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平成２８年度第１回「千葉市農政推進協議会」議事録 

 

 

１ 日  時  平成２８年７月２６日（火） 

午後２時００分から午後４時１７分 

 

２ 場  所  中央コミュニティセンター８階 「千鳥・海鴎」 

 

３ 出 席 者   

委員：１３名 

藤代武治会長 伊藤和彦副会長 

伊原茂久委員 鈴木武夫委員 小川清一委員  

加藤裕市委員 石出博子委員 斎藤昌雄委員  

鈴木春美委員 石井和子委員 長崎秀男委員  

仲田卓爾委員 小川五郎兵衛委員 

事務局：１３名 

農政部長（植草） 農政センター所長（川島） 

農業委員会事務局長（朝生） 農政課長（石出） 

農業生産振興課課長補佐（浅野）  

担い手育成班主査（吉野） 担い手育成班（石井） 

農政課課長補佐（圓城寺） 農政課企画班主査（小檜山） 

農政課農地保全班主査（中村） 農地保全班（中田） 

企画班（進野・鶴岡） 

 

４ 議  題 

（１）会長及び副会長の選任について 

（２）県単補助事業等に係る市単補助事業の整理について（報告） 

（３）第２次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成２７年度）

について 

（４）農業経営改善計画の認定について 

（５）農用地区域の変更について 

 

５ 議事概要 

（１）藤代武治委員が会長に、伊藤和彦委員が副会長に選任された。 

（２）事務局が、県単補助事業等に係る市単補助事業の整理につい

て報告した。 

（３）事務局が、第２次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成

２７年度）について説明し、了承された。 

（４）事務局が、認定予定者２３件（新規認定：３件、再認定：
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１８件、変更：２件）の農業経営改善計画について意見聴

取を行い、了承された。  

（５）事務局が、農用地区域の重要変更の申出が４件あったことを

報告し、意見聴取の後、了承された。 

 

６ 会議経過 

会議は、農政課課長補佐の司会進行により行われ、開会に先立っ

て、委員１３名の出席を得ているため、千葉市農政推進協議会設置

条例第５条第２項の規定に基づき、会議が成立している旨が告げら

れた。 

続いて、議題１から３については、個人情報等が含まれていない

ため、会議は公開、議事録は公表され、議題４及び５については、

個人情報が含まれているため、会議は非公開、議事録は非公開とす

る旨が告げられ、農政部長が挨拶を行った。 

続いて、委員の改選があったため、農政課長補佐が出席委員及び

課長補佐以上の事務局職員を紹介した後、開会宣言が行われた。 

続いて、会長及び副会長が未選任のため、仮議長を選出し、仮議

長のもとで議事録署名人及び会長を選出することになり、仮議長の

選出については事務局に一任されたため、事務局が加藤裕市委員を

指名し、仮議長に選出された加藤委員が、石出博子委員及び小川五

郎兵衛委員の２人を議事録署名人に指名した。 

 

 

 

議題１ 会長及び副会長の選任について 

会長選任については、斎藤昌雄委員から藤代武治委員を会長にと

推薦があり、全員ともこれを了承したため、藤代委員が会長に選任

され、挨拶を行った後、条例第４条第３項に基づき藤代会長が議長

となった。 

副会長の選任については、会長一任との提案があり、全会一致で

藤代会長に一任されたため、藤代会長が伊藤和彦委員を指名し、全

委員これを了承、伊藤委員が副会長に選任され、挨拶を行った。 

 

 

議題２ 県単補助事業等に係る市単補助事業の整理について（報告） 

事務局(農政課 小檜山企画班主査)が、県単補助事業等に係る市

単補助事業の整理について報告を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 
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【小川（五）委員】 千葉市野菜価格安定対策事業について、もう少

