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Ⅲ 推進方向及び対策 

１ 農業の新たな担い手の確保・育成 

（１）担い手育成の中核的機能を発揮する千葉県農業大学校 

千葉県農業大学校を本県担い手育成の中核と位置づけ、総合的な教育を行

うため、農業大学校を専修学校※化し、カリキュラムの見直しや施設の整備を

進め、魅力ある大学校とし本県農業の多様な担い手育成に取り組みます。 

ア 専修学校化 

学生の高学歴志向を背景とした大学への編入学資格の取得や奨学金等の

利用など、学生にとって魅力ある大学校とし、卒業後の多様な活躍の場を

確保するため、農学科及び研究科については専修学校化を進めます。 

 

※ 専修学校：学校教育法に基づく教育施設で、高等学校の卒業者等を対象に、職業若しくは実際

生活に必要な能力を育成し又は教養の向上を図ることを目的とする学校 

 

イ カリキュラムの見直し 

農学科については、即戦力となる実践的な農業の担い手を育成するため、

基礎的な農業の知識・技術に加え、マーケティングなどの幅広い知識･技術

の修得を目指します。 

研究科については、経営感覚に優れた農業者や農業技術の指導者を養成

するため、従来の教育にビジネス的視点を加味し、フードシステムなど高

度で専門的な知識･技術の修得を目指します。 

さらに、卒業者が県内各産地で活躍している現状を生かし、産地に密着

した派遣実習などの充実を図ります。 

また、就農希望者に対する研修や、一層の経営向上を目指す農業者向け

の専門講座等の拡充を図ります。 

 

ウ 教育・研修環境等の整備 

農学科及び研究科の修学環境を整えるため、本館、実習棟等について、    

耐震改修その他の整備を行います。 

また、研修科の専用ほ場・施設を整備し充実した研修が受けられるような

環境を整えます。 

さらに、学生会館をはじめ食堂、浴室などの生活環境を整え、魅力ある    

大学校とします。 

 

○千葉県農業大学校の整備充実 

○新規就農者のサポート（農業大学校における研修の充実） 
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農業大学校を核とした担い手育成体系図 

　

新規就農者の確保（雇用就農者を含む）

　　　　　　　千 葉 県 農 業 大 学 校
　　　　　　 担い手育成の中核的機能の発揮

   農業大学校が、急務となっている農業の担い手の確保・育成の
 中核的機関として機能を発揮するための改革を行う。
　☆農学科、研究科を専修学校（専門課程）とする
   ☆生産から流通販売までの幅広い知識を教えるカリキュラムへの改編
   ☆研修科におけるほ場研修等の充実
   ☆学生が快適に学べる教育環境の改善
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新規就農相談センター・相談会

新規参入者 ・ 定年帰農者 ・ 離職就農者等

担い手の経営発展支援
 ・アグリトップランナー（年間販売額3,000万円以上の経営体）の育成
 ・経営の多角化支援
 ・認定農業者、農業法人の確保・育成
 ・経営発展段階に応じた各種研修の実施・経営改善の支援
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  民間企業等

先端技術、知識の修得支援

新規就農者の定着支援
 ・就農直後の生産者を対象とした、定着のためのセミナーを開催
 ・定年帰農者の営農開始のための研修会の開催

農林振興センター
プロ農家での実践研修支援

高　校

高校生への就農啓発活動

農学科
　高等学校の卒業者等を対象とし、即戦力と
なる実践的な農業の担い手を養成するため、
基礎的な知識、技術を修得
【拡充内容】
　○基礎的な知識・技術の修得に加え、
  　マーケティングなど幅広い視点を教育

研修科
　農業の実践的な
知識と技術を有す
る多様な担い手を
養成

【拡充内容】
○研修の拡充強化

担い手の確保・育成による千葉県農業の維持・発展

農業関連企業･団体等における
技術の発揮
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農家研修等
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研究科
　農学科卒業者等を対象とし、農業経営者、
農業技術の指導者を養成するため、高度で
専門的な知識、技術を修得
【拡充内容】
　○高度で専門的な知識･技術の修得に加え、
  　フードシステムなどビジネス的視点を教育
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（２）就農に向けた情報の発信 

新規就農希望者がスムースに就農できるよう、県内各地域に設けた相談  

窓口の機能を強化し、就農支援に関する情報などを広く分かりやすく提供・

発信していきます。 

ア 新規就農希望者等に対する情報発信の充実 

農業を志す転職希望者や非農家の若者等に対し、農業の雇用情報をはじ

め、新規就農支援施策等の情報や新規就農を検討する上で役立つ情報、   

統計データなどを窓口や相談会等で分かりやすく提供します。 

また、多くの人に農業や農村について関心を持ってもらえるよう、県   

ホームページ等において県内各地域で展開されている様々な現地情報の 

発信を行うとともに、農業体験学習等の実施を支援します。 

  ○新規就農者のサポート（新規就農ワンストップ相談窓口等の充実、雇用

情報等の提供） 

 

