
 

 

平成２９年度第１回「千葉市農政推進協議会」議事録 

 

 

１ 日  時  平成２９年７月２６日（水） 

午後２時００分から午後４時２２分 

 

２ 場  所  千葉中央コミュニティセンター９階 ９３会議室 

 

３ 出 席 者   

委員：１１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 大塚不二男委員  

加藤裕市委員 石出博子委員 鈴木春美委員 

石井和子委員 長崎秀男委員 小川五郎兵衛委員 

（欠席２名 ：斎藤昌雄委員 仲田卓爾委員） 

事務局：１４名 

農政部長（植草） 農業委員会事務局長（加瀬） 

農政センター所長（時田） 農政課長（石出） 

農地活用推進課長（岡本） 農業生産振興課長（和泉） 

農業経営支援課担い手育成班主査（吉野） 

担い手育成班（石井）  

農政課長補佐（圓城寺） 企画班主査（小檜山） 

農地保全班主査（中村） 農地保全班（水野谷） 

企画班（小野澤・鶴岡） 

 

４ 議  題 

（１）千葉市都市農業振興基本計画の策定について（報告） 

（２）第２次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成２８年度） 

について 

（３）第３次千葉市農業推進行動計画の策定について 

（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）事務局が、千葉市都市農業振興基本計画の策定について報告

した。 

（２）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

２８年度）について説明し、了承された。 
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（３）事務局が、第３次千葉市農業推進行動計画の策定について説

明し、了承された。 

（４）事務局が、認定申請者１５経営体（新規認定：３経営体、

再認定：１０経営体、変更：２経営体）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１０件、軽微変更

の申出が２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、農政課長補佐の司会進行により行われ、開会に先立って、

委員１１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、議事録は非公表とす

る旨が告げられた。 

藤代会長挨拶、植草農政部長挨拶に続き、委員及び事務局職員の

異動があったため農政課長補佐が新任委員及び課長以上の事務局職

員を紹介した。 

藤代会長から、長崎秀男委員及び大塚不二男委員の２人を議事録

署名人に指名した。 

 

 

議題１ 千葉市都市農業振興基本計画の策定について（報告） 

事務局(農政課 小檜山企画班主査)が、千葉市都市農業振興基本

計画の策定について報告を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

 

【加藤委員】 農政推進協議会の下に専門委員会と書いてあります

よね。この専門委員会というのは、別にここで専門にやって市長に

出すんですか。専門委員会でやったことを農政推進協議会でも検討

して市長に出すんですか。 

【小檜山企画班主査】 専門委員会としては、実際に課長会議やワーキ

ンググループで検討した案についてのご意見を個別にいただきます。

正式には最終的に案を固めた上で、この本会議の農政推進協議会で

もう一度協議、審議をしていただきます。 

【加藤委員】 そうですか。それならいいです。 
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【藤代会長】 よろしいですか。その他ございませんか。他に無

いようでございますので専門委員会の人選につきましては会長と

副会長に一任することでよろしいでしょうか。 

【各委員】 はい。 

【藤代会長】 それでは、会長、副会長に一任させていただきま

す。 

 

 質疑応答後、報告事項について了承された。 

 

議題２ 第２次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成２８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２８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】 ワークショップってどういうことをやるんですか。

それともうひとつ、この評価をなさるのは市長とか副市長がやって

いるんですか。その２点についてです。まず、ワークショップから。 

【時田農政センター所長】 ワークショップについては、歴史とか自然につ

いて語り合うような会議形態で、皆さん自由な発想で語り合って議

論するような形のところに歴史の専門家ですとか自然の造詣深い人

に入っていただいて、そこで学生さん達、いわば議論してそこにア

ドバイスいれたりとかという形で学んでいこうという形です。今回、

好ましい事態でありますけれども、実際学校の方では白井の場合学

校の方で出来るようになったという部分もあって、自力でやってい

ただいたので、私共の方の協力員をもっていってやるということで

はなくなったということで。実際、計画を立てていたんだけれども

やらなかったことでＣとなったということです。 

【石出農政課長】 評価につきましては、部内で評価しました。 

【加藤委員】 部内で。植草部長と石出課長と・・・。 

【石出農政課長】 目安が資料２の２ページにありまして、省略し

て説明してしまいましたが、把握・評価の方法としまして、Ａ評価

は計画以上の成果があった。Ｂは計画どおりで、それを・・・。 

【加藤委員】 それを部内で独自にやっていると・・・。せっかく

ですから専門委員会を作るなら、そのメンバーもいれたらいいんじ

ゃないですか。 

【石出農政課長】 専門委員会は特別委員会として設置しますので。 
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【加藤委員】 それでは自己満足しすぎでは？ 