し生産者に有利に働くようなやり方でやってもらえないかという

お願いです。生産物に対して補助が出してもらえるが、Ｂ品につ

いては対象外なんです。そうするとＡ品を作るのは大変なんです。

前はある程度の補助金がもらえたけど、今は６年間の価格の平均

値で出されると安値安定になってしまうんですよ。もらえる対象

がすごく低くなるということです。優遇されているのは分かるん

ですが、それをもう少し。補助がキャベツの箱代くらいにしかな

らない。最大出ても。安値安定だから幅が決まってしまうのでそ

れをなんとか改善をお願いしたい。 

なぜ、こういうことを言うかというと、この前も習志野と幕張は

ニンジンでタイアップしている。幕張だけだと数が少ないから。そ

の時も市場の人にもう少し価格を上げてくれとお願いするんだけど、

ほぼ聞き入れてもらえません。それは国の補助事業なんですが、今

言ったキャベツやネギなど一年中通してやっている千葉市の事業の

ものについてなんとか改善してもらえないか。 

【藤代会長】 この質問について、事務局で説明お願いします。 

【伊藤副会長】 ちょっとよろしいですか。中途半端な説明になっ

てしまうと思いますが、小川会長からも話がありましたが、今現

在は過去６年間の平均単価、野菜自体の価格がだんだん下がって

いますよね。その６年間の平均単価ですから平均単価が下がっち

ゃうんですよ。もともと野菜価格安定の出発は再生産できる価格

保障で出発したと思うんですけども、それを国の事業と同じくし

なさいという中で変わってしまったんですね。再生産が出来れば

生産資材は逆に上がってますよね。それを計算して保障単価が決

まってたんですよ。その両方を加味したなかでの価格安定の値段

決定を検討していただければいいかなと。大昔前は価格安定なん

て安値対策ですよね。要は農家の再生産が出来るような値段でや

ってきましょう、保障していきましょうと出発がそこでしたので。

市の補助事業のなかでは、一番長い事業ですよね。この事業を大

事に大事にしていくためには、小川（五）委員の話を聞いた中で

ですね、見直しの時期に、もう一度そういうものも含んだもので

価格安定の値段設定をしていただければありがたいなと。 

【植草農政部長】 国内平均、下落傾向にあるなかでの平均をとれ

ばこれは当然安くなる、低くなるのは数学の話で止むを得ない事

ですが、伊藤副会長からのご指摘もあったように、確かに価格自

体が低迷していること、資材が高騰していること、この相反して
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いる話は事実でありますし、一方我々の内部の状況、財政状況を

話しますと共済準備金の取り崩しを増加する、市としても財政出

動が多くなっていくことを考えますと即座に対応していくのは市

の仕組みからいって弱いところである、すぐに追いつかないこと

でもあります。小川（五）委員からのご指摘を元に今後どうして

いくか、お時間をいただいて、我々単独で決められるものでもあ

りませんので検討材料とさせていただきたい。状況はよくわかり

ます。ただ即答が出来ないということも事実であることをご理解

いただきたい。 

【小川（五）委員】 はっきり言うと、習志野と一緒になったのは、

後継者が育たないからなんです。市場は安値安定になっていて、

価格安定で助けて貰わないと後継者が育たないんですよ。後継者

を増やすにはこういうのでお願いするしかないんです。お願いし

ます。 

【植草農政部長】 わかりました。お預かりします。 

【小川（清）委員】 今の質問と関連しているんですが、所得保障

もそろそろ本決まりみたいな感じで、今のもそれと絡めていける

んじゃないかと思うのですがどうかなと。 

【藤代会長】 事務局の方、今の質問についてお答えお願いします。 

【石出農政課長】 所得保障というのは水稲とかの所得保障ですか。 

【小川（清）委員】 全体でやっていますよ。あれは保険と同じです

よね。掛けてどうのこうのやると思うのですよね。斎藤委員のと

ころはやってないですか。 

【斎藤委員】 我々もセーフティネットを作ってほしいと言ってい

るんですけど、お米の方の所得保障で結局単価が下がっていった

ので、酪農の乳牛の場合は安易に所得保障をやると下がっていく

のは間違いないので、様子をみて慎重にやっていかないと。当然

メーカー側は所得保障に入るとその分安く納めなさいと言ってく

るのは分かっているので。自分達で、ある程度資金を出して国な

りそういうとこからも同じような資金を出して、原資をつくって

何かあったときはそこから回す、補填する。今考えているのはそ

ういったやり方ですね。 

【小川（清）委員】 全体としては、酪農は別個の考え方なんですね。 

【斎藤委員】 そうですね。 

【小川（清）委員】 それと絡めてやれば結構だせるんじゃないかと

思うんですが。 
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【石出農政課長】 おそらく小川（清）委員のお話にあったのは、

