
Ⅲ 主 要 事 業 
（令和４年度予算関係資料） 

 
① 農林水産業制度金融               （団体指導課） 
② ちばの次世代農業経営体育成事業        （担い手支援課） 
③ 経営体育成支援事業              （担い手支援課） 
④ 農業労働力対策事業                            （担い手支援課） 
⑤ 農福連携推進事業               （担い手支援課） 
⑥ 力強い担い手育成事業             （担い手支援課） 
⑦ 新規就農者等に対する資金支援【新規】     （担い手支援課） 
⑧ スマート農業技術高度化産地支援事業       （生産振興課） 
⑨ スマート水産業推進事業【新規】           （水産課） 
⑩ 千葉県農産産地パワーアップ事業         （生産振興課） 
⑪ 飼料用米等拡大支援事業             （生産振興課） 
⑫ 農産産地支援事業                （生産振興課） 
⑬ 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業   （生産振興課） 
⑭ 千葉県園芸産地パワーアップ事業         （生産振興課） 
⑮ 園芸生産拡大支援事業              （生産振興課） 
⑯ 千葉県農業生産工程管理推進事業        （安全農業推進課） 
⑰ 土地改良事業                    （耕地課） 
⑱ スマート畜産推進事業                （畜産課） 
⑲ 豚熱（ＣＳＦ）ワクチン接種事業           （畜産課） 
⑳ 肉用牛ブランド力向上対策事業            （畜産課） 
㉑ 漁港建設事業                    （漁港課） 

㉒ 最適土地利用対策事業【新規】       （農地・農村振興課） 
㉓ 農地集積加速化促進事業                   （農地・農村振興課） 
㉔ 「環境にやさしい農業」推進事業       （安全農業推進課） 
㉕ 有機農業産地づくり推進事業【新規】      （安全農業推進課） 
㉖ 森林整備広域連携モデル事業             （森林課） 
㉗ 森林整備事業                    （森林課） 
㉘ 磯焼け緊急対策事業【新規】           （漁業資源課） 

㉙ 水産総合研究センター再編整備事業    （水産課、漁業資源課） 
㉚ 新しい千葉の食文化創生事業【新規】       （流通販売課） 
㉛ ６次産業化推進事業         （流通販売課、担い手支援課） 
㉜ 県産農林水産物輸出促進事業            （流通販売課） 
㉝ 多面的機能支払交付金事業         （農地・農村振興課） 
㉞ イノシシ等有害獣被害防止対策事業     （農地・農村振興課） 
㉟ 収入保険加入推進事業【新規】          （団体指導課） 
㊱ 園芸産地における事業継続強化対策        （生産振興課） 
㊲ ジャンボタニシ緊急防除対策事業       （安全農業推進課） 
㊳ 家畜保健衛生所機能向上事業             （畜産課） 
㊴ 山地治山事業                    （森林課） 
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 （１）Ⅰ―１ 担い手の農業経営力の強化               
 （２）Ⅰ－３ 森林・林業を支える多様な人材の確保・育成       
 （３）Ⅰ－４ 水産業を支える漁業経営力の向上と新たな担い手の確保  

 

① 農林水産業制度金融 

予算額 537,548千円（R3 558,062千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

農林水産業者等の設備投資や経営の合理化・安定化を支援するため、制度金融

の効率的かつ円滑な運用を図ります。 

 

２ 事業内容 

（１）農業制度金融  220,083 千円 

農業者の経営近代化や経営改善を積極的に進めるため、制度資金の効率的 

かつ円滑な運用を図ります。 

【主な事業】 

① 農業近代化資金利子補給 

② 農業経営改善促進資金貸付金 

 

（２）林業制度金融  203,309 千円 

地域林業の中核的担い手である林業事業体の育成や経営基盤の強化を行う 

ため、制度資金の効率的かつ円滑な運用を図ります。 

【主な事業】 

① 木材産業等高度化推進資金貸付事業 

② 特別会計林業・木材産業改善資金 

 

（３）漁業制度金融  114,156千円 

漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化を推進するため、制度資金の

効率的かつ円滑な運用を図ります。 

【主な事業】 

① 漁業近代化資金利子補給事業 

② 特別会計沿岸漁業改善資金 

担当課：団体指導課 経営支援室 
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 Ⅰ－１ 担い手の農業経営力の強化  

 

② ちばの次世代農業経営体育成事業 

予算額 13,328千円（R3 13,200千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

本県農業の担い手の確保と農業者の経営力の強化を図るため、国の農業経営者   

総合サポート事業により、就農から農業経営に関する相談や、専門家の派遣等により  

法人化や雇用、事業継承など専門性の高い経営課題に対する支援を行います。 

 

２ 事業内容 

農業経営者総合サポート事業による就農・経営相談支援  13,328千円 

本県の農業経営体や就農希望者等が抱える様々な課題に速やかに対応するため、千葉

県農業者総合支援センターに総合相談窓口を設置して農業者等からの相談に対応すると

ともに、経営診断や専門家派遣、法人化の取組への助成等の支援を行います。 

[実施内容] 就農・農業経営相談対応、戦略会議の開催、重点指導農業者の選定、  

中小企業診断士など専門家の派遣、法人化啓発研修、経営相談会の開催、 

経営体の法人化支援 等 

 

 

 
 
   

 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

 

本県の担い手育成体系 

 

 

 

担当課：担い手支援課 経営体育成班 

売上 1 億円超 
 

売上 3,000 万円以上 
 

売上 1,000～3,000 万円 

アグリトップランナー※2 

企業的経営体 
(法人) 

就農 就農準備の研修 

※1 就農、法人化・経営継承等をサポートする国の事業に基づく取組 
※2 売上3,000万円以上の経営体の呼称 

１ 普及指導員等による指導、支援 

関係機関と連携し、経営発展を目指す農業者を確保・定着  
農業経営の段階に合わせた様々な研修会を継続的に開催 

２ 県担い手協議会による法人化等に係る支援 

認定農業者等に対する集合研修会などを実施 
集落営農組織等法人化の支援 

３ 農業経営者総合サポート事業※1による就農・経営相談 

    高度な知識を持つ専門家の派遣等を実施 
就農から法人化、経営継承等を支援 
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 Ⅰ－１ 担い手の農業経営力の強化  

 

③ 経営体育成支援事業 

予算額 86,000千円（R3 97,000千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

「人・農地プラン」で地域の中心経営体と位置付けられた農業者等の経営発展に必要

な農業用機械や施設の導入等を支援します。 

 

２ 事業内容 

「人・農地プラン」で位置付けられた経営体等が、融資を受けて農業用機械等を導入

する場合に、融資を受けた残りの自己資金部分について助成します。 

（１）融資主体型補助事業（国庫分）  77,000千円 

［事業主体］市町村 

［補 助 率］融資残額の範囲内で事業費の3/10以内、又は融資額のいずれか低い額 

［補助上限］融資主体支援タイプ 法人・個人3,000千円 

(先進的農業経営確立支援タイプ 法人15,000千円・個人10,000千円) 

［補助対象］農産物の生産、農業経営の改善に必要な機械や施設の改良など 

（２）融資主体型補助事業（県単分）  9,000千円 

上記（１）の国事業の補助対象とならない機械であって、（１）の補助対象機械の  

効率的な運用に資する機械（積載車）を県単独で補助対象とします。 

[事業主体] 市町村 

[補 助 率] 融資残額の範囲内で事業費の3/10以内、又は融資額のいずれか低い額 

［補助上限］法人・個人3,000千円 

[整備対象] 大型農業機械（トラクター、コンバイン、田植え機等）の積載車 

 

 

（参考）補助率の考え方（融資主体支援タイプの場合） 

事業費が1,000万円で700万円の融資を受ける場合に、残りの自己資金分300万円が補助金として

交付されます。 

○融資70％の場合  

○融資80％の場合 

○融資50％の場合 

○融資20％の場合 

 

融資70％ 補助30％ 

融資80％ 補助20％ 

融資50％ 補助30％ 

融資20％ 補助20％ 

自己資金20％ 

自己資金60％ 

融資割合70％超の場合、融資残額が上限↑ 

融資割合30％未満の場合、融資額が上限↑ 

担当課：担い手支援課 経営体育成班 
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 Ⅰ－１ 担い手の農業経営力の強化  

 

④ 農業労働力対策事業 

予算額 12,510千円（R3 22,900千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

本県農業における雇用労働力の確保に向け、県及び関係機関による戦略会議を開催 

するとともに、農業者が新たに雇用することを前提に取り組む就業環境の整備、就業  

規則や労働保険の整備などの雇用条件の改善等に対して補助金を交付します。 

 

２ 事業内容 

（１）労働力確保検討体制の整備  510千円 

ア 労働力確保戦略会議の開催 

① 農業労働力確保県域戦略会議(県域) 

② 地域農業労働力確保検討会議 

イ 研修会の開催等 

   多様な労働力確保に関する研修会の開催 等 

 

