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1111 はじめにはじめにはじめにはじめに    

1.11.11.11.1     計画策定計画策定計画策定計画策定のののの趣旨趣旨趣旨趣旨    

木更津市（以下、本市）は、豊かな土地と温暖な気候に加え、首都圏近郊の立

地条件を活かした県下有数の農業生産地域です。 

本市は、平成６年３月に「木更津市農業振興総合計画」を策定し、「海と緑に

囲まれた魅力ある農業の実現」に向けて取組んできましたが、計画策定から 10 年

以上が経過しています。また、木更津市産業振興基本条例が平成 24 年３月に制定

され、本市の発展を目指した各産業分野の計画の策定と必要に応じて見直しを行

なう方針が打ち出されました。 

近年では、農業従事者の高齢化や農作物の価格低迷などにより本市の農業・農

村を取巻く環境は大きく変化しており、社会情勢の変化に対応した農業施策が必

要となっています。 

これらのことを踏まえて、今回新たに本市農業の持続可能な発展を目指した「木

更津市農業振興総合計画」（以下、本計画）を策定しました。  
1.21.21.21.2     本計画本計画本計画本計画のののの位置位置位置位置付付付付けけけけ    

本計画は、市政の基本方針である「木更津市第４次総合３か年プラン」を上位

計画に、国の「食料・農業・農村基本計画」及び県の「農業・農村づくり計画構

想」を踏まえ、本市の農業振興を総合的かつ計画的に推進するための指針を示す

ものです。 

また、その他本市における各種関連計画などとの整合を図ります。 

 

 図１ 本計画の位置付け 

木更津市第４次総合３か年プラン 

食料・農業・農村基本計画 

農業・農村づくり計画構想 

都市計画マスタープラン 

緑の基本計画 

環境基本計画 

木更津市地球温暖化実行計画 

第４次地域情報化計画 

・・・など 

木更津市農業振興総合計画木更津市農業振興総合計画木更津市農業振興総合計画木更津市農業振興総合計画    

 

【農業関連計画】 

木更津農業振興地域整備計画 

木更津市鳥獣被害防止計画 

整合 

[国] 

[県] 

[木更津市] 

関連 
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1.31.31.31.3     計画期間計画期間計画期間計画期間    

本計画の計画期間は、平成 25 年度から平成 34 年度までの 10 年間とします。 

なお、この計画期間を前期（平成 25 年度～29 年度）と、後期（平成 30 年度～

平成 34 年度）に分け、計画の進捗状況や外部環境の変化などに応じて、必要な計

画の見直しを図ります。 

 計画期間（年度） 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34                     
 

前期 

後期 
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第２章        
 

木更津市の農業の現状 

 

・・・１ 農業を取り巻く環境・社会情勢 

・・・２ 木更津市農業の概況 

・・・３ 木更津市農業の重点課題 

 
 
 
 

  

   出典：木更津市 HP、観光協会 HP 
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2222 木更津市木更津市木更津市木更津市のののの農業農業農業農業のののの現状現状現状現状    

2.12.12.12.1     農業農業農業農業をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境・・・・社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢    

近年の農業を取り巻く環境は、農産物の価格低迷、農業所得の激減、農業従事者

の減少・高齢化や後継者不足など、様々な課題により困難な局面にあり、安全で安

心な農産物の安定供給のためにも産業としての持続性を回復し、農業・農村の再生

を図る必要があります。 

食の安全において、平成 20 年に起きた中国輸入冷凍餃子問題などにより、消費者

の食の安全性に対する関心は日増しに高まっており、国産さらには地元産に対する

安全な農産物供給の期待は大きくなっています。さらに、平成 23 年３月 11日に起

きた東日本大震災による原発事故の農畜産物に対する風評被害なども大きな社会問

題となっており、今後も動向に注視していく必要があります。 

農地は食料生産機能を有するのみではなく、地域の良好な景観形成、貯水機能、

環境保持機能等の多面的な機能を有しているため、農地が荒廃すると国土や自然環

境の保全に著しい影響を及ぼすことが懸念されます。 

このため、持続可能な農業経営形態を確立し、貴重な農地を保全していくことが

求められています。  
【世界情勢】 

転じて世界に目を向けると、途上国の経済発展に伴う食料需要の高まりなど

を背景とした穀物市場価格の上昇傾向や、世界各地の異常気象が断続していま

す。安定的な食料の確保の観点からも、国内農業の復興は、喫緊の課題となっ

ています。 

また、世界経済のグローバリゼーションの進展とともに、ＷＴＯ（World Trade 

Organization 世界貿易機関）農業交渉、ＦＴＡ（Free Trade Agreement 自由貿

易協定）、ＥＰＡ（Economic Partnership Agreement：経済連携協定）交渉の

進展やＴＰＰ（Trans-Pacific Partnership Agreement：環太平洋連携協定）へ

の議論が活発化しており、国際規律に対応できる国内の農業政策や農業発展の

方向性が問われています。  
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【国の動向】 

国は、平成 19 年度において農業政策の方針を大きく転換し、今後の農業施策

を認定農業者や集落営農組織などの担い手農家を対象とした支援を集中して行

う方針を明確に示しています。 

また、平成 22 年３月に国の新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定され、

我が国の安全な食料の安定供給と農業・農村の振興にかかる各種の政策に取組

む方針が示されています。同計画を踏まえて、平成 23 年度には「戸別所得補償

制度」が本格導入されたほか、[「品質」、「安全・安心」といった消費者ニー

ズにかなった生産体制への転換]、[６次産業化による活力ある農山漁村の再生]

などを基本に国の農業政策体系が構築されています。 

 

【県の動向】 

千葉県では、農業者や学識経験者で構成する「農業・農村づくり計画策定会

議」により、農業・農村の将来像の構築に向けて、平成 21 年３月に「農業・農

村づくり計画構想」が示されました。その中で、次に示す５つの目標が設定さ

れ、将来像に向けた構造的革新とその将来像の構築に向けた基本計画が定めら

れています。 

１．千葉県農業を健全な形で次世代へ継承 

２．4,000万首都圏人口の主要な「地場産業」としての千葉県農業 

３．生産者と顧客（消費者・実需者）をつなぐ千葉県固有の「組織づくり」 

４．面的広がりをもつ地域農業の展開と農村社会の活性化 

５．低炭素社会への国民運動に積極参加“地球環境対応農業” 

 

千葉県の農業産出額（平成 21 年）は 4,066 億円で、全国第 3 位を誇っていま

す。農業産出額の構成は、米が 716 億円（17.6%）、野菜・果実・花きを合わせ

た園芸が 2,013 億円（49.5%）、畜産が 1,033 億円（25.4%）で、園芸を中心と

した農業が展開されており、首都圏の重要な食料供給基地としての役割を担っ

ています。  表１ 平成 21年農業産出額 （単位：億円） 
順位 

項目 

１ ２ ３ ４ ５ 

全国 

合計 

農業産出額 北海道 

10,111 

茨城県 

4,170 

千葉県千葉県千葉県千葉県    

4,066 

鹿児島県 

4,005 

宮崎県 

3,073 83,162 資料：千葉県統計資料（H21 年農業産出額 農林水産省調べ）  
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2.22.22.22.2     木更津市農業木更津市農業木更津市農業木更津市農業のののの概況概況概況概況    

2.2.12.2.12.2.12.2.1     木更津市木更津市木更津市木更津市のののの概要概要概要概要    

本市は、房総半島のほぼ中央部にあり、東京湾をのぞむ西海岸に位置し、気候

は温暖な地域です。北部に小櫃川、南北中程に矢那川が流れており、これら河川

により形成された沖積平野が市域の約 50％を占めています。北西部には平野が広

がり、南部及び中央部はなだらかな丘陵地帯で、東部は森林が広がり、海と山に

囲まれた豊かな自然環境に恵まれています。 

平成９年 12 月には、東京湾アクアライン（以下、アクアライン）が開通し、京

浜地域と千葉南部地域相互の臨海工業、広域流通業、観光など、東京湾を横断し

て連担し、東京都内や神奈川県からの房総半島の玄関口として首都圏の主要な経

済軸を形成しています。 

鉄道網は、JR 内房線と JR 久留里線の二つの鉄道路線があり、JR 内房線では木

更津駅、巖根駅、JR 久留里線では、祇園駅、上総清川駅、東清川駅、馬来田駅の

４つの駅があります。 

道路網は、アクアラインのほかに、東関東自動車道館山線、首都圏中央連絡自

動車道の２本の高速道路があり、近年では、木更津東 ICの開通に伴う周辺整備が

進んでおり、充実した交通網が形成されています。 

また、アクアラインの着岸地に位置する本市の鎌足地区にある「かずさアカデ

ミアパーク」は、緑豊かな自然環境、都心から１時間の優れた交通アクセス、充

実した支援制度などが評価され、バイオテクノロジー、エレクトロニクス、新エ

ネルギーなど多様な分野の工場や研究施設の立地が進んでいます。 

 図２ 木更津市位置図 

木更津市木更津市木更津市木更津市    
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（１）人口・世帯数 

本市の人口推移をみると、平成２年の 123,433人から平成 17年の 122,234人

と減少していましたが、平成 22 年では 129,312人と住宅地開発に伴い大きく増

加に転じ、平成２年から 22 年までの 20 年間で 4.7％増加しており、年平均では

0.2％の緩やかな伸びを示しています。少子高齢化が進み、人口減少が問題とな

っている昨今、人口が増加傾向にあることは特徴的です。 

一方で、平成 22年の世帯数は 50,042世帯で、平成２年の 38,654世帯に対し、

29.4％と大きく増加しており、核家族化が進んでいるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,433 123,499 122,768 122,234
38,654 41,056 43,251 44,370

129,312
50,042

020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年人口 世帯数

人
世帯

図３ 人口・世帯数の推移 

出典：国勢調査 
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（２）交流人口の増加 

本市の観光入込み客数は、平成 21 年に 9,356 千人で、平成 10 年の 1,100 千

人から飛躍的な伸びを示していますが、平成 12 年度から「海ほたる」の入込み

客数を観光客数として含めていることが大きく影響しています。 

本市の主要な観光施設である「海ほたる」では、平成21年の入込み客数が 7,710

千人と本市の入込み客数 9,356 千人の 82.4％を占めており、入込み客数の伸び

もアクアライン通行料金の値下げもあって、平成 18年の 5,490千人から約 40％

増加しています。 

また、平成 24 年４月に開業した三井アウトレットパークへの来訪者やアジア

圏からの観光客の増加傾向などを考慮すると今後も交流人口の増加が見込まれ

ています。 

1,100
6,717 9,3567,122

951833-2,0004,0006,0008,00010,000

平成2年 平成7年 平成10年 平成12年 平成17年 平成21年

千人

 

 

 

 

 

 

 

 

   
平成 18年 平成 19 年 平成 20 年 平成 21 年 

5,490 6,250 6,710 7,710 

表２ 海ほたるの入込み客数の推移 （単位：千人） 
出典：千葉県観光統計 

図４ 観光入込み客数の推移 出典：千葉県観光統計 0 
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（３）産業別就業人口 

本市の産業別就業人口割合をみると、第１次産業と第２次産業は減少傾向で

推移しています。第３次産業は増加傾向にあり、都市型産業化が進んでいます。 30.1%29.3%27.4%25.3%25.4%
62.6%64.7%67.2%70.1%71.0%3.5%

7.3%6.0%5.4%4.6%
平成２年平成７年平成12年平成17年平成22年 第１次産業 第２次産業 第３次産業

  
 

また、本市の産業構造を産業別就業人口比率でみると、卸売業・小売業の比

率が最も高く全体の15.0％を占め、次に製造業が13.7％、サービス業が10.8％、

建設業が 10.4％と続きます。こうしたなか、農業・林業は、全体の 2.4％で、

金融業、保険業に並ぶ水準となっています。これは、千葉県全体（2.7％）を 0.3

ポイント下回っているものの、本市の農業・林業の就業人口比率は、千葉県の

平均的な水準といえます。 

不動産業，物品賃貸業1.7%学術研究，専門・技術サービス業3.6%教育，学習支援業4.0%
医療・福祉9.0%宿泊業・飲食サービス5.8%

その他13.0%サービス業10.8%
金融業，保険業2.1% 卸売業・小売業15.0%運輸業・郵便業7.6%

製造業13.7%
建設業10.4%農業・林業2.4% 漁業0.9%

 

 

出典：平成 22 年国勢調査 

出典：国勢調査 図５ 産業別就業人口比率の推移 

図６ 産業別就業人口比率 
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2.2.22.2.22.2.22.2.2     木更津市農業木更津市農業木更津市農業木更津市農業のののの現況現況現況現況    

 

（１）農家数（総農家）・農家人口 

本市における平成 22 年の総農家数は 1,669戸で、20 年間で 1,203戸減少（約

４割減）しています。また、平成 22 年の農家人口は 4,660人（販売農家のみ）

で、農家数・農家人口ともに右肩下がりの減少傾向にあります。 

2,872 2,584 2,219
12,063

1,6691,871
13,754

4,660
10,172 8,138

03,0006,0009,00012,00015,000

平成2年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年

人、戸

総農家数 農家人口

人口（人）
世帯（戸）

 

 

 

（２）基幹的農業従事者数

*
 

平成 22年の基幹的農業従事者数は 1,505人で農家人口の約６割を占めていま

す。このうち、65 歳未満の従事者数は 458 人（30.4％）となっています。基幹

的農業従事者の約７割は 65歳以上であり、高齢化により見込まれる離農者の増

加を見据えて、次世代の農業担い手育成を図り、農地、農業技術などの伝承を

段階的に図る必要があります。 

また、基幹的農業従事者数の男女別では、総数においても、65 歳未満の従事

者数においても男性の方が上回っています。 表３ 基幹的農業従事者数（平成 22 年） （単位：人） 

基幹的農業従事者数 うち、65歳未満の従事者数 

（総 数） 男 女 （内 数） 男 女 

1,505 

（100％） 

813 692 

458 

（30.4％） 

249 209 出典：農林業センサス 

図７ 農家数・農家人口の推移 

＊平成22年の農家人口は販売農家のみ 出典：農林業センサス 

*基幹的農業従事者とは、農業就業人口のうち、ふだん仕事として主に農業に従事している者。 
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（３）専業･兼業農家の状況（販売農家） 

平成 22 年の販売農家数は 1,119戸で、内訳は専業農家 213戸(19.0％)、第１

種兼業農家 142 戸(12.7％)、第２種兼業農家 764 戸(68.3％)で、第２種兼業農

家数が圧倒的に多い状況にあります。この農家数の推移をみると、専業及び兼

業農家の減少が見られますが、平成 22 年では第２種兼業農家の減少に対して専

業農家が増加しています。 

販売農家数が大きく減少した理由は、高齢化、後継者不足による離農や、小

規模農家の集落営農への参加、大規模経営体への農地の権利移転などにより、

販売農家の定義（経営耕地面積が 30a以上、農産物販売金額が 50万円以上）を

満たさない農家が増加したことなどが考えられます。 2,059 1,344 1,1191,6932,317
55052752652555505001,0001,5002,0002,500

平成２年 平成7年 平成12年 平成17 年 平成22年

戸

専業農家 第１種兼業 第２種兼業販売農家 自給的農家
 

 表４ 専業・兼業・自給的農家の推移 

     （単位:戸） 
年 次 販売農家

*
 専業農家

*
 第１種兼業

*
 第２種兼業

*
 自給的農家

*
 

平成２年 2,317 194 258 1,865 555 

平成７年 2,059 189 168 1,702 525 

平成 12 年 1,693 177 190 1,326 526 

平成 17年 1,344 177 149 1,018 527 

平成 22 年 1,119 213 142 764 550 

同上比率（％） 100.0 19.0 12.7 68.3 33.0 

 

