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地方創生加速化交付金事業の取組みについて 

資料２ 



平成２８年度 地方創生加速化交付金事業の概要 

（２）海辺の魅力を活用したエリアＰＲ事業 

（１）東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業 

３ 千葉地域産品販路拡大調査実証事業 ～千葉商圏での地産地消流通ﾓﾃﾞﾙの構築とﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化推進～ 

① 集客プロモーション事業 

② レッドブル・エアレース 

③ 夜景観光推進 

④ 海辺の活性化支援 

（２）障害者スポーツの普及と関連産業の振興 

（１）リオパラリンピックを活用した障害者雇用の機運醸成に向けたＰＲ活動 

１ 東京湾海辺振興事業 ～東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業を軸として～ 

東京有明、船橋市、千葉市を結ぶ旅客船運航の実証実験を実施 

多言語化ウェブサイト「千葉おもてなしSHOPガイド」の運用、「ムスリムおもてなしマップ」を作成 等 

ﾚｯﾄ・ﾞﾌﾞﾙｴｱﾚｰｽ千葉2016開催を契機に、有楽町駅、海浜幕張駅、イオンモール幕張新都心等で、市の魅力を広く発信 等 

川崎市・千葉市両市を結ぶ東京湾クルーズを含めた相互送客による市内観光ツアーを実施 

エリアマネジメントを実践する組織の検討会の運営、行政による支援方策の検討を実施 

地産地消を拡大するための流通の課題の解決に向けた調査及び実証実験を実施 

２ 東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向けた多様性対応等「レガシー」整備事業 ～東京2020大会を契機にした共生社会の実現～ 

東京2020大会に向けた機運醸成・普及啓発を図る中で、企業等に向けて障害者雇用の促進について理解を広める取組を実施 

障害者アスリートの学校訪問、パラスポーツフェスタちばの実施、区民まつり開催時にパラスポーツの体験会を実施 

海辺活性化推進課 

観光プロモーション課 

観光ＭＩＣＥ企画課 

観光プロモーション課 

海辺活性化推進課 

オリンピック・パラリンピック推進課 

オリンピック・パラリンピック推進課 

農政課 
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東京湾海辺振興事業 ～東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業を軸として～ 
東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業 

 千葉県と船橋市との連携により、東京湾での海上交通を活用した新たな魅力の創出や広域交流を目的として、東京有明、船橋市、
千葉市を結ぶ旅客船運航の実証実験を行うとともに、周遊観光ツアーを実施し、旅行ニーズが多様化する中での東京湾クルーズの
可能性を調査した。 

＜事業内容及び実施状況＞ 

１ 事業内容 

 ○事業主体：千葉県、千葉市、船橋市   ○受託者：日本旅行(株) 

 ○業務内容 

  （１）旅客船運航、船上サービスの提供  （２）巡回ﾊﾞｽや水上ﾀｸｼｰの運航 

  （３）イベント周遊観光ツアーの実施 （４）その他（広報・結果の取りまとめ） 

２ 実施状況 

２－１ 実施方法 

 

 
 

２－２ 実施状況 

 

 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞  

 
指 標 名 

実績値 
平成28年12月 

目標値 
平成28年12月 

目標値 
平成31年12月 

観光入込客数 25,356千人 23,800千人 26,500 千人 

＜今後の方針とその理由＞ 

「実証実験結果に基づく事業内容の見直し」 

【全体方針】 

東京湾の魅力を船の上から楽しむツーリズムの振興に向けて、社会的な認
知度の向上に努めるとともに、新しいルートの可能性を検討していく。 

【取組予定】 

○事業主体及び関係者で構成する「東京湾ツーリズム推進委員会」において、
東京湾を活用したツーリズムの振興を目指す自治体や事業者の取組みにか
かる情報共有及び各種支援を行うとともに、旅行会社及び旅客船事業者によ
る観光商品化を促進するための手法等を検討していく。 

○旅客船事業者等に対して、実験成果を踏まえた自主運航実施の支援 

＜評価とその理由＞ 

「地方創生に効果があった」 

・県内外から新たな観光客を呼び込んだ。 

・東京湾での新たな航路や観光ルートの開設に必要なデータの把握及び事
業採算性の検証等を行った。 

 ＜事業費（決算額）＞        ９，９９７，５６０円 
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東京有明 千葉（船橋） 周遊観光 
旅客船 