（２）就業環境整備事業  2,000千円 

新規に雇用をする農業法人等が就業環境改善のための施設整備を行う場合に補助

金を交付します。 

［事業主体］ 認定農業者(農業法人、農業者) 

［補助率等］ １/３以内(個人の農業者は１/４以内) 上限500千円 

［補助対象］ 新たに雇用をする際に必要な就業環境改善施設の整備支援 

(休憩施設、更衣室、トイレ、シャワー施設、バリアフリー施設) 

 

（３）農業雇用条件改善推進事業  10,000千円 

新規に雇用をする農業経営体が就業規則や労働保険の整備、作業環境の改善などの

雇用条件の改善に取り組む場合に補助金を交付します。 

［事業主体］ 認定農業者(農業法人、農業者) 

［補助金額］ １経営体当たり200千円(定額) 

［補助対象］ 次の条件を整備・改善し、新たな雇用を行う場合 

ア 雇用条件の整備 

・就業規則、労働保険（労災保険、雇用保険）の整備 

※法人の場合は更に社会保険への加入 

イ 雇用条件等の改善 ※（１）の条件が整備されている経営体 

・専門家の助言を受けて就業規則や作業環境の改善に係る経費が総額 20 万

円(税抜)を超える場合 

担当課：担い手支援課 経営体育成班 
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 Ⅰ－１ 担い手の農業経営力の強化  

 

⑤ 農福連携推進事業 

予算額 2,440千円（R3 1,500千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

農業者の農福連携に対する理解促進に向けたセミナー等による啓発活動を行うと 

ともに、農業者や農業法人が福祉事業所等へ農作業を委託する取組の実証試験を実施し、

農福連携に取り組むモデル事例を作出することで農福連携の認知度向上と取組推進を 

図ります。 

 

２ 事業内容 

（１）普及啓発活動の実施  940千円 

ア 農福連携意識啓発セミナーの実施 

農福連携についてのセミナーを実施し、理解促進と取組意欲の向上を図ります。 

イ 農福連携モデル地域の設置 

地域ごとのマッチング体制を整備するため、モデル地域を設置し、地域単位の  

視察研修会により理解醸成を図ります。 

ウ 福祉事業者による視察研修会の開催 

農福連携の現地視察により、農福連携への取組意欲の向上を図ります。 

 

（２）農福連携実証試験（お試しノウフク）の実施  1,500千円 

農福連携の仕組み構築に向け、農業者が福祉事業所等へ農作業を委託する取組の 

実証試験を実施し、農業者の取組機会の創出や事例の作出を行います。 
ア 農福連携実証試験の実施 

農作業の受託が可能な福祉事業所と農福連携の取組を希望する農業者をマッチン

グし、当該農業者にて一定期間実証試験を行い、効果等を確認します。 

実証試験数（予定）：６事例  実証試験期間数（予定）：１０日間/事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 農福連携実証試験事例集の作成 

これまで実施した実証試験の成果として本試験の事例集を作成し、周知すること

により、農業者及び福祉事業者の農福連携への取組意欲の向上を図ります。 

担当課：担い手支援課 経営体育成班 
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 Ⅰ－１ 担い手の農業経営力の強化  

 

⑥ 力強い担い手育成事業 

予算額 24,347千円（R3 22,354千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

本県農業を担う経営体の育成のため、就農した青年農業者等が地域に定着し、地域 

農業を支える担い手となるよう、技術習得や仲間づくりを目指すセミナーや研修会の 

開催、組織活動の支援、経営改善支援などを段階的・継続的に実施します。 

また、中核的な担い手である認定農業者等に対しては、千葉県担い手育成総合支援 

協議会を中心に、より専門的な支援を行い、年間販売額 3,000 万円以上の「アグリ   

トップランナー」の増加を目指します。 

 

２ 主な事業内容 

（１）経営体育成事業  9,960千円 

各農業事務所において、就農直後から段階的・継続的に経営体の支援を行います。 

ア 農業経営体育成セミナーの開催 

[事業対象] 就農直後の青年等 

[主な内容] 就農定着を目的とする３年間(基本・専門・総合)のセミナー 

イ 青年農業者等スキルアップ研修の開催 

[事業対象] 経営体育成セミナー修了後の農業者等 

[支援内容] 農業経営に関する知識や技能の強化を目的とする研修 

ウ 農業者グループ活動の促進 

[事業対象] 農業士・指導農業士、青少年団体等の農業団体 

[主な内容] 農業士・指導農業士の認証(知事認証)及び活動支援、女性農業士・

指導農業士認証者数の推進、青少年団体の活動支援、千葉県青年 

農業者会議の開催支援 等 

エ 農業経営改善の推進 

[事業対象] 認定農業者等の経営改善意欲の高い経営体 

[主な内容] 効率的・安定的な経営体の育成に向けた研修会の開催、個別支援 

 

（２）担い手総合支援事業  12,000千円 

千葉県担い手育成総合支援協議会において、効率的・安定的な経営体の確保・育成

を図るため、認定農業者や集落営農組織等に対する経営発展支援を行います。 

［実施主体］ 千葉県担い手総合支援協議会［県内９の機関・団体で構成。事務局

は(一社)千葉県農業会議、千葉県］ 

［主な内容］ 経営力強化・農地集積促進シンポジウムの開催、農業経営の法人化

推進、支援機関向け研修会の開催、簿記・パソコンを活用した経営  

分析研修 等 

 

 担当課：担い手支援課 経営体育成班 
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 Ⅰ－２ 農業を支える新たな人材の確保や企業参入の促進  

 

⑦ 新規就農者等に対する資金支援【新規】 

予算額 364,482 千円 

 

１ 事業の目的・概要 

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、５０歳未満の新規就農者等に 

対し、資金の交付を行うほか、機械・設備の導入等に係る費用について補助します。 

 
２ 主な事業内容 

（１）就農準備資金  52,500千円 

研修期間中の研修生に対して、資金を助成します。 

［対象者］研修期間中の研修生 ［支援額］150万円／年×最長２年間 

※ 1年以上の研修や研修終了後1年以内の就農などの要件があります。 

※ 親元就農の場合は、就農後5年以内に経営継承することが必要です。 

※ 独立・自営就農の場合、就農後5年以内に認定新規就農者等になることが必要です。 

※ 原則前年の世帯所得が600万円を越える場合は交付対象外となります。 

（２）経営開始資金  120,000千円 

新たに経営を開始する者に対して、資金を助成します。 

［対象者］認定新規就農者   ［支援額］150万円／年×最長３年間 

※ 農地の所有権又は利用権の保有などの独立・自営の要件があります。 

※ 農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画の策定が必要です。 

※ 原則前年の世帯所得が600万円を越える場合は交付対象外となります。 

※ 交付終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続する必要があります。 

（３）経営発展支援事業  187,500千円 

就農後の経営発展のために、機械・設備等の導入を支援します。 

［対象者］認定新規就農者 

［支援額］補助対象事業費上限1,000万円 

（経営開始資金の交付対象者は上限500万円） 

［補助率］３/４ 以内 

 

【参考】旧制度（農業次世代人材投資事業）分    予算額 328,879 千円 

（１）準備型  7,500 千円 

指定研修機関で研修期間中の最長２年間、年間150万円の資金を交付します。 

（２）経営開始型  300,000千円 

独立・自営就農の新規農業者に対し、最長５年間、年間最大150万円の資金を

交付します。 

（３）経営発展支援金   7,500千円 

経営開始型を交付されている新規農業者が、更なる経営発展につながる取組

を行う場合、最大150万円の資金を交付します。 

 担当課：担い手支援課 就農支援班 
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Ⅱ－１ スマート農林水産業の加速化  

 

⑧ スマート農業技術高度化産地支援事業 

予算額 2,500千円（R3 2,500千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

千葉県内における園芸産地の生産力強化を図るため、ICT(※1)等の先端技術やデータ

を有効に活用するスマート農業機器を導入した施設園芸農家に対し、コンサルタントの

活用等に係る費用を助成することで、スマート農業の推進を支援します。 

 

２ 事業内容 

コンサルタントの活用等による技術習得に対する支援  2,500千円 

施設園芸におけるスマート農業の導入効果を最大限に高めるには、専門家等を活用

したコンサルティング(※2)や座学形式の意見交換による、課題解決のために必要な

知識の習得が有効であることから、本事業では、コンサルタントの活用や研修会の 

開催に係る経費に対して支援します。 

 

※1 ICT・・・コンピュータやモバイル端末を用いた情報交換・データ共有等の情報 

通信技術 

※2 コンサルティング・・・園芸施設等の現場で農業者が専門家と実物を見ながら  

対話をする中で、技術的・経営的な課題を明確にし、解決方法を導き出す手法 

 

[事業主体]  農業者が組織する団体 

[補 助 率]  1/2 

[補助対象] 諸謝金、通信運搬費、会場借上料、資料作成費、印刷製本費 等 

 

             

 

 