【石出農政課長】 そういう評価もそういうご指摘もありますが、

手厳しく評価しておりますので。 

【加藤委員】 それは、一応は副市長とか市長にも報告するわけで

すか。これは部内だけで留めてしまうんですか。 

【石出農政課長】 これは公表します。 

【加藤委員】 公表はするんですか。 

【植草農政部長】 ホームページ等での公表にかえさせていただい

ております。 

【加藤委員】 ホームページで。はい、わかりました。 

【植草農政部長】 今は第２次行動計画が終わるところなんですが、

第１次を作る段階で、どう評価するか検討してまいりました。他部

局の行動計画ですと、５段階評価、細分化させた評価、Ａ・Ｂ・Ｃ・

Ｄ・Ｅの評価もございます。ただ、数値目標を立てられる、実際に

予算が伴う等々があって、１次を作成する時、評価をどうするかと

いう最初の議論で、他部局のいろんな計画も参考にしながら設定し

ています。概ねこの「計画どおり」というのを標準、基準とした上

で、数値目標等も織り交ぜ、達成している、達成していない、とい

う客観的な指標で評価しています。あとは内容、行動、実際の取組

内容で、出来ている、出来ていない、として、それは逆に言えば誰

が見ても同様の評価が出来るというようなところで３段階という形

にさせていただいています。ただ問題なのはその後のＰＤＣＡサイ

クルで、チェックのあとにどう次の行動に繋げるか、というところ

で、今日お集まりいただいている皆さんの専門的な見地からのご意

見をいただき、次の行動に反映させていくというところが大事だと

いうことで、この３段階評価としています。これは内部でも評価出

来て、なおかつ公表するという形をとらせていただいています。 

【加藤委員】 話はよくわかりました。でも私、部外者から見たら、

先ほどのＡ評価の学校への出張授業、１年間に６校ですよ。６校で

各区に１校ということでしょう？何年で全部まわるの。この計画は

何年計画ですか。５か年計画？３年計画？ 

【植草農政部長】 ３年計画です。 

【加藤委員】 それじゃあ区で３校しかまわれないじゃないですか。

普通の人から見たらあんまりキャンペーンになってないと思うんだ

けど、部ではＡ評価なんだからまぁしょうがないけど。ちょっとか

け離れているのでは？ 
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【植草農政部長】 加藤委員のおっしゃる事ももっともで、まわっ