図８ 専業・兼業・自給的農家の推移 

出典：農林業センサス 

出典：農林業センサス 注：）自給的農家の比率は、総農家数に対する割合である。  *販売農家とは、経営耕地面積 30 アール以上又は農産物販売金額が年間 50 万円以上の農家。 *専業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が１人もいない農家。 *兼業農家とは、世帯員の中に兼業従事者が１人以上いる農家。 *第１種兼業農家とは、農業所得を主とする兼業農家。 *第２種兼業農家とは、農業所得を従とする兼業農家。 *自給的農家とは、経営耕地面積が 30 アール未満かつ調査期日前１年間における農産物販売金額が 50 万円未満の農家。 
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（４）年齢別農業就業人口 

年齢別農業就業人口における 65歳以上の世帯員数が占める割合は、ここ５年

間（平成 17年から平成 22 年）で、61.9％から 67.7％と高くなっており、農業

就業者の高齢化が進んでいます。 

  表５ 年齢別農業就業人口    （単位：人、％） 
項目 農業就業人口 15～59歳 60～64歳 65歳以上 

2,278 627 241 1,410 

平成 17年 

100% 27.5% 10.6% 61.9%61.9%61.9%61.9%    

1,711 328 224 1,159 

平成 22 年 

100% 19.2% 13.1% 67.7%67.7%67.7%67.7%    ＊なお、農業就業人口は販売農家の合計値         
 

 

 

 

 

（５）農地面積 

本市の総土地面積 13,873ha のうち、農地面積は 3,330ha（約 24％＝田 18.3%

と畑 5.7%の合計）を占め、本市における農地は、土地利用上重要な位置を占め

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

出典：農林業センサス 

出典：平成 22 年千葉県統計年鑑 図 11 地目別土地面積（平成 22 年） 

15歳～59歳19.2%60～64歳13.1%
65歳以上67.7%

図 10 農業就業者における高齢者の割合 （平成 22年） 
15歳～59歳27.5%60～64歳10.6%

65歳以上61.9%
図９ 農業就業者における高齢者の割合 （平成 17年） 

田18.3% 畑5.7%
宅　地17.1%山　林24.7%

その他26.6%
原　野1.4%雑種地6.2% 田畑宅　地山　林原　野雑種地その他
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（６）耕地面積 

本市の耕地面積約 2,610ha のうち、田の耕地面積が約 77.8％（2,030ha）で、

水田農業中心の農業が展開されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表６ 耕地面積 
田耕地面積 畑耕地面積 耕地面積 

 田本地面積  

2,610 2,030 1,910 579 ＊田本地とは、直接農作物の栽培に供せられる土地で、けい畔を除いた耕地をいう。  
 

そのうち、本市の遊休農地面積は増加傾向にあり、2010 年農林業センサスによ

ると、遊休農地面積合計が 471ha となっており、遊休農地の解消が求められて

います。 表７ 遊休農地面積の推移 
項目 

遊休農地面積 

合計 

販売農家 

が保有する 

遊休農地面積 

自給的農家 

が保有する 

遊休農地面積 

土地持ち非農家 

が保有する 

耕作放棄面積 

平成 12 年 227 174 － － 

平成 17年 431 145 68 217 

平成 22 年 471 115 91 265 

  

出典：耕地及び作付面積統計 

出典：農林業センサス 

図 12 耕地面積（H22） 単位：ha 

174 145 1159168217 265
0100200300

400500
平成12年 平成17年 平成22年

土地持ち非農家が保有する耕作放棄面積自給的農家が保有する遊休農地面積販売農家が保有する遊休農地面積*平成12年は、販売農家が保有する遊休農地面積のみ
(ha)

図 13 遊休農地面積の推移 

77.8%
22.2%

田耕地面積 畑耕地面積

単位：ha 
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（７）作付面積 

本市の主な農作物は、水稲を基幹作物に、らっかせい、レタス、いも類、大

根、なし、くり等の果樹、飼料作物等があります。これらのほか、トマト、ミ

ニトマト、キュウリ、ナス、キャベツ、ハクサイ、ホウレンソウ、ネギ、スイ

ートコーン、サトイモ、サヤインゲン、タマネギ等の多様な野菜がおおよそ 20

～30ha前後の規模で作付けされています。 

作付面積では、水稲が約 1,540ha（平成 22 年）で圧倒的に本市全体の作付面

積を占めます。水稲の作付面積は、平成７年から平成 17 年の 10 年間に大きく

減少しています。同様に他の農作物の作付面積でも減少傾向にあり、なかでも

レタスや小麦の作付面積の減少が顕著です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 主な作物 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 水稲 1,900 1,670 1,530 1,540 小麦 32 11 － － 大豆 33 28 18 16 らっかせい 146 137 126 － いも類 96 89 83 － レタス 102 95 51 30 大根 45 42 36 － なし 39 40 36 － くり 20 20 23 － 飼料作物 71 76 60 － その他の野菜 151 159 159 －  

図 14 農作物別作付面積の推移 出典：農林業センサス 

注：農林業センサスでは、平成22年度より作物統計調査において統計手法が変更になり、市町村別データは指定野菜（野菜生産出荷安定法（昭和41年法律第103号）第二条に規定）のみが公表されている。 そのため、上記グラフの平成22年の数値は、水稲、大豆、レタスのみの数値である。 

02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002,000

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 050
100150200250 水稲小麦大豆らっかせいいも類レタス大根なしくり飼料作物その他の野菜

水稲(ha) 水稲以外(ha)

表８ 農作物別作付面積の推移 単位：ha 
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2.32.32.32.3 木更津市農業木更津市農業木更津市農業木更津市農業のののの重点重点重点重点課題課題課題課題    

本市の限られた資源・財源の中で施策・事業を重点化するために、木更津市農業

を長所（＝強み：Strength）、短所（＝弱み：Weakness）、追い風となる環境変化

（＝機会：Opportunity）、向かい風となる環境変化（＝脅威：Threat）という４つ

の視点で分析し、重点課題を抽出すると次のようになります。 木更津市農業の特性分析 （SWOT 分析マトリクス表） 外部環境分析 機会（Opportunity） 脅威(Threat)  ・海と山に囲まれた自然環境 ・国産・地元農産物ニーズの高まり ・アウトレットモールの開業による地元経済への波及 ・市民農園・貸し農園の人気 ・アジア圏からの観光客増加 ・かずさアカデミアパーク（バイオテクノロジー・微生物研究） 
・国内他産地との競合 ・地球温暖化の進行 ・WTO,EPA,FTA,TPP などの進展による農産物輸入量の増加懸念 ・風評被害による影響 ・一次産業従事者の減少 ・嗜好の多様化 （パン食の増加など） ・食習慣の乱れ（孤食、過食の傾向、生活習慣病の増加） 強み（Strength） 最大の市場機会 （「強み」を活かして どのようにして機会を創出するか） 差別化戦略 （「強み」を活かして どうやって脅威を克服するか） ・恵まれた市場環境 ・交通利便性 ・通過交通量の増加 ・木更津東 IC 開発に伴う発展 ・国内３位の農業産出額（千葉県全体） ・パワー、ノウハウを持った高齢者の活動 

・本市全体（海・港・農村・山）を広大な公園と見立てた観光農業 ・アウトレットモール来訪者をターゲットにした販売戦略 ・道の駅などで地元農産物販売 ・農家レストラン開設や地場産グルメメニューの開発（例：海産物と農産物を組み合わせた特産品、メニュー、加工品の開発など） 
・首都東京からの玄関口という強みを最大限に活かす ・生産物の品質向上 ・交通利便性を活かした販売戦略 ・農産物の海外販売 ・農業体験研修や帰農者支援 ・ブランド化産品の掘り起こし ・低価格商品との差別化 ・医療・福祉分野との連携 ・地元農産物を使った食育推進 弱み（Weakness） 段階的施策 （「弱み」から どうすれば機会を逃さないか） 最大の脅威 （「弱み」を克服して 最悪の事態を招かない方策） 

内部環境分析 ・生産者の高齢化 ・農家数減少 ・担い手不足 ・水稲単作に頼った営農類型 ・地域農業リーダー不足 ・弱い販売ネットワーク ・農家間の合意形成に時間がかかる ・広大な農地が十分に有効活用されていない 
・担い手の確保・育成 ・担い手への農地利用集積 ・農業経営体の法人化 ・多様化、高付加価値化 ・地場農産品のブランド化 ・販売ネットワークの多様化 ・市民への地元産農産物の PR （例：安全・安心・新鮮） ・農業ネットワークの強化 ・休耕田の利活用方策 ・技術シーズの開拓 

・地域農業リーダーの育成 ・作物の多様化と農産物の品質向上による高付加価値な農産物の生産 ・直売所・インターネット販売などの新しい流通ルート開拓 ・周辺地域が一体的に取組む遊休農地対策 ・生産者の意識改革 
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第３章       

 

木更津市農業振興の将来像・基本方針・基本施策の体系 

 

 

・・・１ 木更津市農業振興の将来像 

・・・２ 基本方針 

・・・３ 基本施策の体系 

・・・４ 農業振興総合計画の推進体制 
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3333 木更津市農業振興木更津市農業振興木更津市農業振興木更津市農業振興のののの将来像将来像将来像将来像・・・・基本方針基本方針基本方針基本方針・・・・基本施策基本施策基本施策基本施策のののの体系体系体系体系    

3.13.13.13.1     木更津市農業振興木更津市農業振興木更津市農業振興木更津市農業振興のののの将来像将来像将来像将来像    

 

 

 

 

 

～笑顔がみえる木更津 13 万人の農業～ 

 

本市の農業が直面する最大のテーマは、「いかに、農業を持続可能な

産業として確立するのか」ということに集約されます。 

近代農業が共通して抱える、担い手不足、高齢化、農産物価格の低迷、

生産資材の高騰、低迷する農業所得などの諸問題を解決していくために

は、農業に関連する多様な主体が、持続可能な農業のために相互に連携

していくことが求められています。この多様な主体によるコミュニケー

ションが、農業変革のための効果的な促進力になり、持続可能な農業の

確立、さらには、笑顔あふれる地域農業の形成につながっていくものと

考えられます。 

特に近年、農業は新たな雇用の場として期待を集めているほか、他産

業からはビジネスチャンスとして、市民からは趣味や自己実現の場とし

ても注目を集めています。今後は、こうしたニーズにも柔軟に応えてい

き、既存の農業者が儲かる農業を目指すだけでなく、「オールきさらづ」

と呼べる多様な担い手の参画と連携による農の絆で、本市の農業を盛り

上げていく視点が必要です。 

 

そこで、本計画では、 

「「「「農農農農のののの絆絆絆絆でででで笑顔笑顔笑顔笑顔あふれるあふれるあふれるあふれる地域農業地域農業地域農業地域農業」」」」    

を木更津市農業の将来像として掲げ、振興を図っていくこととします。 
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3.23.23.23.2     基本基本基本基本方針方針方針方針    

市の将来像である「「「「農農農農のののの絆絆絆絆でででで笑顔笑顔笑顔笑顔あふれるあふれるあふれるあふれる地域農業地域農業地域農業地域農業」」」」を実現するために必要な

３つの視点【ひと】【もの】【コミュニケーション】から次の基本方針を設定し

ます。 

 

 

①①①①人材育成人材育成人材育成人材育成（（（（ひとひとひとひと））））    

②②②②農業生産農業生産農業生産農業生産（（（（ものものものもの））））    

・担い手の育成・確保により、本市の農業振興の中核となる経営感覚に優

れた多様な人材育成支援や農業経営体の組織化を推進します。 

・農業生産基盤の確保や整備、新技術の導入、燃料高騰の対応策、６次産

業化、地域農産物のブランド化などにより、農業収入を向上させること

により持続可能な農業経営を目指します。 

③③③③農農農農とつながるとつながるとつながるとつながるコミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ（（（（コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション））））    

・農業経営者が主体となり、消費者、農業関係団体、企業、行政などが協

力して、本市の農業振興施策を実行していく推進体制を整備します。 

また、農産物直売所、観光農園、市民農園、体験農業、交流イベント

などのグリーン・ツーリズムなどを通じて地域内外の消費者とのコミュ

ニケーションにより“農の絆”を深化させ、持続可能な地域農業の発展

を目指していきます。 
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3.33.33.33.3     基本施策基本施策基本施策基本施策のののの体系体系体系体系    

将来像の実現を目指し、本市の農業を支える「①担い手の育成」による“ひと

づくり”を基本に、「②持続可能な農業経営の確立」、「③安全・安心な農産物

の販売・加工」、「④都市と農村の交流促進」、「⑤環境の保全」などの“もの

づくり”を農業経営者や農業関係団体が相互の“コミュニケーション”で有機的

につなげて基本施策に掲げた取組みによって、本市の農業振興を推進していきま

す。 

 

 図 15 基本施策の体系 

 

 

ひとづくりひとづくりひとづくりひとづくり    

④④④④都市都市都市都市とととと農村農村農村農村のののの交交交交流促進流促進流促進流促進    交流 
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①①①①担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成    担い手 

②②②②持続可能持続可能持続可能持続可能なななな農業経営農業経営農業経営農業経営のののの確立確立確立確立    
農業経営 



- 21 - 

■基本施策一覧 

 

①①①①担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成    ◆担い手育成 

◆新規就農者支援 

◆水田農業（経営体）の組織化 

◆マッチングフェアの開催 

◆企業の農業参入促進 

②②②②持続可能持続可能持続可能持続可能なななな農業経営農業経営農業経営農業経営のののの確立確立確立確立    ◆低コスト化、多角化、高付加価値化 

◆農地利用集積 

◆遊休農地対策 

◆再生可能エネルギーや新技術の導入 

◆農業関連企業の誘致促進 

③③③③安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心なななな農産物農産物農産物農産物のののの販売販売販売販売・・・・

加工加工加工加工    

◆農産物・加工品の販売強化 

◆地産池消の推進 

◆売れる農産物づくり 

◆食育活動の推進 

◆６次産業化の推進 

④④④④都市都市都市都市とととと農村農村農村農村のののの交流促進交流促進交流促進交流促進    
◆多様な主体のネットワークの形成 

◆農業公園などの交流拠点設置の検討 

◆グリーン・ブルーツーリズムの推進 

◆「木更津農的暮らし」を発信する交流事業の展開 

◆遊休農地の有効活用 

⑤⑤⑤⑤環環環環境境境境のののの保全保全保全保全    
◆自然環境や田園景観の保全・形成 

◆緑地空間の提供 

◆エコファーマーの育成 

◆山間谷津田の保全に係る地域の取組み推進 

◆環境にやさしい資材の導入促進 
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3.43.43.43.4 農業振興総合計画農業振興総合計画農業振興総合計画農業振興総合計画のののの推進体制推進体制推進体制推進体制    

本計画に定めた将来像「農の絆で笑顔あふれる地域農業」の実現には、農業者を

はじめ、行政、市民、企業、NPO 団体、農業関係団体などの各主体が、それぞれの

役割と責務を十分に認識し、連携、協働していくことが欠かせません。 

そこで、本計画の着実な実行に向け、各主体が担う主な役割を以下に示します。 

 図 16 農業振興総合計画の推進体制 
主 体 役     割 

農業者 

・農業振興の担い手として本計画を主体的に推進 ・消費者の需要に対応した農業生産、販売活動の展開 ・体験農業、観光農業、食育の推進             等 
市民 