専門家を活用した 
現場でのコンサルティングのイメージ 

研修会のイメージ 

担当課：生産振興課 園芸振興室 
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 Ⅱ－１ スマート農林水産業の加速化  

 

⑨ スマート水産業推進事業【新規】 

予算額 40,000千円 

 

１ 事業の目的・概要 

水産資源の持続的利用、漁業所得の向上、担い手の維持を実現するため、実証試験  

などを通じて地域や漁業等の実態に合ったスマート水産業を推進するとともに、   

国と連携した漁獲データ収集システムの整備や県が提供する海況情報の高度化等を  

実施します。 

 

２ 事業内容 

（１）スマート水産技術導入促進事業  540千円 

ア 実証試験の推進  64千円 

本県水産業に関する情報を民間企業等に提供し、県内漁場を実証フィールドと 

して活用してもらうことで、ニーズに合った技術開発と漁業者等のスマート水産 

技術の導入を促進します。 

イ 研修会の開催  476千円 

新技術や先行事例について専門家から学ぶことのできる研修会を開催し、漁業者

等のスマート水産技術の導入を促進します。 

 

（２）千葉県漁獲報告システム整備事業  16,960千円 

漁獲データを資源評価の充実や数量管理に活用するため、漁協の販売システムから

データを収集し、国のシステムに送信する「千葉県漁獲報告システム」を整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）千葉県水産情報総合利用ネットワーク高度化事業  16,500千円 

漁業者の効率的な操業を支援するため、沿岸の詳細かつ精度の高い 

水温・潮流予測情報をスマートフォン向けに提供するシステムを開発 

します。 

 

（４）急潮予測システム開発事業  6,000千円 

急潮による定置網被害を防止するため、急潮の発生を予測し、漁業者に情報提供 

するシステムを開発します。 

担当課：水産課 企画指導室 

水温予測情報の提供 

漁獲報告システムのイメージ 
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 Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑩ 千葉県農産産地パワーアップ事業 

予算額 210,000千円（R3 256,500千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

収益力の強化に取り組む産地に対して、生産コスト低減、高付加価値化、 

高収益作物・栽培体系への転換等の産地営農戦略「産地パワーアップ計画」に

基づく取組を支援し、本県農業の更なる発展を目指します。 
 
２ 事業内容 

「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が行う機械導入や

施設整備等に対し、国の「産地生産基盤パワーアップ事業」を活用して助成 

します。 

[事業主体] 農業者、農業者の組織する団体 等 

[補 助 率] １/２以内 

[補助対象] 乾燥調製施設や育苗施設等の整備 

農業機械等の導入及びリース導入 

生産資材の導入 等 

[採択要件] 成果目標の基準を満たしていること 

産地の範囲が面積要件等を満たしていること 

費用対効果分析を実施すること 等 

 

 

 

 

担当課：生産振興課 農産班、水田農業班 

乾燥調製施設 高性能機械のリース 
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 Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑪ 飼料用米等拡大支援事業 

予算額 481,700千円（R3 355,800千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

米の需給の均衡を図るため、人口減少等により消費の減少が見込まれる 

主食用米から飼料用米等の新規需要米や麦、大豆、野菜などへの転換を推進し、

稲作農家の経営安定及び食料自給率・自給力の向上を図ります。 

 

２ 主な事業内容 

（１）新規需要米等生産支援事業  329,100 千円 

ア 取組定着支援  244,100 千円 

継続して飼料用米等を作付した面積に応じて助成します。 

対 象 作 物  助 成 単 価  

（ 転 換 面 積 前 年 対 比 ）  維 持 又 は 拡 大  ７ ～ 10 割 未 満  ７ 割 以 下  

飼料用米（多収品種） 3,500 円/10a 3,000 円/10a 1,000 円/10a 

飼料用米（主食用品種）、 

米粉用米、WCS 用稲 
2,000 円/10a 1,500 円/10a 500 円/10a 

イ 取組拡大支援  85,000 千円 

前年度の作付けと比べて、新たに転換した面積に応じて助成します。 

対 象 作 物  助 成 単 価  

新たに転換する作物 

（飼料用米、米粉用米、WCS 用稲、麦、大豆、野菜 等） 
5,000 円/10a 

  ※都道府県連携型助成（国）と併せて 10,000 円/10a となります。 

 

（２）麦、大豆等への集団転作や団地化に対する助成  151,500 千円 

集団転作や規模拡大による生産コストの削減を推進するため、5ha 以上の

団地化により主食用米から麦・大豆等へ転換する取組に対して助成します。 

対 象 作 物  取 組 内 容  助 成 単 価  

麦、大豆、野菜等 ブロックローテーション型 11,000 円/10a 

麦、大豆、飼料用米(多収品種)、 

WCS用稲、野菜等 
固定団地型  4,000 円/10a 

 

担当課：生産振興課 水田農業班 
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 Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑫ 農産産地支援事業 

予算額 65,000千円（R3 65,000千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

米（飼料用米含む）・麦・大豆・落花生などの産地競争力強化や優良種子の

生産体制の整備に資するため、生産・流通コストの低減や、生産力の強化・  

拡大を図るために必要な機械・施設等の導入整備を支援します。 

また、産地の担い手の労働力不足等の改善を支援し、産地の生産体制を強化

するため、作業の省力化や自動化等に資するロボット・ICT 技術を活用した 

スマート農業機械の導入を支援します。 

 

２ 事業内容 

（１）優良産地拡大支援事業  30,000 千円 

ア 産地支援型  20,000 千円 

[事業主体] 市町村、農協、営農集団、認定農業者 

[補 助 率] １/３以内 

[補助対象] 栽培管理用機械、収穫調製用機械、 

乾燥調製施設、販売・加工関連施設等 

 

  イ スマート農業推進型  10,000 千円 

    [事業主体] 市町村、農協、営農集団、認定農業者 

[補 助 率] １/３以内 

[補助対象] ロボットトラクター、ドローン、 

自動水管理システム、その他 ICT 関連機械等 

 

（２）農産振興施設整備事業（交付金）  35,000 千円 

国の「強い農業・担い手づくり総合支援交付金（産地基幹施設等支援   

タイプ）」を活用し、地域の農業振興を図るために必要な農業用施設の整備

を支援します。 

担当課：生産振興課 水田農業班、農産班 

 
地域の農業振興を図るため 

乾燥調製施設を整備 

ドローン 

（液剤や粒剤を散布） 
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Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑬ 「輝け！ちばの園芸」次世代産地整備支援事業 

予算額 350,000千円（R3 350,000千円） 
 

１ 事業の目的・概要 

園芸産地の生産力強化を図るため、規模拡大に必要な省力化機械等の導入、

高収量・高品質を実現するための施設化や環境整備、既存施設のリフォーム、

スマート農業の推進を支援します。 
事業実施にあたっては、ポイント制により、生産量の拡大や高付加価値化

等を図る先進的かつ意欲ある担い手を優先的に採択します。 
 
〔次世代に向けた産地強化のイメージ〕

 

 

 

 
 
 

２ 事業内容 

（１）生産力強化支援型  300,000 千円 

パイプハウス等の施設整備や規模拡大のための省力化 

機械等の導入について支援します。 

[事業主体]農業協同組合、生産者組織等(3 戸以上)又は 

認定農業者等 

[補 助 率]1/3 以内(農協、生産者組織等)、1/4 以内(認定農業者等） 

[補助対象]パイプハウス、低コスト耐候性ハウス、 

予冷庫、省力化機械、共同利用機械 
 

（２）園芸施設リフォーム支援型  30,000 千円 

老朽化した園芸施設の生産力回復や遊休ハウスの解消を図るため、園芸

施設の改修等による生産基盤の整備について支援します。 

[事業主体]認定農業者、認定新規就農者等 

[補 助 率]1/4 以内 

[補助対象]園芸施設(ガラス温室、鉄骨ハウス、低コスト耐候性ハウス)の鋼材等の改修等 
 

（３）スマート農業推進型  20,000 千円 

ロボット技術や ICT 等の活用により生産性を向上

させる「スマート農業」を推進するため、既存の園芸

施設や露地栽培で使用するスマート農業機器等の 

導入について支援します。 
[事業主体]認定農業者、認定新規就農者  

[補 助 率]1/3 以内 

[補助対象]環境モニタリング装置、炭酸ガス施用装置、複合環境制御 

装置、自動換気システム、ドローン、気象観測装置等 
 ※パソコンやスマートフォン、タブレット端末等の機器及び通信費は補助対象外。 

担当課：生産振興課 園芸振興室 

企業的農家 

[既存の産地] [強化された産地] 

○施設整備 

○省力化機械
等導入 

○既存施設
のﾘﾌｫｰﾑ ○新技術導入 

産地の中核的な
農家 

中小規模農家 

意 欲 的 な 農 家 の 
規模拡大、生産性や
品質向上等により、
産地拡大 
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  Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑭ 千葉県園芸産地パワーアップ事業 