ﾊﾞｽ・ 
ﾓﾉﾚｰﾙ等 

定員 参加者数 乗船率

有明発　⇒　千葉　着（１９日間） 830 235 28.3%

　①千葉都市モノレール車両基地見学×千葉市動物公園(7日) 350 117 33.4%

　②JFEスチール工場見学×千葉市科学館プラネタリウム(4日) 160 82 51.3%

　③ブルーベリー摘み×アクアリンクちばアイススケート(8日) 320 36 11.3%

千葉と船橋の計 1,670 649 38.9%

有明発　⇒　千葉　着（１９日間） 120 162 135.0%

千葉と船橋の計 260 236 90.8%

1,930 885 45.9%

千葉　発　⇒　有明　着（４日間） 200 99 49.5%

千葉　発　⇔　船橋　着（４日間・往復） 800 256 32.0%

1,200 441 36.8%

千葉　発　⇒　有明　着（１日間） 50 22 44.0%

千葉　発　⇔　船橋　着（４日間・往復） 800 147 18.4%

850 169 19.9%

3,980 1,495 37.6%

夏
季

貸
切

航路

冬
季

乗
合

事業全体

クルーズ
のみ

千葉と船橋の計

乗

合

周遊観光

ツアー

クルーズ
のみ

貸切運航合計

クルーズ

のみ

千葉と船橋の計

海辺活性化推進課 



東京湾海辺振興事業 ～東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業を軸として～  
海辺の魅力を活用したエリアPR事業①（集客プロモーション事業） 

 日本最長の人工海浜を擁する千葉市の「都市型ビーチ」という資源を最大限に活用したプロモーション事業を展開する。「海辺」を積
極的に活用した体験型ツアーの組成・展開、都市アイデンティティとしての認知度向上、インバウンドを獲得するための外国人受入環
境整備などを行う。  

＜事業内容及び実施状況＞ 

◆体験型ツアー造成・運営等事業 

   千葉市観光体験プラン集「千葉あそび」を年4回（春・夏・秋・冬）の季刊で発行 

◆都市アイデンティティ発信（体験プラン入り観光ガイド作成）事業 

  「千葉市がもっと好きになる本」発行（29年4月配布） 

◆インバウンド推進事業（外国人客受入環境整備等） 

 ➢ムスリムおもてなしマップ作成（第1版、第2版） 

  ➢ムスリム観光客受入対応セミナー開催（29年1月） 

 ➢ムスリム向け展示商談会への出展（28年11月） 

 ➢多言語対応支援ウェブサイト「千葉おもてなしSHOPガイド」運営 

   （認知度向上及びウェブサイトのユーザビリティ向上） 

 ➢外国人向け観光ボランティアガイド養成事業基礎調査 

 ➢インバウンド向け体験プランのプロモーション 

  

 

  

 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞※現状値及び目標値についてはH28.3時点 

  

 
指 標 名 

実績値 
平成28年12月 

目標値 
平成28年12月 

目標値 
平成31年12月 

観光入込客数 25,356千人 23,800千人 26,500 千人 

＜今後の方針とその理由＞ 
「事業の継続」 

・本市の都市アイデンティティの確立（認知向上）を目指すために、千葉
氏・オオガハス・加曽利貝塚・海辺の４つの地域資源を活用した観光体
験プランの造成や情報発信を継続する。 

・インバウンドの推進については、これまで取り組んできた受入環境整
備の効果（実需用）を生み出し、本市の経済成長戦略の柱として位置
づけていくために、訪日客を誘致するためのプロモーションを強化する。 

 

＜評価とその理由＞ 
「地方創生に効果があった」 

・千葉あそび（28年度）： 

 発行10万部、申込者数7,876人、造成プラン数71 

・千葉おもてなしSHOPガイド：登録店舗数305、市内外国人宿泊客の15
人に1人相当が閲覧。多言語メニュー準備率21% 

・ムスリム受入環境整備はマップを作成したことにより対応事業者数も
増加。他自治体からの視察や取材もあり、ムスリムフレンドリーシティと
しての地位を確立 

 