ている間に対象となっている小学校３年生は一度チャンスを逃すと

二度とこの授業を受けられなくなる。本当はあの学校に行ってたん

だけどなぁというのもあるかもしれない。でもそういった児童、生

徒がやがて大人になって自分達の子供が参加する学校で出張授業が

ある。仮にこの授業自体が続いていればですけれど、このお子さん

達に出張授業を受けさせることも可能だと思います。ただ、これは

農政部で単独で行っている事業ではなくて、教育委員会の保健体育

課が中心になってやっていて、それと伊藤副会長のＪＡ千葉みらい、

地方卸売市場、栄養士会等、関係機関・団体との調整の中で実施さ

れています。出張授業ひとつとっても、農政部単独で何区のどこの

学校と決めかねる、むしろ学校をどこにするかは教育委員会に委ね

られていることです。これまで４回から５回、５回から６回に増や

してきていますが、先ほど石出課長が説明したとおり、先生になる

のは生産者自ら、それと生産している旬の時期に合わせて、実際に

ご自身で生産されている農産物を持ってきて、生徒にしっかり人参

なんかも触ってもらう。そういう中で直接ふれあうことを大事にし

ていますし、生産者は正に書き入れ時に、時間を割いて来てもらっ

ていますので、その負担を考えますと、そこは今後の課題とさせて

いただきます。ただ、千葉市の場合は全体でも小学校は１２０校近

くありますし、それをしっかり毎年度１２０校でやるというのは実

務的にも難しいので、できるだけ数、出張授業の回数なども増やし

ていけるように関係機関・団体等と調整させていただければ、とい

うことでご理解いただきたいと思います。 

【藤代会長】 評価項目でＣ評価が６項目あるんですが、その中で

認定農業者はＣということですが、失礼ですけれども認定農業者の

中でも名前だけの認定農業者もあるんじゃないかと。それから認定

農業者といって増やしていければ、増やすというのは非常に難しい

んですが、取り組みの最優先としては何をやってもらえるんですか。 

【吉野担い手育成班主査】 認定農業者の発掘につきましては、市としては

関係機関、地元との情報の連携、情報共有いただく中で、認定基準、

いわゆる認定水準を目標毎に設定し、発掘に努めておりますが、高

齢化、後継者不足もありまして、なかなかその目標値に達していな

いという状況があります。今後の中で、やはり市としましても、Ｐ

Ｒ、認定によって様々な補助事業であるとかあるいは融資を受け、

今後規模拡大とか経営改善などを行うにあたっては様々な制度を活

用するにあたっても、メリットを得られるところもありますので、
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その辺も含め、規模拡大していただいたり、新たに認定を希望され

る方を新規就農者で経験のある方を発掘していきながら、認定農業

者の数を増やしていきたい、という考えでございます。 

【藤代会長】 是非、認定農業者を手厚くしてください。今現在、

認定農業者もただ認定農業者というだけで、売上の方も、耕地面積

の方もあまり変わっていない状況がかなり見られると思うんです。

なかなか難しいですけれども、ひとつこれに最大限の取組みをお願

いします。 

【長崎委員】 さっき説明いただいた案件以外のことですけど、８

ページの２０番、新規就農者等の確保・育成とありますけれども、

その中で取組状況で給付人数１９人、給付総額２,４７５万円。この

内訳というか実際に就農した人数とか詳しく知りたいんですが。 

【吉野担い手育成班主査】 ８ページの新規就農の青年就農給付金ですが、

給付人数１９人、２，４７５万円が平成２８年度の実績ですが、こ

の新規就農者の方々は、４５歳未満の皆さん就農なさっている方で、

この給付金を受けている中では、離農された方は現在のところおら

ず、営農継続されております。この給付金制度、平成２９年度に新

たに農業次世代人材投資資金と名称を変えまして、より給付条件等

が厳しくなっておりますので、そういった中でこの給付金を受給さ

れて就農されたいという方については、市としましてもきちんと農

業を続けていけるように支援していきたいと考えています。現在の

ところ就農者に関しては給付金の受給者は昨年度までに２５人、市

の研修から就農された方は４月１日付けで２６人になります。 

 

 続いて、藤代会長が議事に諮り、反対意見なく了承された。 

 

議題３ 第３次千葉市農業推進行動計画の策定について 

事務局(農政課 小檜山企画班主査)が、第３次千葉市農業推進行

動計画の策定について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】 大きな資料の１番目なんですけれども、スマート農

業とは何ですか。 

【和泉農業生産振興課長】 スマート農業、こうやって見ると分かりづらい

のですが、具体的な例で申し上げますと、例えば温室栽培のときに

温度管理、光の管理、水耕栽培であれば養液管理など、センサーを

使ってコンピュータ制御してそれぞれどういった環境で管理するか
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などの、データを集積して農家の人が長年かかって蓄積してきたノ

