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Ⅲ 推進方向及び対策 

１ 生産性向上と経営安定に向けた園芸生産基盤の強化 

（１） 高品質・安定生産、高所得農業を目指した施設園芸の推進 

 ア ビニールハウス等施設化の推進 

品質・収量の向上、高収益品目への転換、出荷期間の延長、生産出荷の安定化及び

作業改善等を図るため、パイプハウスや低コスト耐候性ハウス※等の設置を支援し、 

野菜や花きの施設経営での規模拡大を推進します。また、地域特産果樹のビワ等に 

ついては、施設化により、高品質・安定生産を推進します。 

 

※ 低コスト耐候性ハウス：鉄骨ハウス並みの耐候性（風速50m/s以上等）を備えるとともに、設置コストが鉄骨 

ハウスの平均的価格の概ね７割以下のハウス 

 

イ 養液栽培等の栽培施設の高度化 

養液栽培、植物工場※等栽培施設の高度化により、安定生産、品質・収量の向上、 

周年計画出荷、省力化及び周年雇用等が可能となることから、コスト、栽培技術等を

勘案し、導入を推進します。 

    

※ 植物工場：植物の生育環境（光、温度、湿度、二酸化炭素、養分、水分等）を制御することにより、野菜等の     

植物の周年・計画生産が可能な栽培施設。閉鎖型の完全人工光型植物工場と太陽光利用を基本とする

太陽光利用型植物工場に大別される 

 

ウ 温室等のリフォームの推進 

 本県の施設園芸産地は、温室等施設の導入の歴史が古く、施設の老朽化による生産

力の低下が問題となっているため、温室・鉄骨ハウス等の骨材の修繕、被覆資材の  

張替等のリフォームを推進し、生産力の維持・向上を図ります。 

また、遊休化した施設をリフォームし、担い手農家に利用集約することで、担い手

農家の施設建設費の低減と規模拡大を推進します。 

 

エ 省エネルギー対策の推進 

原油価格の上昇に伴い、施設園芸では、光熱動力費等の上昇が農業経営を圧迫して

いることから、省エネルギー型暖房機、ヒートポンプ※１、複合環境制御装置※２、保温

カーテン※３などによる省エネルギー型温室への転換及び導入を推進します。 

さらに、作型や品目・品種の変更、ＬＥＤ利用の電照栽培の検討などによる 

省エネルギーとなる栽培への改善を推進します。 
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※１ ヒートポンプ：コンプレッサーで冷媒を圧縮したり蒸発させたりすることによって熱交換を行う冷暖房機の 

こと。熱効率がよく、家庭用のエアコンのような装置 

※２ 複合環境制御装置：ハウス内の温度、湿度、二酸化炭素や風、雨などの環境を感知して、冷暖房・喚気・CO2

発生等により複数の環境要因を自動的に制御するコントローラ 

※３ 保温カーテン：カーテンはハウスの保温性を高めるためにハウス内に張る内張で、ポリエチレン等でできた  

シート。２枚以上の多層とすることでより保温性が向上 

 

○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

ビニールハウス等施設面積（ha）＊１ 

（うちガラス温室） 

（うち鉄骨ハウス） 

（うちパイプハウス） 

2,063  

 (135)  

(634)  

(1,294)  

2,085  

(130)  

(640)  

(1,315)  

2,150  

(120) 

(660)  

(1,370)  

養液栽培面積（ha）＊２ 99  105  120   

※ 年次 

＊１ 施設面積を３年後に22ha(101%)、10年後に87ha(104%)の増加（現状：H21） 

＊２ 養液栽培面積を３年後に6ha(106%)、10年後に21ha(121%)の増加（現状：H21） 
 

（２）露地野菜を中心とした機械化等による経営規模拡大の推進 

ア 機械の導入による省力化・低コスト化の推進と耕作放棄地の活用 

農家の減少が進む中、産地の生産力の維持のためには、担い手となる農家の経営  

規模拡大が必要となるため、だいこん、にんじんなどの露地野菜やいも類の規模拡大

に対応できる機械の導入を推進します。併せて、出荷調製や育苗等の共同利用機械 

施設の整備を進め、作業の分業化等による省力化、低コスト化を推進します。 

また、経営規模拡大に当たり、耕作放棄地の活用を推進します。 

○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

○耕作放棄地の活用推進 

 

