生産者の取組を支援することにより多

様な需要に応える流通体制の整備を図ります。 
 ○県産物販売チャレンジへの支援 

 ○商談会の開催等による販路拡大支援 
 

エ 水産物の産地市場※の再編整備による機能強化 
水産物の産地市場の再編整備を指導し、水産物を集約化することによって市場機能の

強化及び効率化を図ります。 
 

※ 産地市場：生産地に近接して開設されている市場であって、出荷された生鮮食料品を他の消費地市場に出荷す

ることを目的とする業者に卸売りをする市場です。 
 

○水産物の販売流通消費総合対策（水産物の流通の高度化） 

 

施策の達成度を測る指標 

        年度 
項目 

現状 ３年後 （参考）10年後 

県産野菜類の出荷数量に占める東京都

中央卸市場への出荷比率（％） 
25.3 26.0 27.0 

  ＊ 東京都中央卸市場への出荷比率は下落傾向にあるが、同市場は価格形成や産地の評価に大きな影響力を持つ市場

であるため、３年後は26％、10年後は27％と拡大を目指します。（現状：H20） 

 
（２）商品の付加価値を高める流通体制の強化 

ア 朝揚げ水産物直送システムの拡大 

スーパーマーケットを中心にルート開拓が進展している朝揚げ水産物直送システム

を引き続き推進するとともに、ホテルやレストラン等の小口需要に対しては宅配便に

よる新たなルートの情報を提供し、販路の開拓を図ります。 
○水産物の販売流通消費総合対策（水産物の販売力強化） 

  

イ 朝採り農産物等の販売に向けた取組検討 

消費地に近いという本県の優位性を最大限に活用した朝採りや完熟など、商品の 
付加価値を高める取組を支援します。 
また、朝揚げ水産物で開拓したスーパーマーケット等への直送ルート等を足がかり

として、朝採り農産物の販売ルートの開拓を進めます。 
  ○朝取り農産物の販売促進 
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ウ 集出荷・流通システムの整備 

大型集出荷貯蔵施設（園芸作物）や個人予冷施設（園芸作物）、荷捌き施設（水産

物）等の施設整備・再整備を支援し、流通システムの効率化を進めるとともに、より

鮮度を保持できる体制を整備し、品質管理の高度化を図ります。 
  ○園芸産地の競争力の強化 

 ○水産業構造改善のための施設整備 

 

エ 水産物の産地市場における品質管理の高度化 

市場における荷捌きなどの取扱いが生鮮水産物の品質に及ぼす影響を調査し、各市場

が行う品質管理の高度化に向けた取組を推進します。 
  ○漁業経営の構造改善 

 

オ ＪＡＳ法※に基づく食品表示の適正化の推進 

消費者の食品の品質や安全性等に対する関心の高まりに応えるため、食品販売店等

を対象に個別に巡回等を行い、原産地や品質等の適正な表示について啓発指導を実施

していきます。 
 

※ JAS法：農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律 

 

  ○食の安全の推進 

 
施策の達成度を測る指標 

        年度 
項目 

現状 ３年後 （参考）10年後 

朝揚げ水産物直送システムの

取扱量(トン) ＊１ 
149 160 200 

園芸作物の集出荷貯蔵施設の

整備・再整備数（箇所）＊2 
1 3 10 

＊１ 今後は小口需要への対応が中心になることから、年２％程度の増加を目指します。（現状：H21） 

＊２ 年1箇所実施で、３年後は３箇所、10年後は10箇所を目指します。（現状：H22） 
 
（３）商談会の開催等による多様な販売チャネルの開拓 

生産者と実需者の情報交換や商談の場、全国規模の商談会への出展に向けた商談ノウ

ハウの習得の場として、県主催商談会を開催します。 
さらに、この県主催商談会をステップとし、全国規模の商談会に千葉県コーナー等

を設置して、生産者団体等の出展及び販売チャネルの開拓を支援し、千葉県が誇る 
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青果物、精肉、鮮魚等の生鮮食品を中心に販路拡大を図ります。 
  ○商談会の開催等による販路拡大支援 