ウハウの部分をデータ化していく。 

更にはそこに集約したデータをご自分のスマートフォンなどにデ

ータを飛ばして、更に現場にいなくてもスマートフォンから何かあ

れば窓の開閉なり、養液の管理ができる。そういったもの。それと

アシストスーツという補助作業具というと適切か分からないのです

が、重いコンテナを持つときの労力補完機具です。 

【加藤委員】 ロボットスーツみたいなもの？ 

【和泉農業生産振興課長】 そうです。ロボットスーツの活用など、こうい

ったものを総合的に活用することをスマート農業という位置付けで

考えております。以上です。 

【鈴木(武)委員】 第３次農業推進行動計画の中に、新規認定農業

者数５件と新規就農者数が４経営体と出ているんですけれども。新

しく始められた方が４経営体となっていますが、農家が高齢化して

耕作放棄地や遊休農地が増えているんですけれども、辞められる方

の数字は分かりますか？ 

【植草農政部長】 いつ辞めるとか、どういう状況で辞めるとか、

これはなかなか把握が難しいところで、基本的には辞めない方向で

我々は説得するのがまず大切で、辞める方を数値化するのは実際難

しい。 

【鈴木(武)委員】 植草部長のお話のとおり、遊休農地がすごく増

えていると言われていますが、既に農業者の平均年齢だって６５歳

以上になっていると思うんです。 

【植草農政部長】 今後７０歳に手が・・・。 

【鈴木(武)委員】 あと１０年経ったらどうなってしまうのか。４

件とか５件とか新規就農者がいないと、千葉市の農業も無くなっち

ゃうんじゃないのかな、という気がするんですけれども。追いつく

のかなという気がするんですよね。 

【植草農政部長】 現在、認定農業者数全体で１９０弱の経営体数

で今のところ推移しております。年間合計で、新たに確保しつつ、

辞める経営体、認定農業者が一桁に留まるよう、我々としても努力

したいなと。その中でプラスマイナスの中で１９０前後を保ってい

ければ、というところなんです。 

ただ、問題なのは、やはり個人個人の経営ですと高齢化していく

中では、先ほど加藤委員から質問のありましたスマート農業ですと

か、ＩＣＴ等に頼って機械化をしていく必要があります。ただ機械

を個人で購入するのは難しい状況の中では、いわゆる企業、法人化
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する中で作業効率、収入を高める。農地のほうも遊休農地化しない

ように、特に土地改良区などに働きかけをしながら、まとまった形

で法人等の参入を促すとか、そういった中で遊休農地化を未然に防

ぐ努力をしていきたいというところです。個人の認定農業者の育成

も大事ですけれども、法人の認定農業者化、それと企業の参入、そ

ういった中で認定農業者の数の維持を図り、増やしていきたいと考

えています。 

【鈴木(武)委員】 認定農業者ですね、はじめ聞いてたら年収５０

０万円くらいの収益のある人が認定農業者になっていると思ってい

たんです。今日出ているこの資料の中で見ても５００万円いってい

る人はすごく少ない。ですから１９０人いますけども本当に認定農

業者として５００万円くらいの収入を上げている人が何人いらっし

ゃるのかなと。２００万円や３００万円の収入で認定農業者になっ

たからといって、生活できるのかなと。そういう人があと後継者が

育つのかなと私はいつも思っているんです。だから規定されたとお

りの５００万円を超えるような収入が上がる規模の方で、または意

欲に燃えてそこまで行くんだというような方々がなるんなら認定農

業者としての値打ちもあるけども、やっとこさやっているような感

じの農家の方がなっているんですね。農業委員の認定の話も認定農

業者を半分は入れろとあったんで。本当にこの方々はこんなに稼い

でいるのかと、私は思っていました。だからもうちょっと認定農業

者とか新規就農者になる方がもっと増えることがいいんですけれど

も、辞められる方をなんとか防止するのがいっぱいなんじゃないか

という気がしているんです。これから推進協議会などで、どのよう

に千葉市の農業を残していくのか。やる気のある方を本当に育てて

いくんだと。それに該当する方が出てきてくれれば、本当に力を入

れて、市も役員の方々も熱心に推すと思うんですけどね。私の身の

周りを見ても、本当にやる気がある方が見えてこないんです。その

ような状況じゃないかと思うんです。 

【植草農政部長】 確かに、本市の基本構想の中で、年間農業所得

については５５０万円、労働時間は１８００～２０００時間を目標

として認定農業者になりませんか、というお誘いをしています。一

方で認定農業者でなければ受けられない恩恵もあります。何をやる

にも認定農業者という資格要件が必要だという、農水省の補助金や

交付金でも、そういった形で限定しているところがあります。です

ので少し長い目で、恩恵を受けるには認定農業者になってもらうこ

とが入口、ゲートを通過する最初のところなんです。そこは、過去
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何度も全然認定農業者のメリットがない、と厳しいご意見を委員の