イ 農地流動化の推進 

担い手農家の経営安定のためには、経営規模拡大が必要であるため、農業委員会等

関係機関の連携のもと、担い手農家への農地の利用集積を推進します。 

併せて、離農や経営規模縮小する農家の農地を担い手農家の規模拡大のために利用

することなどで、耕作放棄地の発生防止・解消を図ります。 

○担い手農家への農地集積促進 

○耕作放棄地の活用推進 
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ウ 畑地整備の推進 

   干ばつや集中豪雨など、近年の異常気象下での被害の軽減及び作物の品質向上等に

よる経営の発展を図るため、畑地かんがい※や排水施設整備、農道の整備など、   

効率的な営農を可能とする生産基盤の整備を進めます。 

  

※ 畑地かんがい：人為的に、畑に水を供給すること 

 

○畑地かんがい施設等基盤整備の推進 

     

エ 地域版雇用活用システムの推進 

   農業では、農作業の季節性や品目ごとの特殊性のため、雇用の確保が難しい状況に

ありますが、経営規模の拡大には雇用労力の確保が必要であり、求人側の年間安定  

雇用の要求にも対応する必要があります。そこで、地域において、ＪＡ等が各農家の

雇用労力の必要状況に応じて雇用の調整を行うシステムの構築を推進します。 

 

オ 経営安定対策の推進 

   野菜では、国・県・生産者等で資金造成し、野菜価格の低落時に価格補てんを    

行う野菜価格安定対策事業を引き続き実施し、野菜の安定供給と生産農家の経営安定

を図ります。 

   また、野菜・花きでは、ビニールハウス等施設の気象災害等に対して補償する   

園芸施設共済、果樹では、気象災害、病虫害等による減収分等を補てんする果樹共済

などの農業共済への加入を促進し、経営の安定化を推進します。 

○野菜価格安定対策の推進 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

露地野菜2000万円以上販売の 

経営体数（経営体） 

(露地野菜が販売金額１位の経営体) 

 

542  

 

750  

 

1,000  

※ 年次 

＊ 2000万円以上経営体数を３年後に750経営体(138%)、10年後に1000経営体(185%)に増加（現状：H17） 

 

（３）高品質・安定生産技術による既存産地の強化・再生 

ア 生産技術の改善・向上 

気象災害や病虫害等の被害防止対策に努め、栽培技術の向上、生産性を高める栽培
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方式の確立・導入を進めます。また、持続的生産のため輪作体系や土づくり等を推進

するとともに、経営的に有利な作型や品目への転換を推進します。 

野菜や果樹では、花粉交配用ミツバチの安定確保を図るため、必要産地の過不足 

状況や養蜂農家の供給可能量をもとにミツバチを斡旋する需給調整等を推進します。 

本県の中心的果樹である梨園では、老木園が増加し、生産力が低下しているため、

安定的な改植技術の確立に基づく早期成園化を推進します。 

   歴史のある植木では、植木伝統技術の継承や植木銘木の認定により、優れた生産  

技術を奨励することで、生産技術の向上を推進します。また、需要が増加する輸出に

向け、検疫のための防除技術、必要数確保のための増産技術等の確立を推進します。 

○園芸作物の振興（園芸作物品評会、新品種・新技術・生育状況等調査） 

○花植木パワーアップの推進（植木伝統樹芸士、植木銘木の認定推進） 

○植木（イヌマキ）のケブカトラカミキリ防除対策の推進 

 

イ 新品種の開発･普及 

   つくりやすさ、安定生産、高品質等の生産者ニーズや、食味・外観・保存性等の   

実需者・消費者ニーズに対応するため、これらのニーズに応じた新品種の開発、   

選定、普及拡大等を推進します。また、花き類は、消費者ニーズに合った品種の利用

が販売に直結しますが、本県では、花き類の生産者育種が盛んなため、研修会等に  

より生産者育種を支援します。 

○千葉県オリジナル品種の開発、定着普及の推進 

○園芸作物の振興（野菜品種審査会、果樹新品種調査） 

 

