
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業体験田植え 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小糸小稲刈り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きみつ枝豆収穫祭 

 



- 1 - 

君津市認定農業者協議会 会長あいさつ 

 

君津市認定農業者協議会  

会長  鈴 木 芳 昭 

 

本日ここに、君津市認定農業者協議会の発足２０周年にあたり公私共にご多忙

にも関わらず、ご来賓の皆様のご臨席を賜り、関係機関の皆様をお迎えして、 

２０周年記念の祝賀会が開催できますことは、私達にとりましてこの上ない光栄

であります。ご臨席の皆様には、心より厚くお礼申し上げます。 

 当会は平成７年の発足以来、自らの農業経営の向上はもとより、君津市の農業

の発展に寄与することを目的とし活動してまいりました。主な活動として、遊休

農地を活用しての枝豆収穫祭、一般消費者や地元の小学校児童との米作り等の体

験型交流事業、農業の感動を伝えるフォトコンテストなど、命の尊さ・食の大切

さ・農業の役割を伝える食育活動を行っております。さらに学校給食関係者と情

報交換を行い、学校給食米やそのほかの食材を寄贈しております。 

 また、事業で得た収益を活用して、市内の小学校へ農業絵本を、市立図書館に

農業図書を寄贈するとともに、市の「心をつなぐ福祉基金」に寄附することがで

きました。 

 そのほかの活動として「あぐり号」で参加者に配布した「野菜詰め合わせ箱」

をヒントにＪＡきみつ・郵便局と協力して「君津フレッシュＢＯＸ」を商品化し

ました。 

 このような活動が認められ、千葉県農林水産功労者表彰・千葉県農業奨励賞・

千葉県米消費拡大推進功績団体表彰・クローバー賞（現新日鐵住金君津社会貢献

賞）などを受賞いたしました。これもひとえに、関係機関の方々や消費者の皆様

のご支援・ご協力の賜であると深く感謝しております。 

 近年、農業情勢は、食の安全・安心に対する消費者の関心も高まり、また輸入

農産物の増加や県内外との産地間競争の激化など、生産・流通・消費を取り巻く

環境が厳しくなっております。また、農業従事者の高齢化や担い手不足・ＴＰＰ

問題・異常気象による農畜産物への影響など深刻な問題を抱えております。 

 このような環境の中でも当会は、安全・安心な農産物の生産、直売所や農業体

験などの交流型農業を進めていき、関係機関の皆様と共に担い手育成に積極的に

取り組むとともに、「ふるさと君津」の豊かで美しい田園風景を守りながら、さら

なる君津市の農業の発展に寄与していきたいと考えています。 

 今後とも、より一層のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
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君津市認定農業者協議会発足２０周年を祝して 

 

君津市長  鈴 木 洋 邦 

 

 君津市認定農業者協議会が、このたび発足２０周年を迎えられましたことに、心からお

祝い申し上げます。 

 また、日頃より、本市の農業の振興に大きく寄与していただいておりますことに対し、深

く感謝を申し上げます。 

君津市認定農業者協議会は、平成７年４月の発足以来、「食は命である」を信念とし、

自らの農業経営の向上はもとより、本市の農業の生産、流通の活性化に、多大なるご貢

献をいただいております。これもひとえに、歴代の会長をはじめ会員の皆様、関係各位

の皆様の熱意と、献身的なご尽力によるものと、衷心より敬意を表する次第であります。 

 さて、近年の農業を取り巻く環境は、食の安全・安心に対する消費者の関心が高まる

一方で、農業従事者の高齢化や食料自給率の低迷、耕作放棄地の拡大など多くの問

題を抱えております。 

 このような中、本市といたしましても、農業は基幹産業の一つであることから、農業後継

者の育成のための就農支援をはじめ、君津市産農産物のブランド化、さらには、農業と

商工観光業が融合した六次産業の振興を図り、魅力ある農業・活力ある農業の推進に

努めてまいる所存でございます。 

 皆様方におかれましては、今後も、多種多様な農業経営を展開する地域のリーダーと

して、一層のご活躍をいただくとともに、本市農業の新時代を開拓するために、更なるご

支援、ご協力をお願いいたします。 

 結びに、この発足２０周年を契機とし、君津市認定農業者協議会が更に大きく飛躍さ

れますことと、会員をはじめ、関係各位の皆様のご健勝、ご活躍を心より祈念申し上げま

して、お祝いの言葉といたします。 
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人と人をつなぐ明日の農業に希望を！！ 

 

千葉県君津農業事務所長  澤 川   隆  

 

君津市認定農業者協議会設立２０周年誠におめでとうございます。心よりお祝い申し

上げます。 

 君津市認定農業者協議会の取り組みは、「田植え体験」、「稲刈り体験」、「枝豆収穫

祭」等消費者との交流を通した農業への理解を深める活動や君津市産農産物の PR、

学校給食用食材の提供による食育活動など多岐にわたる活動を展開し、地域農業の活

性化に多大なる貢献を果たしています。また、協議会では会員相互の連携強化及び

個々の経営能力向上を図るための研修会などの活動を続けてきました。これもひとえに

鈴木会長はじめとした歴代会長、会員の皆様のたゆみない努力と前向きな会運営並び

に君津市、JA きみつなどの関係団体との密接な連携によるものと深く敬意を表します。 

 近年、農産物を取り巻く情勢は、デフレによる価格の低迷、燃油・資材の高騰、消費税

率の引き上げ、TPP 交渉など厳しさを増してきております。君津地域の農業については、

東京湾アクアラインや圏央道などのインフラ整備・充実が進んでいますが、一方、担い

手の高齢化、農作物の鳥獣害の増加など生産環境の悪化も続いております。また、食

の多様化や農産物の安全性に対する消費者の意識の高まりなど生産・流通・消費のト

レンドも常に変化しており、農業者の創意工夫が絶えず求められる時代となっておりま

す。 

 このような状況において、消費者と生産者が互いに信頼し合える関係を築き、次世代

へ地域農業を継承していくことは、地域にとって最も大切な活動の一つになっていると

思われます。君津市認定農業者協議会の活動は、まさに人と人とをつなぐ大きな懸け

橋になっております。 

 このような中、千葉県では「くらし満足度日本一」を目指し、平成２５年１２月末に「新輝

け！ちば元気プラン」を策定しました。このプランの基本理念に基づき、より具体的に取

り組むため、農林水産部門では「農林水産業振興計画」を策定し戦略的な産地強化を

図るとともに、地域ブランドや６次産業化の推進等による高付加価値化・高収益の農林

業への転換など「農林水産王国・千葉」の復活と、グリーン・ブルーツーリズムの促進な

ど、魅力ある農山漁村づくりの推進による「農山漁村の活性化」の実現に向け事業展開

を図っております。 

 農業事務所においては今後も、ちばエコ農産物など安全・安心な農産物の生産普及、

産地の活性化と併せて農畜産物直売所や農業体験などの交流型農業への支援、農業

後継者や新規就農者の定着支援など地域農業の活性化に向けた担い手の育成に、皆

様の協力をいただきながら積極的に取り組んでいきたいと考えております。 

 君津市認定農業者協議会の活動並びに会員の皆様が、この２０周年を機に益々発展

されることを御期待申し上げます。 
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君津市認定農業者協議会発足２０周年のお祝い 

 

君津市教育委員会 

教育長  本 吉 貞 夫  

 

 このたび、君津市認定農業者協議会が発足２０周年を迎えられましたことは誠におめ

でたく、心よりお祝いを申し上げます。 

 貴会におかれましては、平成７年４月の発足以来、本市の農産業の振興はもとより、本

市の農業が次世代に継承できる魅力ある産業として発展していくための数々の素晴らし

い取り組みを行っており、なかでも、１０月に行われている枝豆収穫祭については、毎年、

市内外から大変多くの参加者が集う、本市の秋の一大イベントとして定着しております。 

また、教育委員会と皆様とは、学校給食を通じたご縁があり、教育事業の推進にも、深

いご理解とご協力をいただいております。 

特に、日本の将来を担う子どもたちにたいへん深い愛情を寄せていただき、安全・安心

な学校給食用の農産物の生産・提供や「食育」活動として様々な農業体験の場を提供

していただくことは、子どもの健全育成に非常に有意義なことであります。 

おかげさまで、本市の子どもたちは毎日美味しい給食を食べ、健やかに成長し、保護者

からも、生産者の顔が見える安全で安心な給食であるとの評価をいただいております。 

このことは、児童生徒の食を預かる者として大変喜ばしく、皆様のご尽力に対し、深く感

謝を申し上げるところでございます。 

本市が子どもたちに、安全で安心な学校給食を提供して行くにあたっては、皆様との連

携が不可欠であり、「地産地消」の向上に向けて取り組んでいきたいと考えておりますの

で、今後ともご協力をお願い申し上げます。 

結びに、君津市認定農業者協議会の更なるご発展と、会員皆様の益々のご健勝、ご活

躍を心より祈念申し上げまして、お祝いの言葉といたします。 
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さらなる３０周年に向けて 

 

                              君津市農業協同組合 

代表理事組合長  齊 藤 茂 雄  

 

