
千葉県農林水産業振興計画　進行管理票（計画期間　H26年度～H29年度）

●千葉県総合計画に掲げた数値目標の実績
全体目標 現状 目標

農業産出額全国順位 ４位（平成23年） ２位
海面漁業漁獲量全国順位 ７位（平成24年概数） ６位

園芸産出額（野菜、果樹、花き）
1,906億円
（全国2位）

2,191億円
（全国3位）

91%
2,220億円
（全国1位）

生産振興課 ○

いも類産出額
209億円

（全国3位）
204億円

（全国4位）
進捗せず

228億円
（全国3位）

生産振興課 △

産地活性化計画を策定する産地品目数（累計） 17 143 大幅な進捗 35 生産振興課 ◎
産地間連携体制を構築する品目数（累計） - 7 175% 4 生産振興課 ◎
野菜指定産地における加工・業務向け出荷量 21,991t／年 26,923t／年 大幅な進捗 23,000t／年 本掲 生産振興課 ◎
ビニールハウス等施設を4 年間で整備する面積（補助事業
で整備する面積）（累計）

- 45.7ha 114% 40ha 生産振興課 ◎

集出荷貯蔵施設を4 年間で整備・再整備する数（累計） - 4 100% 4 生産振興課 ◎
園芸作物（植木等）の輸出金額 34億円／年 34億円／年 0% 40億円／年 流通販売課 △
梨の年間改植面積 50ha／年 60ha／年 20% 100ha／年 生産振興課 △
「ふさおとめ」「ふさこがね」の作付割合 23.7% 26.4% 43% 30.0% 生産振興課 △
新規需要米等の作付面積 2,482ha 7,926ha 大幅な進捗 3,600ha 生産振興課 ◎
落花生の作付面積 5,450ha 5,080ha 進捗せず 5,500ha 生産振興課 △
乾燥調製施設の新規導入及び機能強化の件数（累計） 1か所 13か所 109% 12か所 生産振興課 ◎
水田のほ場整備率（累計） 55.50% 56.7% 150% 56.3% 再掲 耕地課 ◎
新規需要米の団地化面積 224ha 1,041ha 大幅な進捗 400ha 生産振興課 ◎

転作小麦の生産量
（品種） 農林61号

（生産量）1,071t／年
（品種）さとのそら

（生産量）1,666t／年
187%

（品種）さとのそら
（生産量）1,390t／年

生産振興課 ◎

転作大豆の生産量 742t／年 747t／年 3% 910t／年 生産振興課 △
落花生収穫機械の導入面積（累計） 0ha 33ha 17% 200ha 生産振興課 △

目標 畜産産出額 1,034億円 1,432億円 大幅な進捗 1,050億円 畜産課 ◎
乳牛1頭当りの乳量 8,570㎏／年 9,024㎏／年 197% 8,800㎏／年 畜産課 ◎
繁殖和牛の頭数（累計） 2,570頭 1,690頭 進捗せず 3,000頭 畜産課 △
新規系統豚による繁殖豚の供給頭数 - 768頭／年 38% 2,000頭／年 畜産課 △
飼料用稲作付面積 1,500ha／年 5,051ha／年 大幅な進捗 2,100ha／年 生産振興課 ◎
粗飼料自給率 33% 38% 100% 38% 畜産課 ◎
飼料生産コントラクター数（累計） 29 43 大幅な進捗 35 畜産課 ◎
チバザビーフ組織による食肉市場への出荷シェア 37% 86% 大幅な進捗 60% 再掲 畜産課 ◎
堆肥散布・利用集団数（累計） 65 92 129% 86 畜産課 ◎
森林整備面積 1,105ha／年 783ha／年 進捗せず 1,900ha／年 森林課 △
県産木材の利用量 63千㎥／年 48千㎥／年 進捗せず 73千㎥／年 本掲 森林課 △
森林経営計画の認定面積（累計） 11,680ha 10,371㏊ 進捗せず 18,400ha 森林課 △
林業作業員数（累計） 119人 149人 97% 150人 再掲 森林課 ○
九十九里地区の砂丘造成延長（累計） 0.4㎞ 12.9㎞ 102% 12.6㎞（27年度） 森林課 ◎
海岸県有保安林の整備面積（累計） 16ha 116㏊ 54% 200ha 森林課 △
企業や団体等による森林整備面積（累計） 217ha 262㏊ 136% 250ha 本掲 森林課 ◎
間伐実施面積 717ha／年 381ha／年 進捗せず 1,300ha／年 森林課 △
被害森林の再生面積（累計） 982ha 1,134㏊ 48% 1,300ha 森林課 △