コメなり畑作なりを中心とした所得の安定対策、いわゆるセーフ

ティネット、昔でいう、ならし対策というものですね。斎藤会長

が言われたようにそれぞれが拠出して、というものですね。これ、

非常に加入率が低かったのが現状ですね。やっぱり一時拠出して

というのがネックだったようです。これは正式に確認してはいな

いのでわからないのですが、野菜価格安定とそれを一緒にできる

ような中身とは一線を引くものだと思うんですね。価格安定は国

の価格安定というのが基本です。国がお金を出してくれる。プラ

ス県の指定品目でない千葉市独自のものは千葉市が７０％補填し

ながら品目を多くしていく。千葉市独自、それから小川（五）委

員の言われたニンジンなどは国の事業なので、その辺は別に対策

を考えなければいけないのかなと思います。 

【小川（清）委員】 そういうのは一緒にしてやっていったほうがは

っきり出でくるのでは。 

【石出農政課長】 国の大きな流れに便乗するしかないのかなと。

それをいかに利用していくかですかね。 

【藤代会長】 今の説明でいいですか。 

【小川（清）委員】 はい。まだ完全に始まっているわけではないの

で。 

【藤代会長】 その他の質問はありますか。 

【加藤委員】 先ほど説明のあった「仮に本市の農家が補助対象だ

った場合の想定補助金受給額」ですが、非常に強引じゃないです

か。 

私は、ちょっとこんなことは有り得ないと思ったんですが。本市が

補助対象外となっている県単事業がいっぱい載っていますよね。 

千葉市の農家の場合は、本当はこういうことを保障してほしい事と

して、みんな上げたいと思っているが千葉市にはないから上げてい

ないんであって。この金額は８００万以上、絶対に千葉市のほうか

ら申請が出るはずなんですけど、こういうものがないから、自分の

希望としてはあるんだけど千葉市にないし、県単補助金ももらえな

いから申請しないという人が断然多いと思うのですが、その辺はど

ういうふうに考えますか。 

【藤代会長】 事務局から説明お願いします。 

【圓城寺農政課長補佐】 こちらについては、先ほど説明にありました今

後の対応のなかで、政策調整課との協議があるんですけれでも、
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県・市間協議の議題として解消に向けた県との協議がありますの

で、そういったところで引き続き協議していく対応となります。 

【加藤委員】 県の方にもう少しお願いしたいという協議になるん

ですか。 

【圓城寺農政課長補佐】 はい。今のところ政令市になるときに県の補助

は整理されていて、なかなか復活というのは難しいとは思われま

すが、県・市間協議というものを引き続き政策調整課を通じて行

っていきたいと思います。 

【加藤委員】市長にもお出まし願い、知事と市長の間でそういう話

もしてほしいと思います。 

【藤代会長】 よろしいですか。 

【加藤委員】 はい。 

【伊藤副会長】 ６月から 7 月にかけまして農業事務所、市にも協

力いただいてＴＰＰ絡みの事業、産地パワーアップ事業の説明会

をずっとやってきたんですけれども、農政センターで取りまとめ

たなかでは１７組織で終わっている。非常に国の事業ですからハ

ードルが高いんですね。印旛地区・四街道・八街・佐倉、そちら

からも国の事業として上がってくるかと思ったらハードルが高す

ぎるから県単を使いたい。県の新「輝け！ちばの園芸」産地整備

支援事業、これですと改修も補助金の対象となるんですね。ボリ

ューム的にもコンパクトななかで補助金の対象となる。ただです

ね、補助率は４分の１とか３分の１とかで補助金は少ないんです

が手軽に補助事業を受けることができる。また、１人でも県単は

受けられる。国は３人とかそういう制約がありますが。最後に一

番いいのは国の補助事業というと会検がありますよね。県は会検

がないんですよ。もらってそれで終わりですから。生産者にして

みると非常に使いやすい事業なんですね。それを千葉市でも県の

事業を早く取り入れてほしいというのが加藤委員の話だと思いま

す。よろしくお願いします。 

【植草農政部長】 確かに今、伊藤副会長から国の産地パワーアッ

プ事業、今おおよそで集計して、市内の生産者、団体等を含めま

して、かなりの金額が事業費ベースで９億を超えている額にはな

っているかと思います。これは２分の１補助、裏を返せば半分は

農家さん負担、団体負担、そういった意味での農家負担の多さと

いった点でもハードルが高いところもあるかと思います。あわせ

まして、国の会計検査、最終的な厳しいチェック、場合によって

は不適格ということになれば返還だなんだと大事になってきます。
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そういった意味では県単補助の方が使いやすいということになる

