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平成２５年度第１回「千葉市農政推進協議会」議事録 
 

１ 日  時  平成２５年７月１６日（火） 

午後２時００分から午後５時００分 

 

２ 場  所  中央コミュニティセンター８階 「千鳥」 

 

３ 出 席 者  委員：１２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  

加藤裕市委員 石出博子委員 斎藤昌雄委員   

井上真理委員 初芝サク委員 島田信義委員  

小川耕一委員 

（欠席１名： 伊橋一夫委員 ） 

事務局：１５名 

農政部長（角田） 農政センター所長（川田） 

農業委員会事務局次長（楠原） 農政課長（植草） 

農業環境整備課長（河瀬） 農業生産振興課長（藤井） 

農業経営支援課担当課長（子安）農政課課長補佐（和泉） 

農業経営支援課担い手育成班主査（萩原） 

農業経営支援課都市農村交流室農林振興班主査（齊藤） 

農業生産振興課技術振興係長（佐々木） 

農政課企画係長（圓城寺）農政課農政係長（遠藤） 

企画係（鶴岡）農政係（吉井） 

 

４ 報  告  （１）里山地区「おおじの森」の指定について 

（２）千葉瑞穂みどりの尐年団「平成２５年緑化推進運動功労 

者内閣総理大臣表彰」受賞について 

（３）「人・農地プラン」の策定について 

 

５ 議  題  （１）千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成 24 年度） 

について 

（２）新品種のCattleya
カ ト レ ア

.Murasakinousuyou
ム ラ サ キ ノ ウ ス ヨ ウ

の愛称（個体

        名）の決定について  

（３）農業経営改善計画の認定について  

    （４） 農用地区域の変更について 

 

６ 議事概要  （１）事務局が、里山地区「おおじの森」の指定について報告 

           した。 

（２）事務局が、千葉瑞穂みどりの尐年団「平成２５年緑化推 
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           進運動功労者内閣総理大臣表彰」受賞について報告した。 

（３）事務局が、「人・農地プラン」の策定について報告した。 

（４）事務局が、千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成２ 

            ４年度）について説明し、了承された。 

（５）新品種のCattleya
カ ト レ ア

.Murasakinousuyou
ム ラ サ キ ノ ウ ス ヨ ウ

の愛称（個体 

   名）について意見聴取を行い、決定した。 

（６）事務局が、認定予定者１２件（新規認定：２件、再 

認定：９件、変更：１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。 

（７）事務局が、農用地区域の重要変更申出４件の案件につい 

て説明し、了承された。 

７ 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

名中１２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、報告１、２、３及び議題１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、議事録が公表され、議題２については、特定の者に不利益が

生じる恐れがあること、議題３及び４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を告げ、髙梨会長が挨拶を行った。 

続いて、農政部長が挨拶を行った後、委員の異動があったため、農政課長補佐

が出席委員及び課長以上の事務局職員を紹介した後、開会宣言が行われた。 

髙梨会長が、長谷部衡平委員と小川耕一委員の２人を議事録署名人に指名した。 

 

報告１ 里山地区「おおじの森」の指定について 

報告２ 千葉瑞穂みどりの尐年団「平成２５年緑化推進運動功労者内閣総理大臣 

表彰」受賞について 

報告３ 「人・農地プラン」の策定について 

 

事務局（農政センター川田所長）が、報告事項１から３までをまとめて説明し

た。 

 続いて、以下の質疑応答があった。 

伊原委員   春に富田町の「いずみの森」に芝桜を見に行った時、すごく活気 

があって楽しんできたんですが、この度指定された「おおじの森」 

は、市民が楽しめるような、注目されるようなものはあるのでしょ 

うか。 

農政センター所長  富田町につきましては、グリーンビレッジ事業の１拠点として施 

設を整備しており、施設の管理等を含め、都市交流センターがござ 

います。それを管理する組合ができており、その他様々な活動が行 

われています。「おおじの森」につきましては、指定をさせていただ 

いて、そこを維持管理するためのボランティア活動等を支援してい 
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きたいと思っております。拠点となる施設を造るとか、営業すると 

いうことは特段考えていません。ただ、ボランティアの方々が活動 

していく中で人とのふれあい等がでてくるかと思ますので、日にち 

を限ったイベントを開催するとか、地域の皆さんから了解をいただ 

けるものでできれば、ちょっとした販売をするとかそういったもの 

も可能であるのかなと思います。 

 続いて、報告２及び３についての質問は無く、報告事項３点について了承され

た。 

 