目標 海面漁業漁獲量
15万4千t

（全国第７位）
12万t

（全国第８位）
進捗せず

19万t
（全国第６位）

水産課 △

キンメダイ漁獲量 1,410t／年 1,368ｔ/年 進捗せず 1,680t／年 漁業資源課 △
種苗放流対象魚種の漁獲量
（マダイ・ヒラメ・アワビ）

583t／年
（19～23年平均）

931t/年 大幅な進捗 700t／年 漁業資源課 ◎

アサリ生産量 492t／年 206t/年 進捗せず 1,000t／年 漁業資源課 △

ノリ養殖経営体当たりの生産枚数
113万枚／年

（20～24年度平均）
87.5万枚/年 進捗せず 125万枚／年 水産課 △

高度衛生管理型市場における平均魚価
522円/kg 887円/㎏ 大幅な進捗 564円/kg

本掲 水産課 ◎

防災拠点4漁港における耐震強化岸壁整備 50％（23年度） 100% 100% 100% 再掲 漁港課 ◎

新規就業者数
65人／年

（20～24年度平均）
41人／年 進捗せず 70人／年 再掲 水産課 △

●個別の目標・達成指標の実績（目標：25項目、達成指標：86項目（うち再掲が21項目）

園芸

目標

概ね
進展

達成
指標

目標
本掲
再掲

担当課
目標・達成
指標の評価

総合評価

農産

２９年度実績
４位（平成29年）
８位（平成29年）

分野 項目 現状 ２９年度実績 達成率

目標

概ね
進展

達成
指標

畜産 進展達成
指標

森林・林業

目標

一部
進展達成

指標

水産
一部
進展達成

指標

令和元年6月末現在

※実態をより反映させるため魚価の集計方法を計画策定時から変更した。（変更後の数値、現状690円→目標745円/㎏）



千葉県農林水産業振興計画　進行管理票（計画期間　H26年度～H29年度）

●千葉県総合計画に掲げた数値目標の実績
全体目標 現状 目標

農業産出額全国順位 ４位（平成23年） ２位
海面漁業漁獲量全国順位 ７位（平成24年概数） ６位

●個別の目標・達成指標の実績（目標：25項目、達成指標：86項目（うち再掲が21項目）

目標
本掲
再掲

担当課
目標・達成
指標の評価

総合評価

２９年度実績
４位（平成29年）
８位（平成29年）

分野 項目 現状 ２９年度実績 達成率

令和元年6月末現在

県産農林水産物の輸出額 115億円／年 250億円／年 大幅な進捗 170億円／年 流通販売課 ◎
商談会等における商談成立数 136件／年 180件／年 100% 180件／年 流通販売課 ◎
ウェブサイトの閲覧数 28,000ページ／月 69,000ページ／月 大幅な進捗 42,000ページ／月 流通販売課 ◎
「千葉県フェア」実施店舗数 352店／年 355店／年 17% 370店／年 流通販売課 △
交流拠点の魅力向上のための研修会受講者数（累計） - 1,711人 大幅な進捗 800人 再掲 流通販売課 ◎
ちば食育ボランティアの活動回数（延べ） 2,266回／年 2,174回／年 進捗せず 2,900回／年 再掲 安全農業推進課 △
卸売業者と連携した青果物のセールスプロモーションの実 236店／年 198店／年 進捗せず 250店／年 流通販売課 △
野菜指定産地における加工・業務向け出荷量 21,991t／年 26,923t／年 大幅な進捗 23,000t／年 再掲 生産振興課 ◎

高度衛生管理型市場における平均魚価
522円/kg 887円/㎏ 大幅な進捗 564円/kg

再掲 水産課 ◎

県産木材の利用量 63千㎥／年 48千㎥／年 進捗せず 73千㎥／年 再掲 森林課 △
販売額（販売単価）が向上した地域ブランド特産品の数
（累計）

- 18品目 大幅な進捗 9品目 本掲 流通販売課 ◎

チバザビーフ組織による食肉市場への出荷シェア 37% 86% 大幅な進捗 60% 本掲 畜産課 ◎
県産水産物のファストフィッシュ商品開発数（累計） - 14品目 117% 12品目 本掲 水産課 ◎