予算額 976,000千円（R3 934,000千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

 農業の競争力強化に向け、生産コスト低減、高収益作物・栽培体系への転換

及び生産基盤の強化を図るため、産地営農戦略「産地パワーアップ計画」に 

基づく取組を支援し、本県園芸農業の更なる発展を目指します。 
 
２ 事業内容 

「産地パワーアップ計画」に基づき、意欲のある農業者等が行う機械導入や

施設整備等に対し、国の「産地生産基盤パワーアップ事業」を活用して助成し

ます。 

[事業主体] 農業者、農業者の組織する団体 等 

[補 助 率] 1/2 以内、定額 

[補助対象] 集出荷貯蔵施設や生産技術高度化施設等の整備 

農業機械等の導入及びリース導入、生産資材の導入、 

農業用ハウス(パイプハウス)や果樹園・茶園の再整備・改修、 

生産装置の継承・強化に向けた取組 等 

  [採択要件] 成果目標の基準を満たしていること 

        産地の範囲が面積要件等を満たしていること 

費用対効果分析を実施すること 等 

 

    

  

 

担当課：生産振興課 園芸振興室 

集出荷貯蔵施設 生産技術高度化施設 
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Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑮ 園芸生産拡大支援事業 

予算額 18,000千円（R3 18,000千円） 
 

１ 事業の目的・概要 

露地野菜等の生産力強化のため、耕作放棄地を再生し、生産面積の拡大に

取り組む農家に対し、生産に必要な機械等の整備を支援します。 
２ 事業内容 

（１）事業実施主体 

認定農業者、認定新規就農者（経営開始後５年以内）、 

農業者が組織する団体（３戸以上） 

（２）事業対象品目 

露地で栽培を行う園芸作物（野菜、果樹、花き）、及びこれらと輪作体系

を成す落花生 

（３）補助対象 

○ 生産管理機械 

・ は種機、定植機、防除機、施肥機、管理機(複合作業など省力効果 

が高いもの、ただしトラクター本体は除く)、収穫機、土づくり機械、 

土壌改良機械等 

○ 流通管理機械 

   ・ 出荷調製・選果機械等 

（４）補助率 

   ・ 耕作放棄地を 0.2ha 以上解消：１／３以内 

   ・ 耕作放棄地を 0.5ha 以上解消：１／２以内 

   ・ 耕作放棄地を 1.0ha 以上解消：２／３以内 

※ねぎ、にんじん、さつまいもに係る省力機械等整備については補助金上限額 1000 万円、 

その他品目に係る省力機械等整備については補助金上限額 500 万円。 

 

〔事業イメージ〕 

担当課：生産振興課 園芸振興室 

年度内に耕作放棄地を再生 

目標年度※までに事業対象作物の栽培を開始 

現在、にんじんとだいこんを栽培中。近隣地域にある

耕作放棄地を活用して、生産面積の拡大を図りたい！ 

露地野菜等の規模拡大を図るために必要な

耕作放棄地を確保 

事業対象作物の生産に必要な省力機械等の整備に対して補助金を交付。 

補助率は、耕作放棄地の再生面積に応じて段階的に設定。 

※目標年度：事業実施３年後 
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 Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑯ 千葉県農業生産工程管理推進事業 

予算額 10,712千円（R3 11,244千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

「ＧＡＰ」の実践は、農業者の経営向上や農業の生産力強化に向けた有効な手段と 

なります。 

そこで、県内産地等に対する啓発活動や指導員等の育成・体制整備、ＪＧＡＰ等の

第三者認証取得に係る審査費用への支援等を行います。 
 
 

２ 事業内容 

（１）ＧＡＰの理解促進  1,900千円 

ＧＡＰの普及拡大・理解促進を図るため、広くＧＡＰの考え方などを周知し取組

を拡大する県域ＧＡＰ研修会や農業者等の理解促進を図る地域説明会を開催します。 

また、産地での国際水準のＧＡＰの取組を推進するため、推進産地を選定し、 

産地内の推進体制整備や取組計画の策定を支援します。 

 

（２）ＧＡＰ指導員等育成研修  1,610千円 

ＧＡＰ指導員を育成するため、ＧＡＰ指導機関の職員を講師とした基礎研修の 

開催に加え、産地での取組を指導できるよう団体認証研修へ普及指導員を派遣しま

す。 

 

（３）ＧＡＰ運営費  6,422千円 

産地での国際水準ＧＡＰの実施に向け、農業者や出荷組合等を対象に、段階的な

ＧＡＰの実施を推進するため、担当者会議の開催や指導資料を作成し現場指導を 

行います。 

 

（４）千葉県農業生産工程管理支援事業  780千円 

ＧＬＯＢＡＬＧ.Ａ.Ｐ.、ＡＳＩＡＧＡＰ、ＪＧＡＰの「国際水準ＧＡＰ」の認証

取得の拡大に向け、農業者等が取り組む「ちばＧＡＰ」から国際水準ＧＡＰへの 

ステップ・アップに係る審査費用等を補助します。 

[事業主体] 農業者、農事組合法人、農地所有適格化法人  

[補 助 率] 定額(上限あり) 

[補助対象] 審査費用、残留農薬分析費用 等 

担当課：安全農業推進課 環境農業推進室 
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 Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑰ 土地改良事業 

予算額 15,842,990 千円（R3 17,414,631 千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

担い手を育成・支援するため、農地の大区画化・汎用化などの生産基盤整備

や農業水利施設の長寿命化・更新整備、また農地防災事業等を行います。 

 

２ 主な事業内容 

（１）県営用排水改良事業  2,647,090 千円 

良質な農産物の安定生産を図るため、農業用の用水・排水施設の新設・ 

改修などの整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営体育成基盤整備事業  2,188,840 千円 

農地集積を通じた生産コストの削減や、高収益作物の導入を促進する 

ため、水田の大区画化・汎用化や用水路・排水路の整備など、総合的な   

基盤整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）農地防災事業   2,498,870 千円 

災害に強い農業農村を構築するため、湛水被害を防止するための排水 

施設の整備や老朽化した農業用ため池の改修、地すべり防止施設の整備 

など、防災・減災対策工事を行います。 

（４）直轄事業負担金  2,885,685 千円 

国や(独)水資源機構などが実施した、用水や排水施設整備などの事業費の

一部を負担します。 

担当課：耕地課 事業計画室、基盤整備室、農地防災班 

用水路の整備 排水ポンプの改修 

区画整理前のほ場 区画整理後のほ場 
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Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑱ スマート畜産推進事業 

予算額 15,000千円（R3 15,000千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

 畜産業における生産性の向上と作業時間の短縮を図るため、スマート農業

技術の導入を促進し、また、関係機関が連携したスマート技術の指導の体制を

モデルとして構築することで、スマート農業技術の普及・定着を目指します。 

 

２ 事業内容 

（１）酪農導入支援事業  10,000 千円 

酪農家の長時間労働の改善のため、ＩＣＴやＡＩによる情報収集・分析 

技術、ロボット化等の技術を導入し、作業時間の短縮や生産性の向上を  

図る取組を支援します。 

[事業主体]千葉県酪農農業協同組合連合会 

[補 助 率]１/３以内 

[補助対象]労働時間短縮等に資する機械・装置等のスマート農業技術の 

導入 

 

（２）和牛繁殖支援事業  5,000 千円 

和牛の繁殖の成績を向上させるため、スマート農業機器の導入を推進 

するとともに、関係機関が連携した高度なスマート農業技術の指導体制の

モデルを構築し、スマート農業技術の普及・定着を目指します。 

ア 繁殖成績向上のためのＩＣＴ機器導入  3,000 千円 

[事業主体］千葉県肉牛生産農業協同組合 

［補 助 率］１/３以内 

［補助対象］繁殖成績向上に資するＩＣＴ機器の導入 

イ 繁殖成績向上のための支援体制構築  2,000 千円 

［委託内容］ＩＣＴ機器を活用した分娩間隔短縮のための検討・指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：畜産課 生産振興班 
 

発情発見装置 餌寄せロボット 
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 Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

⑲ 豚熱（ＣＳＦ）ワクチン接種事業 

予算額 261,789千円（R3 281,474千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

本県が、ワクチン接種推奨地域に指定されたことを受け、全国有数の産出額

を誇る本県養豚業を守るために、県内の全頭にワクチン接種を実施します。 

 

２ 事業内容 

（１）ワクチン接種の実施  47,560 千円 

ワクチン接種を行う家畜防疫員や接種後のワクチン抗体の定着状況を 

検査する臨床検査技師等の人件費や交通費等を支給します。 

 

（２）ワクチン接種に係る資材等の購入  210,619 千円 

ワクチン、注射器等の接種に必要な物品や防護服、長靴等を購入します。 

 

（３）ワクチン接種に係る業務の委託  3,610 千円 

ワクチン接種に関する補助業務、ワクチン抗体の定着状況を検査する  

ための採血業務に加え、大量に発生する医療廃棄物の処理を委託します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課：畜産課 家畜衛生対策室 
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 Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  
 

 