議題１ 千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成２４年度）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の進行管理（平成２４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   営農指導についてお聞きします。営農指導の巡回が年２７５回と 

ありますが、具体的にどのようなことをやっているのか。それから 

栽培講習会の満足度がありますが、講習会を何回開催して、満足度 

をだしているのかその辺もお願いします。 

農業生産振興課長  営農指導は、目的を持っていくもの、目的は無いが農家の栽培状 

況を確認しに行くという２つに分かれます。概ね目的を持って行く、 

生産者に呼ばれて行くというような内容です。ここに記入されてい 

る回数は、報告書を作成した件数です。農家さんの所へちょっと行 

って、話を聞いて、農家さんが納得したというような場合ですと、 

報告書を作成していないため、件数は尐なくなっておりますが、実 

際に指導に行っている回数はもっと多くなります。我々も目標を達 

成したいと思っていますので、担当者が書きやすい書式にしたいと 

思います。指導内容は、病害虫のことや新しい品種について等技術 

的なことがほとんどです。栽培講習会については、ＪＡさん、千葉 

農業事務所さんと連携で季節ごとに土壌診断から入り、農家さんに 

集まっていただいて、注意事項若しくは、ＪＡさんであれば新しい 

品種のことを含めて栽培講習をしています。満足度については、時 

間、内容、農家さんが思ったとおりのことを答えてくれたのかとい 

うような事を簡単なアンケートで記入してもらって判断しています。 

加藤委員   年間で何回あったんですか。 

企画係長   ２４年度の実績ですが、ラッキョウの栽培講習会、キャベツの講 

習会、その２回でアンケートを取りまして、満足度８１％の回答を 

いただいています。 

初芝委員   サイクリングわかばルートのコースの方まで竹が出てきているん 

ですが、森林ボランティアを頼むことはできないでしょうか。 
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農政センター所長   このルートは、専門の所で選んでくれたコースで、一部には公道が 

ありますが、同じ公道でも狭いところで竹が出てきている所もありま 

す。現段階では、整備までは考えていなかったんですが、ご意見があ 

りましたので、どの様な対応ができるのか検討させていただきたいと 

思います。コースがわからないので看板を作成しましたが、一部許可 

をいただいていない所もあり、ルート案内ができていないので、まず 

はルート案内から設置させていただいて、その後にボランティア団体 

さんへも投げかけてみて何ができるのか検討させていただきます。 

農業経営支援課担当課長  個人の森林所有者の方で、ご高齢などで作業ができないという方が 

多くなっております。これに対して、森林ボランティアの方々に「お 

おじの森」等をやっていただいているんですけれど、来年度から「森 

林山村多面的機能発揮対策交付金」といいまして、ボランティア団体 

の方々と地主さんが協定を結んでいただき、ボランティア団体の方々 

が適正な森林の管理をしていくという制度ができます。ボランティア 

団体に対して交付金で援助するという制度になりますので、今後情報 

が入りましたらご連絡させていただきたいと思います。また、市民の 

方々へは広く情報を伝えたいと思います。 

島田委員   営農指導に対して、２点ほどお願いがあります。巡回するだけが営 

農指導ではないと思います。今、実際、我々が困っていることは、半 

月以上早くから空梅雨気味であって、干ばつ気味なんですが、そうい 

う時に振興センターと農政センターと ＪＡと相談して、早めの対策 

を、水をかけるなら例えば、落花生ならいつ頃水をやるのが有効的か、 

など、雨が降ってムダになってもそれはそれでしょうがないと思いま 

すが、色々な情報を早目に流していただきたい。今までも出ています 

が、ほとんど役に立たない、終わってしまったころにそのような文章 

が回ってくるんです。予想してもらって、早目にポイントポイント的 

な栽培の管理方法をある程度主要品目で出してもらいたい。もう１点 

は、達成率が１００％以上と結構あるわけですが、学校給食１０品目 

で目標も１０品目。給食に提供するには色々条件があると思いますけ 

れど、目標値というのは上げていってもいいのではないかと思います。 

農業生産振興課長  営農指導に関しましては、十分参考にさせていただきまして、早 

目の対応をさせていただきます。 

農政課長   学校給食の品目数につきましてもＪＡさん、市場さんと供給体制 

の中で数量等について検討しております。今後は、増やす方向で考 

えていきます。 

島田委員   色々な条件があるのは解っていますが、なるべく条件をクリアで 

きたものは学校給食に使っていただくようにしてもらいたい。 

農政課長   試験的に導入しているものもございますので、その中で定着が図 

れれば品目数も拡大していきたいと思います。 

小川（清）委員  １４ページ、農業機械の賃借について、農家の人は、ホームペー 
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ジをあまり見ていないと思います。１件成立でＡ評価というのはお 