イ 就農相談の支援 

新規就農相談担当者等を対象にした研修の実施、相談情報の共有化、   

市町村・農業委員会や農協等関係機関の連携強化など、支援水準と利便性

の向上を図ります。 

○新規就農者のサポート（就農相談の利便性向上） 

 

（３）新規就農者への支援 

新たな担い手の確保・育成を図るため、関係機関の連携を基礎に、担い手

確保・育成活動の促進、技術支援、営農に必要な農業機械施設の整備支援な

どの取組を組織的に展開します。 

ア ｢産地｣の維持・発展を図るための就農支援 

地域農業の担い手育成・確保に取り組む市町村担い手育成総合支援協議

会の活動を支援します。 

また、市町村担い手育成総合支援協議会等が策定した計画に基づき、産

地を形成する生産団体等が自ら行う新規就農者の確保・育成に向けた活動

を支援します。 

○産地が取り組む担い手確保・育成活動を促進 
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イ 新規就農・定着の支援 

転職希望者や非農家の若者など就農希望者の状況に応じて、農業体験講

座、農業経営のシミュレーション、地域での長期研修などを展開し、段階

的な営農技術修得について支援します。 

さらに、農家の後継者はじめ就農直後の青年農業者等を対象に、経営者

としての育成を早期に進め就農定着を図るために、就農段階に応じて必要

な知識・技術の修得、青少年団体活動を通じた能力向上や仲間づくりにつ

いて支援します。 

また、農家後継者の高校生等を対象とした啓発活動による就農促進、  

定年帰農者やＵターン就農希望者に対する実践研修を行います。 

これらの実施に当たっては、地域農業を担う農業士※１・指導農業士※２の

協力を得て行います。 

併せて、農業生産機材及び施設の導入について支援します。 

○新規就農者のサポート（就農希望者に応じた段階的支援の展開、農家  

後継者等対策の充実） 

○力強い担い手の育成（青年農業者の定着・育成の推進） 

○就農に必要な機械施設の整備を支援 

 

※１ 農業士：意欲的な青年農業者で、経営発展と地域リーダーとしての活動を期待。知事が認証 

※２ 指導農業士：優れた農業経営を実現し農業後継者の育成に熱意のある者。知事が認証 

 

ウ 法人等への雇用就農の促進 

農業外から就農を希望する新規参入者にとって、直ちに農地を確保し 

就農することは、技術的、経済的に困難な場合があります。 

このような場合には、企業的経営を展開する農業法人等への就職を勧め、

実践研修を経て独立就農を目指すことにより、将来に向けた人材の確保・

育成を図ります。 

  ○法人等への雇用就農を通じた担い手の育成 

○新規就農者のサポート（雇用情報等の提供） 

 

（４）法人等の農業参入支援 

市町村、市町村農業委員会と連携をとり、農地の効率的な利用等を確保し、

ＪＡ出資型農業生産法人※や企業等の農業参入の際に必要な情報の整理・  

提供、営農に必要な農業機械施設の整備支援、営農開始後の技術支援などを

実施します。 
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※ ＪＡ出資型農業生産法人：農業協同組合の出資により設立される農業生産法人。組合員からの農

作業の請負など地域に密着した新たな担い手として期待 

 

ア 地域と連携した参入支援の展開 

市町村、市町村農業委員会、ＪＡ等、地域関係機関・団体との連携を   

図り、支援情報の提供、個別相談の実施、技術指導等による支援を展開し

ます。 

 

イ 農業参入に必要な機械施設の整備支援 

農業経営や農作業受託に必要な農業機械・施設の整備に対する県補助 

事業等を通じ企業等の農業参入を支援します。 

○農業参入に必要な機械施設の整備支援 

 

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 

新規学卒就農者数（人） 

離職就農者数（人） 

新規参入者数（人） 

72  

136  

113  

100  

150  

150  

100  

150  

150  

計 321  400  400  

※ 2 月 1 日現在                             担い手支援課調べ 

＊ 新規就農者の確保・育成を進め年間約 400 人を保持します。（現状：H21） 

 

 

２ 千葉県農業を牽引する企業的経営体の育成 

（１）担い手の経営発展支援 

青年農業者や認定農業者等の着実な経営発展に必要な知識や技術の修得、

十分な労力の確保、農業経営の改善を図るための重点的指導など、経営の   

発展段階に応じたきめ細かな支援を図ります。また、農村の重要な担い手で

ある女性の能力発揮によるパートナーシップ経営※の確立や起業家育成研修

会の開催等女性農業者の育成を図ります。 

 