 
施策の達成度を測る指標 

        年度 
項目 

現状 ３年後 （参考）10年後 

商談数（件） 
うち県主催商談会（件） 

 うち大規模商談会（件） 

294 

294 

0 

333 

315 

18 

366 

342 

24 

  ＊  県主催商談会では、出展した90社の平均商談数を３年後に3.5、10年後に3.8になるよう目指します。大規模

商談会では、出展した6社の平均商談数を３年後に3.0、10年後に4.0になるよう目指します。（現状：H21） 

 

（４）県産木材の販路拡大 

ア 県産木材の利用促進 

県産木材を利用した家づくりを考えている消費者に適切な情報を提供するために、

木材関係団体が実施する「ちばの木の家づくり推奨店※」認定制度について支援します。 
   また、県産木材を住宅等に利用することで環境に貢献することを評価する「ＣＯ２

固定量認証制度」の推進により、県産木材の利用促進を図ります。 
 
  ※ ちばの木の家づくり推奨店：県産木材を利用した家づくりに関する知識や経験を有する建築業者等を認定する 

制度 

 

イ 事業者間の情報交換等の促進 

平成 22 年 10 月の「公共建築物等における木材利用の促進に関する法律」の施行に

伴う新たな県産木材の需要に対応していくため、林業者、木材業者、建築業者等の情

報交換の場を設置することにより、県産木材の需給情報の交換や技術情報の提供を行

います。 
 

 ○ちばの木の活用促進 

 
施策の達成度を測る指標 

        年度 
項目 

現状 ３年後 （参考）10年後 

県産木材の利用量(千㎥) 75 83 120 

＊ 伐採時期を迎えた森林の主伐及び間伐材の生産増加を見込み、3 年後までに 10％増加、10 年後までに 60％増加

を目指します。（現状：H21） 
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３ 売れるものづくりへの多様な支援 

（１）地域活性化につながる多様なブランド化の推進 

ア 地域における農産物のブランド化への支援 

外部の専門家などを含むプロジェクトチームを設置し、地域が主体的に売れるもの

づくりに取り組む活動を集中的に支援し、千葉県型のブランド化を推進します。また、

ブランド化に取り組む産地間や異業種との交流を進めることにより生産者の意識 
醸成を図ります。 
○「県産農林水産物顔づくり」ブランド化の推進 

○県産農林水産物の魅力発信 

 

イ 千葉ブランド水産物の認定 

全国に誇れる県産水産物を「千葉ブランド水産物」として認定し、重点的にＰＲ 
することにより、「千葉のさかな」のイメージアップを図り、消費拡大、魚価向上に 
つなげます。また、ブランド認定マークの表示による販売促進活動を支援し、ブランド

の認知度向上を図ります。 
○水産物の販売流通消費総合対策（水産物の産地づくり） 

 
施策の達成度を測る指標 

年度 
項目 

現状 ３年後 （参考）10年後 

地域ブランド化に取り組む地域数 

(地域)＊１ 
－ 3 10 

千葉ブランド水産物認定後の販売実績

向上率（水産加工品・ふるさと品※）（％）＊２ 
56 60 70 

※  千葉県らしい優れた特性を持っているが、生産量や流通範囲等が限定されている水産物。 

＊１ 現状を基点とし年１件拡大し、３年後に３地域、10年後に10地域とします。（現状：H21） 

＊２ 年間２％程度の販売量の増加を目指します。（現状：H21） 
 
（２）県育成品種等を活用した県独自の商品づくり 

ア 県育成品種の普及定着と集中的なプロモーションによる販路拡大 

落花生「おおまさり」、水稲もち「ふさのもち」、さといも「ちば丸」、種子なしびわ

「希房」など県育成品種の県イベント等での集中的なプロモーションにより、知名度

の向上を図るとともに、県育成品種の生産拡大や新たな商品づくりに取り組む生産者

団体等を積極的に支援します。また、消費者・実需者の評価を受け、オリジナル品種の

商品化に向けた販売戦略を提案します。 
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〇千葉を元気にするオリジナル品種の開発及び定着促進 