・農業の理解者、消費者として農業を振興 ・農業者との連携による農村環境管理への参画        等 
行政 

・木更津市農業振興総合計画に基づく施策や支援制度の推進 ・木更津市農業振興総合計画に関する情報提供 ・他部局との連携、庁内推進体制の整備 ・木更津市農業振興総合計画の進行管理 ・各団体や個人との連携や活動支援             等 
農業関係団体 

・農業技術の指導や農業経営支援 ・地場流通など、地産地消への協力             等 
企業、NPO、市民

団体、福祉・医療

関係機関等 

・農村環境保全活動支援等の農業活動支援 ・市民との交流事業等の促進 ・農業体験や地元農産物を活用した健康促進活動 ・農業・食品関連分野における障害者の就労に向けた取組み  等 

相談 企業企業企業企業    NPONPONPONPO 団体団体団体団体    福祉福祉福祉福祉・・・・医療関医療関医療関医療関係係係係機関機関機関機関などなどなどなど    
農業関係農業関係農業関係農業関係団団団団体体体体    農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合    土地改良区土地改良区土地改良区土地改良区    などなどなどなど    

国国国国・・・・県県県県    

要望 
連携 

連携 支援 
連携 支援 

連携 

連携 支援 相談 連携 支援 

農業者農業者農業者農業者    

市民市民市民市民    市民団体市民団体市民団体市民団体などなどなどなど    連携 
木更津市木更津市木更津市木更津市

    
農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    

連携 
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第４章       

 

基本施策の展開 

 

 

・・・１ 担い手の育成 

・・・２ 持続可能な農業経営の確立 

・・・３ 安全・安心な農産物の販売・加工 

・・・４ 都市と農村の交流促進 

・・・５ 環境の保全 

・・・６ 重点プロジェクト 
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4444 基本施策基本施策基本施策基本施策のののの展開展開展開展開    

4.14.14.14.1     担担担担いいいい手手手手のののの育成育成育成育成    

■施策の方針 

 

■施策の目標 

成果指標 現状値（H24） 目標値（H29） 目標値（H34） 

認定農業者数 93人 110人 125人 （50 歳以下の認定農業者数） （22 人） （26 人） （30 人） 
家族経営協定数 19 件 22 件 25 件 

農業生産法人数 5法人 8法人 10法人 

集落営農組織数 12団体 15団体 17団体 

新規就農者数 1人 5人 8 人 ＊上記の現状値及び目標値は累積値 ＊新規就農者数は、農業委員会で集計している数値 

■主要な施策 

工程 関係者 

項

目 

番

号 
施策タイトル 

前 後 

農
業

者
 

行
 

 
政

 

市
 

 
民

 

関
係

団
体

 継続 01 担い手育成 ◆ ◆ ◎ ◎  ○ 継続 02 新規就農者支援 ◆ ◆ ◎ ○  ○ 継続 03 水田農業（経営体）の組織化 ◆ ◆ ◎ ○  ○ 新規 04 マッチングフェアの開催 ◇ ◆ ◎ ◎ ○ ○ 新規 05 企業の農業参入促進 ◇ ◆ ○ ◎ ◎ ○ ＊関係者：行政（市または、国・県）、市民（企業、ＮＰＯ等含む）、関係団体（ＪＡ、農業団体等） 工程：◆中心的に実施する時期、◇実施する時期 ＊関係者：◎実施主体、○支援主体 

01 担い手育成 

01-①「認定農業者の育成」 

認定農業者制度の周知を図るとともに、認定の手続きや各支援制度の活用方

法、経営管理の合理化の指導、農業経営改善計画の策定を支援し、農業経営の

効率化を図ります。また、家族労働力を中心に営む農業者については、家族経

営協定の締結を推進し、農業経営の方針決定や収益配分などを明確にするとと

もに、本市の「農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想」に基づき、年

間農業所得 570万円程度の水準を実現できる経営体の育成、確保を目指します。 

さらに、認定農業者制度に準ずる市独自の認定制度について他事例などを参

考に、資格要件に満たない農業者への支援制度について前向きに検討します。 

 
木更津農業の次世代を支える多様な農業担い手を発掘・確保・育成し、農業後継

者、新規就農者を支援します。また、農業者の組織化を図り、木更津農業の発展

を推進します。 
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01-②「農業経営体の育成」 

行政や関連団体が連携し、農業者の法人化の啓発を行うとともに、農業生産

法人の設立が円滑に推進できるように、研修会、講習会、個別の相談会等によ

り組織経営体の形成を支援します。 

 

01-③「農業後継者の活動支援」 

本市の農業後継者団体（作物部会青年部等）の交流活動支援などにより、担

い手を中心とした産地の生産体制の強化を図り、次世代を担う農業後継者育成

を推進します。 

また、農業生産だけではなく農産物加工品のブランド化、グリーン・ツーリ

ズム、販売戦略などの企画立案や事業全体を総合的に計画し、事業化する「地

域農業を牽引する地域リーダー」や「農を介したコミュニティビジネスが運営

できる人材」の育成支援を農業関係機関などと連携しながら推進します。 

 

01-④「高齢者の持つ豊かな経験と円熟した農業技術の伝承」 

本市の農業を担う農業従事者の高齢化が進行する中、高齢者の持つ豊かな経

験と円熟した技術を活かした農業生産活動支援や地域活動を推進します。 

（名人認定制度、人材バンク） 

 

01-⑤「農村女性起業活動支援」 

女性が中心になって行う農林畜産物の生産、農産物加工品の製造・販売、農

家レストランの経営等の起業活動を関係機関と連携して支援します。 

 

02 新規就農者支援 

定年帰農者、ⅠＵＪターンなどの新規就農者に対し、情報提供、農業技術指

導、農地の確保などを関係機関と連携しながら支援します。 

また、認定就農者制度の周知や地域の農業者などによる新規就農者へのサポ

ート体制の整備を検討します。 

 

03 水田農業（経営体）の組織化 

水田農業は、稲作を中心とする経営体の集落単位の組織化を推進し、併せて、

農用地の集積を図り、規模拡大と生産コスト縮減を図ります。 

 

04 マッチングフェアの開催 

新たな人材を育成し、異業種間の地域交流を図るために、木更津の農を題材

にしたマッチングフェアなどの開催を推進します。 
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05 企業の農業参入促進 

本市では、農業参入を図る企業を重要な担い手として位置付け、企業活動で

蓄積された経営ノウハウを持ち、経営力や資本力に優れ、"新たな農業経営体＝

木更津農業の担い手"として期待できる企業の農業参入を促進してきています。 

また、農業参入企業が地域農業の中核として持続的かつ発展的な経営が展開

できるよう、地域の農業者や他の参入企業、異業種などとの連携・協働による

事業展開を積極的に支援していきます。 
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4.24.24.24.2     持続可能持続可能持続可能持続可能なななな農業経営農業経営農業経営農業経営のののの確立確立確立確立    

■施策の方針 

 

 

■施策の目標 

成果指標 現状値（H24） 目標値（H29） 目標値（H34） 

農地利用集積面積 

（利用権設定率） 

153ha 

（4.8%） 

200ha 

（6.3%） 

250ha 

（7.8%） 

遊休農地面積 

（割合） 

471ha 

（15.5％） 

460ha 

（15.1％） 

450ha 

（14.8％） ＊上記の現状値及び目標値は累積値 

 

■主要な施策 

工程 関係者 

項

目 

番

号 
施策タイトル 

前 後 

農
業

者
 

行
 

 
政

 

市
 

 
民

 

関
係

団
体

 継続 06 低コスト化、多角化、高付加価値化 ◆ ◆ ◎ ○  ○ 継続 07 農地利用集積 ◆ ◆ ◎ ◎  ○ 継続 08 遊休農地対策 ◆ ◆ ◎ ◎  ○ 新規 09 再生可能エネルギーや新技術の導入 ◆ ◆ ◎ ○  ○ 新規 10 農業関連企業の誘致促進 ◆ ◆  ◎  ○ ＊関係者：行政（市または、国・県）、市民（企業、ＮＰＯ等含む）、関係団体（ＪＡ、農業団体等） 工程：◆中心的に実施する時期、◇実施する時期 ＊関係者：◎実施主体、○支援主体 

 

06 低コスト化、多角化、高付加価値化 

06－①「農業の低コスト化」 

農業における低コスト化を考慮した農業生産基盤整備、ほ場条件（区画規模、

用排水施設等）の整備、農作業の機械化及び農業機械の共同利用を推進します。    

 

持続可能な農業経営の確立を目指して、農業生産基盤や生産施設の整備を図り、

農地または農業関連施設の有効利用を図っていきます。また、担い手や組織経

営体に農地を集積することで農業の効率化を図り、農地の流動化による遊休農

地の発生抑制・解消を図り、農地の適正利用を推進します。 
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06-②「土地利用型農業から土地集約型農業への転換」 

土地利用型農業から施設園芸などの土地集約型農業への転換により収益力

の高い効率的な農業経営を目指し、高付加価値で生産性の高い複合的農業経営

への転換を図ります。 

 

06-③「既存特産物の再評価・戦略品目の選定」 

本市の既存特産物の再評価を行い、戦略品目の選定により産地ブランドの構

築を目指し、農産物の高付加価値化を図ります。 

 

07 農地利用集積 

07-①「農地の出し手と受け手のマッチング支援」 

農地の貸借や売買に係る出し手と受け手のマッチング支援により、貸した

い・売りたい農地所有者と引受け手になる担い手双方間の調整を行い、農地集

積を推進して、優良農地の確保を図ります。 

また、農地の所有と利用を分離することで、農地の流動化を図り、規模拡大

志向の担い手への農地利用集積を促進します。  
07-②「人・農地プラン

＊
」の策定 

集落・地域における話合いにより、地域農業のあり方（生産品目、経営の複

合化等）や今後の地域の中心となる経営体や農地の集積方法などを定めた

「人・農地プラン」を作成し、必要に応じてプランの見直しを図ります。 （＊「人・農地プラン作成事業」は、平成 24 年度から農林水産省が「人と農地の問題解決」に向けて導入した施策です。なお、国の動向などにより、事業の名称や内容などが変更される場合があります。）  
08 遊休農地対策 

08-①「遊休農地情報の整備」 

耕作放棄地解消計画を実行するために、農業委員会の農地パトロールによる

遊休農地の実態把握やＧＩＳ（地理情報システム）を活用して農地情報を整備

します。 

また、不在村地主や土地持ち非農家への働きかけ・あっ旋などの対応により、

農地情報の提供や担い手への農地集積を要請していきます。 

 

08-②「鳥獣被害防止対策」 

木更津市鳥獣被害防止計画に基づき、イノシシ、アライグマ、ハクビシンな

どによる鳥獣被害を最小限に抑えるため、捕獲や防護柵の設置など必要な被害

防止対策を図ります。 

また、遊休農地が増えることにより、これらの鳥獣の住処になります。その

ため、遊休農地を解消し、抜本的に鳥獣頭数の削減を図っていきます。 
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09 再生可能エネルギーや新技術の導入 

施設園芸、保冷倉庫、鳥獣被害防止電気柵などの農業関連施設及び遊休農地

を活用した再生可能エネルギー（太陽熱利用、太陽光利用、バイオマス燃料等）

の導入検討や農業の新技術（多重被覆による燃料費の削減、ヒートポンプ、空

気膜ハウス、ユビキタス環境制御*、生育モデルを活用した環境制御、LED を用

いた開花制御、大規模・高軒温室等）の導入支援を推進し、収益性の高い農業

を目指します。（＊ユビキタス環境制御＝いつでも、だれでも、どこでも扱える環境制御） 
 

10 農業関連企業の誘致促進 

農業資材の提供などを行う経営体の誘致を通じて、地元雇用の創出を図ると

ともに、地域農業の活性化を促進していきます。  
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4.34.34.34.3     安安安安全全全全・・・・安心安心安心安心なななな農産物農産物農産物農産物のののの販売販売販売販売・・・・加工加工加工加工    

■施策の方針 

 

 

■施策の目標 

成果指標 現状値（H24） 目標値（H29） 目標値（H34） 

６次産業事業者数 1 件 3 件 8件 

食育イベント回数 3 回 5 回 10 回 ＊上記の現状値及び目標値は累積値 

 

■主要な施策 

工程 関係者 

項

目 

番

号 
施策タイトル 

前 後 

農
業

者
 

行
 

 
政

 

市
 

 
民

 

関
係

団
体

 新規 11 農産物・加工品の販売強化・ブランド化 ◆ ◆ ◎ ○  ○ 継続 12 地産地消の推進 ◆ ◆ ◎ ○ ○ ○ 継続 13 売れる農産物づくり ◆ ◆ ◎ ○  ○ 新規 14 食育活動の推進 ◆ ◆ ○ ◎ ◎ ○ 継続 15 ６次産業化の推進 ◆ ◆ ◎ ○  ○ ＊関係者：行政（市または、国・県）、市民（企業、ＮＰＯ等含む）、関係団体（ＪＡ、農業団体等） 工程：◆中心的に実施する時期、◇実施する時期 ＊関係者：◎実施主体、○支援主体 

11 農産物・加工品の販売強化・ブランド化 

11-①「地理的優位性を活かした販路の確保」 

東京湾アクアラインの開通、海ほたるへの入込み客数の増加、日本最大級の

商業施設の開業などに伴い、本市への来訪者は、増加傾向にあります。これら

施設への来訪者などを対象に、農産物直売所や道の駅などにおける農産物や加

工品の販売促進支援を行います。  
11-②「野菜・果樹の園芸作物の販売推進」 

野菜・果樹の園芸については、参加農家の技術水準を高め、激化する産地間

競争を勝ち抜けるブランド作りを目指し、関連機関と連携しながら生産・販売

体制強化を図ります。 

また、本市で栽培が盛んなブルーベリーのほか、ナシ、クリ、イチゴなどの

高付加価値農業への実践を支援します。  

 
生産者の顔が見える農業により、安全・安心な農産物を生産し、適正な情報開示

や優良特産品マークの活用による農産物の販売を促進します。 
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11-③「優良特産品マーク活用によるブランド化」 

優良特産品マークの位置付けを明確化し、安全・安心・おいしい木更津ブラ

ンドとしての確立を目指します。また、同マークについて情報発信を行い、事

業者・消費者ともに知名度の向上を図ります。 

また、市独自の指標の検討を行い、生産者や消費者がわかりやすい優良特産

品の基準を提示し、木更津ブランドの振興を図っていきます。 

 

11-④「安全基準の周知徹底と情報開示」 

残留農薬などの基準を定めたポジティブリスト制度など安全基準の周知徹

底を図り、地域が一体となった安全な農業生産体制を整備していきます。また、

安全・安心な農作物を生産し、生産者、生産地、使用農薬、使用回数、使用量

などの適正な生産情報開示の促進を図ります。 

また、福島第一原子力発電所の事故に関連して、木更津産農産物の放射性モ

ニタリング検査結果や出荷制限などの情報について、ホームページなどを通じ

て迅速な提供に努めます。  
11-⑤「農業経営における IT活用」 

農業生産者を対象としたパソコン・インターネット講習会などを開催すると

ともに、農業者自身が農家 HPを開設するなどの実践に向けた、IT活用におけ

るサポート体制を整備します。 

また、木更津市農業情報 HPの開設などにより、消費者との信頼関係を構築

することを検討します。 

 

12 地産地消の推進 

従来の市場出荷に加えて、農産物直売所、直接販売、地元食品関連法人など

の販路拡大・販路の多様化や地元消費者へ地元産の安全・安心・新鮮の PR など

により、地産地消を推進します。 

また、農産物直売所マップや地元産野菜販売協力店舗マップなどの配布によ

り地元農産物の販売促進を図っていきます。 

さらに、矢那川桜祭り、たけのこ祭り、金鈴祭り、木更津港まつり、みなと

木更津うみ祭り、コスモスフェスティバルなどの既存イベントを活用した交流

事業により、木更津の「地元農産物」を PRする機会の創出を図ります。  
13 売れる農産物づくり 

優良な品種への更新や消費者ニーズに対応した新品種の導入などを促進し、

より高品質化を目指すとともに、生産の安定や品質の向上、新たな市場の拡大

などを追求する取組みを支援します。 
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14 食育活動の推進 

