
平成３０年度 第１回市川市都市農業振興対策協議会 

 
日時：平成３１年３月２５日（月）   

午後２時～３時         
場所：市川市農業協同組合本店     

 ４階中会議室          
 
 
 

次  第 

 

１．開  会 

 

２．委員紹介 

 

３．議  題 

（１）平成３０年度事業に関する報告 

（２）平成３１年度事業（案）について 

   ①都市農業振興支援事業について 

    ②ＰＲイベントについて 

（３）市川市都市農業振興対策協議会設置要綱の一部改正について 

  （４）人・農地プランについて 

  （５）その他 

 

４．閉  会 



市川市農業協同組合
代表理事組合長 時田　正一 千葉県東葛飾農業事務所

改　良　普　及　課　長 野村　幸司

市川市農業協同組合
経　　済　　部　　長 渡邊　普夫 市川市農業委員会

会　　　　　長 三橋　　弘

JAいちかわ果樹部会
　部　会　長 小川　敏幸 市川市農業士等協会

会　　　　　長 鈴木　庸夫

ＪＡいちかわ野菜部会
　部　会　長 吉田　利 市川市農業青少年クラブ

会　　　　　長 小川　祐一朗

ＪＡいちかわ花き部会
　部　会　長 河之邉　宇平 市川市農業協同組合

市川地区女性部長 松丸　多見子

ＪＡいちかわ直売組合
組　合　長 栗原　健 市川市農業委員会

事　　務　　局　　長 谷地　正道

市川市農業協同組合
市川地区青年部副部長 松本　大佑 市川市経済部長 川島　智
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事　業　名 事　　業　　内　　容 事業主体 実　施　時　期 (予　算　額）

市川市都市農業振興支援事業 市川市 平成３０年４月 【主な補助内容】

～ ① 農産物等ＰＲイベント負担金　　　（資料２参照）　　　　　　　　

平成３１年３月 ・ 市川市農産物等普及協議会へ負担

② 農業青少年グループ活動育成事業補助金

・ 市川市農業青少年クラブへ補助

③ 園芸用廃プラスチック処理事業補助金(資料３　参照）

・

④ 減農薬栽培推進事業補助金

・

⑤ 防鳥網等設置事業補助金　　　　　　　　　　　　　　

・ 防鳥網等導入に関して、市内農家へ補助

⑥ 農薬飛散防止施設設置事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

・

⑦ 農業用灌漑用水設備設置事業補助金

・ 灌漑用井戸及び付帯設備導入に関して、市内農家へ補助

⑧ ちばの園芸産地整備支援事業補助金

・
産地の育成を強化するための農業用機械等の導入、共同利用施設の整備
等及び園芸施設リフォームに関して、市内農家へ補助

⑨ 農業近代化資金利子補給金

・ 農業近代化資金等に関して、融資機関へ利子補給

⑩ 鳥獣被害防止対策事業補助金　

・ 狩猟免許取得に関して、市内農家へ補助

⑪ 施設園芸支援事業補助金

・ 施設園芸栽培に新規及び規模拡大等や環境保全型の改修する市内農家へ
補助

平成３０年度都市農業振興支援事業について

　都市化が進む中で、本
市の都市農業が健全に維
持・発展していくよう、
農業者の声に耳を傾けな
がら、農業者への各種支
援を行う。

塩化ビニール、ポリエチレンを適正に処理するための費用及び運送費に
ついて、市川市園芸用廃プラスチック処理対策協議会へ補助

交信かく乱剤（性フェロモン材）導入に関して、減農薬栽培に取組む
市内農家へ補助

梨畑等における近隣への農薬飛散防止対策として、飛散防止ネット及び
巻き取り施設を設置する農業者に対し、費用の一部を補助

実　　　施　　　　内　　　容

資料１



平成３０年度農産物 PR事業報告について 

１．事業目的 

  市川市では、県下でも有数の産出額を誇る梨をはじめ、野菜や花きなどが生産され

ている。こうした高品質な農産物を広く市民に PR し、消費の拡大を図るとともに、

採りたて新鮮な農産物を提供することにより都市農業への市民の理解を醸成する。 

 

２．事業内容 

（１）市内梨共同選果場見学 

   市内２箇所にある梨共同選果場（迎米・殿台）の市内小学校見学について、 

  ＪＡいちかわと協力のもと実施することで、市内小学生等への「市川のなし」 

  のＰＲを行った。 

 見学先：⑴迎米選果場…八幡小学校、富美浜小学校、新浜小学校、妙典小、日の出 

小学校、私立日出学園小学校、大柏小学校、大野小学校 

     ⑵殿台選果場…宮田小学校、平田小学校、市川小学校、新井小学校、中山 

小学校、行徳小学校、塩浜学園、幸小学校 

 