皆様にいだだいているところですが、まず国の補助メニュー等を受

けるにも「認定農業者たる」というのが要件であれば、そのスター

ト地点に立ってもらうのが大事であり、やはり５５０万円を掲げて

いても、特に５年間の中で、中間の３年目でチェックさせていただ

くんですが、当面の目標に対しては中間の３年目でもなかなか達成

できておらず、厳しい現実も承知しております。ただ国も、そうい

った状況を全国いろんなところから声を聴いているところです。自

己チェックシートも実施されていますし、そういったものも認定農

業者一人一人にまずはご自身にチェックいただいて何が足りないか、

そこも含めまして３年目のところで我々もしっかりチェックさせて

いただく。それで残り２年の中でどこまで挽回できるのかというと

ころも一緒に見届けながら、５年後の達成を目指していただく。現

状ではそういった形で進めているところです。なかなか達成できて

いないというのはそのとおりですけれども、鈴木委員のおっしゃっ

たとおり、メリハリを考える。国のほうも意欲ある方に集中した施

策へ転換をしていますので、我々も意欲のある方にしっかりとメリ

ットを受けられるように、指導といいますか、一緒にやっていきた

いと思っております。 

【加藤委員】 せっかく、農業委員会の局長さんが見えているので 

お伺いしたいんですけれども。先ほどの農地がどんどん荒廃してき

ているんですよ、実際。鳥獣害の住処になったり火災の原因になっ

たり、虫がいっぱい飛んで来たり、近所のほうは非常に迷惑してい

るんですけれども、そういう風になっている状況の中で農業委員会

としては話に聞いたところによると、あまり農地を管理していない

のが分かって長年放置されている場合は宅地並み課税を考えるとい

うような話を聞いたことがあるんですけれども、どういう方向に進

んでいるのかお聞きしたい。 

【加瀬農業委員会事務局長】 まず、耕作放棄地が増えているのは事実であり

まして、実際に皆さんもよくご存じのとおりです。我々としては今

回、新しい農業委員制度が昨年４月１日から始まって、今回新しい

最適化推進委員さんも決まってですね、新たに農地の利用の最適化、

これを一番の目標としてこれからやっていく中でその中の大きな柱

の一つとしてですね、耕作放棄地の問題、これを解消していきまし

ょうというのも大きな柱となっていますので、これからの農業委員

会に期待してほしいところです。 
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また、税制の問題については２９年１月１日の段階である程度指

