
 

令和３年度事業報告 

 

１ 会員の構成（令和 4年 3月 31日現在の会員数） 

 
 

２ 事務所所在地 千葉県千葉市中央区新宿二丁目 12番 1号 

 

３ 会議の開催状況 

 

（１） 令和３年度定時総会 

令和 3年 6月 29日（事務所及びＷｅｂ形式併用） 

決議事項 第１号議案 令和２年度決算の承認の件 

報告事項 １）令和２年度事業報告の件 

      ２）令和２年度公益目的支出計画実施報告の件 

      ３）令和３年度事業計画の件 

      ４）令和３年度収支予算の件 

 

（２） 理事会 

【第１回】 

令和 3年 5月 25日  （蚕糸会館及びＷｅｂ形式併用） 

協議事項 会員の入会・退会について 

      令和２年度事業報告について 

      令和２年度決算報告について 

      令和２年度公益目的支出計画実施報告について 
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肉 用 牛 32 12 44 

小　計 223 133 356 

酪 農 19 6 25 

養 豚 68 43 111 

養 鶏 11 34 45 

法人 小計

生 産 ･ 販 売 推 進 36 32 68 

計

395

　　　　2号　消費者

　　　　3号　関係団体等

　　　　4号　学識経験者

1号
農業経営者

稲 作 57 6 63 

区　分 部　会 個人



 

      令和３年度定時総会開催について 

      事務所の移転について 

      代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について 

      農業協会の活動内容、会費及び諸規程の検討会の開催について 

【第２回】 

  令和 3年 11月 18日 （事務所及びＷｅｂ形式併用） 

  協議事項 会員の入会・退会について 

       新春セミナー・新春交歓会について 

       新規事業について 

  報告事項 各部会の活動状況について 

       農業協会の活動内容、会費及び諸規程の検討会について 

【第３回】 

  令和 4年 3月 15日 （事務所及びＷｅｂ形式併用） 

  協議事項 会員の入会・退会について 

       令和４年度事業計画案及び収支予算案について 

       代表理事及び業務執行理事の職務執行状況について 

 

（３） 監査会 

令和 3年 5月 13日 （蚕糸会館） 

監査事項 令和２年度事業報告に関する件 

      令和２年度収支決算に関する件 

 

（４） 正副会長会議 

【第１回】  

令和 3年 4月 20日   （事務所） 

協議事項 預託牛事業についての検証 

     正副会長等の決定権限に係るルールの作成・整備 

     業務の遂行状況確認システムの構築 

     ３号会員からの情報提供 

     正副会長会議の内容を理事に周知することを検討 

     総会の開催方法 

     職員の昇給について 

【第２回】 

令和 3年 5月 13日  （蚕糸会館） 

協議事項 令和３年度第１回理事会の開催について 

     事務所の移転について 



 

     農業協会の活動内容、会費及び諸規程の検討会の開催について 

     3号会員・養鶏部会賛助会員の情報伝達について 

【第３回】 

令和 3年 11月 15日 （事務所及びＷｅｂ形式併用） 

協議事項 令和３年度第２回理事会の議案について 

     農業協会の活動内容、会費及び諸規程の検討会の開催について 

     令和３年度事業実績・令和４年度事業計画の取りまとめについて 

【第４回】 

令和 3年 12月 14日（Ｗｅｂ形式） 

協議事項 新春情報交換会について 

【第５回】 

令和 4年 1月 14日（風土村） 

協議事項 新春情報交換会について 

     農業協会活動内容等検討会を受けての対応について 

     令和４年度定時総会における役員改選について 

 

（５） 正副部会長会議 

令和 4年 2月 7日 （事務所及びＷｅｂ形式併用） 

協議事項 農業協会活動内容検討会の経過報告および検討の方向性について 

      令和４年度定時総会に向けた役員及び正副部会長の選出について 

      