＜事業費（決算額）＞        ２２，３５６，１２３円 
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観光プロモーション課 

▲千葉おもてなしSHOPガイドポスターと 
店舗掲示用ステッカー 

▲ムスリム向け展示会（HALAL EXPO）と 
ムスリムおもてなしマップver.2 

▲千葉市がもっと 
  好きになる本 



 究極の三次元モータースポーツ「Red Bull Air Race ＣＨＩＢＡ2016」の開催に併せ、国内外を対象とした市の観光ＰＲと、官民一体と
なった千葉ならではのおもてなし事業を展開し、外国人の受け入れ環境整備を進める。 

＜事業内容及び実施状況＞ 

（１）臨時観光案内所設置 

 エアレース開催時に会場内外に合計７ヶ所の観光案内ブースを設
置し、市の観光ＰＲを行った。 

 ※地元有志により結成された後援会と連携して事業を実施し、観
光案内所の設置だけではなく、様々な事業を展開した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）成田空港におけるＰＲ 

 エアレース開催にあわせ、国内外問わず 

千葉市をＰＲするために、成田国際空港に 

おいて、開催前の約１か月間に渡り千葉市 

をＰＲするバナーを掲出した。 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞※現状値及び目標値についてはH28.3時点 

  

 
指 標 名 

実績値 
平成28年12月 

目標値 
平成28年12月 

目標値 
平成31年12月 

観光入込客数 25,356千人 23,800千人 26,500 千人 

＜今後の方針とその理由＞ 

「事業の継続」 

・２日間で訪れた約９万人の来場者に千葉市をＰＲすることができた。 

・また、エアレースは世界約２００か国、潜在的視聴者数約５億３４００
万人に対し、「千葉市」という名前をＰＲすることが可能であり、非常に
高い広告効果が見込まれる。 

・上記のようなＰＲ効果が認められるため、今後もエアレース開催に併
せた千葉市のＰＲを効果的な方法で行う。 

＜評価とその理由＞ 

「地方創生に効果があった」 
 

・エアレースが開催された２日間で訪れた約９万人の来場者に対し、千
葉市の観光ＰＲを行うことができた。 

・成田国際空港においては、年間約3,100万人の国際線旅客数を誇る
同空港において、国内外問わず「千葉市」というキーワードをＰＲするこ
とができた。 

＜事業費（決算額）＞         ８，３５２，９９９円 
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・市民向けパブリックビュー 
 イングの実施 
 
・千葉市のPR及び賑わい創 
 出企画の実施 
 
・観光案内ブースの設置 
（交付金充当） 

エアレース千葉後援会 

千葉市 
地元 
有志 

連携 

東京湾海辺振興事業 ～東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業を軸として～ 
海辺の魅力を活用したＰＲ事業②（レッドブルエアレース） 観光ＭＩＣＥ企画課 



＜事業内容及び実施状況＞ 

千葉市と川崎市の広域連携による東京湾ツーリズム業務委託  

 H28年 4月 業者選定 

 H28年 6月 実験事業実施（１回目） 

         千葉市→川崎市、東京湾クルーズ＆工場夜景観賞 

 H28年10月 実験事業実施（２回目） 

         川崎市→千葉市、千葉の魅力（夜景）体験＆東京湾クルーズ 

 H29年12月 効果検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京湾海辺振興事業 ～東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業を軸として～ 
海辺の魅力を活用したエリアPR事業③（夜景観光推進） 

 川崎市との連携により、東京湾横断クルーズと両市共通の観光資源である「工場夜景」、本市の観光資源である「千葉モノレール」
「ダイヤモンド富士」を組み合わせたツアーを実証実験を行う。 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞※現状値及び目標値についてはH28.3時点 

  

 指 標 名 
実績値 

平成28年12月 
目標値 

平成28年12月 
目標値 

平成31年12月 

観光入込客数 25,356千人 23,800千人 26,500 千人 

＜今後の方針とその理由＞ 

「事業内容の見直し（改善）」 

 今後東京湾クルーズを事業として実現させるためには、船とバスの運
航にかかる費用が高額なため、運用コストをいかに抑え、参加者が妥
当とする参加料金を設定できるかの検討が必要である。 