認定農業者協議会２０周年記念、誠におめでとうございます。 

私は、このお祝いの言葉を会員として、また、JA きみつの組合長という立場から述べ

させていただきます。 

まず、この会は、初代会長の榎本富美雄さんを抜きには語れません。彼の発案なくし

てこの会は存在しなかったと思います。 

市長から認定を受けた感謝の気持ちを市の経済活性化に少しでも寄与できたらとい

う思いのもと「それが回りまわって自分達のプラスになるんだ。」そんな気持ちが、役員を

中心とし、また、会員へと伝わり、この協議会へと発展致しました。 

会の活動は、田植えを初めとする農業体験から、数え切れない程の活動をしておりま

すが、私は、初年度から続いているゴルフ大会は印象深いものがあります。この会を多く

の方々に知ってもらいたいという思いで始まり、現鈴木市長、川名県議も加わって頂き、

一時は６０名の参加者で賑わいました。 

そして１０年経過し、この会も周知された時期に、次の会長を引き受けましたが、「２代

目で駄目になった。そんな事だけはしてはならない。」そんな思いを強く持ったのを昨日

の事のように覚えております。そんな時に申し送りで云われた言葉が、少子化対策にも

繋がる婚活を進め「農家にお嫁さんに来てもらおう！」でした。この活動は苦戦の連続で

したが、初めて市から助成金も頂き、今では JA も関わり、何組かのカップルが誕生して

おります。 

 昨年 JA きみつは、担い手支援事業のタックという活動が全農会長賞という全国一の賞

を頂きましたが、その中でも高い評価を得ております。 

 さて、私は今２３，０００人近い大規模 JA の長として、「地域に愛される JA」づくりに取り

組んでおります。 

今、規制改革の成長戦略という名のもと、様々な提言があります。その中に、役員に

経営のプロを！というくだりがありますが、当 JA では理事の約 1/3 が認定農家です。 

そして君津からは５名が選出され、今では有名になっております「おもいやりの花いっぱ

い運動」などの中心として頑張って頂いており、感謝しております。 

当JAは、経済を基軸にこれからも市と連携を密にしながら活動していく上で認定農業

者の皆さんの今まで以上のご支援をお願いする処であります。 

結びに鈴木会長を中心に、この会が３０周年にむけて益々ご発展する事をお祈り申し

上げ、お祝いの言葉と致します。 



- 6 - 

認定農業者協議会の活動について 

君津市認定農業者協議会  

１  組織化の経緯及び目的 

君津市は平成 7 年 3 月 29 日に 13 名を認定農業者として認定しましたが、その際

認定農業者自らの発案により､「君津市農業の発展に寄与していくためには認定農

業者が一致団結することが必要である。」とのことから話し合いがもたれ、同年 4 月 7

日に君津市認定農業者協議会が発足しました。 

この協議会の目的は、会員相互が連絡協調し、親睦を深めながら、各種研修会

等に参加して自らの経営改善を図るとともに、新たな認定農業者の掘り越しをして、

君津市農業の中心となる自立農業者の育成を図ることとしています。 

２  活動内容 

発足当初 13 名であった会員は現在 81 名となり、主な活動としては講師を招いて

の研修会や講演会、市長・農業委員・農協との意見交換会や消費者との交流を深

める農業体験｢米づくり｣やきみつ枝豆収穫祭などを行っています。 

研修会や講演会は、地域農業を活性化させ、また、自らの経営改善のヒントとする

ため各方面に講師を依頼し実施しています。 

市長を始め各関係機関との懇談会は、認定農業者への理解を深めてもらうととも

に、地域農業の活性化に向けて積極的な意見交換を行っています。 

協議会として一番大きな事業であるきみつ枝豆収穫祭ですが、これは枝豆の収

穫体験を通し、消費者と生産者とが理解し合うことを目的として、平成 10 年より開催

し、毎年好評で君津市周辺はもちろんのこと、アクアラインを越えて首都圏からも参

加していただいております。「毎年楽しみにしています。」「来年もまた開催してほし

い。」との声も多くいただいており、開催当初から累計で参加者が 8 万人を超えてお

ります。 

平成 12 年度より、ＪA きみつ主催の農業まつりに参加して、たまごのつかみどりを

実施しています。 

収穫祭・卵のつかみどりの収益から、市内全小学校に農業絵本（農文協「育てて

遊ぼう」10 冊）を、市立図書館に農業図書（農文協「食品加工総覧」全 12 巻）を寄贈

し、また、市の「心をつなぐ福祉基金」に寄附しました。 

平成 14 年には農業で体験し感動を伝えるフォトコンテストを開始し、多くの方々に

農業の素晴らしさを広めました。また、農産物の生産現場を消費者に知ってもらおう

と、農業めぐりバスツアー『あぐり号』を発進しました。これはバスで会員の農場に消

費者(30 名)をご案内し、直接生産状況を見学していただきました。平成 25 年には

『あぐり 2 号』も発進しました。 

平成 15 年は『あぐり号』で参加者に配付した「野菜の詰め合わせ」箱をヒントに郵

便局やＪＡきみつと協力して商品化した｢君津フレッシュ BOX｣の販売を開始しました。
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また、新たに農業体験（米作り体験等）にも取り組み、毎年生産した米のうちコシヒカ

リを市内全小中学校1 日分（平成26年度は600kg）の給食米として寄贈しています。

10 月には約 1 ヶ月間、東京湾アクアライン海ほたるにおいて、協議会活動と君津市

農業のパネル展示会を開催し、君津市長を招いて君津市農産物のキャンペーンを

実施しました。 

さらに独身女性を対象にした農業体験グリーンハート号、農業体験ファームエキ

スプレスを実施し、独身の会員と交流を深め、現在もＪＡきみつと協力して、婚活事業

を実施しています。 

これらの協議会の活動が認められ、平成 18 年には千葉県農業奨励賞受賞、平成

23 年には文化の日千葉県農林水産功労者表彰を受けることができました。 

その他にも君津市の認定農業者が生産した地元農産物をもっと消費者に理解し

てもらうため、青葉と大地をテーマに、認定農業者の力強さと君津市農産物の新鮮

さを表現した「ロゴマーク」を作成しました。直売や出荷する段ボール箱、包装紙、袋

などに貼り付けることにより、地元の農産物の PR だけでなく、認定農業者としての誇

りと責任を持ち安全、安心、新鮮、おいしい農産物づくりを目指しています。 

また、認定農業者相互の親睦を深めるため、ゴルフ大会を開催するなど様々な活

動を実施しています。 

協議会の運営については、平成 7 年 8 月 1 日に市が各農業関係機関と連携して

君津市農業経営改善支援センターを設置し、協議会活動のバックアップや個々の

認定農業者への支援をいただいています。 

なお、協議会の経費は会員から年会費 10,000 円を集めて運営をしています。 

３  課題・目標 

 平成 26 年 11 月末現在の会員数は 81 名で、うち法人 14、女性認定農業者 8 名で

すが、営農類型は多種多様で、水稲や施設野菜をはじめとして養鶏、酪農、花き、

観光農園などがあります 

 近年の農業情勢は農業労働力の非農業部門への流出や農業従事者の兼業化、

高齢化が進み、農業後継者や担い手不足が深刻な問題となっています。 

こうした中で、農業生産の維持と協議会を発展させるためには、後継者が営農意

欲をもてる対策づくりや農作業において労働力の占める割合が高い女性農業者の

認定も家族協定とともに必要であると考えます。 

また、輸入農産物の増加や県内外との産地間競争の激化など、生産・流通・消費

を取り巻く環境が目まぐるしく変化しており、生産振興対策だけでなく販売・販路対

策が重要となっております。 

今後も、認定農業者の農業経営改善計画の達成に向けた支援、新規認定農業

者の掘り起こしとともに、協議会が農業者の経営改善と君津市農業の発展に役立つ

組織になるように活動して行きたいと考えています。 
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君津市認定農業者協議会の歩み 
平成７年度 

H7.4.7 君津市認定農業者連絡協議会発足(13 名) 

H7.11.7 研修会（資金等） 

H7.11.7 君津地区農政研修会参加 

H8.3.28 第1 回通常総会･講演会(講師；梅原宏保） 

  

平成８年度 

H8.6.18 千葉県農林業推進大会（幕張メッセ）参加 

H8.6.26 第1 回親睦ゴルフ大会(君津ゴルフ倶楽部） 

H8.10.23 平成 8 年度認定農業者等先進地現地視察研修会（埼玉県日高市:㈱埼玉

種畜牧場） 

H9.2.5 第2 回通常総会･講演会(講師；坂本康男） 

H9.2.26 第2 回親睦ゴルフ大会(君津ゴルフ倶楽部） 

  

平成９年度 

H9.6.11 第3 回親睦ゴルフ大会(君津ゴルフ倶楽部） 

H9.6.16 農業委員との懇談会 

H9.7.29 市長と認定農業者の農政懇談会 

H9.10.31 第4 回親睦ゴルフ大会(君津ゴルフ倶楽部） 

H9.12.10 平成9 年度認定農業者等先進地現地視察研修会（八千代ふるさとステーシ

ョンほか） 

H9.12.19 君津地区農政研修会参加 

H10.2.6 基本構想実践先進地視察研修会にて協議会の紹介 

H10.3.9 第3 回通常総会･講演会(講師；大松秀雄） 

  

平成10 年度 

H10.6.9 第5 回親睦ゴルフ大会(上総富士ゴルフクラブ） 

H10.6.23 農業委員との懇談会 

H10.6.23 第4 回臨時総会（ロゴマークの利用方法について） 

H10.8.18 神奈川県農業経営改善支援活動事業担当者会議にて協議会の活動紹介

(神奈川県中央農業会議） 

H10.8.21 市長との懇談会 

H10.10.10 1998 秋枝豆収穫祭（～11 日まで 1 回目:参加者：600 人） 

H10.11.16 そうさ支援センター先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H10.12.11 君津地区農政研修会参加 

