
１．対象集団・組織等一覧

（１）生産・出荷組織

組織名 主な生産品目 所在市

1 ＪＡちば ・岡田支部
トマト、だいこん、にんじん、

ほうれんそう、キャベツ
野田市

2 ＪＡちば ねぎ部会 坊主不知ねぎ 野田市

3 農事組合法人ゆめあぐり野田 農産物全般・加工品 野田市

4 ＪＡちば キャベツ、えだまめ、ほうれんそう 野田市

5 ＪＡちば しゅんぎく、ほうれんそう 野田市

6 ＪＡちば えだまめ、しゅんぎく、ほうれんそう 野田市

7 ＪＡちば えだまめ、しゅんぎく、ほうれんそう 野田市

8 ＪＡちば えだまめ、しゅんぎく、ほうれんそう 野田市

9 ＪＡちば えだまめ、しゅんぎく、ほうれんそう 野田市

10 ＪＡちば ヶ瀬蔬菜出荷組合連合会
トマト、みつば、キャベツ、にんじん、

だいこん、ほうれんそう
野田市

11 ＪＡちば 生乳 野田市

12 野田市梨組合 梨 野田市

13 農事組合法人野田市東部営農組合 水稲・麦・大豆 野田市

14 農事組合法人小山営農組合 水稲・麦・大豆 野田市

15 株式会社野田自然共生ファーム 水稲・麦・大豆　他 野田市

16 農事組合法人きまがせ 水稲・麦・大豆 野田市

17 ＪＡちば かぶ共撰部会 こかぶ 柏市

18 ＪＡちば マルカ出荷組合 ねいも 柏市

19 ＪＡ ふたば園芸連絡協議会 こかぶ、ねぎ、ほうれんそう、葉しょうが等 柏市

20 ＪＡいちかわ田中園芸部 枝豆、中国野菜、トマト、きゅうり、こかぶ等 柏市

21 大室園芸団地 中国野菜、こまつな、トマト、枝豆等 柏市

22 柏市果樹組合 梨 柏市

23 農産物直売所｢かしわで」 農産物全般・加工品 柏市

24 道の駅しょうなん出荷者会 農産物全般・加工品 柏市

25 農産物直売所「あびこん」 農産物全般・加工品 我孫子市

26 松戸市園芸品出荷組合連合会 野菜全般及び梨 松戸市

27 小金園芸品出荷協会 わけねぎ、レタス、えだまめ、いちご 松戸市

28 まつど農産物直売組合(まつぼっくり) 農産物全般 松戸市

29 東北出荷組合 ねぎ、えだまめ 流山市

30 流山市枝豆共販組合 えだまめ 流山市

31 元八木出荷組合 わけねぎ、えだまめ 流山市

32 流山園芸部 わけねぎ、えだまめ 流山市

33 流山市農産物直売所出荷組合 野菜多品目 流山市

34 鎌ケ谷市梨業組合 梨 鎌ケ谷市

35 鎌ケ谷市観光農業組合 梨、ぶどう 鎌ケ谷市

36 マル初青果物出荷組合 だいこん、にんじん、さといも 鎌ケ谷市

37 佐津間出荷組合 だいこん、ねぎ 鎌ケ谷市

38 鎌ケ谷市朝市組合 野菜多品目 鎌ケ谷市

39 まごころ会 野菜多品目 鎌ケ谷市

40 ＪＡいちかわ果樹部会 梨 市川市

41 ＪＡいちかわ野菜部会 野菜全般 市川市

42 ＪＡいちかわ花き部会 花き 市川市

43 ＪＡいちかわ直売組合 農産物全般 市川市

44 ＪＡちば こまつな 船橋市

45 ＪＡちば えだまめ、こまつな 船橋市

46 ＪＡちば トマト出荷組合 トマト 船橋市

47 ＪＡちば キュウリ出荷組合 きゅうり 船橋市

48
ＪＡいちかわ船橋地区
もっと安心農産物生産グループ

だいこん、こかぶ、こまつな、
えだまめ、オクラ、にんじん

船橋市

49 ＪＡいちかわ船橋人参共販委員会 にんじん 船橋市