 ○県産農林水産物の魅力発信 

 

イ 県産食肉の生産基盤の強化と販売促進 

県産豚肉のトップブランドとして、純粋品種である中ヨークシャー種※の生産性向上

を図りつつ、その豚肉銘柄「ダイヤモンドポーク」の販路拡大のために県イベント等

でセールスプロモーションを展開します。 
また、県産牛肉の販売力向上のため共通名称「チバザビーフ」やロゴマークを活用

したキャンペーンを展開するとともに、その核とすべき和牛生産基盤の強化を図りま

す。 
 

※ 中ヨークシャー種：イギリスヨークシャー原産の白豚・中型品種。とりわけ、千葉県産の中ヨークシャー種は                         

昭和 30 年代に「千葉ヨーク」として知られ、全国的にも注目されていました。その後生産

性の低さで生産が途絶えていたが、肉質の良さから平成 20 年に復活し、ダイヤモンドポー

クと命名されました。 

 

〇県産食肉の魅力発信 

 ○和牛繁殖基盤の強化 

 

ウ 低利用水産物の利用促進 
定置網、底びき網等でまとまった量が漁獲されながらも、単価が低く、低利用に 

とどまっているソウダガツオやトビウオなどの水産物の利用促進を図るため、レシピ

開発を行い、ホームページ「千葉さかな倶楽部」で情報提供を行います。 
〇水産物の販売流通消費総合対策（水産物の産地づくり） 

 
 施策の達成度を測る指標 

年度 
項目 

現状 ３年後 （参考）10年後 

おおまさり取扱店舗数(店舗) ＊１ 34 80 150 

ダイヤモンドポーク取扱店舗数

(店舗)＊２ 

8 12 20 

＊１ 生産面積の拡大に応じて取扱店舗数を年10件拡大します。（現状：H21） 

＊２ 年１件販売店を拡大します。（現状：H21） 
 
（３）加工・販売等を行う生産者・生産者組織の支援 

ア ６次産業化※への取組支援 

農林漁業者が主体的に生産・加工・販売に一体的に取り組み、商品の新たな 
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付加価値を創出できるよう、組織の体制整備や６次産業化の取組に必要な、機械施設

等整備への支援を行います。 
 
※ ６次産業化：農林水産物の生産だけでなく、食品加工、流通販売にも農林漁業者が業務展開し、経営の多角化

を図ること。 

 
〇６次産業化へのチャレンジを支援 

 

イ 生産者自らが取り組む販売促進活動への支援 

生産者自らが行う流通システムの多様化や販路の開拓・拡大、消費者への効果的な

ＰＲなどの取組を支援することにより、生産者の販売意欲喚起及び売上向上を図ります。 
〇県産物販売チャレンジへの支援 

 

（４）６次産業化等による新商品開発・支援 

ちばの「食」産業連絡協議会と連携して、農林水産業と食品産業との情報交換を 
密にするとともに、産官学が連携したシンポジウムの開催、新たな販路開拓の促進や、

県産農林水産物を活用した商品開発を支援します。 
〇農商工連携への取組を支援 

 

施策の達成度を測る指標 

年度 
項目 

現状 ３年後 （参考）10年後 

商品開発取組数（件） 31 60 130 

＊ ちば農商工連携事業支援基金による助成事業を年10件の割合で実施します。（現状：H22） 

 

（５）中食・外食産業等の需要拡大に対応した取組支援 

中食・外食などの加工・業務需要に対応するため、適正品種の選定、栽培技術の 
確立や産地の育成を図ります。また、直接取引を目指す産地の取組支援や包括協定を 
結んだ企業を中心に、弁当・惣菜等への県産食材の利用を促進します。 
○県産物販売チャレンジへの支援 

○園芸産地の整備への支援 
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 施策の達成度を測る指標 

年度 
項目 

現状 ３年後 （参考）10年後 

主要野菜の加工・業務向け出荷量 
(トン) 

