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平成２３年度第２回「千葉市農政推進協議会」議事録 
 

１ 日  時  平成２３年１０月２４日（月） 

  午後３時００分から午後４時３０分 

 

２ 場  所  市議会棟３階 第２委員会室 

 

３ 出 席 者  委員：１３名 

髙梨義雄会長 伊藤和彦副会長 

伊原茂久委員 長谷部衡平委員 小川清一委員 

鈴木英雄委員 石出博子委員 斎藤昌雄委員 

伊藤久惠委員 日暮洋子委員 木村芳之委員 

石原實委員 植草博次委員  

事務局：１３名 

農政部長（大野） 農政センター所長（川田） 

農業委員会事務局次長（萱野） 農政課長（植草） 

農業環境整備課長（髙瀬） 農業生産振興課長（藤井） 

農業経営支援課担当課長（髙木） 

農政課長補佐（和泉） 農政課企画係長（圓城寺） 

農政課農政係長（西村） 企画係（中田） 

農政係（鬼嶋） 

 

４ 議  題  千葉市農業推進行動計画の原案の協議について 

（１）主要事業、取組内容及びスケジュールについて 

（２）数値目標について 

（３）地区別振興方針について 

（４）進行管理について 

 

５ 議事概要 （１）主要事業、取組内容及びスケジュールについて協議した。 

（２）数値目標について協議した。 

（３）地区別振興方針について協議した。 

（４）進行管理について協議した。 

 

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、全委員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、会議が成立した旨が告げられた。 

続いて、議題については、個人情報が含まれていないため、会議は公開、議事

録が公表される旨を告げ、農政部長が挨拶を行った。 

続いて、髙梨会長が挨拶を行った後、斎藤昌雄委員及び日暮洋子委員の２人を

議事録署名人に指名した。 
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議題（１） 主要事業、取組内容及びスケジュールについて 
事務局（農政課 植草課長）が、千葉市農業推進行動計画（案）のうち主要事