H10.12.18 第6 回親睦ゴルフ大会(上総富士ゴルフクラブ） 

H11.2.23 第5 回通常総会（半纏作成・認定農業者協議会に改名） 
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平成11 年度 

H11.6.9 第7 回親睦ゴルフ大会(君津ゴルフ倶楽部） 

H11.7.6 ＪＡ君津市との農業振興懇談会 

H11.8.5 栃木県沼田町認定農業者連絡協議会視察研修会にて協議会の活動紹介 

H11.10.7 静岡県函南町農業委員会先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H11.10.9 1999 秋枝豆収穫祭（～11 日まで 2 回目:参加者4,000 人） 

H11.12.2 第8 回親睦ゴルフ大会(君津ゴルフ倶楽部） 

H11.12.9 農業図書贈呈式(育てて遊ぼう） 

H11.12.9 認定農業者協議会忘年懇談会 

H12.1.5 関係機関に新年あいさつ 

H12.2.21 第6 回通常総会・講演会(講師：中嶋拡子） 

  

平成12 年度 

H12.4.21 長崎県北高来郡飯盛町農業委員会視察研修会にて協議会の活動紹介 

H12.6.28 第9 回親睦ゴルフ大会(ｻﾞｶﾝﾄﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ） 

H12.7.12 八重原小の大豆栽培体験学習協力 大豆の種まき(児童76 名） 

H12.7.31 木更津市農業関係機関連絡会視察研修会にて協議会の活動紹介 

H12.8.30 栃木県下都賀地方農業委員会長会視察研修会にて協議会の活動紹介 

H12.9.12 市長との懇談会 

H12.10.7 2000 秋枝豆収穫祭（～8 日まで 3 回目:参加者4,500 人） 

H12.10.10 八重原小の大豆栽培体験学習協力 大豆の収穫(児童76 名） 

H12.10.27 収穫祭反省会 

H12.10.30 埼玉県比企郡吉見町認定農業者協議会先進地視察研修会にて協議会の

活動紹介 

H12.11.6 そうさ農業経営改善支援センター先進地視察研修会にて協議会の活動紹

介 

H12.11.8 第10 回親睦ゴルフ大会(亀山湖ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

H12.11.24 八重原小学校収穫祭参加 

H12.11.26 ＪＡ君津市農業まつり『卵のつかみどり：7000 個』 

H12.12.11 『心をつなぐ福祉基金』15 万円寄付 

H12.12.11 学校給食会試食会 

H12.12.11 平成12 年反省会 

H13.1.11 関係機関に新年あいさつ 

H13.2.23 第7 回通常総会 

H13.3.7 群馬県沼田市認定農業者協議会地視察研修会にて協議会活動紹介 

H13.3.9 夷隅農業改良普及事業協議会視察研修会にて協議会活動紹介 

H13.3.29 長野県塩尻市認定農業者協議会視察研修会にて協議会活動紹介 

 

平成13 年度 

H13.5.30 第11 回親睦ゴルフ大会(ｻﾞｶﾝﾄﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ） 
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H13.6.27 学校給食米流通検討会 

H13.10.7 2001 秋枝豆収穫祭（～8 日まで 4 回目:参加者5,000 人） 

H13.11.1 第12 回親睦ゴルフ大会(亀山ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ） 

H13.11.6 茨城県鉾田農業委員会改良推進協議会研修会にて協議会活動紹介 

H13.11.7 大田市場視察(市長と共に) 

H13.11.14 『心をつなぐ福祉基金』20 万円と市制施行 30 周年記念事業『ぐるっと一周スタ

ンプラリー特別賞に農産物寄付 

H13.11.17 ＪＡ君津市農業まつり『卵のつかみどり：7000 個』 

H13.12.11 反省懇親会 

H14.1.10 関係機関に新年あいさつ 

H14.1.17 群馬県新田郡薮塚本町先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H14.2.22 茨城県鹿島市認定農業者等連絡協議会研修会にて協議会の活動紹介 

H14.2.28 印旛郡地域協議会先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H14.2.28 青森県南津軽郡平賀町認定農業者協議会地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H14.2.28 第8 回通常総会・講演会（講師：宮沢兄一） 

  

平成1４年度 

H14.4.21 (有)西野日本農業賞特別賞受賞記念パーティー 

H14.6.20 第13 回親睦ゴルフ大会(上総富士ゴルフクラブ） 

H14.6.30 彩載まつり参加 

H14.8.27 君津市地域農業活性化検討委員会 

H14.9.16 ひまわり運動（君津市役所庁内すべてにひまわりを飾る） 

H14.10.2 農業めぐりバスツアー「あぐり号」 

H14.10.13 2002 秋枝豆収穫祭（～14 日まで 5 回目:参加者8,000 人） 

H14.10.14 広島県賀茂郡大和町農業委員会地視察研修会にて協議会活動紹介 

H14.11.7 沼南町農業委員会先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H14.11.16 ＪＡ君津市農業まつり『卵のつかみどり：5,000 個』 

H14.11.16 フォトコン作品展示会（農業まつり会場内） 

H14.11.17 フォトコン作品展示会（生涯学習フェスティバル会場内） 

H14.11.18 フォトコン作品展示会（～21 日市役所1Ｆﾛﾋﾞー 内） 

H14.11.20 ゆうパック説明会 

H14.11.20 フォトコン表彰式 

H14.11.21 第14 回親睦ゴルフ大会(上総富士ゴルフクラブ） 

H14.12.10 農業図書（食品加工総覧全12 巻）・スタンプラリー賞品贈呈 

H14.12.10 反省懇親会 

H15.1.14 関係機関に新年あいさつ 

H15.2.6 千葉県農業賞記念発表会（佐久間繁雄氏と佐野卓男氏の事例発表会） 

H15.2.6 栃木県久喜市農業生産者先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H15.2.17 第9 回通常総会・講演会（講師：ＪＡ高崎ﾊﾑ 常勤理事販 黒澤賢治） 
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平成1５年度 

H15.4.17 君津フレッシュＢＯＸ出発式 

H15.5.16 農業体験「田植え」小糸小5 年生32 名 

H15.5.17 農業体験「田植え」「カラー摘み取り」一般消費者34 名 

H15.5.28 NHK 総合ＴＶ「いっと 6 けん」にて「君津フレッシュＢＯＸ」の放送 

H15.5.28 鹿児島県大隈郡農業委員会連合先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H15.6.12 第15 回親睦ゴルフ大会(ｻﾞｶﾝﾄﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ） 

H15.7.12 農業体験「大豆の植え付け」「しいたけ狩り」 

H15.8.7 視察研修会（横浜市舞岡ふるさと村） 

H15.8.22 君津フレッシュＢＯＸ1,000 箱達成報告会 

H15.9.8 農業体験「稲刈り」小糸小5 年生32 名 

H15.9.13 農業体験「稲刈り」一般消費者34 名 

H15.9.26 給食用新米贈呈式「コシヒカリ 780kg」 

H15.9.30 栃木県国分寺農業生産者先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H15.10.2 東京湾アクアライン海ほたるパネル展示会（～30 日） 

H15.10.13 君津フレッシュＢＯＸキャラバン(海ほたるにおいて市長を迎えて） 

H15.10.25 君津フレッシュＢＯＸバスツアー(～26 日） 

H15.11.8 ＪＡ君津市農業まつり『卵のつかみどり：5,000 個』 

H15.11.9 きみつ産業フェア(パネル展示） 

H15.11.10 君津フレッシュＢＯＸキャラバン(県庁･千葉テレビほか） 

H15.12.3 小糸小学校もちつき大会 

H15.12.5 経営体育成セミナー（協議会の活動について会長が事例発表） 

H15.12.10 反省懇親会 

H16.1.7 関係機関に新年あいさつ 

H16.2.13 第10 回通常総会 

講演会（講師：農業組合法人 和郷園 代表理事 木内博一） 

H16.2.19 オークラアカデミアパークホテル認定農業者訪問 

H16.3.5 オークラアカデミアパークホテルとの意見交換会 

H16.3.10 第16 回親睦ゴルフ大会(ｻﾞｶﾝﾄﾘｰｼﾞｬﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ） 

H16.3.23 群馬県北群馬郡子持村先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

  

平成1６年度 

H16.5.22 農業体験「田植え」「ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ作り」「しいたけ狩り」一般消費者216 名 

H16.5.24 農業体験「田植え」小糸小全児童165 名 

H16.5.28 第17 回親睦ゴルフ大会(上総富士ゴルフクラブ） 

H16.6.1 オークラ高木総料理長 認定農業者の農場訪問 

H16.9.13 農業体験「稲刈り」小糸小全児童165 名 

H16.10.8 給食用新米贈呈式「コシヒカリ 780kg」 

H16.10.8 学校給食試食会 

H16.10.10 2004 秋枝豆収穫祭（～11 日まで 6 回目:参加者4,300 人） 
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H16.11.4 農業経営基盤強化促進大会（協議会の活動について事例発表） 

H16.11.5 小糸小学校収穫祭（太巻き寿司･カレーライス） 

H16.11.18 岩渕薬品講演会（協議会の活動について 会長特別講演） 

H16.11.24 第18 回親睦ゴルフ大会(上総富士ゴルフクラブ） 

H16.11.24 枝豆収穫祭フォトコンテスト～12/1 まで 

H16.11.27 ＪＡ君津市農業まつり『卵のつかみどり：5,000 個）』 

H16.11.29 枝豆収穫祭フォトコンテスト表彰式 

H16.12.1 反省懇親会 

H17.1.7 関係機関に新年あいさつ 

H17.1.12 商工会議所との意見交換会 

H17.1.17 枝豆収穫祭フォトコンテスト展示会(かずさｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘ-～2/7 まで） 