⑳ 肉用牛ブランド力向上対策事業 

予算額 11,815千円（R3 12,878千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

 和牛産地としての基盤強化のため、県内繁殖雌牛の増頭と改良に対して 

助成するとともに、肉牛農家の肥育技術の改善を進め、肉用牛のブランド力の

向上を図ります。 

 

２ 事業内容 

（１）繁殖雌牛改良促進事業  850 千円 

繁殖雌牛の能力データ収集及び育種価情報による改良指導の経費の一部

を補助します。 

[事業主体]千葉県肉牛生産農業協同組合  [補助率]１/２以内 

 

（２）受精卵活用増頭推進事業  6,800 千円 

和牛受精卵を乳牛等に移植するために要する経費の一部を助成します。 

[事業主体]千葉県肉牛生産農業協同組合  [補助率]１/３以内 

 

（３）優良雌牛選抜促進事業  3,500 千円 

子牛の段階で遺伝的能力を把握することで優秀な繁殖後継牛の増頭を 

促進するとともに、優秀な雌牛から受精卵を採卵して改良速度を早める 

取組に係る経費の一部を助成します。 

[事業主体]千葉県肉牛生産農業協同組合  [補助率]１/２以内 

 

 

 

 

 

（４）肥育技術向上対策事業 533 千円 

枝肉成績分析や血液検査等を行い、得られたデータを基に、肥育技術の 

改善指導を行います。 

 

（５）和牛オリンピック出品支援事業  132 千円 

令和４年１０月に開催される和牛オリンピック肉牛の部への出品のため、

大会出場条件である２４か月齢で出荷する短期肥育に取組むための技術 

習得を支援します。 

 
担当課：畜産課 生産振興班 

県内雌牛に対しゲノミック評価
優秀な雌牛

採卵

移殖 生産

※ゲノミック評価：DNA 検査により体重の増加具合やサシの入り具合等の

遺伝的な能力を推定する評価方法。 
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 Ⅱ－２ 生産基盤の強化・充実  

 

 

㉑ 漁港建設事業 

予算額 4,308,079 千円（R3 4,029,890 千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

水産物の生産及び流通機能の強化を図るため、防波堤等の漁港施設を整備

するとともに、漁港の老朽化対策や地震・津波対策等を推進します。 
また、水産業の振興を図るため、市町村が行う漁港整備事業に対し、事業

費の一部を補助します。 
 

２ 主な事業内容 

（１）拠点漁港整備事業  1,931,300 千円 

拠点漁港において、防波堤や岸壁など、水産物の安定供給や産地間競争

力の強化に資する整備を行い、水産物の生産・流通拠点づくりを進めます。 
（２）水産基盤ストックマネジメント事業  1,485,000 千円 

老朽化した漁港施設等について、予防保全の考え方に基づき補修費用の

平準化や縮減に留意しながら、計画的に補修工事や浚渫工事を実施し、施

設の長寿命化を進めます。 

また、漁業者の就労改善や労力低減、安全性向上に資する整備を実施す

ると共に、拠点漁港や防災上重要な漁港等における岸壁、防波堤の地震、

津波、高波、高潮に対する施設の機能強化を診断結果に基づき進めます。 

（３）漁港漁村基盤整備事業  327,000 千円 

第１種、第２種漁港で水産物の安定供給と漁村地域の活性化に資する  

ための漁港整備を推進します。また、防潮堤等、海岸保全施設の整備を  

進めます。 

（４）市町村営漁港建設事業  93,250 千円 

市町村が実施する漁港整備事業に対し、事業費の一部を補助します。 

（勝浦市、富津市、鋸南町、鴨川市、木更津市、館山市、市川市） 

（５）漁港災害復旧事業  105,000 千円 

異常な天然現象により被災した漁港施設の災害復旧事業を行います。 

 

 

 

 

 

 

総合漁業基地として整備が進む銚子漁港 

担当課：漁港課 漁港整備班 
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 Ⅱ－３ 農地利用の最適化  

 

㉒ 最適土地利用対策事業【新規】 

予算額 17,750 千円 
１ 事業の目的・概要 

地域の話合いに基づき計画された荒廃農地の有効活用や、低コストによる
農地維持（放牧、蜜源作物・緑肥作物・省力化作物等の栽培を行う粗放的農地
利用）の取組を支援します。 

 
２ 事業実施主体 
  市町村、ＪＡ、土地改良区、地域協議会、農地中間管理機構 
 
３ 事業内容 
（１）農地等活用推進事業 

荒廃農地を解消し、地域の特性を生かした農業の展開や地域資源の付加
価値向上に取り組む地区を支援する。 
［補助率］ 

ソフト：定額 
ハード：平地５０％、中山間地域５５％ 

［補助対象］ 
ソフト：最適土地利用計画・整備計画の策定費用 
ハード：農業用用排水施設、暗渠排水、客土、区画整理、農作業道、農地

等保全、土壌改良、刈払、除礫、耕起・整地、簡易トイレ、農機
具収納施設、農業用ハウス等 

 
（２）低コスト土地利用支援事業（粗放的農地利用事業） 

放牧、蜜源作物、緑肥作物、省力作物、植林等による粗放的利用に取り 
組むモデル地区を支援する。 
［補助率］ 

ソフト：定額 
ハード：平地５０％、中山間地域５５％ 

［補助対象］ 
ソフト：最適土地利用計画・整備計画の策定費用、 

粗放的利用に取り組むために必要な経費（家畜のレンタル料、 
蜜源・緑肥等の種苗代、省力化機械の購入費等） 

ハード：刈払、耕起・整地、除礫、土壌改良、抜根、電気牧柵等放牧関連
施設等 

 
（３）低コスト土地利用支援事業（生産性検証（食料自給力確保）事業） 

粗放的利用されている農地の生産性の検証に取り組むモデル地区を支援
する。 
［補助率］ 

ソフト・セミハード：定額 
［補助対象］ 

ソフト：最適土地利用計画・整備計画の策定費用、生産性検証費用 
セミハード：検証に必要な刈払い、耕起・整地、除礫、土壌改良、抜根等 

 
※（１）～（３）の各事業を組み合わせて実施することが可能。 

担当課：農地・農村振興課 農地集積推進室 
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 Ⅱ－３ 農地利用の最適化  

㉓ 農地集積加速化促進事業 

予算額 461,298千円（R3 467,088千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

本県農業の競争力を確保するためには、意欲のある農業者への農地の集積・

集約化などの取組により、農業経営の効率化や農地の有効利用の継続を進め

ることが必要です。 
このため、農地の集積・集約化の中核的な機能を担う農地中間管理機構に

よる農地集積に係る事業費を助成するとともに、農地を貸し付けた地域、 

所有者への協力金を交付します。 

 

 

 

 

 

 

２ 事業内容 

（１）農地中間管理機構事業  231,298 千円 

機構が行う農地集積に係る事業費を助成し、集積に取り組む地域への支援

や、集積につながる土地改良の推進を図ります。 

(機構の主な業務） 

・農地の貸付や借受を希望する農業者等からの相談対応 

・農地の貸し手と借り手のマッチング及び貸付条件の調整 

・農地集積に必要な農地の大区画等の条件整備を実施 

・農用地利用配分計画や集積計画の作成、県への協議 

・賃料の徴収及び支払 

 

（２）機構集積協力金交付事業  230,000 千円 

機構に農地を貸し付けた地域や所有者に協力金を交付します。 

・地域集積協力金 

まとまった農地を貸し付けた地域に交付 

・経営転換協力金 

離農や経営転換等により農地を貸し付けた者に交付 

担当課：農地・農村振興課 農地集積推進室 

  
38



 Ⅱ－６ 環境に配慮した農林水産業の推進  

㉔ 「環境にやさしい農業」推進事業 

予算額 19,763千円（R3 15,039千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

本県農業の持続的発展を図るため、「環境にやさしい農業」の取組拡大へ向け、 

「ちばエコ農業」、エコファーマーの認定、有機農業を総合的に推進するとともに、 

栽培技術の導入支援や「環境にやさしい農業」の支えとなる消費者の理解を高めます。 

 

２ 事業内容 

（１）「環境にやさしい農業」各種制度の運営  4,351千円 

「環境にやさしい農業」の生産を支える「ちばエコ農業」やエコファーマーの認定、

有機農業の推進体制整備など、各種制度の適切な運営を図ります。 

 

（２）「環境にやさしい農業」技術導入支援  8,565千円 

ア 「環境にやさしい農業」技術導入支援  4,000千円 

エコファーマー、「ちばエコ農業」生産者又は有機ＪＡＳ認定農家で構成される

団体等が実施する土づくりや化学肥料・化学合成農薬を低減する技術の導入に伴う

機械、施設及び資材の導入経費等の一部を助成します。 

[事業主体] 環境にやさしい農業取組産地(農家３戸以上の集団・法人等) 