導等しているにも関わらずまだ改善のみられない農地については、

今の１．８倍の課税になるんですけれども、まだ実際はそこまで動

いておりませんで、農業委員会としてそういった指摘をしたのちに

改善がみられない農地についての話ですので。まだ現状では事例は

ありませんが、こうして厳しくなっていきますのでアメとムチでは

ないんですけれども。我々としては、一生懸命やること、それから

罰則を付けることで、何とか耕作放棄地を減らしていきたいと考え

ております。ここにいらしている伊原委員さん鈴木(武)委員さんも

同じことだと思います。以上です。 

【加藤委員】 是非、耕作放棄地を何とかしてほしいと思います。 

【伊藤副会長】 第３次の計画の２番、１－２、地産地消の推進の

中に、「食品表示法に係る表示の適正化」とありますが、資格のあ

る人がスタッフとして部内にいて、巡回調査が出来るような体制と

しているのでしょうか。 

【石出農政課長】 食品表示については、現在、農政課の中に「食

の品質表示班」という班を設け、巡回調査等を行っているところで

す。先ほどの組織の参考資料、農政課のところに記載されています。 

昨年度、千葉県から「食品表示の品質事項」について権限委譲が

あり、農政で引き受けました。対象となるのは、千葉市内のみで営

業する事業者で、そこを対象に巡回調査等を行っています。市内に

店舗や営業所がある場合でも、千葉市以外にも拠点がある場合は対

象外です。 

【植草農政部長】 今、石出課長から説明がありましたように、県

からの移譲事務として、昨年度から、農政部で食品表示の品質事項

を所管しています。ただ、食品表示は品質事項、衛生事項、保健事

項の三項目から構成されており、表示全体を監視する必要があるた

め、保健所健康部、消費生活センター、我々農政部の三者で連携を

取っています。 

昨年、移譲された段階では、まだ農政部には専門職を置けない状

況でした。移譲後１年間は、国や県に巡回指導に付き添っていただ

くなどで対応してきましたが、今年度４月からは、農政課に薬剤師

を配置し、より専門的な巡回指導に努めています。 

【伊藤副会長】 特に加工食品関係が問題です。３１年に栄養表示

が義務化されますよね。その中で、きちんと対応できるのかなと。

しょいかーごでも、管理栄養士を採用しました。将来に向け、適正

な栄養表示が出来るような指導を今からしていかなければ。加工関
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係の組合員が１８２人いますので、その指導を徹底していかなけれ

ばいけないのかなと考えています。市にも協力していただけたら有

り難いと思っております。よろしくお願いします。 

【植草農政部長】 先ほど庁内での連携を申し上げましたけれども、

庁内だけではなく、伊藤副会長のほうとも連携を取らせていただく

とともに、市の情報を共有させていただきたいと思います。我々も

必要に応じ、専門職の配置も検討していかなければと考えておりま

すので、よろしくお願いします。 

【鈴木(武)委員】 食品の表示とのことですが、これは厚生省の食

品衛生法に基づく「食品の表示」でしょうか。 

【植草農政部長】 食品表示法という別法がございまして、それに

基づく表示のことです。 

【鈴木(武)委員】 食品衛生法ではなくて、食品表示法に基づいた

表示を農家に義務付けようと。 

【石出農政課長】 いや、農家ではなく、いわゆるスーパー等で、

消費者に販売されている商品に対する義務付けです。 

【鈴木(武)委員】 スーパーだと、保健所の食品衛生法でチェック

していますよね。食品表示法は保健所の管轄になるんですか。 

【石出農政課長】 保健所は食品表示法の衛生事項および保健事項

を所管しています。我々は品質事項のみを所管していますので、そ

れぞれ見ているところが違うということになります。 

【植草農政部長】 縦割りと言われてしまえばそれまでですが、横

断的に庁内で連携をし、監視していくということです。 

【小野澤主任主事】 平成２７年に、農林水産省所管のＪＡＳ法、厚

生労働省所管の食品衛生法及び健康増進法を、消費者庁所管の食品

表示法に一本化し、食品表示を一括的に監視しようということにな

りました。表示には食品衛生法由来の部分もありますが、農政課で

は、主にＪＡＳ法由来のもの、例えば原材料の産地などを見ていま

す。 

【鈴木(武)委員】 その場合、監視する人には資格がいりますよね。 

【植草農政部長】 専門的な知識、経験が必要ということですね。 

【鈴木(武)委員】 例えば、薬剤師とか。食品衛生管理者とかにな

るには、専門の資格がないと監視できないですよね。食品表示法も、

そういった資格のある人が監視してまわるのですか。 

【植草農政部長】 品質事項の監視については、食品表示法上、専

門の資格が必要との定めはありません。しかし、専門知識は必須で
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すので、この４月から農政課に専門の資格がある職員を配置しまし