 引き続き川崎市をはじめ、「工場夜景」を観光資源とする都市との連
携強化を図り、都市間を結ぶ観光ツアーを相互送客で実施することを
契機として市内観光施設への集客、夜型観光の振興などの地域振興
につなげる。 

＜評価とその理由＞ 

「地方創生に効果があった」 

 1回目のツアーでは、市政だよりに掲載したため予約受付開始から１
０分程度で完売し、キャンセル待ちが出るほどの人気であった。ツアー
参加者に対するアンケート結果でも、「工場夜景」を見たいという目的で
申込まれた方が８割を占め、需要があることが確認できた。 

＜事業費（決算額）＞            ６００，０００円 
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観光プロモーション課 



東京湾海辺振興事業 ～東京湾ツーリズム旅客船運航実証実験事業を軸として～ 
海辺の魅力を活用したＰＲ事業④ （海辺の活性化支援） 

 海辺の魅力創出を目的とした、市民・企業等の地域主体による恒久的なマネジメント組織の設置に向けた検討を進める。  

＜事業内容及び実施状況＞ 
 

１．事業内容 

 ○実施主体：千葉市   ○受託者：八千代エンジニアリング㈱ 

 ○業務内容 

・「海辺のグランドデザイン」（平成27年度策定）では、海辺の活性化にあたり、市
民・企業・まちづくり団体など、地域が一定の役割を果たすことを目指している。 

・地域が公園や砂浜からなる海辺エリアの利活用に主体的に関わることの可能性
を検証するため、既に海辺をフィｰルドとして活動するまちづくり団体の協力を得て、
実践を前提としたソフト事業の企画立案や継続的に取組むために必要な行政支援
等について検討を行った。 
 

２．実施状況 

（１）「海辺の活性化検討会」の設置 

 ○構成団体：９団体 （グランドデザイン策定時からの協力者） 

 ○団体属性：公園の利活用、賑わい創出、地域情報発信、マリンスポーツ普及、 

          子ども・高齢者・障がい者福祉、住民自治など 

 ○会議回数：１１回（全体会議４回、分野別検討会７回） 
 

（２）検討内容 

 ○イベント開催：海辺の魅力づくりに資するソフト事業や短中期計画を作成 

 ○広報・ＰＲ  ：まちづくり団体が連携してＰＲを行うための方法検討、ＨＰ案作成 

 ○組織づくり  ：地域が自主・自立的、継続的に活動するための組織のあり方検討 

 ○行政支援  ：行政の関わり方、支援方策案の検討 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞※現状値及び目標値についてはH28.3時点 

  

 指 標 名 
実績値 

平成28年12月 
目標値 

平成28年12月 
目標値 

平成31年12月 

観光入込客数 25,356千人 23,800千人 26,500 千人 

＜今後の方針とその理由＞ 

「追加等さらに発展させる」 

・地域主体による活性化の可能性を検証するため、２９年度は、 ２８
年度の検討成果に基づき、イベントの開催や広報・PRの実践を行う
とともに、継続的な取組みを実践することで、可能性を検証すること
としている。 

・さらに、３０年度以降は、２９年度の検証結果を踏まえ、より地域の
自立性を高めた取組みに移行していく。 

＜評価とその理由＞ 

「地方創生に効果があった」 

海辺を活性化していくうえで、市民・企業・まちづくり団体など公民の
連携の下地づくり、異分野の連携による新たなコンテンツ創出とビー
チ文化の可能性が感じられた。 

＜事業費（決算額）＞         ３，０２４，０００ 円 

6 

海辺活性化推進課 



     東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向けた多様性対応等「ﾚｶﾞｼｰ」整備事業① 
（ﾘｵﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸを活用した障害者雇用の機運醸成に向けたPR活動事業） 

 東京２０２０大会に向けた機運醸成・普及啓発を図る中で、企業等に向けて障害者雇用の促進について理解を広める。また、障害
者を支える介助等機器のデモンストレーションを行うことで、関連産業の振興を図る。 