※ パートナーシップ経営：家族みんなが主体性をもって参画する共同経営 
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ア 認定農業者等の経営改善を支援 

青年農業者等の経営者としての着実な育成を図るため、技術の修得や 

経営改善研修の実施など段階的・体系的な支援を行います。 

地域農業の中核を担う認定農業者等に対して農業経営の改善のため、 

個別経営体のカウンセリング・コンサルテーション、経営研修の実施、  

必要な技術の修得、十分な労力の確保をはじめ、関係機関が連携した重点

支援を実施します。 

また、青年団体、農業士、指導農業士など関係団体活動を促進し経営  

改善の意識喚起や経営能力の向上を図ります。 

○力強い担い手の育成（青年農業者の経営改善の推進、認定農業者の経営

改善の推進、関係団体活動を通じた経営能力の 

向上） 

 

イ アグリトップランナーの育成 

アグリトップランナー（販売額 3,000 万円以上の企業的経営体）を目指

す経営体を対象に経営者能力の向上を図る研修会の開催や、専門家を派遣

し指導・助言を行い、経営向上を支援します。 

○アグリトップランナーの育成 

 

ウ 法人化の推進による経営向上 

農業法人化により経営向上を図ろうとする経営体に対し、千葉県農業 

会議等と連携し、農業経営の法人化の啓発、個別相談、法人経営に関する

調査・研究、情報提供等、法人化を支援し、企業的経営を推進します。 

○力強い担い手の育成（経営体の法人化による経営向上） 

 

エ 女性の担い手の育成 

女性の能力を発揮した経営発展を図るため、研修会や新商品開発セミナ

ーの開催等、起業技術向上や農業経営能力の向上による女性リーダーの 

育成を推進します。また、家族農業経営においては共同経営者としての  

位置づけを明確にし、家族経営協定※の推進、認定農業者の夫婦共同申請や

次世代を担う若手女性農業者の経営参画を推進します。 

○女性農業者・組織・リーダー等の育成推進 

○農林水産業における女性活動の促進 
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※ 家族経営協定：家族が農業経営を行うに当たり、自由な意思に基づいて経営目標や役割分担、  

労働報酬、労働条件・生活役割分担などを文書で締結する協定 

 

オ 経営改善に必要な機械施設の整備支援 

農産物の生産、加工、流通など農業経営の発展を目指す農業者に対し、

農業用機械や施設の導入について国の事業や制度資金等により支援します。 

○経営改善に必要な機械施設の整備支援 

 

（２）生産組織の強化 

  地域農業の牽引役として、生産組織の育成及び既存組織の運営強化を支援

します。 

  ○産地で新品目導入等に取り組む生産組織を支援 

○産地が取り組む担い手確保・育成活動を促進 

○組織の育成強化に必要な機械施設の整備支援 

 

（３）農地の効率的利用等の促進 

優良農地を集積し担い手が効率的かつ安定的な農業経営を営めるよう、  

農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村や農協等が「農地利用集積円滑化

団体」※１として行う農地の利用調整活動を支援します。 

さらに、水田の大区画化など基盤整備を実施する地区においては、基盤   

整備を契機として地区内農家の合意形成を図り、担い手への農地の利用集積

を推進します。 

また、地域の空きビニールハウス等について、積極的な利用を推進します。 

ア 農地利用集積の促進 

農業委員会による農地の貸し手及び借り手の掘り起こしを推進し、市町

村や農協等による農地利用集積円滑化事業※２の展開を支援します。 

さらに、水田の基盤整備を実施する地区では、地区の担い手となる経営

体へ農地を集積するため、所有地・耕作地の団地化のほか、利用権設定及

び農作業受委託を促進します。 

また、積極的な農地の利用集積により、耕作放棄地の発生抑制と再生に

取り組みます。 

○農地保有合理化法人※３による農地集積の促進 

○農地利用集積円滑化団体による農地集積の促進 

○基盤整備を契機とした農地利用集積を促進 

○耕作放棄地の再生利用を推進 
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※１、２ 農地利用集積円滑化事業(団体)：市町村段階に設置する農地の仲介組織（農地利用集積  

円滑化団体）が農地をまとめて使いやすくする農業経営

基盤強化促進法上の仕組み。県内各市町村で設立 
※３ 農地保有合理化法人：農業経営の規模の拡大や点在している農地をまとめて農業の効率化を図

るため、農地を一旦保有して売渡しや貸付けを行う公的な法人 

 