ウ 有害鳥獣被害防止対策の推進 

   有害鳥獣による野菜や果樹被害を防止するため、防護柵の設置に対する支援、獣害  

に負けない農村集落づくり及び研究チームによる被害対策の研究開発を推進します。 

   また、イノシシに餌や棲家を提供しているとされる耕作放棄地などの生息環境に 

ついて、被害地域の関係者と一体となって適切な整備・管理に取り組む被害防止対策

を推進します。 

○イノシシ等有害獣の被害防止対策の推進 
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施策の達成度を測る指標 

年度 
項目 

現状 ３年後 （参考）10年後 

主要野菜の単収増加※１  
（kg/10a）＊１ 
（主要野菜・いも類35品目） 

2,520 2,550 2,600 

野菜作付面積※２（ha）＊２ 31,270 31,300 31,300 

梨の改植面積※３（ha）＊３ 55  150 500 

梨作付面積※４（ha）＊４ 1,720 1,720 1,720 

花き類の県内育成品種登録数※５ 

（品種）＊５ 
135 200 300 

花き作付面積※６（ha）＊６ 896 900 900 

有害鳥獣による果樹・野菜・ 

いも類の被害額（百万円）＊７ 
196 188 176 

※１、２、４、６ 年次 

※３ 年次、H23からの累計 

※５ 3月31日現在、H21からの累計 

 

＊１ 野菜単収を３年後に30kg/10a(101%)、10年後に80kg/10a(104%)の増加（現状：H19～21平均） 

＊２ 野菜の作付面積は３年後微増とし、10年後はこれを維持（現状：H21） 

＊３ 梨の改植面積を年間50haの計画で実施し、期間計で３年後150ha、10年後500ha（現状：H21） 

＊４ 梨の作付面積は、３年後、10年後とも現状維持（現状：H21年） 

＊５ 花き県内育成品種数を３年後に200品種、10年後に300品種、年平均16品種程度登録（現状：H21） 

＊６ 花き作付面積は、３年後、10年後ともほぼ現状維持（現状：H21） 

＊７ ３年後、10年後とも各種対策の実施により現状被害額を抑制（現状：H21） 

 

２ 新鮮で高品質な園芸産品を届ける流通の改善 

（１）鮮度保持・選果機能を持つ集出荷貯蔵施設の高度化・大型化の推進 

ア 集出荷貯蔵施設の高度化・大型化 

産地の維持拡大や流通コスト低減等のため、産地の再編統合と併せて、選果・   

予冷※機能を有する大型集出荷貯蔵施設、出荷先に応じた選果や包装等ができる 

多機能選果場、計画出荷に対応できる予冷施設やいも類貯蔵施設、付加価値をつける 

 加工施設などの整備を推進します。また、産地施設に加え、個人予冷施設の整備を 

支援し、収穫後から出荷調製段階までの鮮度保持の確保を推進します。 

併せて、園芸産物の規格の統一や簡素化、出荷用コンテナの利用によるコスト削減、

情報受発信機能の充実などソフト面での流通改善を推進します。 

花き類では、個人出荷が主体であるため、流通コスト低減に向け、集出荷の共同化

を推進するとともに、切り花では日持ち性等の向上のため鮮度保持技術の定着を推進
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します。 

 
※ 予冷・真空予冷：予冷は青果物の品質劣化を防止するため、品温を一定温度（10℃以下、普通５℃目安）まで 

急速に下げること。真空予冷は、予冷方法の１つで、一定時間、真空状態にさらし気化熱を

奪うことで、短時間に野菜等を芯から冷やす方式 

  

○大規模流通施設等の整備の支援 

○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

 

イ 既存集出荷施設の再整備 

選果機能や真空予冷※機能等を有する既存の集出荷施設は、選果機、真空予冷  

装置等の耐用年数を経過し、更新・修繕の時期となっていることから、これら機械

施設の円滑な更新を推進します。 

○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

集出荷貯蔵施設の整備・再整備数 

（か所）          1        3       10 

  ＊ 集出荷貯蔵施設の整備・再整備数は年間１か所実施で、３年後３か所、10年後10か所（現状：H22） 

 