50 ＪＡいちかわ船橋ほうれんそう出荷組合 ほうれんそう 船橋市

51 船橋市果樹園芸組合 梨 船橋市



（２）学習・研究組織等

組織名 活動分野 所在市

1 関宿MILK FARMERS 酪農 野田市

2 ＪＡちば 農業全般 野田市

3 ＪＡちば かぶ研究会 こかぶ 柏市

4 ＪＡちば 農業全般 柏市

5 ＪＡちば 農業全般 柏市

6 ＪＡちば 農業全般 柏市

7 柏市苺組合 いちご 柏市

8 東葛水耕研究会 トマト(水耕栽培） 柏市

9 柏市果樹組合研究部 梨 柏市

10 柏農業青年会議 農業全般 柏市

11 かしわで女性クラブ 生活 柏市

12 我孫子市認定農業者協議会 農業全般 我孫子市

13 我孫子市新規就農者連絡協議会 農業全般 我孫子市

14 あびこ型「地産地消」推進協議会 農業全般 我孫子市

15 松戸市農事研究会 農業全般 松戸市

16 松戸市梨研究会 梨 松戸市

17 うまいものつくろう会 直売農産物全般 松戸市

18 松戸市農業青少年クラブ 農業全般 松戸市

19 流山市認定農業者連絡協議会 農業全般 流山市

20 流山市園芸団体連合会 園芸 流山市

21 流山市農家生活研究会 生活 流山市

22 流山市農業青少年クラブ 農業全般 流山市

23 鎌ケ谷市イチゴ研究会 イチゴ 鎌ケ谷市

24 鎌ケ谷市梨業組合研究部 梨 鎌ケ谷市

25 鎌ケ谷市農業士等協会 農業全般 鎌ケ谷市

26 鎌ケ谷市農業青少年クラブ 農業全般 鎌ケ谷市

27 市川市農業士等協会 農業全般 市川市

28 市川市農業青少年クラブ 農業全般 市川市

29 船橋市園芸協会 野菜全般 船橋市

30 ＪＡちば えだまめ 船橋市

31 船橋市花き組合 花き 船橋市

32 船橋畜産協会 酪農・養鶏 船橋市

33 船橋市農業士等協会 農業全般 船橋市

34 ＪＡいちかわ船橋地区青年部 農業全般 船橋市

35 ＪＡちば 農業全般 船橋市

36 船橋市農業青少年クラブ 農業全般 船橋市

37 東葛飾苺研究会 いちご 全域

38 東葛飾梨研究同志会 梨
市川市、船橋市、鎌ケ谷市、

柏市、流山市

39 船橋市シクラメン研究会（FCC) 花き（シクラメン等） 市川市、船橋市他

40 千葉県鉢花生産者連絡協議会柏支部 花き（シクラメン等） 松戸市、柏市、流山市、野田市

41 千葉県鉢花生産者連絡協議会船橋支部 花き（シクラメン等） 船橋市、市川市

42 シティーフラワー研究会 花き（切花） 柏市、我孫子市

43 東葛飾地区指導農業士会 農業全般 全域

44 千葉県農業士協会東葛飾支部 農業全般 全域

45 とうかつ女性農業者ネットワーク 農業・生活関係全般 全域

２．関係団体一覧

組織名 活動分野 所在市

1 千葉県手賀沼土地改良区 基盤整備 印西市

2 東葛北部土地改良区 基盤整備 野田市

3 利根土地改良区 基盤整備 柏市

4 野田市南部土地改良区 基盤整備 野田市

5 流山市新川土地改良区 基盤整備 流山市

6 流山市土地改良区 基盤整備 流山市

7 坂川土地改良区 基盤整備 松戸市

8 松戸市矢切土地改良区 基盤整備 松戸市

9 野田市江川土地改良区 基盤整備 野田市

10 野田市五駄土地改良区 基盤整備 野田市