H17.1.18 君津フレッシュＢＯＸ3,000c/ｓ達成報告会 

H17.2.9 君津市観光協会キャンペーン 有楽町 

H17.2.14 第11 回通常総会・講演会（講師：㈲グリーブ 代表 藤代弘之） 

H17.3.24 学校給食の栄養士と認定農業者の農場視察と意見交換会 

  

平成1７年度 

H17.5.14 農業体験「田植え」「ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ作り」「椎茸狩り」一般消費者316 名 

H17.5.16 農業体験「田植え」小糸小全児童157 名 

H17.5.25 第19 回親睦ゴルフ大会(上総富士ゴルフクラブ） 

H17.6.4 農業体験グリーンハート号 独身女性を対象に会員の農場紹介 

H17.7.14 第1 回親睦ボウリング大会 

H17.9.10 農業体験「稲刈り」一般消費者316 名 

H17.9.13 農業体験「稲刈り」小糸小全児童157 名 

H17.10.5 給食用新米贈呈式「コシヒカリ 780kg」 

H17.10.9 2005 秋枝豆収穫祭（～10 日まで 7 回目:参加者3,800 人） 

H17.10.25 旭市直売研究会先進地視察研修会にて協議会の活動紹介 

H17.11.20 小糸小学校収穫祭に招待される 

H17.11.24 農業体験フォトコンテスト表彰式 

H17.11.24 農業体験フォトコンテスト～30 日まで 

H17.11.26 ＪＡ君津市農業まつり『卵のつかみどり：4,000 個』 

H17.12.1 第20 回親睦ゴルフ大会(上総富士ゴルフクラブ） 

H17.12.13 君津市認定農業者協議会10 周年記念の集い（帽子作成） 

  

平成18年度  

H18.2.13 第12 回通常総会 君津市役所6 階601 会議室 

H18.2.22 農業委員会と農業活性化懇談会  君津市健康管理センター2F 会議室 

H18.4.15 災害見舞い4月11日から12日にかけての大雨による小糸川増水被害を受け

た会員をお見舞いした。 
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H18.5.21 農業体験｢米作り｣～田植え～｢ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ作り｣｢椎茸狩り｣ 糸川地先 

一般消費者420 名 

H18.5.22 農業体験「米作り」～田植え～ 糸川地先  小糸小全児童150 名 

H18.6.9 第21 回ゴルフ親睦大会  上総富士ゴルフクラブ 

H18.6.21 ＪＡきみつ役員と幹部職員との意見交換会 JA きみつ塚原支店 

H18.7.15 農業体験ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ号 独身女性を対象に会員農場紹介 女性3 名会員5 名

H18.7.22 クローバー賞（新日鐵君津社会貢献賞）受賞  君津市文化ホール 
 新日本製鉄君津製鐵所では、クローバー賞を制定し、君津4 市に居住し、利益

を目的としない活動を続け、地域社会に貢献している個人や団体の地道な取り

組みに光を当てるもので、年1 回4 市から推薦を受けた個人や団体について、

有識者と製鐵所関係者によって審査を行い、ステンレス製の賞状と活動奨励金

を贈り表彰しています。 

H18.7.22 クローバー賞(新日鐵君津社会貢献賞)受賞報告会 ｵｰｸﾗｱｶﾃﾞﾐｱﾊﾟー ｸﾎﾃﾙ 

H18.7.27 第２回親睦ボウリング大会  坂田アイ・ビー・レーン 

H18.9.22 農業体験「米作り」～稲刈り～  糸川地先 小糸小全児童150 名 

H18.9.23 農業体験「米作り」～稲刈り～  糸川地先 一般消費者400 名 

H18.10.4 給食用新米贈呈式   君津市役所5 階小会議室 

農業体験「米作り」で栽培した米の中から、君津市の全小中学校給食一食分

の「新米コシヒカリ 780kg」を君津市へ寄贈した。 

H18.10.4 学校給食試食と学校給食関係者との意見交換会  坂田調理場 

H18.10.8 2006 秋枝豆収穫祭（～9 日まで 8 回目：参加者8,800 人） 

H18.11.9 千葉県農業奨励賞受賞  千葉県庁本庁舎5 階大会議室 

功績概要 

『地域農業を担う認定農業者組織として､消費者との交流事業、地元小学生へ

の食育活動、郵便局等と連携した宅配用の新鮮野菜の詰め合わせ販売など

様々な自主的活動を展開し、地域の農業振興や活性化に貢献した。』 
 県では、昭和39 年度から農林業に功績のあった方々の労に報いるとともに、

農林業の振興に寄与することを目的に、千葉県農業賞及び千葉県農業奨励

賞の表彰を行っています。平成18 年度は、農業賞5 名、農業奨励賞1 名・3

団体の受賞が決まり､県庁本庁舎５階大会議室において、堂本暁子知事から

表彰状が手渡されました。 

H18.11.17 農業体験フォトコンテスト表彰式 市役所7 階第3 応接室 

表彰展示(～22日)市役所1Fﾛﾋﾞー  特別展示(H19.1.20～2.3)かずさアカデミア

ホール 

H18.11.18 JA きみつ農業まつり 内みのわ運動公園『卵のつかみどり：5,000 個』 

H18.11.19 小糸小収穫祭 体験で栽培したお米で太巻き寿司などをご馳走になった。 

H18.11.21 

～22 

ふるさと水と土基金全国研修会国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ榎本富美雄氏

と朝生博之氏が研修に参加し､県より｢ふるさと指導員｣を委任された。 

H18.11.29 第22 回ゴルフ大会  上総富士ゴルフクラブ 

H18.12.6 千葉県農業奨励賞受賞記念の集い  ｵｰｸﾗｱｶﾃﾞﾐｱﾊﾟー ｸﾎﾃﾙ 

会員と各関係機関に受賞と経緯を報告した。 

H18.12.27 12.26 の大雨による小糸川増水被害を受けた会員をお見舞いした。 
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平成19年度  

H19.2.14 第13 回通常総会  君津市役所6 階大会議室 

H19.3.8 水と土指導員事例発表 館山市山本青年館 

農業体験事例発表 榎本富美雄顧問 

H19.5.19 農業体験｢米作り｣～田植え～｢ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ作り｣｢椎茸狩り｣  糸川地先 

一般消費者334 名 

H19.5.24 農業体験「米作り」～田植え～  糸川地先 

小糸小全児童147 名 東京都目黒区 川村学園中学1 年生164 名 

H19.6.13 第23 回ゴルフ大会  上総富士ゴルフクラブ 

H19.6.21 第２回親睦ボウリング大会  坂田ｱｲﾋﾞー ﾚｰﾝ 会員相互の交流を図った。 

H19.7.9 農業研修会   君津市役所6 階601 会議室 

法政大学経営大学院 教授 小川孔輔 氏 

「卸売市場法改正による新たな農産物販売について」ほか 

H19.8.8 君津フレッシュＢＯＸ会議 味楽囲 郵政民営化に向けての対応について 

H19.9.22 農業体験「米作り」～稲刈り～  糸川地先 一般消費者334 名 

H19.9.25 農業体験「米作り」～稲刈り～  糸川地先 

小糸小全児童147 名 東京都目黒区 川村学園中学1 年生164 名 

H19.10.4 給食用新米贈呈式   君津市役所5 階小会議室 

農業体験「米作り」で栽培した米の中から、君津市の全小中学校給食一食分

の「新米コシヒカリ 13 俵」を君津市へ寄贈した。 

H19.10.4 学校給食試食と学校給食関係者との意見交換会  坂田調理場 

H19.10.27 農業体験ファームエキスプレス 農村環境改善センターほか 

独身女性を対象に独身会員の農場紹介 女性9 名 会員8 名 

H19.10.29 農林漁業金融公庫千葉拠点設置記念講演会 千葉市プラザ菜の花 

千葉拠点設置にあいさつ 

H19.11.7 第24 回ゴルフ大会  上総富士ゴルフクラブ 会員相互の交流を図った。 

H19.11.15 2007 農業体験フォトコンテスト表彰式  君津市役所7 階第3 応接室 

表彰展示（11.12～11.16 まで）市役所1 階ﾛﾋﾞー  

特別展示（H19.12.22～H20.1.5）かずさｱｶﾃﾞﾐｱホールかずさｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰ 

H19.11.17 ＪＡ君津市農業まつり  内みのわ運動公園  『卵のつかみどり：5,000 個』 

H19.11.17 小糸小収穫祭  農業体験で栽培したお米で調理した太巻き寿司などをご馳

走になる。 

H19.12.5 農業懇談会  ｵｰｸﾗｱｶﾃﾞﾐｱﾊﾟー ｸﾎﾃﾙ  会員と各関係機関と意見交換 

  

平成20年度  

H20.2.15 第14 回通常総会 君津市役所6 階601 会議室 

H20.2.15 最新土づくり研修会 市主催の研修会参加 君津市図書館視聴覚室 

H20.3.18 水と土指導員事例発表 勝浦市市野川 農業体験の事例発表 榎本顧問 

H20.5.17 農業体験「米作り」～田植え～「しいたけ狩り」一般消費者315 名 

H20.5.22 農業体験「米作り」～田植え～小糸小127 名、川村学園中学1 年生120 名 

H20.6.11 第25 回ゴルフ大会 上総富士ゴルフクラブ 

H20.6.25 第3 回ボウリング大会 坂田アイビーボウル 
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H20.7.2 視察研修会 農産物直売所ＪＡさがみ わいわい市（神奈川県高座郡寒川町） 