（２）県産園芸産品の購入拡大の推進 

ア 産地が取組む消費拡大イベントの実施 

農家所得に直結する園芸作物価格の低迷は、消費量・購入量の減少等に起因して  

いるため、各産地や関係団体との連携のもと、野菜消費拡大キャンペーン、梨等果実

コンテスト、フラワーフェスティバル等のイベントや食育・花育等の実施により、 

消費拡大と消費者や実需者が本県産を優先して選択するように購入拡大を推進します。 

  ○園芸作物の振興（園芸作物消費拡大の推進） 

  ○花植木パワーアップの推進（関東東海花の展覧会の開催） 

  ○県産農林水産物の魅力発信 

  ○食育活動の促進 
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３ マーケット需要への対応とニーズを創造する産地づくり 

（１）卸売業者のコーディネ－ト機能を生かした競争力のある産地づくり 

ア 契約取引の推進 

県内主要産地の多くは野菜指定産地に指定されるなど、市場出荷中心に産地化 

されており、契約的な相対取引が主体となっています。そこで、卸売業者と連携して、

卸売業者が持つ産地と実需者等をつなぐコーディネート機能を生かし、取引先の拡大

を図るなど、他県産地より有利に販売できる市場流通体制の強化を推進します。 

  ○園芸作物の振興（園芸生産団体の組織活動支援） 

  ○市場を中心とした流通体制の強化 

 

イ 産地強化（再編）計画の策定と実践 

首都圏に位置することから、個人出荷等が盛んで市場出荷における共販率が43％と

低いなど、産地の力が十分発揮されてない状況にあります。また、担い手の減少・   

高齢化等で栽培面積が縮小するなど、生産力が低下している産地も見られます。 

   そこで、地域の農業関係者等が一体となり、担い手育成、生産出荷の方向、農地・

施設等整備や有効活用、情報受発信やＰＲなど、時代の変化に機敏に対応した産地 

戦略や産地強化計画等を策定し、計画等に沿った足腰の強い産地づくりを推進します。 

  ○園芸作物の振興（園芸生産団体の組織活動支援） 

  ○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（産地戦略策定、機械施設の整備） 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

野菜の共販率（％）＊１ 

（主要野菜30品目） 43  44  45  

野菜指定産地の野菜共販 

出荷量（千トン）＊２ 275  285  300  

※ 年次 

＊１ 野菜の共販率を３年後1％増加の44％、10年後に２％増加の45％（現状：H20） 

＊２ 指定野菜の共販出荷量を３年後に４%増加の285千トン、10年後に９%増加の300千トン（現状：H21） 

 

（２）加工・業務需要に対応した産地の育成 

ア 適品種の選定、栽培技術の確立・普及 

   加工・業務需要が増加する中、実需者の求める品質や時期に応じた安定生産、価格

面をカバーする低コスト多収生産等の加工・業務向けの生産に対応するため、適品種
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の選定や栽培技術の確立・普及に取り組み、加工・業務用野菜等の作付面積を拡大し、

産地化を推進します。 

○園芸作物の振興（野菜品種審査会、園芸生産団体の組織活動支援） 

 

イ 販路開拓、実需者との直接取引推進 

加工・業務用にあっては、中・外食や加工業者等の実需者により、要求量、品質、

形態等が異なります。そこで、関係機関の連携により、加工・業務用に取り組み 

やすい生産体制づくりと取引先の開拓を進めるとともに、実需者との連携・直接取引

等による流通コストの低減と安定的な取引を推進します。 

  ○園芸作物の振興（園芸生産団体の組織活動支援） 

  ○６次産業化による販路開拓の支援 

  ○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

主要野菜の加工・業務向 

出荷量（トン）＊ 18,248  20,000  22,000  

※ 年次 

＊ 加工・業務向出荷量を３年後に約10％増加の20,000 ﾄﾝ、10年後に約20％増加の22,000 ﾄﾝ（現状：H20） 

 