＜事業内容及び実施状況＞ 

◆障害者雇用啓発・介助等機器関連産業普及業務委託によるイベントの実施 

①パラスポーツフェスタちばへの出展（H28.9.3千葉ポートアリーナ） 

 ・障害者就労施設による製品提供 【参加者１７９名】 

 ・介助機器のデモンストレーション、展示 【参加者１７９名】 

②パラスポーツ応援イベントの実施（H28.9.17～19JR海浜幕張駅南口駅前広場） 

 ・障害者雇用啓発セミナー 【参加者１１９名】 

 ・介助機器のデモンストレーション、展示【参加者４７２名】 

 ・車椅子のメンテナンス出張 【メンテナンス数１９台】 

 ・アンケート調査 【回答数３０６枚】 

 ・障害者就労施設による製品販売 

 ・市の施策紹介 

③障害者雇用啓発等イベントの実施（H28.10.23千葉そごう前広場） 

 ・障害者アスリートの就労、競技環境に関するトークセッション 【参加者５７名】 

 ・盲導犬デモンストレーション、歩行体験等 【参加者１６０名】 

 ・アンケート調査 【回答数１０３枚】 

 ・障害者就労施設による製品提供、販売 

 ・障害者雇用啓発関連パネル展示 

④障害者雇用啓発セミナーの実施 

  （H28.12.19千葉商工会議所） 

 ・主に企業の人事担当者を対象とした 

  障害者雇用に関する講演 【参加者５０名】 

 ・アンケート調査 【回答数４３枚】 

 ・障害者雇用啓発関連パネル展示 

 

 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞※現状値及び目標値についてはH28.3時点 

  

 
指 標 名 

実績値 
平成28年度末 

目標値 
平成28年度末 

目標値 
平成31年度 

ﾊﾟﾗﾘﾋﾟｱﾝ等による学校訪
問による参加人数 

2,689人 1,400人 5,600人 

新たに就業した障害があ
る人の数 

469人 517人 660人 

国際交流ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ斡旋
件数 

696件 758件 925件 

＜今後の方針とその理由＞ 

「事業の継続」 

 実施したイベント・セミナーのアンケート調査から、企業の障害者雇用の促進
や障害への理解を広げる効果的な機会であることから、他事業と連携しながら
継続する。 

※今年度の事業実施状況 

・本市パラスポーツ関連イベント等において、障害のあるアスリートやアーティス
トの出演や、授産施設による物販店の出店を検討中 

 

＜評価とその理由＞ 

「地方創生に効果があった」 

 障害者アスリートによるセミナーには多くの市内企業が参加し、障害者雇用への
興味・関心が高まったとの意見が多く障害者の雇用啓発に有効である。 

 また、障害者雇用啓発イベントや介助等機器のデモンストレーションにおいても、
これまで障害者や機器に触れる機会の少ない多くの来場者の興味関心を高める
結果となり、関連産業の振興や障害者の社会参加の機運醸成につながった。 

 

  

＜事業費（決算額）＞         ２２，０００，０００ 円 
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オリンピック・パラリンピック推進課 

【次世代型電動車いす体験】 

【盲導犬歩行体験】 



        東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸに向けた多様性対応等「ﾚｶﾞｼｰ」整備事業② 
              （障害者ｽﾎﾟｰﾂの普及と関連産業の振興事業） 

 2020年大会を機に、スポーツを通じた健常者と障害者との共生社会の実現を目指し、障害者スポーツの普及啓発を実施した。 

＜事業の実施状況＞ 

◆障害者アスリートによる学校訪問事業 
 

 市内小・中学校において、障害者アスリートによる講話や競技体験会を実施す
ることで、児童生徒のパラスポーツへの関心を高め、その魅力を感じることによ
り、競技や障害者への理解を深める。 

  実施校 20校 参加者数 2,689人 
 

◆パラスポーツフェスタちば 
 

 障害者にスポーツの持つ可能性や楽しさを知ってもらうほか、健常者に対しパ
ラスポーツの価値観を変えるきっかけづくりになるような様々な競技を体験でき
る機会を創出する。  

  述べ参加人数 861人 
 

◆パラスポーツ体験会（区民まつり） 
 

 各区で開催される「区民まつり」において、パラスポーツに対する市民の理解
を深める。 

  実施回数 4回 参加者数 1,330人 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞※現状値及び目標値についてはH28.3時点 