た。 

【鈴木(武)委員】 農政課のほうで全部やる、資格のある方が販売

店をまわるということですか。 

【石出農政課長】 資格のある職員を配属しておりますので、その

職員と別の職員でグループを組み、巡回調査を行っております。 

【鈴木(武)委員】 効果的な調査を行うためには、そこにある品物

を収去し、検査にまわして数値を見る必要がありますよね。現場で

表示されているものがどれくらい含まれているとか、危険なものが

入っているとか、検査なしには判断できない。調査は、実際の商品

を収去なり買い上げし、一定の機関での検査結果に基づかなきゃ出

来ないですよね。 

【石出農政課長】 我々が所管する品質事項に関しては、内容物の

検査までは立ち入れないんです。 

【鈴木(武)委員】 表示にでているものが、誰がいつどこで何を作

ったというだけの表示で、その中の成分については特に指摘はしな

いと。 

【石出農政課長】 その部分については、別途行っているというこ

とです。 

【植草農政部長】 FAMIC（(独)農林水産消費安全技術センタ－）と

いう機関がありまして、国の予算を使い、全国で様々な食品のサン

プルを取って、分析調査をしています。違反が疑われる場合は、こ

の FAMIC から我々食品表示を所管する部署や、国民生活センター、

市の消費生活センターなどに情報提供があります。 

他にも、国等の調査で疑義があるものについて情報提供がある場

合もありますし、常に連携をとって監視をしております。業務を所

管する国や県、市町村等が連携をとり、情報共有を図っているとい

うことです。 

【石出農政課長】 実際に巡回調査をしていての現状では、何々産

トマト、何々産トウモロコシという、「産地表示」もなされていな

いところがポツポツとあるんですね。 

【植草農政部長】 表示漏れがあるということですね。 

【石出農政課長】 古くからやっている商店は、トマトであればト

マトと書かなくてもわかるだろうということで抜いてしまう場合が

多いんです。食品表示法上は、名称「トマト」と書く必要があり、

産地も千葉県産なら千葉県産、千葉市産なら千葉市産あるいは千葉
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県産と表示する必要がある。このような指導を含めた巡回を行って

います。 

【鈴木(武)委員】 食品衛生法ですと、いつ誰がどこで何を作った

ということをつけて出すが、その品物が言われたとおりのものにな

っているかチェックする必要があり、二重に検査しているような気

がするんですが。保健所と農政部とで。 

【小野澤主任主事】 農政課としても、二重の調査で対象店の負担を

重くすることがないよう、注意しています。保健所が所管する事項

の方が緊急性が高いため、急な場合は調整しきれない可能性もあり

ますが、他機関等とも密に情報交換することで、連続して調査に入

ることがないよう、調整しています。 

【植草農政部長】 午前中は保健所、午後は我々の調査という状況

にはならないように配慮しています。お互い調査する必要があるの

ならば、合同調査で行うと。 

【鈴木(武)委員】 見方も違ってくるからね。保健所の見ていると

ころと。分かりました。 

【植草農政部長】 このような連携をとっています。 

【伊藤副会長】 もう一点よろしいですか。２の４番。意欲ある担

い手の確保・育成。この中に新規就農者とか認定農業者の話があり

ますけども、一番大事なのは親元就農なんですね。親元就農を入れ

てくださいよ。ＪＡグループでは昨年から親元就農について助成し

ています。ただ、３年間しかなれませんので、その後のやつでも役

所の方で。まずは親元就農が一番最初じゃないですかね。新規就農

よりもまずは親元就農ですよ。せっかく１０００人以上の組合員、

農家の方がやっているんですから。その後継者、４５歳を過ぎてて、

また帰ってきての親元就農。これを進めていただければ一番早い解

決策だと思うんです。 

【吉野担い手育成班主査】 親元就農者の件ですけれども、認定農業者から、

今後後継者となられる方のほうに先行して認定をされる方も最近い

らっしゃいまして、次代農家の方が経営を引き継いでいただき力を

つけるというのは大事なことですし、また新規就農者等の育成・確

保の中で、親元就農の方についても対象として、様々な勉強をして

いただけるような制度作りをしていきたいと考えています。 

【伊藤副会長】 昨年の実績ですが、親元就農で２３件です。県内

の中でも少なくないんです。後継者がいない、いないって、いなく

はないんです。立派な数字が一年の中でも生まれてきています。是

非、親元就農を継続的に声を大にして進めてもらいたいです。 
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【植草農政部長】 すみません。そこは我々この３次の行動計画の