（３）新品目の導入・輸出等の新たな取組による産地の活性化 

ア 新品目等の導入による産地の活性化 

   園芸作物の多くは消費量等が減少傾向にあり、価格も低迷している。そこで、   

地域特有の園芸作物や、新品目・新品種の導入、地域団体商標等によるブランド化、

朝採り、完熟、安全性や美味しさ等、産地自らが需要を創造する取組を推進します。 

  ○６次産業化による販路開拓の支援 

  ○戦略的産地の育成支援 

  ○園芸作物の振興（園芸生産団体の組織活動支援） 

  ○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

 

イ ６次産業化の取組等による新たな産地づくり 

農業への企業参入条件の緩和等を背景に、外食等への食材提供のために食品産業と  

生産者等が連携した産地化への取組や異業種企業の農業参入等を推進します。 
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また、企業等との連携や６次産業化の取組による地域特産品としての加工品、商品

づくりにより、園芸作物の高付加価値化を推進します。 

  ○６次産業化による販路開拓の支援 

  ○６次産業化のチャレンジ支援 

  ○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

 

ウ 輸出対応産地の育成 

国内需要が低迷している中、経済発展が進むアジア等にあっては、購買意欲が増加

しており、梨等品質に優れた県内園芸作物の販路拡大を図るため、輸出を促進します。 

また、植木は、マキ、イヌツゲなどの造形樹を中心に海外での需要が高く、本県の   

農産物輸出をリードしており、各国の検疫制度に対応した生産・輸送技術の確立と  

普及、輸出に向けたストックヤード等、生産出荷体制の整備等により、輸出を推進  

します。 

  ○県産農林水産物の輸出促進 

  ○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

 

施策の達成度を測る指標 

年度 

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

園芸作物（植木他）の輸出 

金額（億円）  25     28    30  

※ 年次 

＊ 園芸作物輸出額を３年後に３億円増加の28億円、10年後に５億円増加の30億円（現状：H22） 

 

（４）直売・観光農業等の推進 

ア 直売施設・観光農業施設等の整備 

   農産物直売所や観光農業施設等は、生産者の顔が見え、安全、新鮮な農産物の提供

などが消費者に受け入れられ、生産者にとっても収入の増加や小規模農家等の販売 

機会の増加のほか、地域活性化、さらには消費者の農業理解の促進などの効果がある

ため、必要となる産地直売施設や園地等の整備を支援します。   

○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

○グリーン･ツーリズムの推進 

 

 



 - 18 - 

イ 地域資源の活用とＰＲ 

   本県は豊富な農産物や観光資源に恵まれ、アクアラインの利用促進や圏央道の整備

等により、観光需要が今後増加することが予想されます。そこで、新鮮でおいしい  

地場産品や観光農業など、農村の魅力に触れ合える機会を提供するため、品目・品種

や作型拡大による周年型観光農業の確立を図るとともに、観光業等との連携により、

魅力ある農産物の直売や観光農業の取組を推進します。さらに、ホームページや消費

者交流イベント等を支援し、都市と農村との交流促進を図ります。 

  ○グリーン･ツーリズムの推進 

  ○直売・観光農業プロジェクト研究の推進 

 

施策の達成度を測る指標 

年度 

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

主要農産物直売所の園芸 

作物販売金額（億円） 99  102  104  

＊ 主要直売所園芸作物販売額を３年後に３％増加の102億円、10年後に５％増加の104億円（現状：H21） 

 

 

４ 環境にやさしく消費者に信頼される園芸生産 

（１）ちばエコ農業等の環境に配慮した農業の推進 

ア 環境にやさしい農業の取組拡大 

農業生産による自然環境への負荷を減らし、農業を次世代に健全な形で引き継ぐ 

ため、県が認定している「ちばエコ農産物」、ＪＡグループ千葉が推進する「もっと  

安心農産物」、及び国の制度であるエコファーマーの認定等の化学合成農薬・化学肥料

を節減する栽培や、有機農業等の取組みの拡大を推進します。 

○環境にやさしい農業の推進 

○環境保全型農業の直接支払 

○農薬安全使用・リスク管理の推進 

 

