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戦略１ 農業の成長産業化 

方向性（１）農業への企業参入の促進 

 施策① 参入農地の確保支援 

＜実施事業＞ 

  農地の流動化の促進【重点】・・・・・・・・・農地活用推進課 1ページ 

  耕作放棄地の発生防止と利用促進・・・・・・ 農地活用推進課 2ページ 

 施策② 農業者と連携する企業への支援 

＜実施事業＞ 

  グループ参入支援策の検討・・・・・・・・・ 農地活用推進課 3ページ 

  農業関連企業の誘致・・・・・・・・・・・・ 農業生産振興課 4ページ 

 施策③ 参入に係る事業化及び手続支援 

＜実施事業＞ 

  農業参入へのワンストップ相談・・・・・・・ 農地活用推進課 5ページ 

及び参入企業に対する施設・機械導入費等の助成【重点】 

方向性（２）スマート化による農業生産性の向上 

 施策① 新たな時代に即したスマート農業の推進 

＜実施事業＞ 

  農政センターリニューアル【重点】・・・・・・農業生産振興課 6ページ 

  農政センターの技術指導等の強化・・・・・・ 農業生産振興課 7ページ 

  （千葉市スマ農アドバイザーの育成含む） 

 施策② 農業現場へのスマート技術の導入推進 

＜実施事業＞ 

  スマート農業の地域農業者への展開【重点】・・農業生産振興課 8ページ 

  大型機器のシェアリングサービス・・・・・・ 農業経営支援課 9ページ 

の手法の検討  

方向性（３）競争力ある担い手の育成 

 施策① 優良農地の確保と担い手の集積促進 

＜実施事業＞ 

  農業経営体の育成【重点】・・・・・・・・・・農業生産振興課 10ページ 

  農地の流動化の促進【再掲】・・・・・・・・・農地活用推進課 1ページ 

  耕作放棄地の発生防止と利用促進【再掲】・・・農地活用推進課 2ページ 

  農業用排水対策事業の推進・・・・・・・・・ 農政課     11ページ 

  農道舗装整備の推進・・・・・・・・・・・・ 農政課     12ページ 
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主担当課 



 施策② 地域の中心的な経営体の育成 

＜実施事業＞ 

  認定農業者の育成・・・・・・・・・・・・・農地活用推進課  13ページ 

  「人・農地プラン」における・・・・・・・・農地活用推進課 14ページ 

    中心経営体への誘導 

 施策③ 法人雇用を通じた新規就農促進 

＜実施事業＞                   

  雇用就農の促進・・・・・・・・・・・・・・ 農業経営支援課 15ページ 

 施策④ 担い手・新規就農者への研修の充実 

＜実施事業＞ 

  先進農業者就農支援プログラム・・・・・・・ 農業経営支援課 16ページ 

  雇用就農希望者等研修の実施・・・・・・・・ 農業経営支援課 17ページ 

方向性（４）高付加価値化と販売・ＰＲ力の強化 

施策① 高付加価値化の推進 

＜実施事業＞ 

  食のブランド化推進【重点】・・・・・・・・・農政課     18ページ 

  市内農業者の 6次産業化支援・・・・・・・・ 農政課     19ページ 

  伝統野菜の継承・・・・・・・・・・・・・・ 農政課     20ページ 

  経営能力・販路拡大に対する支援・・・・・・ 農業経営支援課 21ページ 

施策② 販売・ＰＲ力の強化 

＜実施事業＞ 

  催事出店支援・・・・・・・・・・・・・・・ 農政課     22ページ 

  千葉市産農畜産物の見える化・・・・・・・・ 農政課     23ページ 

   及び「千葉市つくたべ」の啓発・推進【重点】 

  千葉市地産地消推進店登録制度の推進・・・・ 農政課     24ページ 

  経営能力・販路拡大に対する支援【再掲】・・  農業経営支援課 21ページ 

  フードテック関連企業との連携・・・・・・・ 農政課     25ページ 

 

戦略２ 個別農家の持続性確保と経営力強化 

方向性（１）多様な担い手の確保・育成 

施策① 新規就農希望者の就農支援 

＜実施事業＞ 

  農地の流動化の促進【再掲】・・・・・・・・・農地活用推進課 1ページ 

  新規就農希望者研修の実施【重点】・・・・・・農業経営支援課 26ページ 

施策② 千葉市農業に関わる者による新たなコミュニティの形成 

＜実施事業＞ 

  アイデアソン等の実施【重点】・・・・・・・・農業経営支援課 27ページ 

 

 