農業体験学習、学校農園などの食育活動を通じて、子供たちの「生きる力」

を育み、地域の食材、食文化、農業への理解を促進します。 

 

15 ６次産業化の推進 

生産－加工－流通－需要創出までの一貫した６次産業化を図る新たな取組み

を支援します。 

また、障害者福祉施設と地域の農業者の連携構築支援などにより、農業・食

品関連分野における障害者の就労に向けた取組みを促進します。 
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4.44.44.44.4     都市都市都市都市とととと農村農村農村農村のののの交流交流交流交流促進促進促進促進    

■施策の方針 

 

■施策の目標 

成果指標 現状値（H24） 目標値（H29） 目標値（H34） 

交流イベント件数 0 件 3 件 5 件 

市民農園開設数 2箇所 3箇所 4箇所 

観光農園開設数 24箇所 30箇所 35箇所 

農産物直売所利用者数 416 千人 500千人 600千人 ＊上記の現状値及び目標値は累積値 

 

■主要な施策 

工程 関係者 

項

目 

番

号 
施策タイトル 

前 後 

農
業

者
 

行
 

 
政

 

市
 

 
民

 

関
係

団
体

 継続 16 多様な主体のネットワークの形成 ◆ ◆ ◎ ◎ ◎ ◎ 新規 17 農業公園などの交流拠点設置 ◆ ◇ ◎ ◎ ◎ ○ 拡充 18 グリーン・ブルーツーリズムの推進 ◆ ◆ ○ ○ ◎ ◎ 新規 19 「木更津農的暮らし」を発信する交流事業推進 ◇ ◆ ○ ○ ◎ ◎ 継続 20 遊休農地の有効活用 ◆ ◆ ○ ○ ◎ ◎ ＊関係者：行政（市または、国・県）、市民（企業、ＮＰＯ等含む）、関係団体（ＪＡ、農業団体等） 工程：◆中心的に実施する時期、◇実施する時期 ＊関係者：◎実施主体、○支援主体 

 

16 多様な主体のネットワークの形成 

農業者、市民、食品製造業者、加工設備製造業者、販売企業、飲食業、観光

業、福祉、医療関係団体、その他企業などによる異業種交流を図ります。 

例えば、６次産業化を推進するため、産地形成・新商品開発の動機付けを狙

ったアグリビジネス創出マッチングセミナーなどの交流イベントを開催し、意

見交換の場を創出します。 

また、幅広くマッチングの機会を創出することにより、新たな交流事業の推

進を図ります。   

都市と農村の交流を促進し、地元の多種多様な主体が連携し、交流事業の推進を

図っていきます。 

都市と農村の交流を促進し、地元の多種多様な主体が連携し、交流事業の推進を

図っていきます。 



- 34 - 

17 農業公園などの交流拠点設置 

交通の利便性が高い本市の特徴を活かし、地元市民や本市への来訪者などを

対象として都市と農村の交流を図るため、農業・漁業を軸としたグリーン・ブ

ルーツーリズム（観光農業、農作業体験、農産物直売所、農産物加工体験等）

の拠点となる農業公園設置を検討・実施します。  
18 グリーン・ブルーツーリズムの推進 

体験農園や市民農園の設置数を増やし、本市の自然豊かな環境を活かした木

更津観光産業との連携（観光農園等）により、市民や来訪者が農と触れあえる

機会を提供します。 

例えば、本市に存在する観光ブルーベリー園を地域ブランドとして位置付け

し、関係者の協力のもと「ブルーベリーのまち きさらづ」のブランド確立に

向けた取組みを推進するとともに、効果的な広報・PR を支援します。  
19 「木更津農的暮らし」を発信する交流事業推進 

ライフスタイルの一部として農業や農的な視点を実感できる地域性を活かし

た取組みを展開する、企業、市民団体、NPO法人などの活動を支援します。 

例えば、市民農園や都市菜園（屋上・バルコニー菜園等）の普及に伴う都市

住民に対する農的ライフスタイルの提案、農業生産者との連携による体験プロ

グラムの実施、市民や消費者が農業に参加する畑や水田（谷津田など）のオー

ナー制度の研究、市民参加型の景観作物の導入、ファームステイ、体験型農業

教育の実施等、多様な取組みを推進します。 

これらの取組みは、ボランティア交流にとどまらず、持続可能な事業の確立

を目指し、経済的にも持続可能な交流事業の掘り起こしや交流事業の質の向上

を図っていきます。  
20 遊休農地の有効活用 

20-①「景観作物の導入促進」 

農村景観保全のためにレンゲや菜の花などの景観作物を遊休農地に作付け

し、観光客の増加を狙った取組みを推進します。  
20-②「遊休農地を活用した交流事業の推進」 

遊休農地を生きがい農業や市民農園の開設などで多面的に活用します。 

団塊世代の定年退職者などを対象に、「土と親しみ、自然と触れ合う、生き

がい型農業」の実践を支援することで、遊休農地の活用と高年齢者の生きがい

作りを進め、農地の有効活用を図ります。 

また、障害者福祉施設や教育関連施設と地域の農業者の連携構築支援により、

遊休農地の再生・営農継続における障害者就労に向けた取組みを促進します。 
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一口メモ： 

 

近年では全国的に市民農園や貸し農園の設置が増加傾向にあります。 

例えば、駅構内の屋上に設けられた駅ナカ農園などに非常に人気が集まり、気軽に農作

業を楽しめるとあって、次の空き区画は予約待ちの状況です。こういった農に触れ合う需要が

増加することを見越して本市の交通利便性を活かした都市部の住民に対する貸し農園を提

供することなどが考えられます。 

一般企業退職者の退職後のライフスタイルにおいて、生きがい農業などによる「土と緑に囲

まれた生活スタイル」を求める人が増えており、生きがい農業を行うためには技術指導などの支

援が必要です。また、退職後の第二の人生として本格的な販売を目的とした農業への参画を

目指す定年帰農者への就農支援などを行い、企業などで培ってきた経営感覚や人的つなが

りを農業へ活かしてもらうことにより、地域農業の発展が期待できます。     

市民農園・貸し農園 

出典：大阪ステーションシティ 
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4.54.54.54.5     環境環境環境環境のののの保全保全保全保全    

■施策の方針 

 

■施策の目標 

成果指標 現状値（H24） 目標値（H29） 目標値（H34） 

エコファーマー数 63人 75人 90人 

農地・水保全管理取組面積 860ha 880ha 900ha ＊上記の現状値及び目標値は累積値 

 

■主要な施策 

工程 関係者 

項

目 

番

号 
施策タイトル 

前 後 

農
業

者
 

行
 

 
政

 

市
 

 
民

 

関
係

団
体

 継続 21 自然環境や田園景観の保全・形成 ◆ ◇ ◎ ○ ◎ ○ 継続 22 緑地空間の提供 ◆ ◇ ◎ ○ ◎  新規 23 エコファーマーの育成 ◆ ◇ ◎ ○   拡充 24 山間谷津田の保全に係る地域の取組み推進 ◆ ◇ ◎ ○ ◎ ○ 新規 25 環境にやさしい資材の導入促進 ◆ ◇ ◎ ○   ＊関係者：行政（市または、国・県）、市民（企業、ＮＰＯ等含む）、関係団体（ＪＡ、農業団体等） 工程：◆中心的に実施する時期、◇実施する時期 ＊関係者：◎実施主体、○支援主体 

21 自然環境や田園景観の保全・形成 

持続可能な農業経営の確立を目指し、農地の持つ多面的機能を発揮できる田

園景観の保全・形成を推進します。 

そのために、既設の用水・排水施設の適正な維持管理に努め、必要に応じて

地下水かんがい施設整備やほ場条件の整備などを検討し、既存の揚・排水機場

などの農業水利施設の維持・管理の徹底を図り、長寿命化を図ります。 

また、農地の周辺環境整備に「農地・水保全管理支払交付金事業」を活用し、

農村景観や自然環境の保全・形成を推進します。  
22 緑地空間の提供 

農家や市民を対象とした意向調査によると、農業・農村が果たす役割として

重要だと思うことは、食料生産機能のほかに「自然環境や田園景観の保全・形

成」であると考えています。そこで、優良農地の確保や保全により、緑地空間

を提供し、ゆとりある生活環境を維持していきます。  

農業・農村の振興・活性化による自然環境や田園景観の保全・形成を図っていき

ます。 

農業・農村の振興・活性化により、地域の自然環境や田園景観の保全・形成を図

っていきます。 
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23 エコファーマーの育成 

完熟たい肥などによる土づくりと化学肥料や化学合成農薬の使用低減に一体

的に取組むなど、環境保全型農業を意欲的に推進するエコファーマーを育成・

支援します。  
24 山間谷津田の保全に係る地域の取組み推進 

現在までに里山協定６件締結、中山間地域等直接支払制度に係る協定１件な

ど地域による取組みを行っている半面、山間谷津田を中心に遊休農地が増えて

いるという現状があります。 

引き続き、これらの取組みの後押しを行い、さらに谷津田における体験イベ

ントや水田オーナー制度などを検討し、遊休農地の解消による農業環境の保全

を図ります。 

 

25 環境にやさしい資材の導入促進 

農業生産において農薬などの使用量低減を図るため、環境にやさしい資材の

導入を促進します。 

 

 

一口メモ： 

 
本市の農地は田が約８割を占め、水田農業が主体であるほか、野菜の栽培も盛んです。

中でも着目すべき点は、何といっても水田がもつ機能で、本市の水田が持つ潜在的能力をみ

ると次のとおりに試算できます。 

本市の水田は、約 10,000,000m

3
の貯水能力（50ｍプールで約 4,000 箇所分）があるほか、

約 10,000t（166,667 人分、年間の国民１人当たり平均米消費量換算）の米生産ができ、木

更津市民（130,000 人）の米食を十分に供給する能力があります。 

仮に、本市の田で耕作が全くできなくなったとした場合、水田が持つ一時貯水機能が失わ

れ、万が一、洪水が発生した場合には、被害の拡大が見込まれます。また、水田の持つ温度

調整機能が損なわれることによる、ヒートアイランド現象の著しい深刻化が懸念されます。 

他にも、水源涵養機能、土壌浸食防止機能、土砂崩壊防止機能等、これらの多面的機

能は農業者が適切に耕作をしているがために発揮しているもので、農家だけでなく、広く市民

全体が享受しているものです。 

そのため、これら農地が持つ多面的機能を持続させるためにも、持続可能な農業経営を目

指す農業振興が重要な鍵を握っています。 

田の持つ潜在的能力 
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4.64.64.64.6 重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト    

重点プロジェクトとは、本市農業における可能性や課題を考慮し、緊急性があ

り優先的に進める必要がある重点テーマについて、それぞれのテーマに対応する

施策をより具体化するためのアクションプランです。 

３つの重点プロジェクトは、4.1～4.5で掲げた基本施策の組み合わせにより構

成します。 

施策の実施に当っては、木更津市産業振興基金条例に基づき設置された産業振

興基金の活用を図っていきます。 

また、本計画の計画期間は10年間としていますが、これらのプロジェクトにつ

いては、ＰＤＣＡサイクル「PPPPlan（計画）⇒DDDDo（実行）⇒CCCCheck（評価）⇒AAAAction

（改善）」に基づき、必要に応じて見直しを図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①担い手育成プロジェクト 

 ②木更津ブランド推進プロジェクト 

 ③農地有効活用プロジェクト 

PPPPPPPPLAN（計画） DDDDDDDDO（取組み） 

CCCCCCCCHECK 

（評価・確認） 

AAAAAAAACTION（改善） 進捗状況の中間評価 図17 PDCAサイクル 
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 主に関連する施策枠組み：4.1 担い手の育成 
【目的】 

木更津農業の次世代を支える多様な農業担い手を育成・支援し、将来的発展

に向けた取組みを推進します。 

 

【具体的な取組み内容】 

項目 内容 

①認定農業者支援 認定農業者を支援し、地域の農業担い手を育成します。 

 

⇒認定農業者制度の PRを行うとともに、認定の手続きや各

支援制度の活用方法、経営管理の合理化の指導、農業経

営改善計画の策定を支援し、農業経営の効率化を図りま

す。 

また、家族労働力を中心に営む農業者については、家

族経営協定の締結を推進し、農業経営の方針決定や収益

の配分などを明確にするとともに、認定農業者の若返り

を目指します。 

②法人化及び集落営

農組織などの組織化 

法人化及び農業経営組織などの組織化を図ります。 

 

⇒行政や関連団体が連携し、法人化の啓発を行うとともに、

農業生産法人の設立が円滑に推進できるように研修会、

講習会、個別の相談会などにより組織的経営体の形成を

支援します。 

また、土地利用型農業における集落営農組織などの組

織化を支援します。 

③木更津農業担い手

総合支援窓口の創設 

地域の農業担い手を総合的に支援します。 

 

⇒農業担い手に対する相談、研修、就農を一元的にサポー

トする仕組みを構築します。 

①担い手育成プロジェクト 
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【推進体制】 

 

  
【実施期間】 

年度   

項目 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

①認定農業者支援 

 
          

②農業経営体・法人の育成 

及び農業経営体の組織化           
③木更津農業担い手総合支援

窓口の創設            

 木更津市木更津市木更津市木更津市    

農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合    
農業者農業者農業者農業者    相談 

木更津市木更津市木更津市木更津市    （（（（仮称仮称仮称仮称））））農業担農業担農業担農業担いいいい手総合支援窓口手総合支援窓口手総合支援窓口手総合支援窓口    
農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    要望 

連携 

国国国国・・・・県県県県    県県県県のののの組織組織組織組織：：：：    千葉県担千葉県担千葉県担千葉県担いいいい手育成総合支援協議会手育成総合支援協議会手育成総合支援協議会手育成総合支援協議会    千葉県農林水産部千葉県農林水産部千葉県農林水産部千葉県農林水産部（（（（千葉県新規就農相談千葉県新規就農相談千葉県新規就農相談千葉県新規就農相談センターセンターセンターセンター））））    君津農業事務所君津農業事務所君津農業事務所君津農業事務所（（（（新規就農相談新規就農相談新規就農相談新規就農相談センターセンターセンターセンター））））    

支援 相談 支援 

連携 支援 
連携 

①担い手育成プロジェクト 

実施・継続 実施・継続 実施 検討 

図18 担い手育成プロジェクト推進体制 
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 主に関連する施策枠組み：4.3 安全・安心な農産物の販売・加工 4.4 都市と農村の交流促進 
【目的】 

地元農産物または農産物加工品の高付加価値化、ブランド化を図り、さらに

観光農園を含めた木更津農業全体をブランドとして確立することを目指します。 

 

【具体的な取組み内容】 

項目 内容 

①６次産業化の推進 

 

本市の農産物を最大限活用した６次産業化を推進します。 

 

⇒農業者と食品関連企業の連携などによる、地元農産物や

加工品を提供するサービス産業をサポートします。 

例えば、市民参画型農業を推進し、チンゲンサイ、コ

マツナ、ホウレンソウ等の回転率の良い葉物などを市民

で一定の栽培基準を定めて、ブランド化することにより、

そのブランド化された野菜と「木更津ふさこがね」など

の米粉と葉物で木更津麺や米粉パンなどの開発や地元農

産物を使った新たな外食メニューなどを開発することが

考えられます。 

また、地場産表示（ロゴマークなど）、優良特産品マ

ーク、イベント開催、マスコミ、観光情報案内センター

の活用などにより木更津農産物・加工品の周知・PRを促

進します。 

さらに、障害者福祉施設と地域の農業者の連携構築支

援などにより、農業・食品関連分野における障害者の就

労に向けた取組みを促進します。 

②ブルーベリー 

ブランド確立 

 