[補 助 率] １/２以内（機械・施設）又は１/３以内（資材） 

イ 有機農業研修会  565千円 

有機農業の新規参入支援と技術向上、ＪＡＳ有機認証取得のため、研修・交流会

を実施します。 

ウ ＣＯ２ゼロエミッション技術支援 4,000千円 

野菜などの作付けの間の休閑期に緑肥を栽培し地中にすき込むことにより、土壌

への炭素貯留を促進し、化学肥料・化学合成農薬の使用量の削減に取り組む産地に

対し経費の一部を助成します。 

 

（３）「ちばエコ農業」の支援  6,847千円 

「ちばエコ農業」の認証支援や「環境にやさしい農業」の栽培技術の普及と技術 

導入、実需者や消費者への認知度向上活動を支援します。 

ア ちばエコ農業の支援業務委託  4,700千円 

ちばエコ農業認証制度の効率的な運用を図るため、現地確認等の業務を委託  

します。 

イ ＩＰＭ技術等の普及推進  1,155千円 

天敵等の生物防除や耕種的・物理的防除を取り入れた総合的な防除技術(ＩＰＭ)

など、環境にやさしい農業の技術普及を図るため、技術の導入技術を実証・普及 

する取組を実施します。 

ウ 消費者理解の向上対策  992千円 

生産者相互の情報交換や「ちばエコ農業」に取り組む生産者等が行うＰＲ活動や 

県が主催するイベント等に必要な資材を作成します。 

 

担当課：安全農業推進課 環境農業推進室 
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 Ⅱ－６ 環境に配慮した農林水産業の推進  

 

㉕ 有機農業産地づくり推進事業【新規】 

予算額 20,000千円 

 

１ 事業の目的・概要 

本事業は、市町村主導の下、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず、

事業者や地域内外の住民を巻き込んで推進するモデル的先進地区を創出することを目的 

とし、このために地域における有機農業の取組方針や生産及び加工、流通及び消費の  

拡大に資する事項を定める計画（以下「有機農業実施計画」という。）の策定を支援 

します。 

 

２ 事業内容 

① 構想の聴取（農業者、事業者、住民、専門家等からの意見の聴取等） 

② 試行的な取組の実施（団地化、集出荷体制の構築、学校給食での利用、量販店での

有機コーナー設置、地場での加工品製造等） 

③ 有機農業実施計画の取りまとめ 

［実施主体］市町村又は市町村が参画する協議会 

［補 助 率］定額（有機農業実施計画を策定する市町村１カ所当たりの上限は1,000万円） 

［実施期間］原則１年間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※本事業では、本図の第１段階の取組を支援する 

担当課：安全農業推進課 環境農業推進室 
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 Ⅱ－６ 環境に配慮した農林水産業の推進  

 

㉖ 森林整備広域連携モデル事業 

予算額 13,200千円（R3 7,000千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

県内の良好な森林環境を保全するための広域連携モデルの構築を行うため、都市部の 

市町村と森林が多い市町村をマッチングし、都市部と森林が多い市町村が連携して森林 

環境譲与税を活用した森林整備に取り組むモデル事業を実施します。 

 

２ 事業内容 

（１）空間利用モデルの構築 

都市部地域が、森林地域にある森林を整備するための費用を負担し、都市部地域の

住民のレクリエーションの場として、整備した森林を利用するモデルを構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）木材利用モデルの構築 

都市部地域が、森林地域にある森林を伐採するための費用を負担し、伐採された 

木材を都市部地域において利用するモデルを構築します。 

 

 

担当課：森林課 森林経営管理室 

41



 Ⅱ－６ 環境に配慮した農林水産業の推進  

 

 

㉗ 森林整備事業 

予算額 310,343千円（R3 369,216千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

県内の森林整備を促進するため、造林・保育等の森林整備に要する経費に 

対し助成するとともに、道路や電線等の重要インフラに近接する森林におい

て、風倒木や土砂流出等によるインフラ施設への被害未然防止につながる 

森林整備を支援します。 

 

２ 事業内容 

 【森林整備事業】 

［採択基準］1 施行地 0.1ha 以上等（森林経営計画対象森林等） 

［事業主体］市町村、森林組合等 

［対象となる森林整備］間伐、造林、下刈、枝打ち、更新伐、竹伐 等 

［補 助 率］ 

① 森林吸収源対策間伐促進事業 6.5/10（国 3/10、県 3.5/10） 

5.5/10（国 3/10、県 2.5/10） 

② 造林・保育事業 4/10（国 3/10、県 1/10） 

7/10（国 5/10、県 2/10） 

③ 災害に強い森づくり事業 4/10・5/10 

(国 3/10、県 1/10・2/10・4/10) 

④ 竹林拡大防止事業 5/10（国 3/10、県 2/10） 

⑤ 県単森林整備事業 4/10（県 4/10） 

 【森林整備推進事業】 

森林整備事業の推進のため、市町村職員向けに発注業務等や完了検査等の

実務研修を行うことにより、森林整備事業を担う市町村への支援を実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

森林整備の推進 

担当課：森林課 森林整備班 
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Ⅱ―６ 環境に配慮した農林水産業の推進  

 

㉘ 磯焼け緊急対策事業【新規】 

予算額 9,149千円 

 

１ 事業の目的・概要 

近年、本県沿岸岩礁域の藻場において磯焼けの範囲が急速に拡大していることから、 

必要な対策を講じるため、漁業者が実施する藻場回復の取組を支援するほか、モニタ 

リング調査等を開始するなど、藻場消失の未然防止への取組を支援します。 

 

２ 事業内容 

（１）藻場消失対策事業  366千円 

内房海域において海藻及び食害生物の分布状況と藻場衰退の原因を調べ、漁業者が

実施する藻場回復の取組を指導・支援します。 

（２）藻場消失対策取組支援事業  1,050千円 

藻場衰退の著しい内房海域において、漁業者が実施する藻場回復の取組に必要な 

資材等について支援します。 

（３）藻場保全対策事業  725千円 

外房海域において、潜水調査によらずに藻場の変化を早期に把握する手法を開発す

るとともに、藻場消失の兆候があった場合には、確認調査を実施し、早期に対応する

体制を整えます。 

（４）藻場消失防止対策緊急調査事業  1,460千円 

外房海域は、植食性魚類による食害により藻場消失の兆候が確認されているため、

消失の未然防止の観点から、漁業者とともに植食性魚類の駆除等の藻場食害対策及び

モニタリングを開始し、藻場保全・回復に係る取組の効果を実証することで、漁業者

による藻場消失防止対策の実施体制を構築します。 

（５）磯焼け回復実証事業  5,548千円 

既に磯焼けがみられる内房海域及び磯焼けが懸念されている外房海域の計２地区で、

食害生物の駆除等の対策を集中的に実施し、各海域の特性に合わせた藻場回復手法の

実証を行います。 

担当課：漁業資源課 漁場環境整備班 

本県沿岸で確認された藻場消失事例（左：令和３年４月 右：同年１０月） 
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 Ⅱ－７ 試験研究の強化  

 

㉙ 水産総合研究センター再編整備事業 

予算額 177,701千円（R3 147,571千円） 

（債務負担行為 361,000千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

水産資源の減少、漁場環境や消費形態の変化、漁業所得の低迷など、水産業を取り  

巻く環境の急激な変動に的確に対応していくには、水産業を技術面から支える水産  

総合研究センターの試験研究機能を充実強化することが重要であるため、老朽化した 

センター施設の再編整備に取り組みます。 

 

２ 事業内容 

県有建物長寿命化計画Ⅰ期※に位置付けた東京湾漁業研究所及び種苗生産研究所勝浦

生産開発室の大規模改修に向け、次の事業を行います。 

（１）東京湾漁業研究所の工事等  20,031千円 

（２）種苗生産施設（種苗生産研究所及び内水面水産研究所）の実施設計 148,700千円 

  また、同計画Ⅱ期※に位置付けた本所の耐震診断を行います。 

（３）本所の耐震診断  8,970千円 

※県有建物長寿命化計画Ⅰ期：令和４年度までに整備着手を目指す施設 

Ⅱ期：令和５～９年度に整備着手を目指す施設 

 

３ 事業スケジュール等 

（１）東京湾漁業研究所 

令和４年度    実施設計及び工事 

令和５～８年度  工事 
 

（２）種苗生産施設 

令和４年度    実施設計 

令和５年度～   工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 担当課：水産課   企画指導室 

漁業資源課 栽培漁業班 

種苗生産研究所 

勝浦生産開発室 

 

内水面水産研究所 

 

アユ種苗生産一元化 

種苗生産研究所 

富津生産開発室 

 

東京湾漁業研究所 

 

本所 [県水産研究の拠点] 
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 Ⅲ－２ 地域資源を活用した需要の創出・拡大  
 

 

㉚ 新しい千葉の食文化創生事業【新規】 

予算額 20,000千円 

 

１ 事業の目的・概要 

 県産農林水産物の持つ素材の良さを生かしつつ本県のイメージアップに 

つながるような、個性のある新たな「千葉料理」を創出し、県産品にこだわり

のある飲食店等で提供することにより、料理を介して本県の魅力を発信しま

す。 

 