かと思います。うちの方としましてもできるだけ今回の県単補助

と市単補助の整理をした中で自己満足になっている部分もあるか

と思いますが遜色ないという判断に甘んじることなく、今後の予

算の方はなるべく農家さん達の声をききながら、出来るだけ吸い

上げて予算化できるような方向で検討していかなければと思って

おりますし、一方、国の事業はハードルが高いといえども書類作

成の支援をしながらできるだけ国の事業も活用できるよう皆さん

に説明しながら活用していただく方向で支援していきたいと思っ

ております。 

 

質疑応答後、報告事項について了承された。 

 

 

議題３ 第２次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成２７年度）

について 

事務局(農政課石出課長)が、第２次千葉市農業推進行動計画の進

行管理（平成２７年度）の概要説明を行った。 

 続いて、以下の質疑応答があった。 

 

【加藤委員】 評価は誰が行っているんですか。あと新規就農者な

んですけれども年齢制限はあるんですか。新規就農者になるには

研修を受けなければ千葉市では新規就農者と認めないんですか。 

【石出農政課長】 評価は所管が行っております。 

【加藤委員】 自分のところで大丈夫なんですか。 

【石出農政課長】 ですので、ここで厳しいご意見をいただければ

と思っています。基本、目標を掲げましてそれへの達成度を基準

にしております。達成していないところを達成したとの自己評価

はしておりません。細かく年毎のスケジュール等に照らしあわせ

て評価しております。 

【吉野担い手育成班主査】 新規就農についてですが、研修につきましては、

（農業経営支援課で行っている）新規就農者研修については６１

歳までという年齢制限がございますが、それ以外の手続きで市内

で就農される方は特に年齢制限はございません。 

【加藤委員】 研修を受けなくても新規就農者として認めてもらえ

るんですか。 
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【吉野担い手育成班主査】 別の方法で、農業委員会等に手続きをなさって、