恵まれた交通網を活かし、本市の自然豊かな環境を活かし

た木更津観光産業との連携（観光農園等）を図ります。 

 

⇒本市に存在する観光ブルーベリー園を地域ブランドとし

て位置付けし、関係者の協力のもと「ブルーベリーのま

ち きさらづ」のブランド確立に向けた取組みを推進し

ます。また、機能性食品の開発などの付加価値のある商

品化を推進するとともに、効果的な広報・PRを検討し、

取組みを支援します。 

③地産地消の推進 

 

地産地消の取組みを推進します。 

 

⇒販路拡大・販路の多様化を図るために、まずは地元消費

②木更津ブランド推進プロジェクト 
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者へ安全・安心・新鮮な地元産農産物の PRなどにより、

地元産農産物への理解を深めてもらうとともに、地元農

産物の販売店や農産物直売所などの場所を消費者に周知

し、食育活動や情報媒体を通じて農業者と消費者間の信

頼関係を構築しながら地産地消を推進します。 

さらに、地元農産物コーナーの設置促進などの販売機

会の提供を推進し、地元農家とタイアップによる契約栽

培などによる地産地消の取組みを推進します。 

④富来田地区（木更

津東 IC 周辺整備）に

おける「道の駅等交

流拠点施設（農産物

直売所）」の有効活

用 

「道の駅等交流拠点施設（農産物直売所）」の有効活用の

検討を行います。 

 

⇒富来田地区において、農産物直売所を交流拠点とした農

業交流を積極的に図るため、地元の農産物の販売をはじ

め、地域の新たなコミュニティ形成に寄与する取組みに

ついて検討を進めていきます。 

⑤中郷地区における

農業公園などの交流

拠点設置の検討・実

施 

 

本市の「緑の基本計画」で位置付けられている農業交流拠

点の設置を推進していきます。 

 

⇒交通の利便性が高い本市の特徴を活かし、地元市民や本

市への来訪者などを対象として、中郷地区において、農

業を軸としたグリーン・ツーリズム（観光農業、農作業

体験、農産物直売所、農産物加工体験等）の拠点となる

農業公園の設置について検討を進めていきます。 

⑥「木更津農的暮ら

し」を発信する交流

事業の推進 

「木更津農的暮らし」を発信する交流事業を推進します。 

 

⇒ライフスタイルの一部として農業や農的な視点を実感で

きる木更津の地域性を活かした取組みを展開する、企業、

市民団体、NPO法人等の活動を支援します。 

例えば、市民農園や都市菜園（屋上・バルコニー菜園

等）の普及に伴う都市住民に対する農的ライフスタイル

の提案、農業生産者との連携による体験プログラムの実

施、市民や消費者が農業に参加する畑や水田（谷津田な

ど）のオーナー制度の研究、市民参加型の景観作物の導

入、ファームステイ、体験型農業教育の実施等、多様な

取組みを推進します。 

これらの取組みは、ボランティア交流にとどまらず、

持続可能な事業の確立を目指し、経済的にも持続可能な

交流事業の掘り起こしや交流事業の質の向上を図ってい

きます。 
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【推進体制】 

 
 

【実施期間】 

年度   

項目 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

①６次産業化の推進 
 

         

②ブルーベリーブランド確立           
③地産地消の推進 

          
④富来田地区における「道の駅農

産物直売所」の有効活用 

          
⑤中郷地区における農業公園な

どの交流拠点設置の検討・実施 

          
⑥「木更津農的暮らし」を発信す

る交流事業の展開 

          

農業者農業者農業者農業者    相談 相談 連携 
国国国国・・・・県県県県    県県県県のののの組織組織組織組織：：：：    千葉県農林水産部千葉県農林水産部千葉県農林水産部千葉県農林水産部、、、、君津農業事務所君津農業事務所君津農業事務所君津農業事務所    

支援 支援 
木更津市木更津市木更津市木更津市    経済部農林水産課経済部農林水産課経済部農林水産課経済部農林水産課    

    

連携 

要望 連携 支援 

木更津市観光協会木更津市観光協会木更津市観光協会木更津市観光協会、、、、木更津商木更津商木更津商木更津商工会議所工会議所工会議所工会議所、、、、木更津市観光木更津市観光木更津市観光木更津市観光ブルブルブルブルーベリーーベリーーベリーーベリー園協議会園協議会園協議会園協議会    市民市民市民市民    企業企業企業企業、、、、NPONPONPONPO 団体団体団体団体、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり協協協協議会議会議会議会、、、、福祉福祉福祉福祉・・・・医療機関医療機関医療機関医療機関などなどなどなど    連携 
 

農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    

連携 
 木更津市木更津市木更津市木更津市    農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合    

②木更津ブランド推進プロジェクト 

実施・継続 実施・継続 実施・継続 実施 

実施・継続 

検討 実施 

図19 木更津ブランド推進プロジェクト推進体制 



- 44 - 

 主に関連する施策枠組み：4.2 持続可能な農業経営の確立 4.5 環境の保全 
【目的】 

市内の農地を最大限活かす取組みを推進し、地域資源の有効活用を図ります。 

 

【具体的な取組み内容】 

項目 内容 

①担い手への農地利

用集積促進 

 

担い手への農地利用集積を促進します。 

 

⇒農地の貸借や売買に係る出し手と受け手のマッチング支

援により、貸したい・売りたい農地所有者と引受け手に

なる担い手双方間の調整を行い、農地集積を推進して、

優良農地の確保を図ります。 

また、農地の所有と利用の分離を図り、「農地保有合

理化法人」、「農地集積円滑化団体」などを通じて、利

用権の設定を促進するなど、担い手への農地利用集積を

促進します。 

さらに、持続可能な力強い農業を実現するために、人

と農地の未来設計図である「人・農地プラン」の推進に

より、地域の担い手の明確化や農地集積の方向性などを

検討します。 

②農村環境の保全 

 

農村環境の保全を推進します。 

 

⇒既設の用・排水施設の適正な維持管理に努め、必要に応

じて地下水かんがい施設の整備やほ場条件の整備などを

検討し、既存の揚・排水機場などの農業水利施設の維持・

管理の徹底を図り、長寿命化を図ります。 

また、農地の周辺環境整備に「農地・水保全管理支払

交付金事業」を活用し、農村景観や自然環境の保全・形

成を推進します。 

③遊休農地解消の取

組み 

 

遊休農地解消に向けた取組みを支援します。 

 

⇒耕作放棄地解消計画を実行するために、農業委員会によ

る農地パトロールの実施で耕作放棄地の実態把握やＧＩ

Ｓ（地理情報システム）を活用した農地情報の整備など

により、担い手に遊休農地を集約します。 

また、不在村地主や土地持ち非農家への働きかけ・あ

っ旋などにより、農地情報の提供や担い手への農地集積

③農地有効活用プロジェクト 
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を要請していきます。 

さらに、景観作物の導入や、団塊世代の定年退職者な

どを対象に「土と親しみ、自然と触れ合う、生きがい型

農業」の実践を支援することで、遊休農地の活用と高年

齢者の生きがい作りを進め、農地の有効活用を図ります。  
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【推進体制】

 

 

 

【実施期間】 

年度   

項目 

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

①担い手への農地利用集積促進 

 
          

②農村環境の保全 

 
          

③遊休農地解消の取組み 

 

          
 

 

国国国国・・・・県県県県    県県県県のののの組織組織組織組織：：：：    千葉県農林水産部千葉県農林水産部千葉県農林水産部千葉県農林水産部、、、、君津農業事務所君津農業事務所君津農業事務所君津農業事務所    千葉県水産振興公社農地課千葉県水産振興公社農地課千葉県水産振興公社農地課千葉県水産振興公社農地課    

木更津市木更津市木更津市木更津市    農業協同組合農業協同組合農業協同組合農業協同組合    土地改良区土地改良区土地改良区土地改良区    農業者農業者農業者農業者    連携 
木更津市木更津市木更津市木更津市    経済部農林水産課経済部農林水産課経済部農林水産課経済部農林水産課    農業委員会農業委員会農業委員会農業委員会    要望 連携 支援 

連携 連携 相談 相談 
連携 

市民市民市民市民    市民団体市民団体市民団体市民団体などなどなどなど    連携 
③農地有効活用プロジェクト 

実施・継続 実施・継続 実施・継続 

図20 農地有効活用プロジェクト推進体制 
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第５章       

 

地域別基本施策の方向性 

 

・・・１ 各地域の概要 

・・・２ 地域別基本施策の方向性 

・・・３ 地域別施策 

・・・４ 地域別施策の実現に向けた推進体制 
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5555 地域別地域別地域別地域別基本施策基本施策基本施策基本施策のののの方向性方向性方向性方向性    

5.15.15.15.1 各地域各地域各地域各地域のののの概要概要概要概要    

本市は、旧町村の８地区から構成されており、都市計画マスタープランの地域

別構想において地区単位での整備の基本方針を定めています。本市の農業形態は、

地形・水利・気候、土地利用状況等の条件などで大きく４つの地域に区分される

ことから、以下の４地域における基本施策の方向性を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①【木更津・波岡・鎌足地域】 ②【中郷・清川地域】 

本地域は、市街化区域に隣接する農地が多

く、特に新興住宅地に隣接する農地で水稲を

中心とした農業が展開されている地域です。 

木更津地区と新興住宅地などの市街化が

進む波岡地区は、これらの２地区で本市の人

口の約５割を有する地域であり、本市の中心

的市街地となっています。 

また、これら２地区に隣接し、かずさアカ

デミアパークを有する鎌足地区においては、

研究開発拠点として整備されています。 

本地域は、小櫃川流域にまたがる水稲を中

心とした農業が盛んな水田地域であり、概ね

農業生産基盤整備は完了している地域です。 

なかでも上望陀地区においては、ほ場区画

１haを基準とする大区画ほ場整備が行われ、

本地区にある農事組合法人が、先進的にちば

エコ農業（減農薬栽培）による低コスト米粉

用米の生産を行い、米粉パンや麺などの製

造・販売に取組んでいます。 

③【金田・岩根地域】 ④【富来田地域】 

本地域は、両地区とも東京湾に面してお

り、古くから田園地帯を形成する地域で、水

稲を中心とした作付けを行っています。 

金田地区においては、近年の区画整理事業

により市街化が進んでいます。 

岩根地区においては、水稲のほかに施設園

芸が盛んな地域です。 

平成 24 年４月に日本最大級の大規模商業

施設が誕生し、農林水産物の販売に絡めた観

光 PRなどが検討されています。 

本地域は、内陸の中山間地域に位置し、水

稲を中心に露地野菜、施設野菜、果樹の作付

けを行っている地域です。また、里山や農地

などの自然環境が多く残っている地域でもあ

ります。 

木更津東 IC 周辺への「道の駅」など交流拠

点整備が検討されており、交流拠点を活用し

た一次産業の活性化や新たなコミュニティの

形成などが期待されています。 

金田地区 岩根地区 木更津地区 波岡地区 鎌足地区 富来田地区 清川地区 中郷地区 
① 

② 

③ 

④ 

図21 地域区分図 
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5.25.25.25.2     地域別基本地域別基本地域別基本地域別基本施策施策施策施策のののの方向性方向性方向性方向性    

本計画は、市全体の農業振興の方向性を示すものであり、第４章で述べた基本

施策を実現していくには、各地域がもつ特徴を活かしながら実施される、個々の

取組みの集合体が本市の大きな農業振興の潮流となります。 

そのため、地域別基本施策の方向性は、全市的な農業振興の展望に立ち、地域

ごとの農業振興の方向性を示すものです。この地域別基本施策の方向性は、地区

別農業者ヒアリングや市民アンケート調査による意見などの地域別特徴の把握

を踏まえて検討しました。 

そこで、４地域の基本施策の方向性を以下に示します。 

 

    *パーマカルチャーとは、パーマネント（永久な）とアグリカルチャ－（農業）あるいはカルチャー（文化）を組み合わせた造語であり、地域における農業圏や水圏、生活圏などの多様な構成要素につながりを持たせて適正に配置し、生態系が本来持つ生産力を最大限に引き出しながら、持続可能な農業を基本にした循環型社会を生活・生産者自らが作っていくデザイン体系を指す。    
 

 

““““いつでもいつでもいつでもいつでも””””＜＜＜＜①①①①木更津木更津木更津木更津・・・・波岡波岡波岡波岡・・・・鎌足地域鎌足地域鎌足地域鎌足地域＞＞＞＞    

市街化区域、特に新興住宅地に隣接した鎌足・波岡のほか木更津は、身近な

消費者を大事に、市民と一体感を持った取組み 

““““みんなでみんなでみんなでみんなで””””＜＜＜＜②②②②中郷中郷中郷中郷・・・・清川地域清川地域清川地域清川地域＞＞＞＞    

平坦な水田が展開する中郷・清川は、ほ場条件（ほ場区画の整理・大型化、

地下水かんがい）の整備による組織経営体による集約化、他用途米・米粉用米

の作付、６次産業化、畑作物の導入などの取組み 

““““たのしむたのしむたのしむたのしむ””””＜＜＜＜④④④④富来田地域富来田地域富来田地域富来田地域＞＞＞＞    
中山間地の富来田は、道路条件の改善に伴う交流促進（NPO による里山体験、

パーマカルチャー

*
、観光農園など、食文化の提供、道の駅） 

““““つながるつながるつながるつながる””””＜＜＜＜③③③③金田金田金田金田・・・・岩根地域岩根地域岩根地域岩根地域＞＞＞＞    

海岸線に立地し土地区画整理が進む金田・岩根は、交流を中心とした漁業・

商業・工業・観光との連携 
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5.35.35.35.3     地域別施策地域別施策地域別施策地域別施策    

 

＜①木更津・波岡・鎌足地域＞ 

この地域は、都市的土地利用と農業的土地利用の区分を明確化し、消費者

と一体感を持った都市型農業への転換と優良農地の保全を図っていく地域

とします。 

そこで、本地域では、多くの消費者がいつでもいつでもいつでもいつでも農業を身近に感じることが

できる地域として、担い手育成をはじめ、農地の多面的な役割である国土保

全機能や農村景観を活かした生活環境の整備と併せて農産物直売所や市民

農園などを通じた交流による農業振興を重点的に図っていきます。 

（施策案）・体験プログラムや体験型農業の取組み 

・農産物直売所などを活用した地産地消の推進など 

 

 

＜②中郷・清川地域＞ 

この地域は、本市の農業中核地域と位置付け、水稲を中心に農業・農村の

維持・保全を図っていく地域とします。 

そこで、本地域では、本市農業をみんなでみんなでみんなでみんなで取組む地域として、担い手育成

をはじめ、ほ場条件の整備や組織経営体などの担い手への農地の集約と、水

田の有効活用（米粉などの加工用米向け多収量品種・飼料用米、畑作物の導

入等）を重点的に図り、農業生産（第１次産業）だけでなく、食品加工（第

２次産業）や流通・販売（第３次産業）にも農業生産者が主体的に関わって

いく「６次産業化」への取組みによる農業振興を重点的に図っていきます。 

（施策案）・農業公園の整備 

・６次産業化の推進 

・米粉などの活用 

・担い手への農地集積の推進など 
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＜③金田・岩根地域＞ 

この地域は、海岸線に立地し、土地区画整理が進んでおり、岩根地区では、

園芸栽培が盛んで、施設園芸を中心に他産業との連携を図り、漁業・商業・

工業・観光との連携による農業振興を積極的に図る地域とします。 

そこで、本地域では、農業と漁業・商業・工業・観光と一体的につながるつながるつながるつながる

ことによる６次産業化や農商工連携を重点的に図っていきます。 

（施策案）・農業と漁業のコラボレーション 

・大規模店への来訪者の取り込み 

・グリーン・ブルーツーリズムの施策展開（市民参加型）など 

 