H20.9.21 農業体験「米作り」～稲刈り～一般消費者315 名 

H20.9.22 農業体験「米作り」～稲刈り～川村学園中学1 年生120 名 

H20.9.24 農業体験「米作り」～稲刈り～小糸小全児童127 名 

H20.10.6 給食用新米贈呈式  君津市6F601 会議室 

市内学校給食1 食分 新米コシヒカリ 700kg を君津市へ寄贈 

H20.10.6 給食用小糸在来®贈呈式  君津市6F601 会議室 

小糸在来®(枝豆)360kg を小糸在来愛好ｸﾗﾌﾞと JA きみつとともに君津市へ寄

贈 

H20.10.6 学校給食試食と学校給食関係者との意見交換会（南子安共同調理場） 

H20.10.12 2008 秋 枝豆収穫祭（～10.13 まで） 9 回目 参加者9,000 人 

H20.11.5 第26 回ゴルフ大会 上総富士ゴルフクラブ 

H20.11.12 NPO 千葉自然学校視察受入 小糸小学校会議室 

H20.11.14 小糸小学校収穫祭  小糸小学校 

米づくり体験で栽培したお米で太巻き寿司をご馳走になった。 

H20.11.15 ＪＡきみつ農業まつり（内みのわ運動公園）『卵のつかみどり：5,000 個』  

H20.11.15 君津青葉高等学校「青葉祭」への協力 

H20.11.17 農業体験で体験した感動を伝えるﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ表彰式 市役所7F 第1 会議室 

H20.12.4 農業懇談会  オークラアカデミアパークホテル 

会員と各関係機関来賓を向かえ、農業について意見交換する。 

H20.12.16 ふるさと保全指導員会議 千葉市森林会館 

榎本顧問と朝生理事が出席し、顧問が協議会活動について事例発表した。 

H20.12.23 農業体験で体験した感動を伝えるフォトコンテスト特別展示 

かずさアカデミアホール かずさアートギャラリー（～H21.1.2 まで） 

 
平成21 年度  

H21.1.16 新年あいさつ 各関係機関に新年のあいさつ 

H21.2.9 第15 回通常総会 平成20 年度事業報告及び決算ついて ほか 

H21.5.16 農業体験「米づくり」～田植え～一般消費者414 名（末吉地先） 

独身農業者のパートナー探しのためにチラシ・農産物を配布した 

H21.5.21 農業体験「米づくり」～田植え～ 

小糸小全児童105 名､川村学園中学1 年生127 名（糸川地先） 

H21.6.10 第27 回ゴルフ大会 上総富士ゴルフクラブ 会員相互の交流 

H21.6.16 第5 回ボウリング大会 アイビーボウル 会員及びその家族の相互交流 

H21.7.1 視察研修会 三浦市三浦野菜生産販売連合 ほか 

H21.9.19 農業体験「米づくり」～稲刈り～一般消費者414 名（末吉地先） 

独身農業者のパートナー探しのためにチラシ・農産物を配布した 

H21.9.24 農業体験「米づくり」～稲刈り～小糸小全児童105 名（糸川地先） 

川村学園はインフルエンザのため中止 

H21.10.7 給食用新米贈呈式「コシヒカリ白米700kg」を君津市へ寄付 

農業体験「米づくり」で栽培した米の中から、君津市の全小中学校給食一食分

の新米を提供した。 
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H21.10.7 給食用小糸在来®(枝豆)贈呈式「小糸在来72 箱(360kg)」を君津市へ寄付 

本協議会と小糸在来愛好クラブ、JA きみつの 3 者より、君津市の全小中学校

給食一食分の小糸在来を提供した。 

H21.10.7 学校給食試食と学校給食関係者との意見交換会 坂田共同調理場 

H21.10.11 2009 秋 きみつ枝豆収穫祭（～10.12 まで）10 回目 参加者12,000 人 

10 回目を記念して記念ｲﾍﾞﾝﾄを実施した（5 万人目の参加者に記念品を贈呈）

独身農業者のパートナー探しのためにチラシ・農産物を配布した。 

H21.11.7 川村学園 学園祭直売会（～11.8 まで)  

豊島区目白の川村学園中学校･高校第2 校舎2213 教室で農産物直売を実施

した。 

H21.11.21 ＪＡきみつ農業まつり『卵のつかみどり：5,000 個』 

H21.11.24 君津市文化のまちづくり市税１％支援事業 農業で体験した感動を伝えるフォ

トコンテスト  表彰展示（～11.27 まで）市役所1 階ロビー 

H21.11.26 小糸小学校収穫祭（米づくり体験の米を使った太巻きずしをごちそうになっ

た。） 

H21.12.2 第28 回ゴルフ大会 上総富士ゴルフクラブ 関係機関と会員相互の交流 

H21.12.2 農業懇談会  オークラアカデミアパークホテル 

各関係機関来賓を迎え、会員と農業について意見交換 

H21.12.20 君津市文化のまちづくり市税１％支援事業 農業で体験した感動を伝えるフォ

トコンテスト  特別展示（～H21.1.8 まで）かずさアカデミアホール かずさア

ートギャラリー 

 

平成２２年度  

H22.1.13 新年あいさつ 各関係機関に新年のあいさつ 

H22.2.8 第16 回通常総会 平成21 年度事業報告及び決算ついて ほか 

H22.2.10 婚活講座（ほか 3 回実施） 

H22.5.16 農業体験「米づくり」～田植え～一般消費者359 名（末吉地先） 

H22.5.27 農業体験「米づくり」～田植え～ 

小糸小全児童114 名､川村学園中学1 年生126 名（糸川地先） 

H22.6.1 千葉県米消費拡大推進功績団体表彰記念の集い 

H22.6.16 第6 回ボウリング大会 アイビーボウル 会員及びその家族の相互交流 

H22.7.1 視察研修（群馬県川場村） 宮田果樹園にて先進農業の視察。 

H22.9.18 農業体験「米づくり」～稲刈り～一般消費者359 名（末吉地先） 

H22.9.22 農業体験「米づくり」～稲刈り～ 小糸小全児童114 名（糸川地先） 

H22.9.28 農業体験「米づくり」～稲刈り～ 雨天のため、君津市の農業の説明 

川村学園中学1 年生126 名（小糸小学校体育館） 

H22.10.4 給食用新米贈呈式「コシヒカリ白米700kg」を君津市へ寄付 

農業体験「米づくり」で栽培した米の中から、君津市の全小中学校給食一食分

の新米を提供した。 

H22.10.4 給食用小糸在来®(枝豆)贈呈式「小糸在来62 箱(310kg)」を君津市へ寄付 

本協議会と小糸在来愛好クラブ、JA きみつの 3 者より、君津市の全小中学校

給食一食分の小糸在来を提供した。 

H22.10.4 学校給食試食と学校給食関係者との意見交換会 南子安小学校 
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H22.11.20 ＪＡきみつ農業まつり『卵のつかみどり：5,000 個』 

H22.11.22 君津市文化のまちづくり市税１％支援事業 農業で体験した感動を伝えるフォ

トコンテスト  表彰展示（～11.26 まで）市役所1 階ロビー 

H22.11.22 小糸小学校収穫祭（米づくり体験の米で調理した太巻きずしをご馳走になっ

た） 

H22.11.24 第29 回ゴルフ大会 上総富士ゴルフクラブ 関係機関と会員相互の交流 

H22.12.7 農業懇談会  オークラアカデミアパークホテル 

各関係機関来賓を迎え、会員と農業について意見交換 

 