18,248 20,000 22,000 

＊ ３年後に約10％増加の20,000トン、10年後に約20％増加の22,000トンとします。（現状：H20） 

 
４ 新たな販路開拓を目指す輸出の促進 

（１）輸出に取り組む生産者・団体の育成支援 

 ア 産地と海外市場のマッチングの推進 

 国内商社や日本駐在バイヤー等を招聘する県内商談会の開催などを通じて産地と海

外市場のマッチングを推進します。また、外国語による交渉や代金決済のリスクに対

応するため専門家が支援を行います。 
 

 イ 新たな販路の創出 

 生産者団体等による輸出環境調査、海外への販売促進活動、輸出環境整備等の取組

を支援することにより、新たな販路の創出を推進します。 

 

 ウ 海外マーケット等の情報収集及び生産者への情報提供 

 千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会※を通じて海外マーケットの積極的な情報 

収集・調査を実施するとともに、輸出相手国が求める条件に対応する日本国内手続き

に係る情報を収集し、生産者等へ提供します。また、「千葉県農林水産物輸出手引き」

を策定し普及・啓発を図ることで、輸出に取り組む団体数の増加を図ります。 
 
※ 千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会：千葉県産の農水産物と食品の輸出を促進する目的で平成16年に設立

された団体で、事務局はジェトロ千葉貿易情報センター。 

 

○県産農林水産物の輸出促進 

 

 施策の達成度を測る指標 

              年度 

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

県産農林水産物の輸出に取り組む生産

者団体等（社・団体） 

48 55 65 

  ＊ ３年後は取組団体を年２～４団体増加させ、55団体とします。10年後は65団体とします。（現状：H22） 
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（２）輸出方法の改善等を通じた輸出環境の整備 

 ア 個別品目ごとの技術開発、認証取得の推進 

 海外において県産農林水産物が優位性を発揮でき差別化が可能な品目や、国内需要

の低迷から海外に販路を見出す必要性の高い品目について、輸出に対応した輸送方法

の開発や施設整備等を推進します。 

 

イ 植木の検疫対策、新技術開発の推進 

 県産植木は、マキ、キャラなどの造形樹を中心に海外において大きな需要があり、

千葉県が優位性を発揮できる品目であるため、試験研究機関等と連携して植木輸出の

ための検疫対策や技術開発を推進します。 

 

 ウ 海外における商標登録等の事前調査と取得推進 

 輸出先国における知的財産権の侵害などによるトラブルを未然に防ぐため、輸出先

国における商標登録の取得や事前調査の実施を奨励し、情報提供に努めます。 

 

○県産農林水産物の輸出促進 

 

施策の達成度を測る指標 

              年度 

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

輸出に対応する技術開発、施設整備等の

事例（件） 

－ 3 10 

＊ 現状を基点とし年１件整備等を行い、３年後は累計３件、10年後は累計10件とします。（現状：H22） 

 

（３）輸出促進に向けた積極的な販売促進活動の実施 

 ア 海外における千葉県産農林水産物のＰＲ 

海外展示会、商談会、フェア等への出展を通じて、海外バイヤー・消費者に対して、

高品質な「ちばの農林水産物」のＰＲを推進します。 

  

イ 海外における販売コーナーの確保 

海外小売店における県産農林水産物の販売コーナーの設置などを通じて、県産農林

水産物を海外で販売できるようにします。 

  

ウ 輸出促進ツールの拡充 

海外バイヤー・消費者向けに県産農林水産物を紹介するためのカタログ、パンフ 



- 17 - 

レット、ポスター等販促資材を作成します。 

 

○県産農林水産物の輸出促進 

 

施策の達成度を測る指標 

              年度 

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

海外展示会、商談会、フェア等での県産

農林水産物のＰＲ回数（回／年） 

3 3 4 

＊ ３年後は現状維持、10年後は年４回と増加を目指します。（現状：H22） 
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Ⅳ 参考資料 
 
 