 

＜④富来田地域＞ 

この地域は、木更津東 IC が地区内にあり、基幹道路条件の改善により、

アクセス条件が良くなる地区であることから、インターチェンジ周辺開発に

伴う農業交流を積極的に図る地域とします。 

そこで、本地域では、自然環境をグリーン・ツーリズムなどでたのしむたのしむたのしむたのしむこ

とによる都市と農村の交流による農業振興を重点的に図っていきます。 

（施策案）・ブルーベリー園を活かした交流の推進 

・道の駅等交流拠点施設（農産物直売所）の有効活用 など 

 

また、全地区共通の項目として、担い手育成（地域を牽引していけるリーダー

の発掘や育成など）を推進します。 
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5.45.45.45.4 地域別施策地域別施策地域別施策地域別施策のののの実現実現実現実現にににに向向向向けたけたけたけた推進体制推進体制推進体制推進体制     
（１）（仮称）地域農業振興推進協議会の設置 

地域の特性を活かした農業振興を図るため、地域ごとに「（仮称）地域農業振

興推進協議会」（以下、地域推進協議会という）を設置します。 

それぞれの地域推進協議会は、前項に掲げる地域別施策をより有効で効果的に

展開することを目標に、地域農業者の創意工夫や新しい発想などが充分反映され

るよう、農業者をはじめ地域関係者の積極的な参加と協調のもと、農業振興に取

組むこととします。 

 

（仮称）地域農業振興推進協議会 

木更津・波岡・鎌足 地域農業振興推進協議会 

中郷・清川 地域農業振興推進協議会 

金田・岩根 地域農業振興推進協議会 

富来田 地域農業振興推進協議会 

 

（２）活動内容 

・地域別施策に関する具体化（計画立案・実施）や評価及び総合的な調整 

・講座・研修会等の開催 

 

（３）地域推進協議会の構成 

地域推進協議会は、地域の農業者、営農組織、農業生産法人、農産物加工に関

する主体、直売所などの流通販売関係者などにより構成し、地域別施策の実現に

向けて地域の特性や実情に合わせて体制を整備することとします。 

また、木更津市、農業関係団体等、各地域推進協議会の代表者等により構成す

る（仮称）木更津市農業振興推進連絡会議を設置し、地域推進協議会間の情報交

換や連携強化を図ることとします。 

 農業者 営農組織 農業生産法人 農産物加工 直売所 その他 連携 連携 
木更津市農業振興推進連絡会議

 

各地域農業振興推進協議会 

木更津市 農業関係団体・企業 NPO 団体・市民団体など 
連携 連携 

図 22 地域別施策の実現に向けた推進体制 
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参考資料    
 

 

 

・・・１ 本市における農業振興に関する意向の整理 

・・・２ 国の補助・支援制度一覧 

・・・３ 本計画策定の経過 

・・・４ 関係連絡先一覧 

・・・５ 策定検討委員会 委員名簿 
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6666 参考資料参考資料参考資料参考資料    

6.16.16.16.1     本市本市本市本市におけるにおけるにおけるにおける農業振興農業振興農業振興農業振興にににに関関関関するするするする意向意向意向意向のののの整理整理整理整理    

6.1.16.1.16.1.16.1.1     木更津市農業従事者木更津市農業従事者木更津市農業従事者木更津市農業従事者のののの意向意向意向意向のののの整理整理整理整理    

（後継者の有無） 

平成 23年７月～８月に市内農家約 3,200戸を対象に配布アンケート調査を行

った結果、回答のあった 1,235戸のうち、後継者が「いない」が約６割（56.8％）

で最も多く、「いる」は約２割（19.2％）で、農業担い手の確保・育成が課題

です。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
いる いない 未定 無回答後継者の有無 （単位：人）237人(19.2%) 67人(5.4%)701人(56.8%) 230人(18.6%)

 

 

（農産物の主要な出荷先） 

農産物の主要な出荷先は、「市内農協」が最も高く約４割（37.6％）、次い

で「その他」が約２割（20.6％）、「木更津市公設地方卸売市場」が約１割（10.9％）、

「産地直売所などの直売店」が約１割（10.6％）と続きます。 

「その他」の内訳は、「個人への直売」、「庭先での販売」、「米販売業者」、

「東京市場など県外市場」、「業者などの委託」等の回答がみられました。 

今後は、従来の農協出荷や市場出荷に加えて、産地直売所等への直接出荷に

よる出荷先の多様化が進むことが見込まれます。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

市内農協木更津市公設地方卸売市場スーパーマーケット産地直売所等の直売店食品企業その他無回答

464人(37.6%)134人(10.9%)27人(2.2%)131人(10.6%)10人(0.8%) 255人(20.6%)399人(32.3%) （単位：人）  

N=1,235 

＊複数回答 

図 23 後継者の有無 

図 24 農産物の主要な出荷先 



- 55 - 

（農地の貸借や作業受委託） 

農地の貸借や作業受委託の希望は、「考えていない」が最も高く約５割

（47.5％）、次いで「農地を貸したい」が約２割（17.2％）、「農作業を委託

したい」は約１割（14.3％）となっています。また、「農地を借りたい」は１

割未満（2.5％）、「農作業を受託したい」は１割未満（1.4％）で低水準に留

まっています。 

農業従事者の減少が今後も見込まれている中で、農地貸借や農作業の作業受

委託を推進し、効率的に担い手へ農地を集積していくことが求められています。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
農地を借りたい 農作業を受託したい 農地を貸したい農作業を委託したい 考えていない わからない無回答農地貸借、作業委託の希望 （単位：人）213人(17.2%) 587人(47.5%)78人(6.3%)31人(2.5%) 176人(14.3%)17人(1.4%) 133人(10.8%)

  
 

（非農家の市民の農業参加） 

非農家の市民に農業をしてもらうことについては、「運営をしてくれる人や

団体があれば貸したい」が約２割（20.6％）で、「活用してみたい」は約１割

（7.5％）と約３割の農家が活用してみたいと考えています。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
活用してみたい 運営してくれる人や団体があれば貸したい考えていない わからない無回答非農家市民による農業 （単位：人）254人(20.6%) 600人(48.6%)93人(7.5%) 181人(14.7%) 107人(8.7%)

 

 

N=1,235 

N=1,235 

図 25 農地の賃貸や作業受委託 

図 26 非農家の市民の農業参加 
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（市民営農ボランティアの活用） 

営農ボランティアの活用希望については、「思わない」が約６割（58.9％）

と最も高い比率ではあるものの、「思う」は約３割（27.4％）となっています。 

近年では、農作業体験を通じて地域の自然に触れ健康促進にもつながること

から、農業体験や市民営農ボランティアなどの様々な取組みが各地で推進され

ています。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
思う 思わない 既に行っている 無回答営農ボランティアを活用したいか （単位：人）727人(58.9%) 164人(13.3%)6人(0.5%)338人(27.4%)

 

 

 

（今後の農地利用方針） 

所有している農地で耕作をしていない農地があると回答した方の中で、耕作

をしていない農地の今後の利用法については、「今のまま」が約４割（38.8％）

と最も高く、次いで「わからない」が約２割（22.2％）、「農地を貸したい」

が約２割（17.5％）、「農地を売却したい」が約２割（15.1％）となっていま

す。 

地域資源の有効活用の視点からも、休耕地を有効活用した取組みや遊休農地

の発生抑制などの取組みが求められています。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

耕作を再開したい農地を売却したい農作業を委託したい農地を貸したい農地を転用したい今のままわからない無回答
51人(6.3%)123人(15.1%)69人(8.5%)142人(17.5%)69人(8.5%) 315人(38.8%)49人(6.0%) （単位：人）180人(22.2%)

 ＊複数回答 

N=1,235 図 27 市民営農ボランティアの活用 

図 28 今後の農地利用方針 
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（農地の保全について） 

専業農家または第１種兼業農家と回答した 206 人が農地の保全についてどの

ように考えているのかをみると、「食料供給や緑地空間の提供等の機能がある

ので、保全が必要」が最も高く約４割（38.3％）、次に「市域全体の計画的な

土地利用計画に沿った保全が必要」が約３割（27.7％）となっています。 

「食料供給」や「緑地空間」の機能を「市域全体の土地利用計画」の中で保

全していくことが望ましいという考え方が高い傾向がみられます。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

食料供給や緑地空間提供の機能がある農地の所有権と利用権の分離を図る防災機能がある市域全体の土地利用計画わからないその他無回答

79人(38.3%)37人(18.0%)25人(12.1%)57人(27.7%)
59人(28.6%)26人(12.6%)3人(1.5%)

（単位：人）
 

（担い手の確保・育成に必要と考えられるもの） 

担い手の確保・育成を推進するために必要なことは、「意欲ある農業者への

融資制度等の充実」が高く約３割（32.0％）、次に「農家の後継者やＵターン

者に対する支援の充実」が約３割（30.6％）、続いて「農業技術の指導と向上」

が約３割（26.2％）の順となっています。「その他」の１割弱（5.3％）では、

「農業収入の向上」や「所得の安定性」等の意見がみられました。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

農業技術指導と向上農業者への融資制度等農家後継者、Ｕターン者の支援農業外新規参入者を就農しやすく企業的経営手法の指導その他無回答

54人(26.2%)66人(32.0%)28人(13.6%)17人(8.3%) 73人(35.4%)11人(5.3%)
63人(30.6%)

（単位：人）  

＊複数回答 

＊複数回答 

図 29 農地の保全について 

図 30 担い手の確保・育成に必要と考えられるもの 
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（集落営農や農業生産法人について） 

集落営農や、企業的な農業生産法人を目指すことについては、「目指したい

と思う」が約３割（33.5％）、「目指したいと思わない」は約３割（32.0％）

で、ほぼ同率となっています。また、「既に行っている」も約１割弱（3.4％）

の回答がありました。 

効率的・安定的な農業経営を目指して成熟した集落営農や農業生産法人を目

指す必要があります。そのため、組織化・法人化のきっかけ作りや集落営農の

組織化・法人設立の支援策が求められています。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
目指したいと思う 目指したいと思わない既に行っている 無回答集落営農や農業生産法人について （単位：人）69人(33.5%) 7人(3.4%)66人(32.0%) 64人(31.1%)

  
 

（10 年後の本市のあるべき農業の姿） 

10 年後の本市のあるべき農業の姿については、「大規模化を進めて高効率・

低コストの農業を推進するべき」が約２割（17.5％）と他の対策に比べて高く

なっています。 

次いで「現状維持」は約１割（11.7％）、「少量多品目生産で高付加価値を

つけた生産体制を確立するべき」は約１割（9.2％）となっており、「観光農園

がもっとふえるべき」と「民間企業の農業参入を積極的に推進するべき」は同

率の約１割（7.8％）で、高効率・低コスト化の農業推進や農産物の高付加価値

化等、何らかの対策を導入していく必要があるという認識です。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
高効率・低コストの農業を推進 少量多品目生産で高付加価値観光農園を増やす 民間企業の農業参入現状維持 わからない無回答

10年後の木更津市の農業のあるべき姿 （単位：人）
19人(9.2%) 24人(11.7%)36人(17.5%) 16人(7.8%) 16人(7.8%) 40人(19.4%) 55人(26.7%)

 

 

 

N=206 

N=206 図 31 集落営農や農業生産法人について 

図 32 10 年後の本市のあるべき農業の姿 
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6.1.26.1.26.1.26.1.2     木更津市民木更津市民木更津市民木更津市民のののの意向整理意向整理意向整理意向整理    

（野菜を買うときの判断基準） 

平成 23年７月～８月に市民約 1,000世帯を対象に配布アンケート調査を行っ

た結果、回答のあった 384 件のうち、野菜を買うときの判断基準は、「鮮度」

が約９割（88.3％）で最も高く、次に「価格の安さ」が約７割（65.1％）、続

いて「旬・季節感」が約４割（42.4％）、「地元産」が約４割（36.2％）、「農

薬使用や栽培方法」が約２割（21.9％）となっています。 

購入の判断基準として、価格よりも鮮度が重要視されており、旬・季節感や

地元産も支持されている傾向がみられます。 

これらのことから、流通コストが最小限で済み、鮮度の高い農産物を消費者

へ届けることができる地産地消を推進していくことが、地域住民の満足度を満

たすことにつながることがわかります。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

価格の安さ鮮度旬・季節感地元産ブランド産地色、形などの外見農薬使用や栽培方法特に気にしないその他無回答

250人(65.1%)339人(88.3%)163人(42.4%)73人(19.0%)84人(21.9%)26人(6.8%)11人(2.9%)
139人(36.2%)22人(5.7%)

7人(1.8%) （単位：人）
 

 

（木更津産農産物の評価） 

木更津産農産物の評価は、「普通」が約５割（53.0％）と最も高く、次いで

「満足している」が約４割（36.7％）となっています。一方「満足していない」

は１割弱（1.8％）に留まり、満足度は高い傾向にあります。 

今後ともこの好評化を維持し、さらに向上していくための対策が必要です。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
満足している 普通 満足していない 無回答木更津産農産物の評価 （単位：人）88人(53.0%) 14人(8.4%)3人(1.8%)61人(36.7%)

 

＊複数回答 

図 33 野菜を買うときの判断基準 

図 34 木更津産農産物の評価 
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（木更津産の農産物や農産物加工品の購入について） 

木更津産の農産物や農産物加工品の購入については、「意識して購入してい

ない」が約４割（38.3％）で最も高く、次いで「意識して購入している」は約

４割（35.7％）、「常に意識して積極的に購入している」は約１割（7.6％）で

す。 

農産物の安全・安心が従来に増して求められている昨今では、地元・国内産

＝安全・安心という消費マインドの傾向が見られます。地元産＝安全・安心の

信頼関係を今後とも持続し、さらに付加価値の一つとして農産物の安全性の確

保を図る方策が必要です。 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
常に意識して積極的に購入 意識して購入している意識して購入していない 木更津産の表示がないのでわからないその他 無回答

木更津産農産物の購入 （単位：人）137人(35.7%) 49人(12.8%)29人(7.6%) 147人(38.3%) 10人(2.6%)12人(3.1%)
 

 

（木更津ブランド農産物を買うときの判断基準） 

木更津ブランド農産物を購入する際の判断基準は、「地場産表示（ロゴマー

ク等）」が特に高く約５割（51.3％）、次に「イベントや販促活動」が約３割

（27.1％）となっています。また、「トレーサビリティシステムを導入してい

る」は、約１割（13.3％）、「有機栽培・特別栽培」は約１割（12.0％）です。 

地場産表示があることで、木更津産を意識する購買層へ PRするなどして、地

域の農産物ファンを地域内外で増やしていくことが課題です。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

地場産表示イベント・販促活動インターネット産直他企業連携他産業等地域連携有機栽培・特別栽培トレーサビリティシステムその他無回答

197人(51.3%)104人(27.1%)12人(3.1%)29人(7.6%)26人(6.8%)46人(12.0%)51人(13.3%)15人(3.9%) 105人(27.3%) （単位：人）
 ＊複数回答 

図 35 木更津産の農産物や農産物加工品の購入について 

図 36 木更津ブランド農産物を買うときの判断基準 
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（市民農園への要望） 