（２）「市川とまと」フェア 

  市川市、ＪＡいちかわ等の協力で、「市川とまと」の販売及びＰＲ等を行うことで 

 同農産物の消費拡大を図った。 

 １）実 施 日：平成３０年４月２８日（土）１１時～１４時 

 ２）実施場所：ＪＲ総武線「市川駅」改札前広場 

 ３）実施内容：①「市川とまと」販売 

        ②直売マップ、普及グッズ（ストラップ）の配布 

        ③トマト調理レシピの配布 

 ４）実  績：①販売…２６０ケース（６,２４０個） 

        ②直売マップ、普及グッズ（ストラップ）・・・各１００枚 

        ③トマト調理レシピの配布・・・１００枚 

 

（３）いちかわ環境フェア２０１８ 

  市川の農業に関するパネル展示や市内産農産物の直売所マップ、「市川とまと」や 

 「市川のなし」に関するチラシ等を配布することで、地産地消の推進を図った。 

 １）実 施 日：平成３０年６月３日（日）１０時～１５時３０分 

 ２）実施場所：ニッケコルトンプラザ 

 ３）実施内容：市川の農業に関するパネル展示、チラシ等啓発物の配布 

 ４）実  績：①いちかわ農産物直売所マップ…１００枚 

        ②「市川とまと」及び「市川のなし」について…５０枚 

        ③市川とまと直売マップ…１００枚 

        ④トマト調理レシピ…１００枚 

        ⑤食育シール…３００枚 
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⑥全国に誇る「千葉の園芸」全国順位…１００枚 

⑦市川とまとグルメ＆スイーツ MAP…２８０枚 

 

（４）「市川のなし」フェア 

  市川市、ＪＡいちかわ等の協力で、地域ブランド「市川のなし」の販売や無料 

 配布等を行い、同農産物の消費拡大を図った。 

 １）実施日・実施場所： 

①平成３０年９月１日（土）１１時～１２時 東京メトロ東西線「行徳駅」 

  ②平成３０年９月８日（土）１１時～１４時 ＪＲ総武線「市川駅」 

 ２）実施内容：①「市川のなし」販売、加工品販売 

        ②直売所マップ等啓発物の配布 

 ３）実  績：①販売：３,０６３個（行徳：１，２３３個、市川：１,８３０個） 

        ②加工品販売：１,５４５個（行徳：４７５個、市川：１,０７０個） 

        ③来場者数：９６０人（行徳：３６０人、市川：６００人） 

 

（５）市川産花の展示会 

  ＪＡいちかわ花き部会の協力で、市内産の花きの展示を行うとともに、花の直売 

所マップの配布を実施した。 

 １）実 施 日：平成３０年１１月３０日（金）～１２月６日（木） 

 ２）実施場所：アイ・リンクタウン展望施設アイ・リンク情報コーナー、行徳支所、        

南行徳市民センター、市川駅行政サービスセンター 

 ３）実施内容：シクラメン、ユリ等を始めとした花の展示、花の直売マップの配布 

 ４）実  績：市内４か所にて、市内産の花を展示し、ＰＲを行った。 

 

（６）第７回市川市農水産まつり 

  農水産物・加工品の直売を行い、併せて満点エコボカードと野菜の交換や市川市 

魚食文化フォーラムによる生ノリの販売、千葉伝統郷土料理研究会による太巻き 

祭りずしの実演を行う。 

 １）実 施 日：平成３０年１２月１５日（土）午前１１時～１４時 

２）実施場所：ＪＡいちかわ行徳支店駐車場 

 ３）実施内容：①野菜等農産物、生ノリ・ホンビノス貝等水産物の販売  

②太巻き祭りずしの実演 

③食生活改善推進員による秋冬野菜レシピの配布 

④エコボ満点カードによる野菜割引・花交換キャンペーン 

⑤レンコンの会によるジャム等の販売 

 ４）実  績：来客数：２,１５６人 

 

（７）普及啓発事業 

市川市の農業の PRを目的として、「市川とまと」チラシ等の作成を行った。 



 