（６） 千葉県農業協会の活動内容、会費及び諸規程の検討会 

【第１回】 

令和 3年 7月 16日 （事務所及びＷｅｂ形式併用） 

協議事項 検討会における検討項目について 

     会員に対するアンケート調査の内容について 

     検討会のスケジュールについて 

【第２回】 

令和 3年 11月 18日（事務所及びＷｅｂ形式併用） 

協議事項 会員に対するアンケート調査の内容について 

     活動内容についての検討 

     会費についての検討 

 

 

 

 



 

４ 全体事業 

（１） 千葉県農林水産部表敬訪問及び意見交換 

    令和 3年 6月 7日（農林水産部長打合せ室） 

    訪問者 正副会長、事務局長 

    対応者 舘野農林水産部長、川島次長、﨑山次長、石家流通担当部長 

        須合担い手支援課長、井出畜産課長 

    内 容 ２年前の台風とその復旧について 

        高病原性鳥インフルエンザ発生について 

 

（２） 「次期（R4～R7年度）千葉県農林水産業振興計画（案）」に関する意見交換 

令和 4年 2月 21日（Ｗｅｂ形式） 

出席者 各正副部会長 

意見を集約し、2月 24日に千葉県農林水産部農林水産政策課政策室へ提出 

 

（３） 令和４年度農林水産関係試験研究機関に要望する研究課題の事前照会への対応 

養鶏部会、稲作部会より要望する研究課題を提出 

養鶏部会の意見について意見交換 令和 4年 3月 18日(Ｗｅｂ形式) 

稲作部会の意見について個別協議 令和 4年 3月 25日（成田市） 

 

（４） 欧米諸国への農業研修生派遣支援事業 

農業研修生海外派遣事業候補者選考会 選考委員選出及び出席 

令和 3年 9月 17日（千葉県南庁舎） 

選考委員 北川貴基様（海外派遣事業ＯＢ）、事務局長  

 

（５） 家畜防疫互助事業 

豚 １５件、牛 １２件 

 

（６） 農産物（牛肉を含む）・加工品販売 

ア 牛肉販売（ ７月）贈答用  ７セット、自宅用 ６４セット 

      （１２月）贈答用 １８セット、自宅用 ５９セット 

イ 農産物・加工品販売 

①成田ゆめ牧場「ゆめの収穫祭」（令和 3年 10月 2日、3日） 

②北総花の丘公園「ハロウィンフェスタ」（令和 3年 10月 24日） 

 

（７） 傷害保険加入推進 

麦畑 １７件 ５６名 、 家のひと １２件 ２８名 



 

（８） 電力販売に係る業務 １件 

 

（９） 農業インターンシップの取組 

ア 千葉県立農業大学校とインターンシップ １件２名 

イ 千葉県内農業関係高校とのインターンシップ 

５名紹介２名受入れ（すべて茂原樟陽高校） 

ウ 農業関係高校人材育成組織「アグリサポーターズちば」 

春季総会 令和 3年 4月 20日 正副会長・事務局出席 

秋季総会 令和 3年 12月 3日 事務局出席 

 

（１０）ちば農業経営相談協議会との連携 

ア 事務局が戦略会議に８回出席 

イ 県担い手支援課から県農業事務所を通じて重点指導農業者に当協会パンフレ

ットを配布依頼 

ウ 千葉県農業者総合支援センター主催のセミナーを案内 

① 今日から始める事業承継！農家のためのバトンタッチセミナー 

令和３年７月 20日 ＴＫＰガーデンシティ千葉 及びＷｅｂ方式 

② 農家のための人が集まる職場づくりセミナー 

令和 3年 10月 20日 千葉県文書館 及びＷｅｂ方式 

③ 今日から始める経営改善！雇用管理・人材マネジメントセミナー 

令和 3年 10月 22日～11月 26日 千葉県農林総合研究センター等 

④ ちばアグリトップランナー経営塾 

令和 3年 12月 3日～令和 4年 3月 11日 千葉市美術館及びＷｅｂ方式 

 

（１１）千葉県産農畜産物の消費者への啓発活動 

    千葉県の肉用牛生産者の取組紹介 

令和 4年 2月 1日 中村学園ハッピー製菓調理専門学校 

 