市民農園への要望としては、「栽培技術の指導」が約５割（53.9％）と最も

高く、次いで、「土づくりの指導」は約４割（40.1％）、「農作業イベント（収

穫祭等）」が約３割（27.1％）、「料理教室」が約２割（19.5％）の順となっ

ています。 

市民農園を運営していく上で、利用率向上のために、これらの要望を満たし

ていくことが市民農園の利用率向上につながると考えられます。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
栽培技術の指導土づくりの指導料理教室農作業イベントその他無回答

154人(40.1%)75人(19.5%)104人(27.1%)15人(3.9%)
207人(53.9%)

92人(24.0%) （単位：人）
 

（生きがい農業活動について） 

生きがい農業活動については、「自家消費用としてやってみたい」が最も高

く約４割（36.5％）、次いで「余暇を利用してやってみたい」が約３割（29.2％）、

「定年退職後の時間を有効利用してやってみたい」が約２割（22.4％）と続き、

生きがい農業への関心度は高い傾向にあります。 

市民が農とふれあい、充実した生活を送る機会を増やすために、生きがい農

業活動が可能となる仕組みや場所の提供が必要です。生きがい農業をきっかけ

にしたプロ農家の育成にもつながるような仕組みがあれば、遊休農地の有効活

用策として活用することが可能になります。 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

余暇を利用して自家消費用として定年退職後指導や研修制度があれば興味がないその他無回答
112人(29.2%)140人(36.5%)86人(22.4%)66人(17.2%)63人(16.4%)36人(9.4%)40人(10.4%) （単位：人）

＊複数回答 

＊複数回答 

図 37 市民農園への要望 

図 38 生きがい農業活動について 
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6.1.36.1.36.1.36.1.3     市内市内市内市内アグリビジネスアグリビジネスアグリビジネスアグリビジネス事業者事業者事業者事業者のののの意向整理意向整理意向整理意向整理    

（木更津産農産物の定期的な仕入れ） 

平成 23 年７～８月に市内の飲食店、小料理店、食堂、仕出し、ホテル、レス

トラン等を無作為抽出した 100 件を対象に配布アンケート調査を行った結果、

解答のあった 39 件の内、木更津産農産物の定期的仕入れの希望について「はい」

が約６割（61.5%）という結果で、比較的高い意向があります。 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
はい いいえ 無回答木更津産農産物の定期的な仕入れ （単位：人）

2人(5.1%)24人(61.5%) 13人(33.3%)
 

 

（木更津産農産物の定期的な仕入れの課題や条件） 

木更津産農産物の定期的な仕入れをする際の課題や条件については、「安定

した品質・規格」が約５割（54.2％）で最も高く、次いで「安定した価格」が

約３割（29.2％）、「小ロット注文への対応ができる」が約１割（8.3％）、「安

定的な量の確保」が１割弱（4.2％）となっています。「その他」の１割弱（4.2％）

では「安定した品質・規格、価格、安定量、小ロットも重要だが、加えて流通

経路の確保」という意見があがっています。 

アグリビジネス事業者が求める安定的品質と価格の確保が可能になれば、新

たなビジネスチャンスにつながる可能性があります。 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
安定した品質・規格 安定した価格 安定的な量の確保小ロット注文への対応 インターネット注文 メニュー例等の説明ネームバリューやブランド その他 無回答仕入れる場合の課題・条件 13人(54.2%)

（単位：人）
7人(29.2%) 2人(8.3%)1人(4.2%) 1人(4.2%)

 

図 39 木更津産農産物の定期的な仕入れ 

図 40 木更津産農産物の定期的な仕入れの課題や条件 
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6.1.46.1.46.1.46.1.4     対岸住民対岸住民対岸住民対岸住民のののの意向整理意向整理意向整理意向整理    

（木更津市のグリーン・ブルーツーリズムについて） 

平成 23 年７～８月に東京都 23区、神奈川県を対象にしたインターネット意向

調査の結果、回答した 1,030 件のうち、潮干狩り、田植え、稲刈り、ブルーベ

リーの摘み取り等多様なグリーン・ブルーツーリズムの体験希望について、体

験してみたいと「思う」が約６割（57.1％）、「思わない」が約４割（42.9％）

となっています。          
（希望する具体的な体験内容） 

対岸住民が希望する具体的な体験内容は、「観光農園を利用したい」が約５

割（48.6％）で最も多いほか、「農村の農産物購入をしたい」、「千産千消の

農家レストランに行きたい」が共に約４割で食を楽しむ意向を反映した調査結

果となっています。 

 18.4 48.614.6 38.639.118.820.018.3 32.63.0 18.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%農作業を体験したい観光農園（ブルーベリーの摘み取り等）を利用したい漬け物づくりなど、郷土料理を作りたい農村の農産物購入をしたい千産千消の農家レストランに行きたい陶芸、木工、民芸品づくりなどの創作活動をしたい自然とふれあいながら、教育やレクリェーション活動を行いたい地域の行事や祭りに参加したい名所・旧跡・歴史や伝統芸能などに接したいその他特にない
＊なお、一部の意向調査集計結果は、四捨五入の関係で合計が 100%にならないものがあります。 

＊複数回答 

思わない42.9% 思う57.1%図 41 木更津市のグリーン・ブルーツーリズムについて 

図 42 希望する具体的な体験内容 
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6.26.26.26.2 国国国国のののの補助補助補助補助・・・・支援制度一覧支援制度一覧支援制度一覧支援制度一覧    平成 24 年度に実施された補助事業または補助制度から抜粋したものを以下に示します。 （１）担い手の育成 

 
補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 新規就農総合支援事業 【新規就農者確保事業】 45 歳未満の就農を目指す就農者 ・青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、就農前の研修期間（２年以内）及び経営が不安定な就農直後（５年以内）の所得を確保する給付金を給付 ・青年の農業法人への雇用就農を促進するため、法人が新規就業者に対して実施する実践研修（最長２年間）に要する経費を支援 定額、 １/２ 都道府県、市町村、 民間団体 農林水産省 ① 新規就農総合支援事業 【農業者育成支援事業】 45 歳未満の独立・自営就農を目指す就農者 ・今後の地域農業のリーダーとなる人材の層を厚くするため、就農希望者や経営発展を目指す農業者などに対して、高度な経営力、地域リーダーとしての人間力等を養成する高度な農業経営者教育機関等に対して支援 ・就農希望者等に対する全国的な求人情報等の提供や就農相談、就業前の短期就業体験の実施を支援 定額、 １/２ 都道府県、市町村、 民間団体 農林水産省 

共同利用施設補助事業 【経営体育成交付金】 意欲ある多様な経営体の育成のために必要な共同利用施設の整備 ・意欲ある多様な経営体が、経営の規模拡大や多角化等、経営の高度化に向けた取組に必要となる集出荷施設や加工施設等の共同利用施設の整備を支援 定額、 （１/２以内） 市 町 村 、JA、農業者等 の 組 織する団体 農林水産省 ② 経営体育成型補助 【経営体育成交付金】 意欲ある経営体、新規就農者、集落営農組織の農業用機械の整備 ・新規就農者の経営の早期安定を図るための農業用機械等導入の初期投資の軽減（新規就農補助）、集落営農の組織化・法人化に必要な農業用機械の導入（集落営農補助）及び経営規模の零細な地域等における意欲ある経営体の育成に必要な共同利用機械等の導入（条件不利地域型）を支援 
１/２以内 (新規就農補助：400万円上限、 条件不利地域型：4,000 万円上限） 地 域 協 議会等 農林水産省 出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 （２）持続可能な農業経営の確立 

 
補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 ① 

担い手への農地集積を促す基盤づくりの推進 【農業体質強化基盤整備促進事業】 きめ細かな基盤整備による農業の体質強化（関連施策） ・すでに農地の区画が整備されている地域等において、畦畔除去等による区画拡大や老朽施設の更新等をきめ細かく実施 定額、 １/２等 都道府県、市町村、農業 者 等 の組 織 す る団体（土地改良区等） 農林水産省 食料供給力の強化と生産の持続性の確保 【強い農業づくり交付金】 ・産地における加工・業務用需要への対応等による販売量の拡大、高付加価値化等による販売価格の向上、生産・流通コストの低減に向けた取組に必要な共同利用施設の新設を支援 定額、 １/２ 都道府県、市町村、農業 者 の 組織 す る 団体、ＮＰＯ法人等 農林水産省 ② 安全で効率的な流通システムの確立 【強い農業づくり交付金】 
生産から流通までの強い農業づくりに必要な共同利用施設の整備 ・卸・仲卸業者等が組織する事業協同組合等による市場活性化のための卸売市場施設の整備等を支援 定額、 １/２ 都道府県、市町村、農業 者 の 組織 す る 団体、ＮＰＯ法人等 農林水産省 出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 
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補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 産地の収益力向上への取組に対する支援【産地活性化総合対策事業】 ・産地の収益力を向上させるため、生産技術力の強化、有機農業の推進、国内産いもでん粉の高品質化技術等の確立、さとうきびの全島適正防除の推進、サプライチェーンの構築、地域バイオマスの利活用、乳業の再編、食肉等流通の合理化の取組を支援 定額、 ６/10、 5.5/10、 １/２、 １/３、 １/10 以内 協議会、 民 間 団 体等 農林水産省 高齢農業者の農作業安全対策の取組に対する支援 【産地活性化総合対策事業】 ・高齢農業者等の安全意識向上に資する取組やトラクターの事故防止に向けた取組を支援 定額、 ６/10、 5.5/10、 １/２、 １/３、 １/10 以内 協議会、 民 間 団 体等 農林水産省 ③ 農畜産業機械等リース支援【産地活性化総合対策事業】 

農業の持続的発展に向けた所得の増大、農作業安全対策の推進等による産地の活性化 ・産地活性化、地域作物支援、飼料生産拠点育成、施設園芸における省エネルギー設備導入、畜産新規就農の促進等に必要な農業機械等をリース方式で導入する場合の負担を軽減 定額 （リース料のうち物件購入相当の１/２以内等） 協議会、 民 間 団 体等 農林水産省 ・多様なニーズに対応した国産原材料の安定的な供給連鎖（サプライチェーン）の構築に向け、生産者・中間事業者・食品製造業者等による一体的な取組を支援 農林水産省 ④ 野菜・果実の流通対策 【産地活性化総合対策事業のうち産地収益力向上支援事業】 
実需者ニーズの多様化・変化に即応できるよう、加工・業務用需要に対応した中間事業者を介した供給経路の構築や青果物の革新的広域流通体制の構築 ・生産者と流通業者が一体となって流通コストの低減を図るため、低コスト輸送体制の整備に向けた検討や流通の低コスト化に向けた実証の取組を支援（広域流通システムの構築の取組への支援） 定額、 １/３ 生産者、 流通業 者等 で構成す る 協 議会  食料供給力の向上のための産地の育成 【強い農業づくり交付金】 
園芸作物の安定供給体制を確保するため、園芸産地において、販売価格の向上、販売量の増大及び生産流通コストの低減を戦略的に推進し、収益力を向上させる取組及び必要な施設整備 

・園芸産地の体質強化に向けて、消費者ニーズに的確に対応した特色ある園芸産地を構築するために必要な集出荷貯蔵施設、処理加工施設、低コスト耐候性ハウス、高度環境制御施設等の共同利用施設の新設について、都道府県への交付金により支援 
都道府県への交付率は定額 （事業実施主体へは事業費の １ /２以内等） 都道府県、市町村、 農 業 者 団体等 農林水産省 

施設園芸の高度化の推進 【強い農業づくり交付金】【産地再生関連施設緊急整備事業】 【産地活性化総合対策事業】 
○主な内容 ・産地の収益力向上や体質強化に向けて農業者、農業生産法人等による低コスト耐候性ハウス、高度環境制御栽培施設、養液栽培装置等の施設整備・リース導入や、栽培技術の習得、新品種の実証等の取組を支援 ○補助率： ・強い農業づくり交付金補助率： 都道府県への交付率は定額（事業実施主体へは事業費の１/２以内等） ・産地再生関連施設緊急整備事業補助率： １/２以内等 ・産地活性化総合対策事業（ソフト）補助率： １/２以内、定額（10/10、リース料のうち物件購入相当の１/２以内） ・産地活性化総合対策事業(ハード)補助率： １/３以内 

都道府県、市町村、 農 業 者 団体等 産 地収益力 向 上 協議会、 農 業 者 団体等  農林水産省 ⑤ 
施設園芸の高度化の推進 【産地活性化総合対策事業】 

産地の収益力向上や体質強化に向けて、低コスト耐候性ハウス等の導入や高度環境制御栽培施設等の高度な施設園芸の普及・拡大の取組 ・高度環境制御栽培施設の低コスト安定生産技術の実証・展示・研修の全国的な取組を支援。また、高度環境制御栽培施設の施設・資材の標準化や栽培された農産物の栄養成分に関する消費者への的確な情報提供等を推進 定額、 １/２ 都道府県、市町村、農業 者 の 組織 す る 団体、ＮＰＯ法人等 農林水産省 出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 
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補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 ⑥ 

農地制度実施円滑化事業費補助金 【農地制度実施円滑化事業】 農業委員会等 ・農業委員会等による農地の利用関係の調整、遊休農地解消に向けた取組、農地相談員の設置等に必要な経費を支援 10/10、 定額、 １/２以内 農業委員会等 農林水産省 
⑦ 

耕作放棄地を再生利用する活動への支援 【耕作放棄地再生利用緊急対策交付金】 荒廃した耕作放棄地を再生利用する農業者等の取組を支援 
・荒廃した耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する農業者、農業者組織、農業参入法人等が行う再生作業や土づくり、作付・加工・販売の試行、必要な施設の整備等の取組を総合的に支援 １．耕作放棄地を再生利用する活動への支援：荒廃した耕作放棄地の再生作業（雑草・雑木の除去、土づくり等）や再生農地への作物の導入、試験販売等の取組を支援 ２．施設等の整備への支援：耕作放棄地の再生利用に必要な基盤整備（用排水施設の整備等）や農業用機械・施設、貯蔵施設、農業体験施設等の整備を支援 ３．附帯事業への支援：引き受け手と受け入れ地域のマッチング、農地利用調整等を支援 

定額 （再生作業５万円/10a等）、１/２以内等 耕作放棄地対策協議会 農林水産省 
出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 （３）安全・安心な農産物の販売・加工 

 
補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 

① 

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及推進 【消費・安全対策交付金】 【産地活性化総合対策事業】 【東日本大震災農業生産対策交付金】 
食品の安全性等を向上し、需要者や消費者の信頼を確保するため、高度な取組内容を含むＧＡＰの普及を推進 

・ガイドラインに則したＧＡＰの導入を進めるため、都道府県における推進方針の検討や、普及組織を対象とした指導者の育成、普及組織による産地への指導等を支援。また、ＧＡＰに関する情報提供により、産地の取組を支援 ・産地での研修会の開催や取組に必要な分析・実証、取組を支援するソフトウェアの活用、産地基幹施設・分析機器等の整備を支援 
・消費・安全対策交付金： 定額（１/２、10/10） ・産地活性化総合対策事業： １/２、 １/３、 10/10 ・東日本大震災農業生産対策交付金：定額 

市町村、３戸以上の生産者で組織され る 団体、協議会 農林水産省 
② 

環境保全型農業直接支援対策 【環境保全型農業直接支払交付金】 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取組む農業者に対して直接支援 
農業者等が、化学肥料・化学合成農薬を原則５割以上低減する取組とセットで、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取組む場合に支援（国の支援額：4,000 円/10a）を実施 ＜対象となる営農活動＞ カバークロップの作付、リビングマルチ・草生栽培、冬期湛水管理、有機農業の取組 定額 農業者等 農林水産省 