  

 
指 標 名 

実績値 
平成28年度末 

目標値 
平成28年度末 

目標値 
平成31年度 

ﾊﾟﾗﾘﾋﾟｱﾝ等による学校
訪問による参加人数 

2,689人 1,400人 5,600人 

新たに就業した障害が
ある人の数 

469人 517人 660人 

国際交流ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ斡
旋件数 

696件 758件 925件 

＜今後の方針とその理由＞ 

「追加等さらに発展させる」 

 今後は、障害者やその家族が身近にスポーツにふれることができるよう、理学療法
士と連携したスポーツ体験会や、障害の有無に関わらずスポーツに親しむことができ
る交流会を実施することで、障害者のさらなる社会参加につなげる。 

※今年度の事業実施状況 

・昨年同様パラスポーツ体験会を継続するとともに、障害者アスリートによる学校訪問
の校数を増加する。 

・障害者とその家族を対象としたスポーツ体験会や障害の有無に関わらずスポーツ
に親しむことができる交流会を実施する。 

 

＜評価とその理由＞ 

「地方創生に効果があった」 

パラリンピアンなど障害者アスリートによる学校訪問やパラスポーツの
普及イベントの実施は、障害への理解や障害者のあらたな活躍の場の
拡大に有効である。 

＜事業費（決算額）＞           ５，１１２，１３８ 円 
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オリンピック・パラリンピック推進課 

【体験会の様子】 



千葉地域産品販路拡大調査実証事業 
～千葉商圏での地産地消流通ﾓﾃﾞﾙの構築とﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化推進～ 

 本市を中心とした経済圏の強みを活かすため、流通モデル構築に取り組み、地産地消による流通活性化とともに域内産品
の販路拡大を目指す。 

＜事業の実施状況＞ 
 

【農産物流通モデル事業】 

 流通の課題を解決し、飲食店での市内産農産物の活用を拡大するため、
自立した短距離・小規模流通モデルの構築を目指した調査実証を行った。 
 

〇マーケティング調査 
 

 ・飲食店の農産物仕入れ状況及びニーズ把握、農家の生産状況の把握 
 

〇流通モデル実証実験 
 

 ・流通実証を2パターンで実施、事業化に向けた効果検証 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇検討組織づくり 

 ・生産者、飲食店、農業関係団体、商工会議所、金融機関、観光協会、 

  行政等の関係者で構成する検討組織を設立 
 

 

〇市原市との連携 

 ・市原市産の農産物をパターン2で取扱い、連携方法を検討 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞※現状値及び目標値についてはH28.2時点 

  

 
指 標 名 

実績値 
平成29年3月 

目標値 
平成29年3月 

目標値 
平成30年3月 

域内生産者・加工業者等と取引を
新たに始めた飲食店・小売店等 

9店舗 12店舗 22店舗 

産品購入意欲度 23.4 20.4 20.45 

産品想起度 4.5 3.3 3.35 

＜今後の方針とその理由＞ 

「追加等さらに発展させる」 

 域内産品の流通を拡大するため、定期的な 

マルシェや産地見学会を開催し、地産地消の 

取組みの賛同者を増やす。 

 生産者、飲食店、消費者が域内農産物の鮮 

度や品質、こだわりなどの付加価値を享受でき 

る取組みに発展させる。 

＜評価とその理由＞ 

「地方創生に効果があった」 

 農産物流通モデル事業により、域内産品を拡大させる流通ルートを提案で
きた。 

  市場流通の機能を活用し市原市産の農産物を流通させることで地産地消の
取り組みの拡大が見込まれた。 

 地産地消の拡大により、農家の生産意欲が向上するとともに、飲食店での
域内産品の活用が進んだ。 

＜事業費（決算額）＞          ７，０９６，０５６円 
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農政課 

配送担い手 実施期間 配送回数 結果 

パターン1 
農業専門人材
マッチングサイト
運営会社 

10/24～12/8 14回 
配送コスト高、 
配送範囲限定 

パターン2 
食品卸売 
事業者 

12/13～3/3 18回 
配送コスト低、 
市場機能の活用可 