（１２）講習会 

若き経営者の集い（株式会社日本政策金融公庫千葉支店共催）   

令和 4年 2月 9日 日本政策金融公庫千葉支店 

「アサーションを農業経営に生かそう」 講師 清水知子 先生 

 

（１３）広報 

ＣＡＡ通信の発行 毎月発行（ホームページ同時掲載） 

 



 

（１４）その他（各種講習会等の案内） 

ア みんなで考える観光農園の頂点（全国農業会議所主催） 

令和 3年 6月 11日 ＷＥＢ方式 

  イ マネジメント研修（あぐりーん主催） 

    令和 4年 2月 16日 ＷＥＢ方式 

ウ 国産濃厚飼料シンポジウム（日本草地畜産種子協会主催） 

令和 4年 3月 3日 ＷＥＢ方式 

  エ 内定者研修（あぐりーん主催） 

    令和 4年 3月 4日 ＷＥＢ方式 

  オ 家畜感染制御ネットワークキックオフセミナー（ミヤリサン製薬主催） 

    令和 4年 3月 5日 ＷＥＢ方式 

  カ 千葉県公式セミナーチャンネル、千葉県公式 PRチャンネル 

     （試験研究成果発表会、農福連携に関するセミナーや動画 等） 

 

５ 専門部会の活動 

（１） 稲作部会 

ア 稲作栽培技術研修 

自動操舵補助装置研修会 

令和 3年 10月 27日 山武市 宇津木農園様圃場 

イ 現地研修会 

令和 3年 8月 3日 南房総市 

（株）岡本農園様の農場 

（農法）かざぐるまファーム様内施設 

生産者１７名、その他３名参加 

ウ 青年部研修会 

①第４１回若い稲作経営者研究会夏季研修会（全国稲作経営者会議主催） 

令和 3年 6月 30日 ＷＥＢ方式 

講演「神明グループの挑戦～企業理念の実現に向けた取組～」 

    ㈱神明ホールディングス 代表取締役社長 藤尾益雄様 

   「失敗から学ぶ経営学～地元土着スーパー「やまと」教訓～」 

    元地域土着スーパーやまと 代表取締役 小林久様 

千葉県参加者 生産者５名、団体１名 

②全国稲作経営者会議青年部全体会 

令和 3年 12月 14日 ＷＥＢ方式 

講演「全国稲経の今後の方向性と私の経営について」 

全国稲作経営者会議 会長 古谷正三郎様 



 