平成２３年度  

Ｈ23.1.12 新年あいさつ  各関係機関に新年のあいさつ 

Ｈ23.1.29 婚活講座  

Ｈ23.2.10 第17 回通常総会 平成22 年度事業報告及び決算について ほか 

Ｈ23.5.14 君津市認定農業者協議会公式ホームページ作成 

Ｈ23.5.15 農業体験「米づくり」～田植え～一般消費者 約200 名（末吉地先） 

Ｈ23.5 農業体験「米づくり」～田植え～小糸小学校児童 天候により中止 

Ｈ23.5.20 農業体験「米づくり」～田植え～川村学年中学校 1 年生 

Ｈ23.8.7 納涼祭開催  マザー牧場  会員及びその家族の相互交流 

Ｈ23.9.17 農業体験「米づくり」～稲刈り～一般消費者 約200 名（末吉地先） 

Ｈ23.9.26 農業体験「米づくり」～稲刈り～小糸小学校 

Ｈ23.10.9,10 きみつ枝豆収穫祭 約5,000 人 

Ｈ23.10.14 

給食用新米贈呈式「コシヒカリ白米」を君津市へ寄付 

農業体験「米づくり」で栽培した米の中から、君津市の全小中学校給食一食分

の新米を提供した。 

Ｈ23.10.14 

給食用小糸在来®(枝豆)贈呈式「小糸在来」を君津市へ寄付 

本協 議会と小糸在来愛好クラブ、JAきみつの3者より、君津市の全小中学校

給食一食分の小糸在来を提供した。 

Ｈ23.11.19 ＪＡきみつ農業まつり （内みのわ運動公園）『卵のつかみどり：5,000 個』 

Ｈ23.11.3 文化の日千葉県農林水産功労者表彰受賞 

Ｈ23.11.16 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 表彰式 

H23.11.18 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 展示（11/18～12/1） 

場所：君津市役所１階ロビー 
 

平成２４年度 
 

H24.1.10 新年あいさつ 各関係機関に新年のあいさつ 

H24.2.14 第18回通常総会 平成23年度事業報告及び決算ついて ほか 

H24.5.19 農業体験「米づくり」～田植え～一般消費者130名（末吉地先） 

H24.5.24 農業体験「米づくり」～田植え～小糸小全児童 103名（糸川地先） 

H24.8.5 君津市認定農業者協議会の親睦会 マザー牧場 

H24.9.15 農業体験「米づくり」～稲刈り～一般消費者130名（末吉地先） 



- 18 - 

H24.9.20 農業体験「米づくり」～稲刈り～小糸小全児童 103名（糸川地先） 

H24.10.2 給食用新米贈呈式「コシヒカリ白米 660kg」を君津市へ寄付 

農業体験「米づくり」で栽培した米の中から、君津市の全小中学校給食一食 

分の新米を提供した。 

H24.10.2 給食用小糸在来®(枝豆)贈呈式「小糸在来 256kg」を君津市へ寄付 

本協議会と小糸在来愛好クラブ、JAきみつの3者より、君津市の全小中学校 

給食一食分の小糸在来を提供した。 

H24.10.2 学校給食試食と学校給食関係者との意見交換会 南子安共同調理場 

H24.10.7,8 きみつ枝豆収穫祭 来場者数約 5,000人（市宿地先） 

H24.10.21 長生農業フォーラム 2012 会長がパネルディスカッションに参加 

H24.11.17 ＪＡきみつ農業まつり（内みのわ運動公園）『卵のつかみどり：5,000個』 

H24.11.26 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 表彰式 

H24.12.5 農業懇談会  オークラアカデミアパークホテル 

各関係機関来賓を迎え、会員と農業について意見交換 

H24.12.22 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 展示（12/22～12/28） 

 場所：生涯学習交流センター ギャラリー 

 
平成25年度 

 

H25.1.6 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 展示（1/6～1/18） 

場所：アカデミアホールかずさアートギャラリー 

H25.1.7 新年あいさつ 各関係機関に新年のあいさつ 

H25.1.21 長生農業研究会視察受け入れ（君津購買センター） 

H25.2.4 第19回通常総会 平成24年度事業報告及び決算ついて ほか 

H25.2.16 おいでよ きみつ 観光キャンペーン 東京タワーにて地元農産物等を配布 

H25.5.23 農業体験「米づくり」～田植え～小糸小全児童 102名（糸川地先） 

H25.5.25 農業体験「米づくり」～田植え～一般消費者124名（糸川地先） 

H25.6.18 婚活イベント 打ち合わせ（ＪＡ本店） 

H25.7.24 君津市農業農村活性化協議会 設立総会 

H25.8.2 婚活イベント （木更津市：煖） 

H25.8.4 君津市認定農業者協議会の納涼祭（マザー牧場） 

H25.9.21 農業体験「米づくり」～稲刈り～一般消費者124名（糸川地先） 

H25.9.24 農業体験「米づくり」～稲刈り～小糸小全児童 102名（糸川地先） 

H25.9.25 ふるさと保全指導員会議（南房総市） 

H25.9.30 君津市農業農村活性化協議会事業説明会（かずさアカデミアホール） 
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H25.10.4 給食用新米贈呈式「コシヒカリ白米 610kg」を君津市へ寄付 

農業体験「米づくり」で栽培した米の中から、君津市の全小中学校給食 

一食分の新米を提供した。 

H25.10.4 給食用小糸在来®(枝豆)贈呈式「小糸在来 250kg」を君津市へ寄付 

本協議会と小糸在来愛好クラブ、JAきみつの3者から、君津市の全小 

中学校給食一食分の小糸在来を提供した。 

H25.10.4 学校給食試食と学校給食関係者との意見交換会 坂田共同調理場 

H25.10.7 きみつ枝豆収穫祭圃場の草刈り（市宿地先） 

H25.10.13,14 きみつ枝豆収穫祭 来場者数約 5,200人（市宿地先） 

H25.10.15,16 君津市農業農村活性化協議会研修会（岩手県） 

H25.10.18 消費者大学にて会長が講演 

H25.10.25 生涯学習推進協議会会議（君津市役所） 

H25.10.27 生産者との交流会＆収穫体験バスツアー「あぐり 2号」 

H25.10.30 婚活イベント 打ち合わせ（ＪＡ本店） 

H25.11.22 君津地域食育活動交換会（市内） 

H25.11.23 ＪＡきみつ農業まつり（内みのわ運動公園） 

『卵のつかみどり：5,000個』 

H25.11.26 小糸小学校収穫祭（小糸小学校） 

H25.12.4 君津市農業農村活性化協議会研修会 

H25.12.4 農業懇談会（オークラアカデミアパークホテル） 

各関係機関来賓を迎え、会員と農業について意見交換 

H25.12.5 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 表彰式 

H25.12.9 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 展示（12/9～12/24） 

 場所：生涯学習交流センター ギャラリー 

H25.12.20 婚活イベント（君津市：ハミルトンホテル上総） 

 
平成26 年度 

 

H26.1.6 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 展示（1/6～1/18） 

場所：アカデミアホールかずさアートギャラリー 

H26.1.8 新年あいさつ 各関係機関に新年のあいさつ 

H26.2.5 第20回通常総会 平成25年度事業報告及び決算ついて ほか 

H26.5.22 農業体験「米づくり」～田植え～小糸小全児童 101名（糸川地先） 

H26.5.24 農業体験「米づくり」～田植え～一般消費者76名（糸川地先） 

H26.8.3 君津市認定農業者協議会の納涼祭（マザー牧場） 

H26.9.17 農業体験「米づくり」～稲刈り～ 小糸小全児童 101名（糸川地先） 

H26.9.20 農業体験「米づくり」～稲刈り～ 一般消費者 76名（糸川地先） 
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H26.10.7 給食用新米贈呈式「コシヒカリ白米 600kg」を君津市へ寄付 

農業体験「米づくり」で栽培した米の中から、君津市の全小中学校 

給食一食分の新米を提供した。 

H26.10.7 学校給食試食と学校給食関係者との意見交換会 南子安共同調理場 

H26.10.7 きみつ枝豆収穫祭ほ場の草刈り（市宿地先） 

H26.10.12,13 きみつ枝豆収穫祭 来場者数約 5,000人（市宿地先） 

H26.10.14 プレミアムフレッシュＢＯＸを企画（20周年記念事業） 

H26.11.7  婚活イベント（君津市：ハミルトンホテル上総） 

H26.11.22 ＪＡきみつ農業まつり（内みのわ運動公園）  

『卵のつかみどり：5,000個』 

H26.12.3 君津市認定農業者協議会20周年記念祝賀会（ｵｰｸﾗｱｶﾃﾞﾐｱﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ） 

H26.12.8 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 展示（12/8～12/19） 

 場所：君津市役所１階ロビー 

H26.12.10 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 表彰式 

 
平成２７年度 

 

H27.1.6 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 展示（1/6～1/16） 

 場所：アカデミアホールかずさアートギャラリー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成26 年度 農業で体験した感動を伝えるフォトコンテスト 

君津市長賞 「楽しい田植え」 
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写真で見る歩み 

 
平成7 年3 月 認定農業者認定授与式 

(初回認定農業者) 
平成17 年2 月 認定農業者認定授与式 

（初回認定農業者は 3 回目の認定） 

 

平成9 年2 月 第2 回親睦ゴルフ大会 

(君津ゴルフ倶楽部) 

 
平成17 年11 月 第20 回親睦ゴルフ大会 

(上総富士ゴルフクラブ) 

平成7 年11 月 君津地区農政研修会 
 

平成９年7 月市長と農政懇談会 

 
平成９年7 月市長と農政懇談会 

 
平成12 年10 月枝豆収穫祭(市宿) 
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平成12 年10 月 枝豆収穫祭(市宿) 

 
平成13 年1 月 親睦ゴルフ大会 

(亀山湖カントリークラブ) 

 
平成13 年6 月 

情報彩載まつり(旧木更津ﾀﾞｲｴｰ) 

 
平成13 年11 月 市長と大田市場研修 

 
平成13 年11 月 JA きみつ農業まつり 

(内みのわ運動公園) 

 
平成14 年11 月学校給食検討会 

 
平成14 年10 月 農業体験バスツアー(三舟台) 

 
平成14 年12 月 食品加工総覧寄贈 
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平成15年10 月 東京湾アクアライン海ほたる

市長とともに君津市農産物PR 

 
平成15 年11 月 (千葉テレビ本社） 

君津フレッシュ BOX キャラバン 

 
平成16 年3 月 

ｵｰｸﾗｱｶﾃﾞﾐｱﾊﾟー ｸﾎﾃﾙとの意見交換 

 
平成16 年10 月 (坂田調理場) 

学校給食との意見交換 

 
平成16 年11 月 (千葉市 青葉の森公園) 

農業経営基盤強化促進大会 

 
平成17 年3 月 栄養士との意見交換 

(大井戸 朝生博之氏) 

 
平成17 年5 月 イチゴジャム作り(小糸小) 

 
平成17 年6 月 ｸﾞﾘｰﾝﾊｰﾄ号(農村環境改善ｾﾝﾀ-)
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平成18 年7 月22 日 (君津市文化ﾎｰﾙ) 

クローバー賞（新日鐵君津社会貢献賞）受賞 

 
平成18 年11 月9 日 (千葉県庁) 