イ 農業用施設の効率利用 

地域の空きビニールハウス等について、関係機関と連携し、施設野菜等

ハウスを利用した農業生産に取り組もうとする新規就農者へ貸付けるなど、

有用活用を図ります。 

○新規就農者のサポート（空きハウス等の利活用推進） 

○ハウス整備の推進 

 

（４）経営の多角化の支援 

地域の特徴ある農林畜産物や食文化を生かし、創意工夫を凝らした新しい

商品やサービスの提供など、農業者が主体的に行う６次産業化の取組を推進

し経営向上を図り、地域農業の活性化を促進します。 

ア 地域資源を生かした商品開発・販路開拓の促進 

多様な食文化や豊富な食材を活用した商品開発、販売促進や販路開拓、

生産・加工・販売に一体的に取り組むことによる新たな付加価値の創出  

など、農業者が行う６次産業化の取組について、必要な機械施設整備等の

支援を行います。 

また、農村の地域資源と食品産業、観光産業等を結びつけた地域ビジネ

スの展開など、農業者が異業種・消費者等と連携して行う農商工連携によ

る地域産業の活性化を促進します。 

○６次産業化へのチャレンジを支援 

○農商工連携の取組を支援 

○集落営農の組織づくりと活動を促進（小規模農家活動支援） 
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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 

認定農業者数（人・法人）*１ 

うち女性（人） 

7,256  

 357  

8,000  

600  

9,000  

1,000  

女性起業家数（ｸﾞﾙｰﾌﾟ・人）*２  404  470  600  

農業生産法人数※１（法人）*３  239  270  350  

農地の利用権設定等面積（ha）*４ 13,358  15,050  18,900  

 ※１ 1 月 1 日現在                           担い手支援課調べ、農地課調べ 

 ＊１ 認定農業者を毎年約 200 人･法人確保します。また女性の共同申請等を進めます。（現状：H21） 

 ＊２ 年間約 20 の女性起業家育成を目指します。（現状：H21） 

 ＊３ 年間約 10 法人の農業生産法人育成を目指します。（現状：H21） 

 ＊４ 毎年 550ha の農地の利用権設定等を進めます。（現状：H21） 

 

 

３ 地域農業を支える組織の育成・整備 

（１）集落営農の推進 

将来に渡って地域農業を維持・発展させていくため、集落住民自らの話し

合いを基礎に、市町村・ＪＡ等関係機関と連携して集落機能の維持及び集落

営農組織の育成を支援します。 

ア 集落営農組織等の育成、地域住民との連携促進 
集落の合意形成に基づき、地域の意向把握、集落座談会の開催、組織づ

くりなど、集落自らが主体となった集落営農の取組を進めます。併せて、

集落営農を進めるため、共同で利用する農業用機械の整備を支援します。 
また、農地・水・環境保全向上対策※等を契機とした集落活動等の促進を

図ります。 

○集落営農の組織づくりと活動を促進（組織づくり推進） 

○農地・水・環境保全向上対策等を契機とした活動促進 

○集落営農推進に必要な機械施設の整備支援 

 

※ 農地・水・環境保全向上対策：農道・水路・ため池などの農村資源を保全するため、関連施設の

維持管理や環境向上に向けた営農活動を支援する対策 
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（２）高齢者や小規模農家等の活動支援  

本県農業生産の過半を占める小規模農家や女性・高齢者が生き生きと農業

生産に取り組めるよう、集落営農組織及び直売所を利用した営農などを  

ベースとしたグループの育成を図ります。 

ア 直売・起業等グループの育成 

小規模農家の生産・販売額の増加を図り経営安定を進めるため、集落営

農組織化を推進し、また、消費者はじめとした地域の連携と直売所を核と

する地域の組織的な活動等を促進します。 

 

イ 個性的産地づくりの支援 

新品目の導入、地域特産物の加工品の開発や販路の開拓など、小規模  

農家や女性・高齢者が工夫を凝らした組織的な取組について支援します。 

 

○集落営農の組織づくりと活動を促進（小規模農家活動支援） 

 

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 

農業用機械を共同所有し作業を受委

託する集落営農組織数 

 

集落内の土地利用調整を実施する 

集落営農組織数 

62  

 

 

41  

65  

 

 

45  

70  

 

 

50  

※ 6 月 30 日現在                            担い手支援課調べ 

＊ 現在、10 の重点地区を設定し集落営農組織の育成に取り組んでおり、当該地区を中心に、作業を

オペレーター組織等で受託する組織数については３年後に 65、10 年後に 70 組織、土地利用調整

を実施する組織については３年後に 45、10 年後に 50 組織を目指します。（現状:H22） 

 

 

 

 

 

 