業、取組内容及びスケジュールについて説明した。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

伊藤委員   【農作業受託組織の整備促進】の組合統合の必要性について伺い 

たい。 

農政部長   構成員が高齢化している組織を、規模拡大も兼ねて組織の統合に 

ついて話していければと考えております。 

伊藤委員   【ふるさと農園施設の計画的な修繕】において、空調設備・給排 

水設備等の修繕を行うとあるが、予算はあるのか。 

農政部長   予算につきましては、現在調整中です。 

伊藤委員   【市有林等活用事業の実施】で林業体験教室が炭焼き・森林作業 

に変更されているのはなぜか。 

農政部長   どのようなことをするか明確でなかったため、具体的な取組内容 

を記載いたしました。 

小川委員   【「あととり」への支援】について、情報交換会を開催することと 

は別に、結婚問題についても記載できないか。 

農政部長   情報交換会につきましては、年一回農政センターに集まっていた 

だき、外部講師を招き実施できればと考えております。結婚の問題 

につきましても、何らかの支援ができればと考えております。 

小川委員   出会いの場を作ることなども支援の一部として行ってもらえると 

ありがたい。 

農政部長   市が主体ではなく、情報交換会など様々な集まりに参加された 

方々からそういった提案などが出されましたら検討して参りたい。 

伊原委員   私の周りにも大勢独身者がいるが、そういう人は農業には熱心だ 

が、結婚には縁遠い人が多い。難しいと思うが、本当に結婚したい 

のであれば、１年間ぐらい農業を休んで外に働きに出たほうが可能 

性はあると思う。 

髙梨会長   農政部長が話したようにいろいろな行事の中でそういう問題につ 

      いても取り上げてもらいたい。 

長谷部委員  【学校給食導入品目の拡大】について、現在使用されている品目 

の使用量をさらに増やすような内容の数値目標も必要ではないか。 

教育委員会との連絡を密にして、優先して市内産農畜産物を使っ 

てもらうくらいの積極的な行動力がないと、それこそ安い方に流れ 

てしまう。しかし、高くても市内産を選ぶと言ってもらえるように、 

小さい頃から市内産農畜産物に慣れ親しんでもらうことが大事では 

ないかと思う。これは、数値目標とは異なるかもしれないが、比較 

的取り組みやすいと思うので、ぜひお願いしたい。 

農政部長   市としましても、品目数と量の両方を数値目標にすることを考え 

ました。しかし、安定して安全なものを供給できる人や機関を育成、 



3 

確保することが市の仕事であると考え、そのような体制を整備する 

ことも含めた施策の中で９品目から１０品目に増やすということに 

いたしました。今後は病院などでも需要が見込めると思いますので、 

学校以外にも使用してもらえる体制を整えることも検討しつつ、推 

進して参りたい。 

木村委員   【里山地区ネーミングライツの導入】とは何か。 

農政部長   里山地区に名前を付ける権利を販売し、その収入を里山地区の保 

全管理をしていただいているボランティアの方を支援する財源にし 

たいと考えております。 

鈴木委員   【里山地区の指定・保全整備】について、指定箇所は決定してい 

るのか。 

農政部長   緑区で一ヶ所予定しており、現在下交渉しております。 

植草委員   【農業版ハローワーク雇用・農業ボランティア成立件数】につい 

て、私も登録しており問い合わせがあるが、仕事内容を全く知らな 

い方が連絡してくる。市は求人情報を提供するにあたり、いつ繁忙 

期で人手が必要なのかなど、どの程度情報を提供しているのか。 

農政部長   現在、累計で約３２０件の雇用契約が成立しております。平成２ 

２年度は１０件成立いたしました。情報提供につきましては、個人 

情報保護の関係から提供できる情報に制約がございます。 

植草委員   この地域ではいつ頃こういうことをしているというような情報は 

構わないのではないか。そういう情報があれば、ある程度自分のや 

りたい仕事を探せるようになると思う。 

農政部長   提供できる情報内容につきまして検討させていただきたい。 

加えて、農業をボランティアでやりたいという方とボランティア 

の方を使いたいという農業者の方がいらっしゃいます。ボランティ 

アで農業を経験して、その後ハローワークに発展する可能性もある 

と考えておりますので、二段構えで実施して参りたい。 

伊藤委員   【定年帰農者等の支援】について、農業者が高齢化している中、 

定年後の方に研修を実施しても、基礎を身に付けている間に高齢に 

なってしまうのではないか。その方々に農業への意欲を保たせるこ 

とはできるのか。 

農政部長   農業以外の職業に就かれていた農家出身の方が対象で、農政セン 

ターで年間１２回程度の研修後、早い段階で就農していただこうと 

いうものです。親御さんが農業を営んでいたこともあり、土地があ 

り機械も揃っているので、就農に一番近い方々という認識でおりま 

すので、今後も力を入れて参りたいと考えております。 

伊藤委員   基礎的な研修の内容について伺いたい。 

農政センター所長 まず農業全般について講義を受けた後、農政センター内の畑で講 

師の指導のもと、実際に作物を育てていただきます。大部分の受講 

者から基礎が身に付いたとの感想をいただいております。 

さらに研修後は、受講者の９割が就農されており、その半数、全 
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体の４５％の方が生産した作物を販売していらっしゃいます。 

髙梨会長   【市内産農畜産物の販売施設数】について、具体的にはどのよう 

に増やしていくのか。 

農業生産振興課長 直売施設や大型スーパーでの店内販売などの直売形式により年 

間１箇所ずつ増やしていきたいと考えております。 

髙梨会長   市として補助金を交付するなどの支援は行うのか。 

農業生産振興課長 現在は販売場所や販売方法などの指導が重要と考えております。 

補助金につきましては、今後の課題となると考えております。 

農政部長   当面、補助金の交付は考えておりません。因みに、販売の機会 

を増やすということで昨年から稲毛、美浜区役所で月１回朝市を開 

催しており、楽しみにされている方が多くいらっしゃいます。その 

ような状況から補助金等の支援がなくても販路を拡大することは可 

能ではないかと考えております。 

伊藤副会長  【農業技術のレベルアップの推進】について、職員が研修などに 

参加することも必要だが、技術を持っているプロや OB の採用は考 

えていないのか。 

農政部長   農家へ指導するには職員の知識や技術の習得が不可欠のため、今 

年から週３回の３ヶ月間、農政センターの職員が千葉県の研修に参 

加しております。意欲向上や人のつながりができておりますので、 

今後も続けていきたい。 

OB の採用については、現在も農政センターで再任用という形で雇 

用しておりますので、今後も継続して参りたい。 

伊藤副会長  【施設トマトの産地育成】については、産地育成の前に、現在発 

生しているトマト黄化葉巻病を止めることが急務である。 

農業生産振興課長 トマトの産地育成を計画した理由につきましては、トマトは圧倒 

的に人気がある品目ですが、市内全体で荷が不足しております。収 

益も見込める品目ですので、生産農家を育成して参りたい。確かに 

トマト黄化葉巻病は致命傷になりますので、そのような病気が発生 

する前の技術的な防除方法も含め、育成したいと考えております。 

伊藤副会長  【学校給食での導入品目の拡大】や【６次産業化のための連絡体 

      制の整備】について、農協が生産した県内産コシヒカリ３，０００ 

俵を１０～１２月に食べてもらえることになった。さらに推進する 

ために、加工品も学校給食で食べてもらえるようにできないか。特 

に、人参などは【生産者による出張授業】で生徒に指定産地を知っ 

てもらえるように努力されていると思うので、その時だけでもその 

人参を学校給食で全部使用するという日が季節ごとに何日かあると 

良い。加工品や特産品をもっと知ってもらう戦略が必要ではないか。 

農業生産振興課長 生産者による出張授業につきましては、授業を行った学校で好評 

を得ております。 

また、学校給食で農協の人参を使用するというのは不可能ではご 

ざいませんが、一斉給食の際に必要量が集めることができるかとい 
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う問題もございますので、別の会合で検討させていただきたい。 