２ 事業内容 

（１）令和４年度 

「千葉料理」の土台・基礎作りとして以下の事業を実施します。 

ア 「千葉料理」特設サイトやＳＮＳコンテンツの作成 

イ 「千葉料理」コンテストの実施 

関係団体と連携し、地域の特産物等を活用した「千葉料理」のコンテスト

を開催します。 

 

 

 

 

 

料理コンテスト（イメージ） 

 

ウ 各種プロモーション企画の実施 

若い世代に響く情報発信を行うための広告・広報素材の作成、    

モニターツアーなど、プロモーションの土台作りを行います。 

エ 協力店舗の募集やガイドブック作成 

県産農林水産物取扱協力店を募集し、「千葉料理」の普及を図ります。 

 

（２）令和５年度以降の展開  

「５年後の若い世代の認知度２０％超え」を目標に、以下の事業を実施   

します。 

① 若い世代をメインターゲットにしたプロモーション展開 

② マスメディア等も活用したプロモーション展開 

③ 各事業者の自発的な取組みによる国民的な認知度獲得に向けたアクション 

 

 

担当課：流通販売課 販売・輸出促進室 
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 Ⅲー２ 地域資源を活用した需要の創出・拡大  

 

㉛ ６次産業化推進事業 

（ちば６次産業化ネットワーク活動事業・農業経営多角化支援事業） 
 

予算額    113,200千円（R3 117,400千円） 

流通販売課  105,200千円（R3 109,400千円） 

担い手支援課  8,000千円（R3  8,000千円） 
 

１ 事業の目的・概要 

県内の農林水産物等の地域資源を活用した６次産業化等の取組を推進するため、国の

交付金を活用して、専門家による経営改善支援などを行う「農山漁村発イノベーション

サポートセンター（６次産業化サポートセンター）」を運営し、商品開発・販路開拓や  

加工・販売施設等の整備に取り組む生産者等に対し助成します。 

 

２ 事業内容 

（１）支援体制整備事業  11,200千円 

総合窓口である「農山漁村発イノベーションサポートセンター（６次産業化サポー

トセンター）」を設け、６次産業化等に取り組む農林漁業者等に対し、専門家を派遣し

て経営改善戦略の作成及び実行を行うとともに、「六次産業化・地産地消法」に基づく

事業計画の策定支援等を行います。また、「６次産業化・農商工連携推進協議会」を開

催して異業種との連携を促進します。 

（２）地域推進事業  3,000千円 

農林水産物や農林水産業に関わる多様な地域資源を活用した商品・サービスの開発

や、これらに係る研究開発等の取組について助成します。 

[事業主体] 農林漁業者、市町村、民間事業者等 

[補 助 率] １/２以内（ただし、多様な地域資源を活用した研究開発・成果利用の

取組は定額） 

（３）加工施設整備支援事業  81,000千円 

法に基づく事業計画の認定を受けた農林漁業者等がネットワークを構築して  

取り組む加工・販売施設等の整備に対し助成します。 

[事業主体] 民間団体等 

[補 助 率] ３/１０以内（ただし、中山間地域又は市町村戦略に基づいて行われる

取組は１/２以内） 

（４）地域食品産業連携プロジェクト（ＬＦＰ）推進事業  10,000千円 

地域内外の多様な関係者でプラットフォームを構築し、戦略会議・研修会を開催 

することにより、新たなビジネスモデルを創出する仕組みを構築し、プラット    

フォームが選定・創出したビジネスに対し、新商品開発・販路開拓等の支援を行う。 

[事業主体] ＬＦＰの核となる農林漁業者や食品事業者 

[補 助 率] 定額（上限4,000千円） 

（５）農業経営多角化支援事業  8,000千円 

法に基づく事業計画の認定を受けた農業者等が取り組む農産物加工及び販売等に 

必要な機械・施設等の整備に対し助成します。 

［事業主体] 認定農業者 

［補 助 率] １/３以内（ただし、市町村が１/６以上を補助する場合に限る。（合計

１/２の補助）） 

担当課：流通販売課  農業ビジネス推進班 

担い手支援課 経営体育成班 

46



 Ⅲ－３ 新たな販路開拓に向けた輸出促進  

 

㉜ 県産農林水産物輸出促進事業 

予算額 61,590千円（R3 61,590千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

 県産農林水産物の海外への輸出を販路拡大の一つと 

位置付け、令和４年１月に開場した新生成田市場（成田

市公設地方卸売市場）等と連携しながら、海外プロモー

ションや商談会等を実施するとともに、輸出に取り組む

生産者団体・事業者への支援を進め、県産農林水産物の

輸出促進を図ります。 

   

２ 主な事業内容 

（１）海外での県産農林水産物ＰＲ  26,500 千円 

県産農林水産物の輸出促進に向けて、新生成田市場

等と連携して、海外でのプロモーションやサツマイモ

や梨などの新たな販路開拓に取り組みます。また、 

県産農林水産物の輸出が進むタイ、マレーシア、シン

ガポール等において、現地小売店・飲食店等における

継続的なプロモーションを実施します。 

 

（２）国内での海外バイヤー招へい商談会の開催、輸出ＥＸＰＯへの出展 

7,500 千円 

県産農林水産物・加工品の販路拡大を図るため、海外のバイヤーを県内に  

招へいして産地視察や商談会を開催するとともに、第６回“日本の食品”  

輸出ＥＸＰＯへ出展することで、新生成田市場をはじめとする県内事業者等

と海外バイヤーとのマッチング・商談を促進します。 

 

（３）輸出に取り組む生産者団体等への助成  27,500 千円 

ア 千葉の農林水産物輸出促進事業 

県産農林水産物の輸出にチャレンジする生産者団体・事業者が行う、 

海外での販売促進活動や試験輸出等の取組、輸出に必要な施設・機械等の

整備などに対して助成します。［補助率：１/２以内］ 

イ 千葉ブランド農水産物・食品輸出協議会への助成 

県内農林水産事業者・食品企業等で構成する同協議会（事務局：    

ジェトロ千葉）が行う、海外での見本市や商談会への出展、輸出実務の  

支援に対して助成します。［補助率：定額］ 

 

担当課：流通販売課 販売・輸出促進室 

シンガポールでのフェア 

新生成田市場 

47



 Ⅳ－２ 農山漁村の多面的機能の維持  

㉝ 多面的機能支払交付金事業 

予算額 1,611,700千円（R3 1,588,500千円） 

１ 事業の目的・概要 

農業・農村が有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農業者等で構成 

される活動組織が行う水路や農道等の地域資源の基礎的な保全活動や、質的

向上を図る共同活動、農地周りの農業用用排水路、農道等の施設の長寿命化の

ための補修・更新の活動を支援します。 

 

２ 主な事業内容 

（１）農地維持支払交付金  744,600 千円 

地域資源の基礎的な保全活動(水路の泥上げや農道の草刈等)を支援しま

す。 

[交付対象]農業者＋地域住民等で構成される活動組織又は農業者のみで

構成される活動組織 

[交付単価]田:3,000 円/10a、畑:2,000 円/10a 等 

（２）資源向上支払交付金  767,100 千円 

ア 地域資源の質的向上を図る共同活動  323,100 千円 

水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形成等の、農村環境の  

良好な保全といった地域資源の質的向上を図る共同活動を支援します。 

[交付対象]農業者＋地域住民等で構成される組織 

[交付単価]田:2,400 円/10a(活動 5 年未満)1,800 円/10a(活動 5 年以上) 

畑:1,440 円/10a(活動 5 年未満)1,080 円/10a(活動 5 年以上) 

イ 施設の長寿命化のための活動等  444,000 千円 

老朽化が進む農地周りの農業用用排水路、農道などの施設の長寿命化

のための補修・更新の活動等を支援します。 

[交付対象]農業者＋地域住民等で構成される組織又は農業者のみで構成

される組織 

[交付単価]田:4,400 円/10a、畑:2,000 円/10a 等   

 

担当課：農地・農村振興課 地域振興班 

水路の泥上げ 
（農地維持支払） 

水路の補修 植栽活動 水路の更新 
（資源向上支払・長寿命化） （資源向上支払・共同） 
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 Ⅳ－４ 有害鳥獣対策  

 

㉞ イノシシ等有害獣被害防止対策事業 

予算額 395,172千円（R3 369,172千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

イノシシなど有害獣による農作物被害を防止するため、市町村や農業者等で構成する

「対策協議会」が実施する、防護柵の設置や箱わななどの捕獲機材等の整備に対し助成

します。 

また、被害を低減させるための効果的な対策手法の検証や、被害防止対策に係る体制

づくりや人材育成の支援などの取組を県が主体的に実施することにより、有害獣による

農業被害の拡大防止・減少に努めます。 

 

２ 主な事業 

（１）捕獲・防護に係る経費への助成  365,000千円 

【ソフト事業】  68,000千円 

捕獲機材(箱わななど)の購入や技術講習会の開催等への助成 

[補助率] １/２以内(ただし、実施隊活動に係る経費は定額) 