かしいと思うのですが。共済でも同じようなことをやっていますが、 

結構評判がいいんですよね。もう尐し違う方法でできないかなと思 

うのですが、ホームページは私も全然見ないので。 

農政課長   新規就農者や若い方々でホームページを見ていたり、情報関係の 

ツールを使っている人が最近多くなっていまして、そういった中で 

は、ホームページは自分から見て、何か検索するとか探してみよう 

という意思が無ければ当然そこにはたどり着かないことで、これは 

他も同じなんですが。そのような情報、見る機会、検索する機会を 

できるだけ多くするというのも我々の仕事です。今後紙ベース等も 

含めまして、情報発信については、検討する余地はあると思います 

ので引き続き考えていきたいと思います。 

小川（清）委員  やることについては、とてもいいことだと思います。年を取って、 

      できなくなってもったいないなと思う機械が相当あると思うんです 

      が、もう尐し上手に利用すれば１件ではかわいそうだなと思いまし 

      た。 

伊藤副会長  １３ページ、新規就農者の支援、国、県の事業だと思いますが、 

      １５０万円の給付金がありますけれど、農業後継者が千葉みらい管 

      内に８７人います。その人達には、何の恩恵もありません。農業後 

      継者の方が優先ではないですか。市の方で施策的なものがあれば、 

      やはり農業後継者を一番に育てていただいて、次に新規就農者だと 

      思います。 

農政センター所長  おっしゃる通りだと思います。市では、後継者に対する支援とし 

ては、ＪＡさんにご協力いただいて、借入金に対する利子補給等を 

行っていますが、このように１５０万円という非常に大きな支援は 

ありません。市の財政状況が非常に厳しい中でどのように取り組ん 

でいくかという時に使えるものは何かといった時に国の支援策が出 

てきました。そこで、１人に対して、１５０万円という非常に大き 

な支援があるのでこれを活用しない手はないということで、「人・ 

農地プラン」の策定に取り組んだところです。後継者が非常に重要 

だということは、先ほど私のご説明の中でも地域の皆さんのご意見 

として、後継者が大事だということは重々承知しておりますので、 

今後予算の組み込みの中で後継者に対する支援というものを拡充で 

きるのであれば、そこに重点配分していきたいと考えています。 

髙梨会長   竹林の適正管理が２４年度はあまり無かったというお話で、平成 

２５年度に充実していくというご説明をいただきましたが、先ほど 

の「おおじの森」の説明の中でも竹が非常に増えてきて里山の管理 

も心配だというお話があったように、私の方も市民の森等も竹が増 

えて、地域のボランティアで竹を取って何とかやっているんですが、 

２５年度具体的に情報を把握して、適正化を考えるという話があっ 
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たんですが、もう尐し具体的に、２５年度予算ですでに確保して、 