という就農の仕方がございます。 

【小川（五）委員】 １４ページのヒマワリ・コスモス・ハナナ等と

あるんですけど、この３つで固定ですか。 

【浅野農業生産振興課長補佐】 参加者が少ない状況のなかで色々な品種を考え

ていきたいと思っています。 

【小川（五）委員】 野菜にいいような、マリーゴールドなど入れて

もらえたらと思うんですが。  

【浅野農業生産振興課長補佐】 そういう新しい品種に対しても野菜の間に植え

るとかそういうこととやっていることは違いますので検討材料に

させていただきたいと思います。 

【仲田委員】 今の質問に関連しているんですが、私どもは非常に

助かっているんですが、ヒマワリ・コスモス・ハナナですか。これ

を年度末に申請を出せという話が毎年毎年くるんですが、出来うる

のであれば事前に我々の要求のある花を若干取り入れていただけ

れば一番いいかなと。我々もそろそろ飽きがきているので。品種を

変えて自分たちのお金を出しながらもやっているのですけれども、

その辺の考えを変えていただけると幸いなんですが。お願いです。 

【浅野農業生産振興課長補佐】 持ち帰って検討したいと思います。 

【石井委員】 土気のからし菜のブランド化ですが、現在、非常に

生産者が厳しい状況だということなんです。皆さん、高齢化や価

格の面で厳しい。伝統の野菜を絶やさないために更なる支援をお

願いしたい。高齢の方が殆どで立ち上げのときよりもメンバーも

半分くらいになり厳しいと聞いています。からし菜の漬物教室も

公民館とかどんどん回数を増やしてほしい。市民の方でも関心を

持っている方が非常に多いのでＰＲと価格アップの支援お願いし

たい。一番は価格、それから生産者の発掘ですね。 

【藤代会長】 事務局お願いします。 

【石出農政課長】 担当者からも地域の現状、だんだん生産者が少

なくなっていると聞いています。また価格についても漬物屋さん

との取引の関係で大分値段が圧縮されているという状況は聞いて

います。協力していただいている漬物屋さんなんですが価格面で

苦労しているというのも聞いています。広がりについては、どん

どん広がれば生産できるという状況では今のところありませんの

で、組織をどうやって維持していくかも念頭においているので引

き続きご助言いただければと思います。 

【藤代会長】 よろしいですか。 
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【石井委員】 はい。 

【加藤委員】 この計画に入っていないのですが、千葉市の場合、

未だにしいたけの原木は放射能の関係で出荷できない状況である。

そういう面での助成というか、千葉市でしいたけの原木が出荷でき

るような施策もこういうのにいれてもらいたいなと思います。 

【藤代会長】 まだ、しいたけは出荷できないんですか。 

【加藤委員】 まだです。 

【石出委員】 それは今、県のほうも解除したいので個別に解除の

方向に向かってやっているんです。自伐でやる人が千葉市では多か

ったですね。原木買うには福島方面からなので手に入らないんです

けど、森林組合の会長が今年１００本くらい購入してやったようで

す。私のところも一応中田町で出た（放射能の数値）のが、ちょっ

と数値は高いので自家用にはなっちゃうでしょうとは言われなが

らも、また来年も継続してやって、結局 3 年経たないと解除になら

ないんですね。それの数値を毎年出していって。もし自分で出した

いならば、個人で印旛支所の方に連絡をとって、原木の放射能検査、

それが出るときのほだ木の検査、出たものの検査、それが続けて３

年ＯＫだったら個人解除という方向でもっていきたいということ

なんです。 

【加藤委員】 そういう話なので千葉市の農政としても是非力をい

れてほしい。 

【藤代会長】 事務局、難しいとは思いますが説明をお願いします。 

【浅野農業生産振興課長補佐】 原木しいたけにつきましては、今のところ個人

のほうで解除していただくことで県も進めておりますので、市の

ほうで今すぐどうこうするというのはわかりませんので持ち帰り

検討したい。 

【加藤委員】 われわれ農家の立場からすれば関係ないところから

飛んできたものなので非常に迷惑しているんですよね。ぜひ行政に

も協力してもらって一人でも多くの生産者が出荷できるように協

力をお願いしたいというのが私の考えです。 

【藤代会長】 出荷出来ない作物に対して補償はないんですか。 

【加藤委員】 打ってあった原木については廃棄した場合などは、

東電が補償しますけども、今から出荷しようとする場合、出荷する

ものがないのでそれには補償金は出ません。 

【藤代会長】 事務局のほうで行政側としてどういう方向にいくの

か説明できればその範囲でお願いします。 
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【石出農政課長】 今、森林組合の石出委員からお話がありました

ように、どうしても野菜とは違って原木を管理しているところが山

の中なので、放射線の残り具合がまちまちなんですね。野菜とかは

大きな面積でＯＫ、コメもＯＫというふうにでてくるわけなんです

が、一件一件の状況が違うということから国は一斉にＯＫは出さな

いんですね。一件一件のチェックをしてということになるんです。

それを覆えそうとしても無理なんですね。それを出したいという人

については当然やり方等を支援していきたいと思っています。 

【加藤委員】 はい。そういうことでお願いします。 

【石出委員】 板倉町で作っている人は、しいたけ自体としては数

値はＯＫなんだけど３年間の蓄積がないし、最初の切った時からほ

だ木の管理とかの報告がないからダメと。やはり、やり始める時か

ら北部林業事務所と相談して度々毎に県からチェックが入るらし

いんです。出したければ相談のうえに３年後がどうなっているかな

んですけど。立ち木に残っている放射能も市内でも北部と南部では

全然違うみたいですね。最初の検査のときも、うちと２軒先の農家

で全然数値が違ったんです。２軒先は１００をちょっと超えて、う

ちは２０幾つで。置き場はそんなに変わらなくて、原木はそれ以前

にとったやつですから放射能は浴びていないんですけど、上に高い

木があって受けてて落ちてきたのを受けたとかしか考えられない

んですけど。うちはその時高い木は全部処分してしまっていたので、

受ける量が違ったかどうかはわからないけど。うちと２軒隣じゃ大

した差はないと思いますが、それでもそれだけ差があったんです。 

【藤代会長】 その件で行政側に要望する事はありますか。 

【石出委員】 要望はもうこれ以上はないです。県が許可しない限

りはだめですから。県は国にお伺いをたててやっているので。 

【藤代会長】 千葉市の農政部の方から、県ないし国の方にこうい

う状況である、と話してあるんですか。 

【石出委員】 状況のほうは市の担当者もわかっていますから。こ

ちらも担当に伺いながら印旛支所に話を聞きながらやっているの

で。 

【藤代会長】 今の件について、行政も聞いているとは思いますが、

今後はどういう方向にいくんですかね。 

【植草農政部長】 石出委員から逆に詳しい説明をいただきました

が、ものがものだけに市のほうで単独でなにかできるというもので

はありませんけれども、県、特に北部林業を含めまして県の方向性
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を確認しながら市内の個々のしいたけ栽培農家に情報提供・支援し

ていきたいとしか、今のところはいえない。 

【藤代会長】 答えはでませんがよいですか。 

【石出委員】 はい。 

 

続いて、藤代会長が議事に諮り、反対意見なく了承された。 
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公表しておりません。 
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