市内産農産物のＰＲにつきましては、重要な問題と認識しており 

ますので、前向きに検討いたします。加工品の使用につきましても、 

６次産業化の推進のためにも農家の方と共に考えて、良い製品であ 

れば学校給食に使用できるよう農政部と教育委員会で検討して参り 

たい。 

 

議題（２）数値目標について 

事務局（農政課 植草課長）が、千葉市農業推進行動計画（案）のうち数値目

標について説明した。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

伊藤委員   【農業経営体の法人化への推進】について、法人化するメリット 

を伺いたい。 

農政部長   会社組織になると、様々な控除が受けることができることや、従 

業員を雇用する際は、個人に比べ安心感があるため求職者が集まり 

やすくなります。さらに銀行からの融資が受けやすくなります。 

伊藤委員   経営面積が尐ない人は、メリットがあるとは思えない。 

農政部長   経営面積の尐ない方が集まり法人化することによる大規模化も観 

点のひとつとなっております。規模が拡大することでお金や人が集 

まりやすくなると思います。 

農政課長   １人で行うより人が集まり規模を拡大することにより、機械が導 

入しやすくなり作業が効率化され収益アップにつながると考えます。 

伊藤委員   家族経営から法人経営に移行してもメリットを感じない。 

農政課長   雇い主と従業員という関係になれば、支払った給料も法人の経費 

となるので、会計上のメリットがあると考えております。 

長谷部委員  【６次産業化の認定件数】について、数値目標が１件では尐なく 

はないか。 

農業生産振興課長 ６次産業化につきましては、企業参入ではなく農家の方が企業化 

していくことを想定しております。この１件は市のモデル的な農家 

となっていただきたいとの希望を込めて数値目標としました。 

農政部長   これは農業者が生産、加工、販売を一体的に行う事業計画を作成 

し、農水省の認定を受け補助金を投入するような大規模なものを考 

えております。 

長谷部委員  ６次産業化を推進するということは雇用が生まれることにも直結 

しており、これからの農家が生き残るための最後の手段ではないか 

と思う。努力している姿勢を示すためにも、もう尐し件数を増やせ 

ないか。 

農業生産振興課長 現在、農水省の事業認定を受けた農家は県内で４件のみで、認定 

を受けるためには相当の努力が必要となりますが、何とか千葉市で 

も事業認定される農家をつくりたいという思いから目標１件としま 

した。 
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長谷部委員  積極的な取り組みにより６次産業化が推進されることを期待する。 

髙梨会長   次回に向けて検討するという事でよろしいか。 

農政部長   結構です。 

木村委員   いろいろな施策・数値目標があるが、最優先で考えてもらいたい 

のは小規模経営の農家をどうするのかということ。大規模化を目指 

させるのか。所得で２００万円得るには収入で７００～１，０００ 

万円が必要になる。２０～３０年前から農産物の値段は変わらない 

中で、収入を増やすのは容易ではない。そこを１番に考えてもらい 

たい。 

    この数値目標にしても、どれくらいの耕作面積の農家を前提にし 

たものかによって目標の立て方も変わるのではないか。 

農政部長   小規模農家であっても、直売所など販路を確保することにより収 

入を増やすことが可能と考えております。また意欲ある方について 

は、大規模化のための農地の集積に努めて参りたい。所得が向上す 

ることにより農業を引き継ぐ方も増えると思いますので、６次産業 

化なども考慮し、農商工連携により推進して参りたい。 

髙梨会長   農業基本計画にも触れるような大きな意見ですが、今の回答が具 

体策になるのだろう。 

 

議案（３）地区別振興方針について 

事務局（農政課 植草課長）が、千葉市農業推進行動計画（案）のうち地区別

振興方針について説明した。 

続いて、以下の質疑応答があった。 
髙梨会長   基本計画にも地域のあり方について記述があったかと思うが、そ 

れとの違いについて伺いたい。 

農政部長   地区の性格につきましては基本計画にまとめてありますので、今 

回の地区別振興方針については推進行動計画の施策を織り込んで地 

区の特色を出して参りたい。 

 

議案（４）進行管理について 

事務局（農政課 植草課長）が、千葉市農業推進行動計画（案）のうち進行管

理について説明した。 

 

 

髙梨会長の閉会宣言により協議会が閉会した。 

 

 

 

問い合わせ先 

千葉市経済農政局農政部農政課 

電話 ０４３－２４５－５７５９ 