③青年部研修会 

令和 3年 12月 25日 宇津木農園ライスセンター 

生産者 ６名、農機メーカー２名 

④第４２回若い稲作経営者研究会冬季研修会（全国稲作経営者会議主催） 

令和 4年 2月 9日 ＷＥＢ方式 

講演 「コロナ禍における『おにぎり』の可能性について」 

（一社）おにぎり協会 中村祐介様 

「農業経営における人材育成について～㈲横田農場を事例として」 

全国稲作経営者会議青年部 顧問 横田修一様 

千葉県参加者 生産者３名 

エ 稲作経営者現地研究会 

第４５回全国稲作経営者研究会 in とちぎ  

令和 3年 7月 7日、8日 ＷＥＢ方式 

講演     「製造業の品質と経営」 

マニー㈱ 名誉最高顧問 松谷貫司様 

事例発表    「これまでの経営とこれからの発展を目指して」 

             栃木県稲作経営者会議 新山勲様 

    政策提案決議 「次世代に継承できる持続可能な農業基盤の確立」 

    情報提供   「栃木県の稲作経営視察（ビデオ視察）」 

             栃木県稲作経営者会議 会長 荒川清光様 

千葉県参加者 生産者５名、団体２名、事務局１名 

オ 関東地区稲作経営者現地研究会 

第３０回関東地区稲作経営者現地研究会 

令和 4年 12月 13日 13：30～栃木県下野市及び真岡市 

研究会  荒川清光氏経営概要等報告 

情報提供 栃木県農政部 、 日本政策金融公庫宇都宮支店 

現地視察 ㈱新山（新山勲様） 

   千葉県参加者 ４名 

カ 全国稲作経営研究会冬季研修会 

   第 40回全国稲作経営研究会冬季研修会 

   令和 3年 12月 15日 13：00～17：30 AP八重洲及びＷＥＢ 

講   演 「米を巡る情勢」 農林水産省 農産局 

情報提供「農林水産省共通申請サービス（eMAFF）の活用について」 

農林水産省 大臣官房 

「水田を活用した子実用とうもろこしの生産振興に係る検討につ

いて」     全国農業協同組合連合会 

千葉県参加者 ６名（２名が現地参加、４名がＷＥＢ参加） 



 

キ その他（勉強会の案内） 

農業経営支援委員会勉強会 

（ＴＫＣ千葉会、全国農業経営コンサルタント協会主催） 

令和 3年 7月 1日（木） 三井ガーデンホテル千葉 

生産者２名、その他２名参加 

 

（２） 生産・販売推進部会 

ア 関係機関との意見交換会 

千葉県農林水産部訪問  令和 3年 6月 7日 正副会長、事務局 

 

イ 関東農政局との意見交換会 

  令和 4年 2月 15日 WEB方式 

  議事 人・農地プランについて 

     「みどりの食料システム戦略」の推進について 

ウ 農産物・加工品販売（全体事業と同） 

① 成田ゆめ牧場「ゆめの収穫祭」（令和 3年 10月 2日、3日） 

② 北総花の丘公園「ハロウィンフェスタ」（令和 3年 10月 24日） 

エ ＷＥＢ会議の普及推進 

オ その他（研修会の案内） 

新生成田市場視察研修会 

令和 3年 11月 30日 成田市公設地方卸売市場 

生産者１名参加 

   

（３） 養鶏部会 

ア 全体会議 

   【第１回】 

令和 3年 12月 13日 （ＷＥＢ形式） 

   議題   たまニコＡＧＡＩＮ２０２２参加について 

        消毒薬の緊急配布について 

   情報提供 「コロナウイルス感染症の影響を受けた農林漁業者の 

皆様向け特別措置について」 

㈱日本政策金融公庫 大屋二郎様 

   生産者１０名、他２２名参加 

   【第２回】 

令和 4年 3月 11日 （ＷＥＢ形式） 

   議題   令和４年度の役員選出について 



 

        令和４年度事業計画（案）について 

        令和４年度養鶏部会特別会費・賛助会費の扱いについて 

   報告事項 令和３年度事業実績について 

        千葉県農業協会活動内容等検討会について 

イ 県との意見交換会   

   令和 3年 12月 13日 （ＷＥＢ形式） 

   「県内で発生した鳥インフルエンザについて」 

    畜産課 家畜衛生対策室 猪熊道仁様 

   「スマート畜産業の全国展開に向けた導入支援事業について」 

    畜産課 生産振興班 竹尾駿様 

    生産者１０名、他２２名参加 

 

ウ 養鶏研修会 

①飼養衛生管理基準の改定に係る勉強会 

令和 3年 9月 28日  ＷＥＢ形式 

講演「飼養衛生管理基準の改定及び今シーズンにおける高病原性 

鳥インフルエンザ対策についての解説」 

畜産課 家畜衛生対策室 猪熊道仁様 

     質疑・情報交換 

生産者１２名、他１５名参加 

②家きん勉強会（海匝地域畜産振興協議会 主催） 

     令和 3年 11月 25日 東総教育会館大ホール 

     生産者１１名、その他１９名出席 

エ 第４３回千葉県鶏卵品質改善共進会 

令和 3年 10月 13日 千葉県畜産総合研究センター 

（表彰式 令和 3年 12月 13日 ＷＥＢ方式） 

３２農場１２２点出品 

受賞 農林水産大臣       農事組合法人宮澤農産（ジュリアライト） 

   千葉県知事賞       農事組合法人宮澤農産（ジュリアライト） 

   農林水産省畜産局長賞   千葉エッグファーム有限会社（ジュリアライト） 

   農林水産省関東農政局長賞 有限会社北川鶏園（ボリスブラウン） 

   日本養鶏協会長賞     有限会社北川鶏園（ボリスブラウン） 

   畜産総合研究センター長賞 たまごやとよまる（ボリスブラウン） 

   千葉県農業協会長賞    有限会社宮本養鶏（もみじ） 

 