千葉県農業奨励賞受賞  

 
平成19 年10 月 給食用新米贈呈式 

 
平成19 年10 月 [㈲カエフチ葉彩] 

農業体験ファームエキスプレス  

 
平成20 年7 月 視察研修会(寒川町) 

農産物直売所ＪＡさがみ わいわい市 

 
平成20 年 ９月 小糸小学校 

農業体験「米づくり」-稲刈り-(糸川) 

 
平成21 年5 月 一般 

農業体験「米づくり」-田植え-(末吉) 

 
平成21 年9 月 一般 

農業体験「米づくり」-稲刈り-(末吉) 

フォトコンテスト（最優秀賞受賞作品） 
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平成22 年8 月 

君津ノギャルファーム事業(三舟台) 

 
平成22 年10 月 

集合写真 君津市大井戸にて 

 
平成22 年12 月 

農業懇談会（ｵｰｸﾗｱｶﾃﾞﾐｱﾊﾟー ｸﾎﾃﾙ） 

 
平成23 年9 月 

農業体験「米づくり」-稲刈り-(末吉) 

 
平成23 年１0 月 枝豆収穫祭(市宿) 

フォトコンテスト（最優秀賞受賞作品） 

 
平成23 年11 月 

横浜キャンペーン(横浜郵便局) 

 
平成23 年11 月 

文化の日千葉県農林水産功労者表彰受賞（千葉県庁） 
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平成24 年5 月 

農業体験「米づくり」-田植え-（糸川） 

 
平成24 年9 月 

農業体験「米づくり」-稲刈り-（糸川）- 

 

平成24 年12 月 

フォトコンテスト表彰式 

 

平成25 年5 月 

役員会議(ﾄﾞﾗｲﾌﾞｲﾝ緑ヶ丘) 

 

平成25 年5 月 

農業体験「米づくり」-田植え-(末吉) 

～フォトコンテスト受賞作品～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成25 年9 月  

農業体験「米づくり」-稲刈り-(末吉) 

～フォトコンテスト受賞作品～ 

 

 
平成25 年8 月 

納涼祭(マザー牧場) 

 

平成25 年10 月 

生産者との交流会＆収穫体験バスツアー 
『あぐり２号』(三舟台) 
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米寄贈(kg) 計（人） 一般（人）
川村学園
中学1年
生（人）

計 一般
八重原小

1年生

平成10年 600 600

平成11年 4,000 4,000

平成12年 4,576 4,500 76 76

平成13年 5,200 5,200

平成14年 8,000 8,000 40

平成15年 104 750 66 34 32 5年生 38 38 38

平成16年 4,681 4,300 750 381 216 165 全児童 44

平成17年 4,282 3,800 750 473 316 157 全児童 9 40

平成18年 9,395 8,800 750 592 442 150 全児童 3 56

平成19年 759 730 750 439 147 全児童 164 9 38

平成20年 9,562 9,000 700 562 315 127 全児童 120 360 45

平成21年 12,655 12,000 700 646 414 105 全児童 127 360 9 53

平成22年 606 690 599 359 114 全児童 126 360 7 47

平成23年 5,424 5,000 660 419 187 116 全児童 116 290 5 25

平成24年 5,233 5,000 660 233 130 103 全児童 256 21

平成25年 5,441 5,200 610 226 124 102 全児童 250 15 15

平成26年 5,206 5,000 600 177 76 101 全児童 29 30

総計 85,724 80,400 8,350 5,124 3,052 1,419 653 1,876 114 38 76 86 492

ﾌｫﾄｺﾝ
作品
(点)

婚活
（農業体

験）

女性

年計
（人）

枝豆
収穫祭
（人）

米作り
小糸在

来
給食寄

贈
枝豆

大豆栽培（人）

小糸小（人）

 
平成26 年9 月 

農業体験「米づくり」-稲刈り-(糸川) 

 
平成26 年10 月 

米穀の寄附採納に係る贈呈式 

 

平成26 年10 月 

婚活イベント(ハミルトンホテル上総) 

 
平成26 年11 月農業まつり  

卵のつかみ取り(内みのわ運動公園) 

 

●君津市認定農業者協議会 イベント実績 
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 平成７年 平成９年 平成１１年 平成１３年 平成１５年 

会長 榎本 富美雄 榎本 富美雄 榎本 富美雄 榎本 富美雄 榎本 富美雄

副会長 鳥海 敬一 鳥海 敬一 鳥海 敬一 鳥海 敬一 齊藤 茂雄 

副会長 三枝 博 榎本 雅夫 榎本 雅夫 榎本 雅夫 榎本 雅夫 

副会長     杉谷 一弥 

副会長      鈴木 芳昭 

会計 鈴木 剛 齊藤 茂雄 齊藤 茂雄 齊藤 茂雄  

理事 榎本 雅夫 三枝 博 三上 恭男 三上 恭男 渡邊 雅文 

理事  半沢 富次 三枝 博 三枝 博 三上 恭男 

理事   半沢 富次 半沢 富次 石橋 定雄 

理事   渡邊 雅文 渡邊 雅文 鳥海 純次 

理事    齊藤 和久 栗原 利光 

理事    石橋 定雄 齊藤 和久 

理事    栗原 利光 齊藤 昇 

理事    杉谷 一弥  

理事    鈴木 芳昭  

監事 永藤 正 永藤 正 永藤 正 永藤 正 永藤 正 

監事 芹田 忠一 芹田 忠一 芹田 忠一 芹田 政一 芹田 政一 

顧問     鳥海 敬一 

 

 平成１７年 平成１９年 平成２１年 平成２３年 平成２５年 

会長 齊藤 茂雄 齊藤 茂雄 杉谷 一弥 鈴木 芳昭 鈴木 芳昭 

副会長 杉谷 一弥 杉谷 一弥 鈴木 芳昭 鳥海 純次 齊藤 昇 

副会長 鈴木 芳昭 鈴木 芳昭 鳥海 純次 齊藤 昇 岩田 昌海 

副会長 榎本 雅夫 鳥海 純次 齊藤 昇 岩田 昌海 朝生 博之 

副会長 鳥海 純次 齊藤 昇 栗原 利光 朝生 博之 久保 雅敬 

理事 渡邊 雅文 渡邊 雅文 渡邊 雅文 杉谷 一弥 杉谷 一弥 

理事 三上 恭男 石橋 定雄 江澤 芳明 渡邊 雅文 三上 英雄 

理事 石橋 定雄 栗原 利光 ㈲光永ファーム 

㈹光永 信裕 

江澤 芳明 江澤 芳明 

理事 栗原 利光 江澤 芳明 岩田 昌海 ㈲光永ファーム 

㈹光永 信裕 

田中 寿 

理事 齊藤 和久 ㈲光永ファーム 

㈹光永 信裕 

朝生 博之 鳥飼 眞一 鳥飼 眞一 

理事 齊藤 昇 ㈲西野 鳥飼 眞一 高橋 俊雄 高橋 俊雄 

理事 江澤 芳明 岩田 昌海 高橋 俊雄 露崎 賢治 露崎 賢治 

理事 ㈲光永ファーム 

㈹光永 信裕 

朝生 博之 露崎 賢治 久保 雅敬 三枝 修 

監事 永藤 正 永藤 正 永藤 正 永藤 正 永藤 正 

監事 大高 一郎 大高 一郎 大高 一郎 ㈲鈴木養鶏場 

㈹鈴木 信良 

㈲鈴木養鶏場

㈹鈴木 信良

顧問 榎本 富美雄 榎本 富美雄 榎本 富美雄 榎本 富美雄 榎本 富美雄

顧問   齊藤 茂雄 齊藤 茂雄 齊藤 茂雄 

 

君津市認定農業者協議会 歴代役員 
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君津市認定農業者協議会役員名簿 

役員 

会 長 鈴木芳昭 上湯江 カブ・ニンジン･枝豆・米・ブルーベリー・キャベツ 

副会長 齊藤 昇 西原 キュウリ・ニラ・レタス・インゲン・米 

副会長 岩田昌海 賀恵淵 アネモア・ストック・インゲン・レタス・米 

副会長 朝生博之 大井戸 カラー・米・椎茸 

副会長 久保雅敬 長石 カラー・米 

理事 杉谷一弥 糠田 カラー・米 

理事 三上英雄 山本 キュウリ・米 

理事 田中 寿 怒田 米 

理事 鳥飼眞一 末吉 卵・米 

理事 高橋俊雄 正木 イチゴ 

理事 露崎賢治 山本 キュウリ・米 

理事 三枝 修 寺沢 卵・米 

監事 永藤 正 郡 米 

顧問 榎本富美雄 大井戸 米・大豆･小麦・レタス 

顧問 齊藤茂雄 俵田 キュウリ・米 

 

 

 

 

あとがきにかえて 

君津市認定農業者協議会の歩みとして活動内容を紹介させていただきました。 

これらの活動ができましたものもひとえに、会員の方々のご協力と関係機関の皆様のご指導の賜物

と深く感謝申し上げます。 

これからも地域農業の発展のため、微力ながら努力してまいりますので、ご支援、ご協力をよろしく

お願い申し上げます。 

平成26 年12 月3 日 

君津市認定農業者協議会  会長  鈴 木 芳 昭  役員一同 
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会員 