経営の多角化に取り組む経営体数（累計） 14 34 56% 50 再掲 担い手支援課 △

６次産業化や農商工連携による商品開発取組数（累計） 86件 170件 168% 再掲 流通販売課 ◎
輸出に取り組む生産者団体数（累計） 30社・団体 71社・団体 大幅な進捗 45社・団体 流通販売課 ◎
輸出を進める商談会・海外フェア開催数 3回／年 7回／年 大幅な進捗 4回／年 流通販売課 ◎

目標 ６次産業化の年間販売額 404億円 700億円 51% 1,000億円 流通販売課 △
６次産業化法の認定件数（累計） 25件 47件 29% 100件 本掲 流通販売課 △
県のサポートセンターの研修会、交流会への延べ参加者数
（累計）

- 1,477人 98% 1,500人 流通販売課 ○

６次産業化ビジネス講座の受講者数（累計） - 88人 88% 100人 流通販売課 ○
県産水産物のファストフィッシュ商品開発数（累計） - 14品目 117% 12品目 再掲 水産課 ◎
経営の多角化に取り組む経営体数（累計） 14 34 56% 50 本掲 担い手支援課 △
販売額（販売単価）が向上した地域ブランド特産品の数 （累 - 18品目 大幅な進捗 9品目 再掲 流通販売課 ◎
６次産業化や農商工連携による商品開発取組数（累計） 86件 170件 168% 136件 本掲 流通販売課 ◎

「環境にやさしい農業」取組産地数 104産地 152産地 104% 150産地 安全農業推進課 ◎

放射性物質の出荷制限等が行われている農林水産物 8品目27地域 6品目18地域 33% 出荷制限等の解除を目指します 農林水産政策課 △

天敵を活用したＩＰＭ技術導入率 3% 5.6% 37% 10% 安全農業推進課 △
ＧＡＰ導入産地数（累計） 37産地 90産地 大幅な進捗 60産地 安全農業推進課 ◎
農薬安全使用研修延べ受講者数（累計） 4,612 人（21～25 実績） 8,762人（21～29実績） 122% 8,000人 安全農業推進課 ◎
ちば食育ボランティアの活動回数（延べ） 2,266回／年 2,174回／年 進捗せず 2,900回／年 本掲 安全農業推進課 △
ＪＡＳ法不適正表示率 31.9% 46.2% 進捗せず 10％以下 安全農業推進課 △

放射性物質による出荷制限等
○モニタリング検査及び結果公表
　18,902件

○モニタリング検査及び結果公表
　18,475件

計画に基づき
検査を実施し、
結果を直ちに
公表した。

○適正なモニタリング計画に基づ
く検査の実施・公表

農林水産政策課 ◎

目標 直売所利用者（購入者）数 1,371万人／年 1,703万人／年 大幅な進捗 1,530万人／年 流通販売課 ◎
交流拠点の魅力向上のための研修会受講者数（累計） - 1,711人 大幅な進捗 800人 本掲 流通販売課 ◎
６次産業化法の法認定件数（累計） 25件（25年度） 47件 29% 100件 再掲 流通販売課 △
農商工連携や６次産業化による商品開発取組数（累計） 86件 170件 168% 136件 再掲 流通販売課 ◎
ちば食育ボランティアの活動回数（延べ） 2,266回／年 2,174回／年 進捗せず 2,900回／年 再掲 安全農業推進課 △
農村の持つ多面的機能の維持・発揮を図るため農業者等が
共同で取り組む活動面積（累計）