施策をかんがえているのかわかればお話しを聞かせていただきたい。 

農業経営支援課担当課長  目標が、竹林の状況を調査できなかったと言うことでＣとなって      

おります。調査できなかったというのは、あまりにも竹林が広がっ 

てしまって、調査するにはかなりの費用がかかってしまうというこ 

とで実施できませんでした。先ほどの「森林山村多面的機能発揮対 

策交付金」は、地域の協議会を作ることが条件となっています。森 

林が荒れて有害鳥獣被害が拡大しているということで、こちらも地 

域の協議会を作るということで両方とも今年度を予定しております。 

竹林の拡大調査を費用をかけて行うというのも一つの手ではありま 

すが、予算が厳しい中で、この協議会の中で地域の方々から情報を 

いただいて、ひどくなっている箇所を農政センターで図面に落とし 

まして、集中的にやっていこうと思っております。財源が確保でき 

るまでということになるとかなり厳しい状況になるというのはわか 

っておりますので、地域の方々のご協力の上で早急に対応したいと 

考えております。 

髙梨会長   協議会ができなければ動けないということですね。 

農業経営支援課担当課長  そうです。 

髙梨会長   難しいことだと思いますが、全体調査は必要だと感じます。協議 

      会を通じてというと、全体調査というのは、協議会が無い所はわか 

      らないということですね。 

農業経営支援課担当課長  森林組合や里山の活動をしているボランティア団体の方々は把握 

      していますので情報をいただいて、拡大している竹林の状況を農政 

      センターで把握する作業を急ぎます。 

石出委員   会長の地区では自分たちで手入れをしているのですか。 

髙梨会長   町内自治会とかでですね。 

石出委員   全滅させたいのなら、１ｍ位の高さで２月頃に切るんです。その 

      ようにやっている所の結果が全部現代農業等に発表されているんで 

      すが、水のあがる１、２月頃に胸高位で切ってしまうと水をあげて 

      根まで枯れるというのが今の定説なので、竹の子を掘らない、全滅 

      させたいつもりならばそういう方法で、竹の子を取りたいのであれ  

      ばそういうわけにはいかないのですが。 

長谷部委員  切った竹を処分するのが困るんですね。竹を処分業者にお願いす 

      ると滑ってしまってうまく処分ができないそうなんですね。そのよ 

      うな問題があって竹と根っこの処分がとても高いんですね。処分し      

      てから山にして置くスペースも必要になってくる。腐るまでかなり   

      の時間がかかっています。見栄えが悪いという問題もあるので、伐 

    採や伐根をした処分費の補助の検討を早急にしていただいた方が、 

           地主達が自分達でやりますよ。補助金で尐しでもクリアしていただ 

ければ随分違うと思います。 
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農政センター所長  国の支援等は、大体は地域を巻き込んでいかなければいけないん 

ですね。「人・農地プラン」もそうですが、こういった支援につい 

ても地域の協議会を設けなさいとほとんど言われていますので、そ 

の協議会の中で提案があった内容が対応となるのか、まず、地域協 

議会を作った中でやっていかないとできませんので、協議会を作っ 

てそこで検討させていただきます。国の交付金の制度が根っこや切 

ったものの処分等の費用について対象となるのかどうか情報が入り 

ましたらできるだけ対応できるように進めていきたいと思います。 

石出委員   方法としてチッパーがあるんです。チップにして竹山に敷くとす 

ごくいい効果があります。 

長谷部委員  チップにするまでがやはり費用がかかるからその機械を提供して 

もらえるのか補助金を出してもらえるのか。全額とは言いませんが、 

ある程度はお願いができれば所有者が管理していくというのが一番 

いいことだと思います。 

農政センター所長  一昨年に緊急雇用事業がありまして、「おぐらの森」で竹などを 

チップにして、敷いて活用したんですね。非常に良かったと好評い 

ただいております。その時は緊急雇用の事業を使いましたけれど、 

色々な事業が出てくると思いますのでこの交付金でも対象となるの 

か、場合によって現地で処分できない場合もあると思います。スペ 

ースが無くて機械が置けないとか、そのような場合は、出さなけれ 

ばならないと思いますので、どの事業だったら使えるのか情報を的 

確につかんで対応していきたいと思います。 

髙梨会長   切実な問題だと思います。色々な事業の中でどういう事業を組み 

合わせて一番使い良いように考えて検討していただければと思いま 

す。 

斎藤委員   千葉市の財政が非常に厳しいというところが一番問題ですが、畜 

      産もそうですが、国にどうしても頼らなければならないと県だとか 

      地域だとか、協議会をつくったり、書類を作成したり、手間が大変 

なんです。補助金としてどの位の金額がでるかというと中には尐額 

のものもあります。補助金を受け取るためにどの位の手間がかかる 

のか。やはり、千葉市が単独ですぐできるようになっていただかな 

いと。竹林などもスピートが大事で、置いておけばどんどん広がっ 

てしまいます。 

髙梨会長   市の方で情報を掴んで対応していただくことを検討していただけ 

ればと思います。 

続いて、髙梨会長が議事に諮り、反対意見なく了承された。 

 
議題２、３及び４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

号及び第５号に規定する情報（個人情報等）が含まれているので、公表しており

ません。 
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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 

 

 