【ハード事業】  297,000千円 

防護柵の設置等への助成 

[補助率]実施主体自らが柵を設置する場合：定額 

実施主体が委託により設置する場合：１/２以内 

（２）被害対策の効果的な手法の検証及び被害対策の体制構築支援  15,000千円 

地域と協働して、農作物被害を低減させるための効果的な対策手法を検証すると 

ともに、被害対策に取り組むための体制構築を支援します。 

（３）有害獣対策指導員設置・被害対策地域リーダー育成事業  7,122千円 

被害状況や出現状況の調査、電気柵の点検等を行う有害獣対策指導員の配置に加え、

わなや防護柵の効果的な設置方法などの知識を有し、地域において被害対策の中心的

な役割を担う人材を育成します。 

（４）獣害と戦う農村集落づくり事業  4,500千円 

獣害の発生地域で、集落ぐるみで取り組む捕獲・防護・生息環境管理の活動及び  

人材育成に助成するとともに、県主催で専門家を招いての講習会等を開催します。 

 

【有害鳥獣による農作物被害額の推移】 

年度 H28 H29 H30 R1 R2  

被害額 4.7億円 3.7億円 4.2億円 4.1億円 3.6億円 

 

担当課：農地・農村振興課 地域振興班 
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 Ⅴ－１ 災害等への備えと復旧の支援  

 

㉟ 収入保険加入推進事業【新規】 

予算額 31,000千円 

 

１ 事業の目的・概要 

収入保険は、自然災害による被害や農産物の市場価格の下落による収入の落ち

込みなど、農業経営上の様々なリスクの軽減が可能となる、非常に有効なセーフ

ティネット制度です。 

農業者の経営安定を図るため、新たに収入保険へ加入する農業者に対し、  

初年度保険料の一部を助成します。 

 

２ 事業内容 

新たに収入保険へ加入する農業者に対し、初年度保険料の自己負担額に応じて、

最大２万円の助成を行います。 

また、事業の周知に必要な経費の一部を助成します。 

（１）保険料助成  30,000千円 
 

実施期間 令和４年度から令和６年度まで（３年限り） 

補 助 先 千葉県農業共済組合 

補助対象 

以下のすべての要件を満たすもの（令和４年度） 

①青色申告を行っている県内在住の農業者（個人・法人） 

②令和４年度中に保険期間が開始する者 

③令和５年１月末までに積立方式による新規加入手続きをした者 

補 助 額 
初年度保険料（自己負担分）が６万円以上の場合           ２万円 

３万円以上６万円未満の場合 １万円 

   

（２）事業の周知に必要な経費（ポスター・チラシ作成など）  1,000千円 

担当課：団体指導課 経営支援室 

50



Ⅴ－１ 災害等への備えと復旧への支援  

 

㊱ 園芸産地における事業継続強化対策 

予算額 14,407千円（R3 14,407千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

 農業用ハウスにおける台風・大雪等の災害被害を軽減するため、災害対策  
マニュアルの作成や講習会を通してハウスの保守管理の取組を行うとともに、

地域で行うマニュアル作成や講習会の開催、農業用ハウスの補強などに助成

し、被害防止対策の円滑かつ網羅的な推進を図ります。 
 
２ 事業内容 

「園芸産地における事業継続推進計画」に基づき、被害防止技術講習会の 

開催やハウスの補強等に対し、国の「園芸産地における事業継続強化対策補助

金」を活用して助成します。 

（１）被害防止技術講習会等の開催  600 千円 

   [取組主体] 県 

[取組内容] 災害対策マニュアル等の作成、配付や被害防止講習会の開催 

（２）地域が行う取組への助成  13,807 千円 

  ア 被害防止技術講習会等の開催 

[事業主体] 市町村 

[補 助 率] 定額 

[補助対象] マニュアル作成や講習会開催 等に必要な経費 

    [採択要件]  ｢園芸産地における事業継続推進計画｣に位置づけられた 

取組であること 

  イ 既存ハウスへの被害防止対策 

[事業主体] 市町村、農業者団体、農業者 等 

[補 助 率] 1/2 以内 

[補助対象] 保守管理、補強、防風ネット設置費用、融雪装置・加温 

装置設置、非常用電源の導入 等 

[採択要件]  ｢園芸産地における事業継続推進計画｣に位置づけられた 

  取組であること 

今後 10 年以上使用すると見込まれる既存の農業用ハウス 

に行う取組であること 等 

 

    

  

 

 

担当課：生産振興課 園芸振興室 

講習会の開催 農業用ハウスの補強事例 
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 Ⅴ－１ 災害等への備えと復旧への支援  

㊲ ジャンボタニシ緊急防除対策事業 

予算額 68,890千円（R3 88,940千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

ジャンボタニシは海匝、山武、長生地域を中心に発生しているが、近年、発生地域

が急激に拡大していることから、緊急的に被害軽減を図るため、地域自らが「総合的な 

防除対策※」を検討、実践、効果を確認する取組に対して助成し、防除対策の定着を 

推進します。 

※総合的な防除対策:①侵入防止、②食害防止、③越冬防止、④水路での貝密度低減 

対策の全てを組み合わせて行う防除対策 
 

２ 事業内容 

（１）地域ぐるみで取り組む総合防除対策推進事業  68,150千円 

ジャンボタニシの防除対策は、水田の状況（基盤整備、湿田、用水確保）や生産

の状況（経営規模、経営形態、担い手確保等）により異なることから、市町村単位

で「地域防除対策協議会」を設置し、地域自らが「総合的な防除対策」を検討、 

実践、効果を確認する取組に対し助成します。 

［実施主体］市町村ジャンボタニシ防除対策協議会 

（構成機関：農業者団体、市町村、農業事務所等） 

（２）防除対策推進費  740千円 

防除対策研修会の開催や、啓発資料を作成します。 

 

 

 

 

担当課：安全農業推進課 肥料・農薬班 

発生確認 ３２※市町村 

※令和３年６月調査 

（安全農業推進課調べ） 

被害確認 １９※市町村 

※千葉県農業共済組合へ被害 

 申告をした市町村数（R 元～３） 

ジャンボタニシの発生・被害状況 

(令和３年６月現在) 
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 Ⅴ－１ 災害等への備えと復旧への支援  

 

㊳ 家畜保健衛生所機能向上事業 

予算額 163,370千円（R3 118,798千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

平成２９年度に策定した「県有建物長寿命化計画」に基づき、県内の畜産 

農家の大半が集中している県北東部の防疫体制の強化を図るため、東部家畜

保健衛生所、北部家畜保健衛生所と中央家畜保健衛生所の病性鑑定施設  

（佐倉庁舎）を統合し、基幹家畜保健衛生所を新設します。 

 

２ 事業内容 

（１）既存施設解体工事  157,759 千円 

建設予定地に残存する既存施設の解体工事を行います。 

（２）家屋調査  5,368 千円 

建設予定地に近接する家屋等に対し、工事に起因して損害が生じたか  

確認するための調査を実施します。 

 

[整備概要] 
候補地 農林総合研究センター砂地試験地跡地（匝瑳市今泉地先） 

敷地面積 11,277m2 

延床面積 
本館 1,890m2、倉庫 500m2、焼却施設 250m2、車庫 215m2、その他小規模建物 70m2 

合計 2,925m2  

整備費用 約 47 億円（営繕課概算ベース・引越し費用等込み） 

 

[整備スケジュール] 

 

 

 

 

 

 

 

 

外観イメージ図 

 

 担当課：畜産課 家畜衛生対策室 
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 Ⅴ－１ 災害等への備えと復旧への支援  

 

 

㊴ 山地治山事業 

予算額 832,381千円（R3 746,083千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

崩壊地、崩壊の恐れの高い山地及び地すべり地、又は荒廃している森林において、  

復旧・予防工事、森林整備、及び当該治山施設の維持管理等を行います。 

 

２ 事業内容 

（１）山地治山事業（国庫）      537,000千円 

[事業主体] 県 

[補 助 率] 国１/２、県１/２ 

山腹崩壊地及び荒廃している森林等において、植栽工、土留工、法枠工等を施工し、

斜面の安定化を図ります。 

（２）県単地すべり防止事業（県単）  175,000千円 

地すべり防止区域内における国庫補助事業で採択されない小規模な地すべり防止

事業 

（３）小規模治山緊急整備事業（県単） 33,000千円 

山地に起因する災害であって、国庫補助事業に該当しないが、人家・公共施設等

に被害を及ぼし放置しがたい小規模な山地災害について、市町村が行う治山工事

に助成する事業 

（４）治山維持管理事業（県単）    25,600千円 

既存治山施設が災害の発生を抑止できる状態を保持できるように施設の維持管理

を行う事業 

 

予防治山工事（土留工、法枠工ほか）     地すべり防止工事（谷止工ほか） 

 

 

担当課：森林課 治山・保安林班 
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