中に位置付けでも盛り込んでいきます。それと千葉みらいの方の計

画、そことも整合を図らせていただく。よろしいでしょうか。 

【藤代会長】 私のほうから一点ですけども、３の優良農地の確保

と有効利用の中の１３農地の集積と活用の促進。これがそのとおり

なんですけども現在、情報を取りますと国の方で農地を規制緩和し

て、観光化、商業化するというようなことを出しているわけなんで

すね。そうしますと優良農地でまとまったところは第１種農地もし

くは農用地区域、そういうところがかなり一団として面積があるわ

けで、業者はそういうところを狙ってくる。千葉市の場合でも、先

日農政課で話しましたけど、千葉北インターから５キロ圏内、これ

は特定流通業務施設とかそういうものの設置基準を満たしている。

となりますとやはり業者の営業が言うには面積の広い場所、という

と優良農地なんですよ。第１種農地とか農用地区域が多いんですよ。

そういうところを今後狙い撃ちしてくるんじゃないかと。どんどん

農業離れが進んでおります。大部分の人はまだ農業をやる意欲があ

るんですけど、業者の方の勧誘、そういう甘さに負けまして貸すも

しくは売ると。せっかく先祖代々農地を経営してきたものが一瞬の

うちに変わってしまう。今後そういう傾向が続くと思います。 

それを防ぐ為にはやはり農地の集積、これを地域の人から農地の

情報を受けて、開発される前に農政関係者のほうで農地を紹介し、

遊休農地にしない状況にしていきたい。我々としてもそういう情報

を、農業委員会もしくは農政部の方に流しますので、その２点は出

来るだけ早い段階で跡地利用ということで借りる権利を探していた

だきたい。もしくは買ってもいいよという人がいましたらそういう

人を紹介してもらいたい。時間が経ちますとやはり人間というのは

弱いものですから甘い方、甘い方の勧誘に負けます。その点はひと

つ考慮していただきたい。お願いいたします。 

【植草農政部長】 経済産業省が所管省庁になっております地域未

来投資促進法ですね。確かに今回主要インター等で規制緩和すると

いう方向では動いてはいます。農水省で所管している農村産業法（旧

農工法）、こちらの方では一方でブレーキをかけています。いま市

内で２０か所ほど高速道路のインターがあるんですが、その中のイ

ンターで半径５００ｍのところに農用地区域がかかっているところ

が、例えば蘇我インター、武石インターとか５つほどございます。

経産省は積極的に農地転用を進めて企業等の産業用地として確保す

ると言ってはいますが、農水省の言う農用地区域以外での開発を優
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先することが大原則となります。農用地区域というのは依然として

守るんだと言っていますし、土地改良区については８年経過してい

ないところは絶対だめだと言っています。丁寧な土地利用調整が行

われた上で、市の計画に位置付けられた施設が前提となります。 

そういった中で遊休農地化の可能性のある改良区については、農

地中間管理事業を活用したり、それについて貸し手側に恩恵がある

ように持っていき、一団の優良農地をどうするかというところは、

産地パワーアップ事業などを使いながら、借り手にも恩恵がある形

で積極的に考えています。農地の売買は、国家戦略特区の中で、兵

庫県の養父市などは株式会社に農地の取得を認めさせてはいますけ

ども、ただ当面国の方も両手ばなしでどこでもそれをやっていいと

は言ってませんし、株式会社などで取得した後の数年後に、別の形

にしてしまうという恐れもありますので、我々は売買というよりも

貸し借りの中で出し手側、借り手側双方に恩恵があるような形で話

を中和させたい。そういったところを主眼に進めております。 

【藤代会長】 やはり農地法よりも都市計画法のほうが強い感じが

するんですよ。都市計画のほうで条件を満たせば必然的に農地法が

許してしまうんじゃないか、農地転用してしまうんじゃないかと。

農地は農地として守る農地法があるんですから、先ほど言いました

ように農地を守りたいので、農地は農地として活用するという方法

を我々も考えます。農業委員会にしても農政部にしてもせっかく、

第１種農地で守ってきたわけですから、第１種農地はそのまま生産

農地としてやっていきたいと思います。そこのところは十分考慮し

てほしいと思います。 

 

続いて、藤代会長が議事に諮り、反対意見なく了承された。 

 

 

 

議題４及び議題５に係る会議経過については、千葉市情報公開条

例第７条第２号に規定する情報（個人情報）が含まれているので、

公表しておりません。 
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