参考 第１図 世帯員1人当たり食料消費支出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 食料消費支出は二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く）。食料消費支出の実質化には 2005 年を

100とした消費者物価指数（食料）を使用 
出典：平成21年度 食料・農業・農村白書（農林水産省） 

 
 
 

参考 第２図 消費者世帯の種類別食料消費支出割合の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 食料消費支出は二人以上の世帯（農林漁家世帯を除く）。生鮮食品は米、生鮮魚介、生鮮肉、卵、生鮮

野菜、生鮮果実、加工品は生鮮食品、調理食品、外食、飲料・酒類を除く食料すべて 
出典：平成21年度 食料・農業・農村白書（農林水産省） 
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参考 第３図 野菜・果実の流通ルート 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：食品流通ハンドブック（（財）食品流通構造改善促進機構）
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参考 第４図 水産物の流通ルート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：食品流通ハンドブック（（財）食品流通構造改善促進機構） 
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参考 第１表 千葉県における地域団体商標の登録状況   

 （１） 登録済み   千葉県８件（うち農林水産関係 ７件） 
 品 目 商標名 権利者 
１ スイカ 富里スイカ 富里市農業協同組合 
２ びわ 房州びわ 安房農業協同組合 
３ 落花生 八街産落花生 八街落花生商工協同組合 
４ 市川の梨 
５ 

日本なし 
市川のなし 

市川市農業協同組合 

６ ねぎ 矢切ねぎ 松戸市農業協同組合 
７ なばな 安房菜の花 安房農業協同組合 

 （２） 出願中    千葉県７件（うち農林水産関係 ５件） 
 品 目 商標名 出願者 
１ しょうが 房州しょうが 千葉県漬物工業協同組合 
２ 日本なし 船橋のなし 市川市農業協同組合 
３ にんじん 船橋にんじん 市川市農業協同組合 
４ 多古米 多古町農業協同組合 
５ 

米 
いすみ米 いすみ農業協同組合 

  出典：特許庁（平成23年１月末現在） 

 

参考 第５図 千葉県における地域ブランド化の取組状況 

  （１）市町村（回答数５５市町村 ※浦安市を除く） 
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- 22 - 

（２）農協・生産者団体等（回答数 66 件。うち協同組合・連合会が 24 件） 
         

 

 

 

 

 

 

 

 
県生産販売振興課調べ 

 

参考 国の輸出戦略「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」 

  （１）目 標 ： 平成 29 年までに１兆円規模 
   （２）総合的な戦略 

   項   目          主 な 内 容 
①輸出環境の整備 ・検疫交渉の加速化 

・HACCP 手法の導入 
・輸出証明書の発行体制の整備 
・GAP 手法の導入等 

②品目、国・地域別の 
 戦略的な輸出対策 

・重点品目、重点国・地域の設定、品目別工程表の策定 
・知的財産戦略・ブランド戦略の推進等 

③意欲ある農林漁業者等
に対する支援 

・国内外バイヤーとの商談機会の提供 
・丁寧な相談体制等の充実 
・意欲ある農林漁業者等に対する支援 
・セミナー等を通じた市場動向等の提供等 

④日本食・日本食材等の
海外における需要開拓 

・海外の日本食レストランを通じた日本食の普及活動 
・日本食材を活用する人材の育成 
・「WASHOKU-Try Japan's Good Food」事業の実施等 

出典：我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略（農林水産省） 
 
 

 主な取組事例 
商品名 主体 

安房菜の花 ＪＡ安房 
大栄愛娘 ＪＡかとり 
佐原金時さわらっこ ＪＡ佐原 
多古やまと芋 ＪＡ多古町 
小糸在来 ＪＡきみつ 
九十九里海っ子ねぎ ＪＡ山武郡市 

取り組み事例の有無

31%

69%

ある ない



 

販売促進計画 

 

平成２３年３月 

 

農林水産部 生産販売振興課 

担い手支援課 

安全農業推進課 

農村振興課 

畜産課 

森林課 

水産局水産課 