平成３０年度事業報告について 
 

【事業報告】 

 
本協議会は規約に基づき、市・農協・関係団体と協力し、園芸用廃プラスチック適正

処理事業の啓発と回収処理事業を実施した。 
 
１．適正処理の啓発活動 

・市川市農協発行の「ＪＡいちかわ広報誌・みどりの風」１０月号に園芸用廃プラス

チックの適正処理に関する記事を掲載しました。 
 
２．平成３０年度園芸用廃プラスチック適正処理事業 

・市川市園芸用廃プラスチック対策協議会総会を開催（平成３０年度中） 
・平成３０年１０月２日 農家組合（５０組合）宛に、園芸用廃プラスチック及び 

肥料袋等回収希望調査を依頼。 
  ・平成３０年１１月１９日 回収希望農家に回収日時等のお知らせ配布。 
  ・平成３０年１２月１０日（月）、１１日（火） 
   市川市農協経済センター駐車場にて、園芸用廃プラスチック及び肥料袋等の回収を

実施。 
     回収量   塩ビ  ポリ（肥料袋を含む）  合 計 １２．３４ｔ 
 

○ 千葉園芸用廃プラスチック加工株式会社へ搬入（千葉県東金市小田沼） 
運搬請負業者 千葉ロードサービス株式会社 

    ・１２月１１日 回収した塩ビ・ポリ ２．０８ｔを処理工場へ搬出 
・１２月１２日 回収した塩ビ・ポリ ３．５５ｔを処理工場へ搬出 
・１２月１３日 回収した塩ビ・ポリ ６．７１ｔを処理工場へ搬出 
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事　業　名 事　　業　　内　　容 事業主体 実　施　時　期

市川市都市農業振興支援事業 市川市 平成３１年４月 【主な補助内容】

～ ① 農産物等ＰＲイベント負担金　　　　　　　　　　　

平成３２年３月 ・ 市川市農産物等普及協議会へ負担

② 農業青少年グループ活動育成事業補助金

・ 市川市農業青少年クラブへ補助

③ 園芸用廃プラスチック処理事業補助金

・

④ 減農薬栽培推進事業補助金

・

⑤ 市民農園開設等支援事業補助金　　　　　　　　　　　　　　　 　　　

・

⑥ 防鳥網等設置事業補助金　　　　　　　　　　　　　　

・ 防鳥網等導入に関して、市内農家へ補助

⑦ 農薬飛散防止施設設置事業補助金

・ 農薬飛散防止施設（飛散防止ネット）導入に関して、市内農家へ補助

⑧ 農業用灌漑用水設備設置事業補助金

・ 灌漑用井戸及び付帯設備導入に関して、市内農家へ補助

⑨ ちばの園芸産地整備支援事業補助金

・

⑩ 農業近代化資金利子補給金

・ 農業近代化資金等に関して、融資機関へ利子補給

⑪ 施設園芸支援事業補助金

・

⑫ 農業次世代人材投資事業

・

⑬ 鳥獣被害防止対策事業補助金　

・ 狩猟免許取得に関して、市内農家へ補助

次世代を担う農業者になることを志向する者に対し、就農直後の経営確
立を支援するための補助

施設園芸栽培に新規及び規模拡大や環境保全型の改修等する市内農家へ
補助

産地の育成を強化するための農業用機械等の導入、共同利用施設の整備
等及び園芸施設リフォームに関して、市内農家へ補助

平成３１年度都市農業振興支援事業(案)について

　都市化が進む中で、本
市の都市農業が健全に維
持・発展していくよう、
農業者の声に耳を傾けな
がら、農業者への各種支
援を行う。

農地所有者自らが市民農園を開設した場合、当該農園の整備費用や維持
管理に必要となる費用等の一部を補助

ポリエチレン、塩化ビニールを適正に処理するための費用及び運送費に
ついて、市川市園芸用廃プラスチック処理対策協議会へ補助

交信かく乱剤（コンフューザー）導入に関して、減農薬栽培に取組む市
内農家へ補助

実　　施　　予　　定　　内　　容

資料４



平成３１年度農産物等 PR事業計画（案） 

１．事業目的 

市川市では、県下でも有数の産出額を誇る梨をはじめ、野菜や花きなどが 

生産されている。こうした高品質な農産物を広く市民に PR し、消費の拡大を

図るとともに、採りたて新鮮な農産物を提供することにより都市農業への市民

の理解を醸成する。 

 