イ 農業生産工程管理システム等の啓発、推進 

消費者の環境や農産物への安全に対する関心の高まりに対応し、農薬等の適正使用

等とともに生産履歴記帳を推進します。更に発展した取組として、野菜・果樹等での

農業生産工程管理手法（ＧＡＰ）や、花き類等での園芸産業総合認証プログラム   

（ＭＰＳ※）の取組を、研修会、パンフレット等により啓発・推進します。 
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※ ＭＰＳ：オランダ発祥の認証システムでMilieu Programma Sierteeltの略。環境に配慮した園芸生産という意味

で、生産や流通上の環境負荷の低減や鮮度・品質の管理、社会的な責任に対する様々な取組を認証。  

主に花き生産で取組が開始 

 

○農薬安全使用・リスク管理の推進 

 

施策の達成度を測る指標         

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

園芸作物のちばエコ農産物

栽培面積（ha）＊１ 1,942  2,200  2,600  

農薬安全使用研修受講者数 
※１（人）＊２ 882  2,100  7,000  

※１ H23からの累計 

＊１ ちばエコ農産物栽培面積を３年後に13%増の2,200ha、10年後に34%増の2,600ha（現状：H21） 

＊２ 農薬安全使用研修受講者数を年700人とし、３年後に2,100人、10年後に7,000人（現状：H21） 

 

（２）園芸廃棄物の適正処理等による環境汚染防止対策の推進 

ア 廃プラスチック等廃棄物の適正処理の推進 

農業生産活動に伴い排出される廃棄物による環境汚染を防止するため、ビニール等

園芸用廃プラスチックについては、関係機関の連携のもと、回収率の向上など円滑な 

回収を進めるとともに、千葉県園芸用プラスチックリサイクルセンターでの再生等に

よる適正処理を推進します。併せて、長期展張フィルム※１や生分解性プラスチック※２

等の利用による排出抑制を推進します。 

また、養液栽培の廃液については、浄化処理や液肥としての再利用等を推進します。 

梨の剪定枝や植物残渣等についても、堆肥化など有効活用を推進するとともに、 

栽培管理等による梨の剪定枝の発生抑制等を推進します。 

 

※１ 長期展張フィルム：ハウスの被覆資材で、塩化ビニールフィルムは通常２年程度で張り替えるが５年 

以上の展張が可能なフィルム。PO フィルムやフッ素フィルムなど 

※２ 生分解性プラスチック：通常のプラスチック製品と同様に使用でき、使用後、自然界の微生物や分解酵素に 

より水と二酸化炭素に分解されるプラスチック。土を覆うマルチフィルムなどで使用 

 

 ○園芸用廃プラスチック処理対策の推進 

 ○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 
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イ 農薬飛散防止等の環境対策の推進 

   農薬散布時における農薬飛散が、健康被害、周囲の農作物をはじめ周辺環境の汚染

の要因となります。特に、本県は、農地と住宅地の混在化により、農薬飛散による 

影響が大きいため、農薬の適正使用、天候や散布方法等に留意した散布及び農薬飛散

防止ネットの設置などの飛散防止対策を図るとともに、地域住民との協調を推進 

します。 

また、過剰施肥による土壌・水質汚染等を防止するため、施肥基準に基づく適正 

施肥の励行や肥料を節減した栽培等を推進します。 

   さらに、ＣＯ２排出削減のため、施設園芸における低温作物への転換や省エネルギー

型暖房機の導入など省エネルギー対策を推進するとともに、流通においても、包装 

形態、流通形態及びフードマイレージ※等に配慮し、化石燃料由来の資源の利用削減

を推進します。 

 

※ フードマイレージ：消費者の口に入るまでに、食料がどれくらいの距離を運ばれてきたのかを数字で表したのが 

フードマイレージで、なるべく近くで生産された食料を消費することで、輸送に必要な   

エネルギーや、燃料消費に伴う環境負荷を軽減しようという運動 

 

○農薬安全使用・リスク管理の推進 

○「輝け！ちばの園芸」産地整備の支援（機械施設の整備） 

 

施策の達成度を測る指標 

年度  

項目 
現状 ３年後 （参考）10年後 

園芸用廃プラスチックの 

回収処理量（トン） 
3,038   3,000   3,000   

＊ 園芸用廃プラスチック回収処理量は、ほぼ現状維持の３年後、10年後とも3,000 ﾄﾝ（現状：H21） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