㈲鳥海ファーム 

㈹鳥海 一茂 

寺沢 卵 ㈲ベジコス 

㈹久我 智之 

山本 ロメインレタス 

㈱松本鶏園 

㈹松本 弘文 

大中 コマーシャル農場 

（ブロイラー） 

朝生 良重 大井戸 米 

㈲横浜ファーム 

㈹笠原 節夫 

山滝野 卵 鳥海 好克 寺沢 卵 

綱島 良信 香木原 豚 須藤 久雄 愛宕 ミツバ・ホワイトセルリー

三上 富士雄 山本 イチゴ・キュウリ・インゲン・米 粕谷 政浩 蔵玉 トマト・ブルーベリー 

齊藤 和久 西原 イチゴ・キュウリ･米 榎本 雅夫 糸川 バラ・米 

三枝 陽子 寺沢 卵･米 榎本 匡宏 糸川 バラ・米 

齊藤 慶太 俵田 キュウリ・米 黒川 悟 末吉 水稲・ブロッコリー 

鳥飼 ゆう子 末吉 卵・米 重田 忠男 戸崎 米 

鳥飼 正平 末吉 卵・米 後藤 浩幸 萩作 肥育牛 

㈲光永ファーム 

㈹光永 信裕 

山滝野 卵 鶴岡 正寿 向郷 なめこ 

㈱愛郷園 

㈹木曽 健 

向郷 イチゴ 齊藤 縁 西原 キュウリ・ニラ・レタス･

インゲン・米 

㈲保坂農場 

㈹保坂 正春 

山本 卵・米・ブルーベリー 鳥海 弘樹 根本 カラー・米・しいたけ 

㈱栗駒ポートリー 

㈹境野 徳夫 

県外 卵 鳥海 幹子 根本 カラー・米・しいたけ 

田中 信雄 西原 レタス・インゲン・トウモロコシ・

米 

酒川 栄次 戸崎 卵 

大高 一郎 長石 カバープランツ･コニファー 藤田 勇人 小市部 米 

㈲カズサベジテック 

㈹須藤 登代子 

山滝野 ハーブ 石井 トシ子 西猪原 アルストロメリア・ 

ポピー･米 

吉田 徹 西原 トウモロコシ・レタス・米・椎茸 宇野 真弘 上湯江 キャベツ 

㈱にしばら葉彩 

㈹須藤 久雄 

西原 ベビーリーフ 渡邉 信幸 大井 イチゴ・米 

石橋 定雄 東粟倉 ポインセチア･バラ・ 

エキザカム・花壇用苗 

保坂 隆 山本 カラー・アネモネ・ 

グロリオサ・米 

齊藤 隆雄 西原 キュウリ・トウモロコシ･レタス 保坂 正春 山本 水稲・ブルーベリー 

栗原 利光 平山 カキ・イチゴ・クリ・ブルーベリー・

米・ブドウ 

本吉 昭彦 笹 酪農 

㈱ライスファーム 

とりうみ 

㈹鳥海 晴彦 

寺沢 米･大豆･みそ 常住 貴絵 山本 水稲・アネモネ・ブドウ・

サヤインゲン・ミニカラー

 

㈱スワインファーム

ジャパン 

㈹中山 誠一 

山滝野 養豚 鈴木 光子 上湯江 カブ・ニンジン･枝豆・米・

ブルーベリー 

・キャベツ 

㈱カズサとまと 

ガーデン 

㈹吉田 和徳 

向郷 トマト 鮎川 正幸 貞元 水稲・大豆・トマト 

㈲レイクファーム 

㈹鈴木 剛 

坂畑 ロメインレタス・京水菜・ 

エンサイ・スイートバジル 

鎌嵜 美光 大井 水稲・ｶﾗｰ・枝豆 

齊藤 友紀 大井戸 カラー・米 能星 昭男 浜子 水稲 

齊藤 桂子 大井戸 カラー・米 廣庭 良一 大岩 米･自然薯・ニンニク 

常住 知良 山本 イチゴ・キュウリ・米 池田 喜幸 糠田 カラー・米 

㈲カエフチ葉彩 

㈹塩谷 信之 

西原 エンサイ・トウモロコシ・春菊・ 

ブロッコリー・米 

平野 宏行 貞元 ﾐﾂﾊﾞ･大豆･ｻﾂﾏｲﾓ・ｷｬﾍﾞﾂ･

ｶﾎﾞﾁｬ･長ﾈｷﾞ・米 

川島 壽夫 賀恵渕 インゲン・レタス・米･ナバナ 大古 政昭 皿引 米・トウモロコシ・レタス

・ソラマメ・ダイコン 

佐久間 英樹 大山野 酪農 刈込 發 植畑 米・ブロッコリー 

㈱米蔵 

㈹樅山 賢司 

広岡 米 和田 博記 下湯江 イチゴ・サツマイモ 

君津市認定農業者協議会名簿 



- 31 - 

君津市認定農業者協議会会則 

（目的） 

第1条 この会は、農業経営基盤の強化を図るため、経営改善計画を認定された者（以

下「認定農業者」という。）が連絡協調し、相互の親睦を深めながら活性化し、

次世代へ継承できる魅力ある農業の展開を図り、もって君津市農業の発展に

寄与することを目的とする。  

 

（名称及び事務所） 

第2条 この会は、君津市認定農業者協議会（以下「本会」という。）と称し、事務局

を君津市農業経営改善支援センター内に置く。 

 

（事業） 

第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。  

(1) 全体、又は部門別による研修及び連絡協調  

(2) 経営改善に関する関係機関との連絡調整  

(3) 認定志向農業者への助言指導 

(4) その他本会の目的達成に必要な事項  

 

（組織） 

第4条 本会は、君津市の認定農業者をもって組織する。 

 

 

（役員） 

第5条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会 長 1人 

(2) 副会長 4人 

(3) 理 事 8人程度 

(4) 監 事 2人 

(5) 顧 問 若干名 

 

2 役員は、総会で選出する。 任期は、2年とし、再選は妨げない。 

 

（役員の任務） 

第6条 役員の任務は次のとおりとする。 

(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。  

(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

(3) 副会長は本会の経理に係る事務を行う。 

(4) 理事は本会の運営に関して会員相互の連絡調整を行う。 

(5) 監事は会計を監査する。 
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（会議） 

第7条 会議は、総会及び役員会とする 

(1) 総会は、会長がこれを招集し、会員の過半数（委任状を含む）の出席をもっ

て成立する。  

(2) 議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決すると

ころによる。 

(3) 議長は、出席者の中からその都度選出する。 

(4) 役員会は、第5条第1項の役員で構成し、必要に応じ会長が招集し会務の執

行に必要な事項について審議する。 

 

 

（総会附議事項） 

第8条 会議に付さなければならない事項は次のとおりとする。 

(1) 会則の制定及び改廃 

(2) 役員の選出に関する事項 

(3) 事業計画、事業報告及び予算、決算に関する事項 

(4) その他、本会において重要と認める事項 

 

（会計） 

第9条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。 

 

（事業年度） 

第10条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日をもって終わる。 

  

     附  則 

1 この会則は、平成7年4月7日から施行する。 

2 第10条の4月1日は、設立初年度に限り4月7日と読み替える。 

3 第10条の1月1日は、平成19年度に限り2月13日と読み替える。 

 

     附  則 

    この会則は、平成11年2月22日から施行する。 

    この会則は、平成12年5月29日から施行する。 

    この会則は、平成13年2月23日から施行する。 

    この会則は、平成15年2月17日から施行する。 

この会則は、平成17年2月14日から施行する。 

この会則は、平成18年2月13日から施行する。 

この会則は、平成21年2月9日から施行する。 
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君津市の認定農業者が生産した農産物のロゴマーク使用要領 

君津市認定農業者協議会 

１ 目 的 

県内外の産地間競争の激化など生産・流通・消費を取り巻く環境が大きく変化する中で、

生産振興対策だけでなく積極的な販売販路対策が重要となっている。 

そこで、この「使用要領」は認定農業者の PR 及び君津市農産物のイメージアップと競争

力強化を目指した販売促進戦略を展開する一環として、君津市農産物のロゴマークの適正

な使用と効果的な普及・定着を図る上で必要な事項を定めるものとする。 

 

２ ロゴマーク 

青葉と大地をテーマに、認定農業者の力強さと君津市農産物の新鮮さを表現したもので

ある。（様式：別紙のとおり） 

 

３ 使用方法 

(1) 「君津市認定農業者（○○○○）」の○○○○に、農産物を生産した認定農業者本人

の氏名を記入する。 

(2) 「君津の農産物」の「君津」の部分に、君津以外の地名や固有の団体名・会社  名等

を挿入して使用者固有のブランドと誤解を与えるような使用や、君津市産以外の農産

物に使用するなど不適正な使用はしないこととする。 

(3) マークを使用した農業者は、その農産物に誇りと責任を持つこと。 

 

４ ロゴマークの使用範囲 

(1) 農産物の販売 

認定農業者が生産した農産物を販売する際の包装紙、容器等での使用。 

(2) 各種イベント 

認定農業者単独及び市・各種農業団体等との共催のイベントにおける看板、のぼり

配布物等での使用。 

(3) 各種広報媒体 

認定農業者単独及び市・各種農業団体等との共同制作のチラシ、ポスター、広報誌

新聞等での使用 

(4) 販売促進グッズ 

認定農業者単独及び市・各種農業団体等との共同制作の販売促進グッズでの使用 

 

５ 事務局 

ロゴマークに係る事務局は君津市経済部農政課に置くものとする。 

 

６ その他 

その他必要な事項は、別途定めるものとする。 

 

      附 則 

この要領は、平成10 年6 月23 日から施行する。 