18,637ha 29,085ha 大幅な進捗 21,000ha
農地・農村振興

課
◎

企業や団体等による森林整備面積（累計） 217ha 262㏊ 136% 250ha 再掲 森林課 ◎

6次産業化
概ね
進展

達成
指標

食の
安全・安心

目標

概ね
進展

達成
指標

農山漁村
の活性化

進展達成
指標

販売促進
・

輸出拡大

目標

進展
達成
指標

※実態をより反映させるため魚価の集計方法を計画策定時から変更した。（変更後の数値、現状690円→目標745円/㎏）



千葉県農林水産業振興計画　進行管理票（計画期間　H26年度～H29年度）

●千葉県総合計画に掲げた数値目標の実績
全体目標 現状 目標

農業産出額全国順位 ４位（平成23年） ２位
海面漁業漁獲量全国順位 ７位（平成24年概数） ６位

●個別の目標・達成指標の実績（目標：25項目、達成指標：86項目（うち再掲が21項目）

目標
本掲
再掲

担当課
目標・達成
指標の評価

総合評価

２９年度実績
４位（平成29年）
８位（平成29年）

分野 項目 現状 ２９年度実績 達成率

令和元年6月末現在

千葉ブランドとなる新品種育成や新系統の選抜 新品種登録数・新系統選抜数7 件 新品種登録数・新系統選抜数5件 125% 新品種登録数・新系統選抜数4 担い手支援課 ◎
生産者の収益力向上につながる技術の開発 試験研究成果普及課題211 件 266件 大幅な進捗 試験研究成果普及課題200 件 担い手支援課 ◎
試験研究成果発表会の平均参加者数 71 人／年 64人／年 進捗せず 80 人／年 担い手支援課 △
外部資金等を活用した研究課題数 63 課題／年 73課題／年 116% 現状維持に努めます。 担い手支援課 ◎
新規就農者数 316人／年 410人／年 70% 450人／年 担い手支援課 ○

農業生産法人数（累計） 320法人 467法人 147% 420法人 担い手支援課 ◎

集落営農組織数（累計） 246組織 336組織 122% 320組織 担い手支援課 ◎
青年就農給付金給付者数 92人／年 342人／年 61% 500人／年 担い手支援課 △
経営の多角化に取り組む経営体数（累計） 14 34 56% 50 再掲 担い手支援課 △
女性起業家数（グループを含む）（累計） 465 549 105% 545 担い手支援課 ◎
担い手の経営耕地面積が全農用地面積に占める割合 20.3% 23.0% 17% 36% 本掲 農地・農村振興 △
安全研修会の開催回数 1回／年 3回／年 100% 3回／年 生産振興課 ◎
林業作業員数(人) （累計） 119 149人 97% 150 本掲 森林課 ○

新規就業者数 65人／年
（20～24年度平均）

41人／年 進捗せず 70人／年 本掲 水産課 △

基幹水利施設の機能診断及び保全計画の策定割合 20% 33% 100% 33% 耕地課 ◎
水田のほ場整備率 55.5% 56.7% 150% 56.3% 本掲 耕地課 ◎
農業水利施設耐震点検の割合 5% 100% 100% 100% 耕地課 ◎
大区画ほ場の面積（1ha以上） 2,781ha 2,957 ha 451% 2,820 ha 耕地課 ◎

高度衛生管理型市場における平均魚価
522円/kg 887円/㎏ 大幅な進捗 564円/kg

再掲 水産課 ◎

防災拠点4 漁港における耐震強化岸壁整備 50% 100% 100% 100% 本掲 漁港課 ◎

耕作放棄地の解消面積（累計）
901ha

3年間（平成21～23年度）の解消面積

2,248ha
4年間（平成26～29年度）の解消面

積
75%

3,000ha
4年間（平成26～29年度）の解消

面積

農地・農村振興
課

○

有害獣による農作物被害軽減 378百万円／年 372百万円／年 8% 300百万円以下／年 農地・農村振興 △
担い手の経営耕地面積が全農用地面積に占める割合 20.3% 23.0% 17% 36% 再掲 農地・農村振興 △
多様な担い手や地域の取組による耕作放棄地の活用（累 - 46地区 131% 35地区 農地・農村振興 ◎
イノシシによる農作物被害金額 189百万円／年 189百万円／年 0% 153百万円以下／年 農地・農村振興 △
イノシシによる農作物被害面積 333ha／年 247ha／年 86% 233ha以下／年 農地・農村振興 ○
鳥獣被害対策実施隊設置市町村数（累計） 0市町村 10市町村 100% 10市町村 農地・農村振興 ◎

・分野別評価の区分：評価が◎か○の目標等が70%以上：進展、同50%以上70%未満：概ね進展、同50%未満：一部進展

概ね
進展

・達成率の表記：200％以上：大幅な進捗、0%以上200％未満：達成率（％）を表記、0％未満：進捗せず。（達成率（％）＝実績（計画時からの増減）／目標（計画時からの増減）×100
・目標・達成指標の評価の区分：達成率が100％以上：◎、達成率が70%以上100％未満：○、達成率が70％未満：△

進展

概ね
進展

耕作放棄地
・

有害鳥獣対策

目標

達成
指標

試験研究
の充実

目標

達成
指標

担い手育成

目標

達成
指標

基盤整備
の促進

目標

進展
達成
指標 ※実態をより反映させるため魚価の集計方法を計画策定時から変更した。（変更後の数値、現状690円→目標745円/㎏）