施策③ 農家の技術力向上と人手確保支援 

＜実施事業＞ 

  雇用就農希望者等研修の実施【再掲】・・・・・農業経営支援課 17ページ 

  既存農家の後継者向けの研修の実施【重点】・・農業経営支援課 28ページ 

  農業機械操作メンテナンスに関する支援・・・ 農業経営支援課 29ページ 

  農政センターの技術指導等の強化・・・・・・ 農業生産振興課 7ページ 

  （千葉市スマ農アドバイザーの育成含む）【再掲】 

方向性（２）農業者のニーズに合わせた個別支援の充実 

施策① 農畜産物価格・資材等の対策強化と情報提供の充実 

＜実施事業＞ 

  施設の改修・農業機械の更新及び・・・・・・ 農業生産振興課 30ページ 

   資材の購入に対する支援【重点】 

  ＳＮＳ等の活用による農家への情報発信・・・ 農政課     31ページ 

  農業機械操作メンテナンス・・・・・・・・・ 農業経営支援課 29ページ 

に関する支援【再掲】 

  農政センターの技術指導等の強化・・・・・・ 農業生産振興課 7ページ 

  （千葉市スマ農アドバイザーの育成含む）【再掲】 

   野菜価格安定対策の実施・・・・・・・・・・ 農業生産振興課 32ページ 

   土壌診断による施肥設計の作成支援・・・・・ 農業生産振興課 33ページ 

   種苗供給による安定生産支援・・・・・・・・ 農業生産振興課 34ページ 

施策② 畜産の経営環境向上に向けた支援 

＜実施事業＞ 

  施設の改修・農業機械の更新及び・・・・・・ 農業生産振興課 30ページ 

   資材の購入に対する支援【再掲】 

  家畜伝染病予防対策の実施【重点】・・・・・・農業生産振興課 35ページ 

  優良後継牛の確保・・・・・・・・・・・・・ 農業生産振興課 36ページ 

施策③ 災害に強い農林業の推進 

＜実施事業＞ 

  災害時貸出用発電機の設置・・・・・・・・・ 農業生産振興課 37ページ 

  収入保険への加入促進【重点】・・・・・・・・農業経営支援課 38ページ 

   森林等の安全対策・・・・・・・・・・・・・ 農業経営支援課 39ページ 

施策④ 小規模販売農家のビジネス化の推進 

＜実施事業＞ 

  ＥＣサイトを含めた新たな販路の開拓支援・・ 農政課     40ページ 

  飲食店等とのマッチング支援・・・・・・・・ 農政課     41ページ 

 

 

 

   



戦略３ 農業・農村と森林の持つ多面的機能の活用による魅力と交流の創出 

方向性（１）千葉市農業とふれ合う場・機会の充実 

施策① グリーンツーリズムの推進 

＜実施事業＞ 

  観光拠点の整備【重点】・・・・・・・・・・・農政課     42ページ 

  いずみグリーンビレッジ 3拠点施設・・・・・ 農政課     43ページ 

   を活用した地域の活性化 

  新たなプラットフォームを活用した・・・・・ 農政課     44ページ 

   都市と農村の交流の創出 

施策② 都市農地の保全と本市農業の多様な分野での活用促進 

＜実施事業＞ 

  社会見学の実施・・・・・・・・・・・・・・ 農政課     45ページ 

  次世代向け農育講座の実施・・・・・・・・・ 農政課     46ページ 

  消費者への「農育」の実施【重点】・・・・・・農政課     47ページ 

方向性（２）豊かな農地・農村環境と森林環境の整備 

施策① 耕作放棄地対策の推進 

＜実施事業＞ 

  耕作放棄地の発生防止と利用促進【再掲】・・  農地活用推進課 2ページ 

  緑肥作物及び景観形成作物・・・・・・・・・ 農業生産振興課 48ページ 

   の取組みに対する支援 

施策② 有害鳥獣対策の推進 

＜実施事業＞ 

  地域住民を中心とした・・・・・・・・・・・ 農業生産振興課 49ページ 

   有害鳥獣対策への支援【重点】 

施策③ 豊かな農地・農村環境の保全 

＜実施事業＞ 

  集落保全活動の維持・支援・・・・・・・・・ 農政課     50ページ 

  農村の水環境の保全・・・・・・・・・・・・ 農政課     51ページ 

施策④ 森林の適正管理・活用と木材利用の促進 

＜実施事業＞ 

  森林等の安全対策【再掲】【重点】・・・・・   農業経営支援課 39ページ 

  森林ボランティアの推進・・・・・・・・・・ 農業経営支援課 52ページ 

  森林整備の担い手の育成・・・・・・・・・・ 農業経営支援課 53ページ 

  森林体験教室の実施・・・・・・・・・・・・ 農業経営支援課 54ページ 

 

方向性（３）環境との調和と安全・安心な農業の推進 

施策① 食品表示の適正化による消費者の信頼確保 

＜実施事業＞ 

  食品表示法に係る表示の適正化・・・・・・・ 農政課     55ページ 



施策② 環境と調和した農業の推進 

＜実施事業＞ 

  緑肥作物及び景観形成作物・・・・・・・・・ 農業生産振興課 48ページ 

   の取組みに対する支援【再掲】 

  土壌診断による施肥設計の作成支援【再掲】・・農業生産振興課 33ページ 

施設の改修・農業機械の更新及び・・・・・・ 農業生産振興課 30ページ 

   資材の購入に対する支援【再掲】 

 