③ 

有機農業の推進 【生産環境総合対策事業（有機農業総合支援）】 【産地活性化総合対策事業（有機農業推進分）】 
有機農業への参入促進、栽培技術の体系化、有機農産物の理解促進等の地域段階だけでは対応困難な取組を推進するとともに、有機農業に取組む産地の収益力向上のための生産技術力強化等の取組 

有機農業の推進に向け、産地が策定した産地収益力向上プログラムに基づく①販売企画力強化、②生産技術力強化、③人材育成力強化の取組を支援 定額 産地収益力向上協議会 農林水産省 
出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 
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補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 ④ 

地域における農林漁業者等へのサポート体制強化 【強い農業づくり交付金】 
・６次産業化の先達・民間の専門家（ボランタリー・プランナー、６次産業化プランナー等）による、ＩＴ活用や輸出を含めた経営の発展段階に即した個別相談や、課題解決に向けた実践研修会を実施するとともに、新商品開発や販路開拓等、農林漁業者等の取組を支援 定額、 ２/３、 １/２以内、ほか委託費 民間企業等 農林水産省 

⑤ 

加工・販売施設整備関連予算の抜本見直し 【強い農業づくり交付金】 農山漁村の活性化に資する６次産業化を推進するため、実施主体を六次産業化法等の認定事業者等に限定するとともに、事業の一元メニュー化等の見直しを行い、農林漁業者等の加工・販売施設整備等を支援 １/２以内 民間企業等 農林水産省 
⑥ 

農林漁業者等の加工・販売促進の取組に資する関連対策 【強い農業づくり交付金】 農林漁業者等の加工・販売促進に資するよう、卸売市場の機能強化を図るための取組、食品リサイクル・ループの構築やフードバンク活動による食品ロス削減及び温室効果ガス削減に向けた取組等を支援 定額、 １/２、 ４/１０、 １/３以内、ほか委託費 民間企業等 農林水産省 
⑦ 

新たな事業の創造 【強い農業づくり交付金】 農山漁村の豊富な資源と他産業の持つ革新的技術との融合により、農山漁村における新産業を創出するため、技術シーズの事業化可能性を調査するほか、事業化が見込まれる新技術やバイオマス等の未利用資源高度利用のための実証等の取組を支援 定額、２/３、１/２以内、ほか委託費 民間企業等 農林水産省 
⑧ 

高付加価値化に向けた知的財産の創造・保護・活用 【強い農業づくり交付金】 

農林漁業の成長産業化を実現させるため、経営の発展段階に即した農林漁業者等への個別相談等を行う体制を整備し、農山漁村の６次産業化を進める 
農林水産業や食品産業の競争力強化、農山漁村の活性化を図るため、地域ブランドの創造、保護及び活用、東アジア地域での植物品種保護制度の整備の推進、農業用植物遺伝資源へのアクセス改善等の取組を支援 定額、 １/２以内、ほか委託費 民間企業等 農林水産省 

⑨ 

農林漁業者等の新たな事業分野への進出に係る直接支援 【６次産業総合推進事業】 農林漁業者等の６次産業化を推進するため、地域の農林漁業者等による６次産業化に向けた計画づくり、新商品開発や販路開拓等の取組を支援 定額、 ２/３、 １/２ 民間団体等 農林水産省 
⑩ 

農林漁業者等の６次産業化の取組を促進する環境づくりに対する支援 【６次産業総合推進事業】 
農林漁業の成長産業化を実現させるため、農林漁業者等への直接的な支援として経営の発展段階に即した個別相談等を行う体制を都道府県ごとに整備し、農林漁業者等の６次産業化の取組を支援 農林漁業者等の６次産業化の取組を促す環境づくりを進めるため、農林漁業者等への技術研修、関係者の交流会の開催等の取組を支援 １/２ 民間団体等 農林水産省 

⑪ 
【６次産業化推進整備事業】 農林漁業者等が自ら、あるいは食品産業事業者と連携して行う６次産業化の取組について、農林水産物の加工・販売施設や農林漁業用機械等の整備を支援 六次産業化法等により認定された農林漁業者等が当該計画を推進するために必要な農林水産物の加工・販売のための機械・施設、生産機械・施設等の整備を支援 １/２ 民間団体等 農林水産省 

⑫ 
【新事業創出人材育成事業】 農林水産分野において、新事業創出人材育成プログラムを活用した人材育成 農林水産業及び農山漁村に由来する資源の画期的な活用方法の創出等、農林水産分野において、新事業創出人材育成プログラムを活用した人材育成を行うとともに、同プログラムの全国の大学等への普及 定額 民間企業等 農林水産省 出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 
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補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 ⑬ 

６次産業化推進の取組に対する支援 【６次産業総合推進事業】 ６次産業化につながる地産地消の活動に必要となる新商品開発や販路開拓、直売所の活性化のための先進事例研修の実施、学校給食への食材納入を円滑に行うための交流会の開催等、農林漁業者の取組に対して支援 ２/３、 １/２以内 農林漁業者、民間事業者等 農林水産省 
⑭ 

加工・販売施設等の整備に対する支援 【６次産業化推進整備事業のうち地産地消の取組促進】 ６次産業化につながる地産地消の活動に必要な農林水産物の加工・販売のための機械・施設、生産機械・施設の整備に対して支援 １/２以内 農業者団体等 農林水産省 ⑮ 

地産地消の普及・拡大 【産地活性化総合対策事業】 
６次産業化につながる地産地消の活動に必要な加工・販売施設等の整備のほか、地産地消活動の推進のための取組等を支援 産地の収益力を向上させるため、地産地消に係る情報の収集、提供や人材の育成等の取組に対して支援 定額 民間団体等 農林水産省 ⑯ 

農山漁村資源を活用した観光促進方策の開発・検討 【知的財産戦略・ブランド化総合事業】 
地域ブランド農林水産物をはじめとした農山漁村の地域資源等を活用し、国の内外からの観光客の誘致を促進する取組を支援 

地域において、農林漁業者、食品事業者、観光業者等から構成される協議会を設置し、地域ブランド農林水産物等の地域資源を活用した観光促進の具体的な方策を開発・検討するとともに、これらを消費者・観光客等に周知するための取組を支援 １/２ 民間団体等 農林水産省 出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 （４）都市と農村の交流促進 

 
補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 

① 

食と地域の交流促進集落活性化対策 【食と地域の交流促進対策交付金】 
「子ども農山漁村交流プロジェクト＊」、グリーン・ツーリズム等、食を始めとする豊かな地域資源を活かし、農山漁村を教育、観光等の場として活用する、集落ぐるみの多様な都市農村交流等を促進する取組を支援するため、その推進体制の整備や実践活動等に必要な経費を国が集落等に直接交付 （＊子ども農山漁村交流プロジェクトとは、農林水産省、総務省、文部科学省が連携して、全国の小学生が農山漁村で長期宿泊体験を行う活動を推進している取組） 

定額（１地区当た り 上 限220 万円） 集落等 農林水産省 
② 

都市農業振興整備対策 【食と地域の交流促進対策交付金】 
食を始めとする豊かな地域資源を活かし、集落ぐるみの都市農村交流等を促進する取組を、国が直接支援 ・都市農業の機能や効果が十分発揮できるよう、都市住民の理解を促進しつつ都市農業を振興するために必要な市民農園の整備等を支援 定額 （１/２相当） 民 間 団体・市町村 農林水産省 

③ 

【農山漁村ふるさと応援推進事業】 都市住民、企業、ＮＰＯ等国民各層が農林水産業の生産活動や農山漁村集落の共同活動等を支援する取組を促進するための、ボランティア活動に係る農山漁村のニーズと参加希望者のマッチング 
・ボランティアニーズの調査及び活動内容等の調整 （地方ブロックごとにボランティアコーディネーターを配置し、農山漁村における多様なボランティアニーズの調査及びボランティア活動内容等の調整を実施） ・ポータルサイトの運営 （インターネット・ポータルサイトを活用し、農山漁村を応援するボランティア活動に関する普及・啓発及びマッチングを実施） 定額 民 間 団 体等 農林水産省 

出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 
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補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 

④ 

【農山漁村活性化プロジェクト支援交付金】 農山漁村活性化法に基づき市町村等が作成した定住・交流促進のための活性化計画の実現に必要な施設整備を中心とした総合的取組みを支援 
（１）生産基盤及び施設の整備 定住等の促進に資する農林漁業の振興を図るための農業用用排水施設等の生産基盤及び農林水産物処理加工施設等の生産施設等の整備を支援 （２）定住環境の整備 定住等を促進するための集落における簡易給排水施設等の生活環境施設の整備を支援 （３）地域間交流の促進 地域間交流の拠点となる地域資源活用総合交流促進施設、自然環境等活用交流学習施設等の整備を支援 

定額 （定額、 １/２等） 都 道 府県、市町村、農林漁業者等の組織する団体等 農林水産省 
⑤ 

食文化活用・創造事業 【知的財産戦略・ブランド化総合事業】 農林水産業者、販売業者、飲食業者、宿泊業者等の連携の下、地域団体商標、意匠等知的財産権の取得を目指して、地域の伝統料理の見直し等を行い、その知的財産権の取得に必要な周知性を得るための取組を支援。 １/２ 民間団体等 農林水産省 
⑥ 

セミナー開催等 【知的財産戦略・ブランド化総合事業】 
地域ブランド農林水産物をはじめとした農山漁村の地域資源等を活用し、国の内外からの観光客の誘致を促進する取組を支援 農山漁村資源を活用した観光促進方策の開発・検討で開発・検討された具体的な観光促進方策を幅広く紹介し、地域における農林漁業者等が観光促進に向けた環境整備の取組を積極的に行うことができるよう、セミナーの開催等を支援 １/２ 民間団体等 農林水産省 出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 

 （５）環境の保全 

 
補助事業又は補助制度 

事業のポイント 及び対象区分 
主な内容 補助率 

事業実施主体 
所管 ① 

地域共同による農地・農業用水等の資源の基礎的な保全管理活動への支援 【共同活動支援交付金】 
共同活動への支援については、集落を支える体制の強化や仕組みの簡素化を図り、平成 24 年度～28年度までの対策 ・農地・農業用水等の資源について、活動組織や体制強化された組織が行う、水路の草刈り、泥上げ、農道の砂利補充等の農地、水路等の資源の日常の管理と、水質保全、生態系保全等の農村環境の向上のための活動を支援 定額 地域協議会等 農林水産省 

② 

施設の長寿命化のための活動や高度な農地・水の保全活動等への支援 【向上活動支援交付金】 
広域で地域資源の保全管理を行う等の多様な体制を整備しつつ、老朽化が進む水路等の長寿命化の取組や水質・土壌等の高度な保全活動を取組の内容に応じて、追加的に支援 

・農業用用排水路等の長寿命化のための補修･更新、水質や土壌等の高度な保全活動を行う集落を支援するとともに、広域での取組を強化する活動組織等を支援 定額 農業者等の組織する団体等 農林水産省 出典：農林水産省「平成 24 年補助事業等資料」 
 ＊なお、ここで示す国の補助事業又は補助制度については、平成 24 年度に実施された事業の抜粋であり、今後の国の予算、国内外の農業を取り巻く情勢によって、事業内容が変更される場合があります。 
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6.36.36.36.3     本計画本計画本計画本計画策定策定策定策定のののの経過経過経過経過    

 

 

 

 

 

アグリビジネス意向調査（アンケート調査） 

地区別農家意向調査（ヒアリング） 市民意向調査（アンケート調査） 

農家意向調査（アンケート調査） 

対岸住民意向調査（ＷＥＢ調査） 

グループヒアリング（ヒアリング調査） 

木更津市農業振興総合計画策定に関する調査研究委員会 

事例調査（ヒアリング調査） 

Ｈ23 年度 第１回調査研究委員会（６月） 

第２回調査研究委員会（10月） 第３回調査研究委員会（２月） 

第２回農業振興総合計画策定検討委員会（10月） 第３回農業振興総合計画策定検討委員会（11月） 

第１回農業振興総合計画策定検討委員会（８月） 木更津市農業振興総合計画策定検討委員会 

Ｈ24 年度 

パブリックコメント（１月～２月） 地区別説明会（１月～２月） 第４回農業振興総合計画策定検討委員会（３月） 
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6.46.46.46.4     関係連絡先一覧関係連絡先一覧関係連絡先一覧関係連絡先一覧    

 事務局 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 
木更津市 

経済部農林水産課 

〒292-8501 

木更津市潮見 1-1 

TEL：0438-23-8445 

FAX：0438-23-0075 

木更津市 

農業委員会事務局 

〒292-8501 

木更津市潮見 1-1 

TEL：0438-23-8693 

FAX：0438-23-1966 

木更津市農業協同組合 

（ＪＡ木更津市） 

〒292-0054 

木更津市長須賀 382 

TEL：0438-23-0501 

FAX：0438-25-8715 

千葉県農林水産部 

農林水産政策課 

〒260-8667 

千葉市中央区市場町 1-1 

本庁舎 16階 

TEL：043-223-2812 

FAX：043-222-3960 

ぼうそう農業共済組合 

〒292-0014 

木更津市高柳 1003 

TEL：0438-23-0292 

君津農業事務所 

〒292-0833 

木更津市貝渕 3-13-34 

君津合同庁舎 3、4階 

TEL：0438-22-6258 

FAX：0438-23-5667 

千葉県農業大学校 

〒283-0001 

東金市家之子 1059 

TEL：0475-52-5121 

FAX：0475-54-0630 

農林総合研究センター 

〒266-0006 

千葉市緑区大膳野町 808 

TEL：043-291-0151 

FAX：043-291-5319 

木更津商工会議所 

〒292-0838 

木更津市潮浜 1-17-59 

TEL：0438-37-8700 

FAX：0438-37-8705 

木更津市観光協会 

〒292-0831 

木更津市富士見 1-2-1 

TEL：0438-22-7711 

FAX：0438-25-1320 

木更津市社会福祉協議会 

〒292-083 

木更津市潮見 2-9 

TEL：0438-25-2089 

FAX：0438-23-2615 
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6.56.56.56.5     策定検討委員会策定検討委員会策定検討委員会策定検討委員会    委員名簿委員名簿委員名簿委員名簿    

 

氏 名 役 職 等 

糸長 浩司 

（委員長） 

日本大学生物資源科学部生物環境工学科 教授 

五十嵐 昇 千葉県君津農業事務所 所長 

梅澤 千加夫 木更津市農業協同組合 代表理事組合長 

安藤 一男 木更津市農業委員会 会長 

今城 康夫 木更津市園芸振興協議会 会長 

山口 泰志 木更津市水田農業構造改革推進員代表 

山中 彰 大規模農家 （金田・岩根地区代表） 

神谷 正美 大規模農家 （中郷地区代表） 

安田 一男 大規模農家 （富来田地区代表） 

竹内 和雄 大規模農家 （清川・鎌足地区代表） 

中川 一男 指導農業士 

山下 秀彌 ぼうそう農業共済組合 組合長理事 

筒井 啓介 特定非営利活動法人 コミュニティワークス 理事長 

佐久間 悦子 

木更津洋ラン園カフェ部門担当 

たんぼはうすオーナー （認定農業者） 

金萬 智男 

木更津金田の浜活性化協議会 副会長 

盤州里海の会 代表 

森 三佐男 木更津市経済部長 （順不同、敬称略） 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木更津市農業振興総合計画  平成 25 年 3 月 
 木更津市経済部農林水産課 〒292-8501 木更津市潮見１丁目 1番地 TEL：0438-23-7111（代表） FAX：0438-23-0075 

 