２．事業計画 

（１）「市川とまと」フェア 

  市川市、ＪＡいちかわ等の協力で、「市川とまと」の販売等を行い、本市農 

産物等の PRを実施する。 

１）実 施 日：平成３１年４月２７日（土） 

２）実施場所：JR総武線「市川駅」南口駅前広場 

３）実施内容：・「市川とまと」販売 

       ・直売マップ、普及グッズ配布 等 

 

（２）市内梨共同選果場見学 

   市内２箇所にある梨共同選果場（迎米・殿台）の市内小学校見学について、 

  ＪＡいちかわと協力のもと実施することで、市内小学生等への「市川のなし」 

  のＰＲを行った。 

 １）見学希望調査 

   ①調査時期：平成３１年５月上旬～５月下旬 

   ②対象学校：八幡小学校、富美浜小学校、新浜小学校、妙典小、日の出小 

学校、私立日出学園小学校、大柏小学校、大野小学校、塩浜 

学園、宮田小学校、新井小学校、平田小学校、市川小学校、 

幸小学校中山小学校、行徳小学校   合計１６校 

（平成３０年度に見学をした学校のみ対象） 

 

（３）「市川のなし」フェア 

  市川市、ＪＡいちかわ等の協力で、地域ブランドの「市川のなし」の無料 

配布や販売等を行い、本市農産物等の PRを実施する。 

 １）実 施 日・実施場所： 

①平成３１年７月中旬 １１時～１４時 道の駅いちかわ 

②平成３１年８月下旬 １１時～１４時 東京メトロ東西線「行徳駅」 

 ③平成３１年８月下旬）１１時～１４時 ＪＲ総武線「市川駅」 

２）実施内容：・「市川のなし」販売、加工品販売 

       ・直売マップ、普及グッズ配布 

資料５ 



 

（４）市川産花の展示会 

    ＪＡいちかわ花き部会の協力で、市内産の花きの展示を行うとともに、

花の直売所マップの配布を実施する。 

１）実 施 日：平成３１年１１月下旬～１２月上旬 

２）実施場所：①アイ・リンクタウン展望施設アイ・リンク情報コーナー、 

        ②行徳支所 

        ③南行徳市民センター 

        ④市川駅行政サービスセンター 等 市内４箇所（予定） 

３）実施内容：シクラメン、ユリ等の花き展示、花の直売マップの配布 

 

（５）第８回市川市農水産まつり 

農水産物・加工品の直売を行い、併せて満点エコボカードと野菜の交換や 

市川市魚食文化フォーラムによる生ノリの販売、千葉伝統郷土料理研究会に 

よる太巻き祭りずしの実演を行う。 

 １）実 施 日：平成３１年１２月中旬（土）１１時～１３時 

 ２）実施場所：ＪＡいちかわ行徳支店駐車場（予定） 

３）実施内容：①野菜等農産物、生ノリ・ホンビノス貝等水産物の販売  

②太巻き祭りずしの実演販売 

③食生活改善推進員による秋冬野菜レシピの配布 

④エコボ満点カードによる野菜割引・花交換キャンペーン 

⑤子どもクイズコーナー 

⑥市川市観光協会による観光 PR・特産品の販売 

⑦市内若手農業者（４Ｈクラブ）による飲食物等の販売 

  

（６）普及啓発事業 

  市川市の農業のＰＲを目的として、直売事業に対する支援を行う。 

 １）実施内容：各種イベントにおける直売事業に関して、活動支援を行う。 

 ２）実 施 日 適宜実施予定 

 

※その他、事業については、各生産団体と協議の上、検討していく。 



「市川市都市農業振興対策協議会設置要綱」の一部改正について 

次の表の変更前の欄に掲げる内容を同表の変更後の欄に掲げる内容に下線で示すように改正します。 
変更前 変更後 

（設 置） 
第１条           －（略）－ 
  
 ～            －（略）－  
 
（幹事会） 
第８条           －（略）－ 
 
（協議会の事務） 
第９条 協議会の事務は経済部農政課において処理をする。           

 

（経費） 

第１０条          －（略）－ 

 

（事業年度） 

第１１条          －（略）－ 

 
（補足） 

第１２条          －（略）－ 

 
 

（設 置） 
第１条           －（略）－ 
  
 ～            －（略）－  
 
（幹事会） 
第８条           －（略）－ 
 
（協議会の事務） 
第９条 協議会の事務は経済部農業振興課において処理をする。           

 

（経費） 

第１０条          －（略）－ 

 

（事業年度） 

第１１条          －（略）－ 

 
（補足） 

第１２条          －（略）－ 
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