 



 

オ 日本養鶏協会事業（鶏卵消費促進活動） 

①鶏卵及び啓発資料の配布 

a成田ゆめ牧場「ゆめの収穫祭」（令和 3年 10月 2、3日） 

b北総花の丘公園「ハロウィンフェスタ」（令和 3年 10月 24日） 

c 中村学園ハッピー製菓調理専門学校との連携 

※たまニコ AGAIN2022 事業としても活動（令和 4 年 1 月 26 日、2 月 3 日） 

②ＰＲ資材の制作 エコバッグ（たまご王国千葉）１０００枚 

カ 日本養鶏協会との連携（委託事業） 

鶏卵生産者経営安定対策事業 加入生産者 ３４農場 

①鶏卵販売実績報告書の督促事務（毎月） 

②鶏卵販売実績報告書確認調査（３件） 

③経営譲渡に伴う名義変更事務（２件） 

キ 消費・安全対策交付金事業（防鳥ネット） 

     ３農場実施 

ク 高病原性鳥インフルエンザへの対策 

   消毒薬（オキシリンクＳＰ）を４６農場に配布 

ケ メディアへ広告掲載 

    「鶏の研究」 ９月号 、 １月号 

    「鶏鳴新聞」 夏季特集号、新年特集号 

コ その他（商談会の案内） 

ビジネスマッチング商談会（千葉県、千葉県産業振興センター主催） 

令和 4年 2月 24日 ホテルグリーンタワー幕張  

 

（４） 養豚部会 

ア 養豚講習会 

畜産講演会（関東甲越・千葉県全日畜及び千葉県養豚振興協議会との共催） 

令和 4年 1月 21日 成田ビューホテル 

「海外と国産豚肉の肉質比較評価について」 

（一社）食肉科学技術研究所 理化学部長 吉田里香様 

「国内におけるスマート畜産技術の普及状況と課題」 

（一社）全日本畜産協会者協会 神谷康雄様 

「畜産労働力の安定確保に向けて」 

（一社）全日本畜産経営者協会 松原英治様  

イ 養豚関係団体との連携 

千葉県養豚振興協議会との自由民主党要請活動 

令和 3年 7月 13日（火）自由民主党本部 



 

ウ その他、業績発表会、研修会の案内 

①千葉県家畜保健衛生所業績発表会 

令和 3年 7月 26日案内（YouTube限定公開） 

生産者１名、団体等１名申込 

②豚の人工授精に係る技術研修会 

令和 3年 11月 25日～26日 千葉県畜産総合研究センター 

 

（５） 肉用牛部会 

ア 第５０回肉用牛部会枝肉勉強会 

令和 3年 11月 26日 東京食肉市場 

出品頭数 30頭（黒毛和種 10頭、交雑種 20頭） 

千葉県知事賞   伊藤茂雄様（黒毛和種） 

東京食肉市場賞  合同会社諸川牧場（黒毛和種） 

千葉県農業協会賞 株式会社糸賀牧場（交雑種） 

千葉県農業会議賞 株式会社モーレツファーム（黒毛和種） 

肉用牛部会長賞  株式会社サンファーム牛屋（交雑種） 

 

（６） 酪農部会 

ア 自給飼料の勉強会 

千葉県コントラクター等経営高度化推進協議会研修会の開催を案内 

令和 3年 10月 27日 ＷＥＢ方式 

・「つきはやか」の栽培特性について 

・「つきはやか」の現地実証試験の取組について 

・令和４年播種用飼料用イネ種子の需要状況について 

・気候変動に対応した安定的な飼料作物栽培技術の確立 

イ 総合的技術研修会 

 第５回酪農部会講習会（日本酪農青年研究連盟）の開催を案内 

 


