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平成２６年度第１回「千葉市農政推進協議会」議事録 
 

１ 日  時  平成２６年７月１４日（月） 

午後２時００分から午後４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：１３名 

藤代武治会長 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  

村野文美委員 初芝サク委員 田中喜美男委員  

仲田卓爾委員 小川五郎兵衛委員 

事務局：１３名 

農政部長（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（青木） 

農業環境整備課長（河瀬） 農業生産振興課長（子安） 

農業経営支援課担当課長（和泉）農政課課長補佐（円城寺） 

農政課企画班長（秋山）農政課農政班長（遠藤） 

企画班（鶴岡）農政班（大和田、吉井） 

 

４ 議  題（１）会長及び副会長の選任について 

（２）第１次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成２５年度）に 

ついて 

（３）第２次千葉市農業推進行動計画の策定について 

（４） 農用地区域の変更について 

（５）農業経営改善計画の認定について 
 

５ 連  絡「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の見直し」の今後

の予定について 

 

６ 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、第１次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成 

   ２５年度）について説明し、了承された。 

（３）事務局が、第２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、農用地区域の重要変更の申出が無かった事を報告し 

た後、農業振興地域の制度について説明を行った。 

（５）事務局が、認定予定者１７件（新規認定：２件、再認定： 

１４件、変更：１件）の農業経営改善計画について意見 
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聴取を行い、了承された。 

     （６）事務局が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構

想の見直し」の今後の予定について連絡事項を伝えた。 
 

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

全員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４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を告げ、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となり、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、小

川清一委員及び仲田卓爾委員の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 

会長の選任については、斎藤昌雄委員から藤代武治委員を会長にと推薦があり、

全委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 第１次千葉市業推進行動計画の進行管理（平成２５年度）について 

 事務局(農政課青木課長)が、第１次千葉市業推進行動計画の進行管理（平成２５

年度）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   耕作放棄地ですが、昨年の解消面積６ｈａは非常に少ないと思うん

ですけれど、今回、耕作放棄地活用支援体制の整備は完了事業になっ

ていますが。 

農政課長   完了となっているのは今まで組織が無かったものですから。 

加藤委員   組織ができたという事ですか。 

農政課長   はい。ＪＡさんと農業委員会など、関係団体で組織を作って、定期 

的に部会を開催しています。 

加藤委員   今年が５．９ｈａで去年の実績が６ｈａですよね。非常に少ないと

思います。もっと面積があると思いますが、市では、どの位の面積を

把握しているのでしょうか。 
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農政課長   市が把握しているのが約６ｈａです。 

加藤委員   それだけしかないの。 

農政課長   実際に貸付けを行った分です。営農再開が可能な農地としては耕作 

放棄地と遊休農地ですが、８０ｈａほどを把握しております。 

加藤委員   それよりももっと多いと思うんですが。せっかく体制が完了したと

いう事なので、今年は５．９ｈａという面積ではなく、もっとたくさ

んやってほしいですね。 

農政課長   補足させてください。耕作放棄地は平成２４年時点で、４８２ｈａ

です。そのうち営農可能なものが８０ｈａ。実際に市で貸付けを行っ

たのが６ｈａということです。 

加藤委員   分かりました。もう少し今年の目標を高くして欲しいなとお願いを

しているんですけれど。 

農政課長   次回の部会でぜひ検討させていただきたいと思います。 

小川（清）委員  農政センターでニンニクの指導をしないのかなという話を聞いた

ので、詳しく教えてください。 

農政部長   講習ですよね 

小川（清）委員  講習です。 

農政センター所長  栽培講習ですね。 

農政部長   その前段で、ニンニクのウイルスフリー化ですが、技術的なところ

を今、東京農業大学の支援アドバイスを受けておりまして、ウイルス

フリー化がうまくいくかなというところまで来ています。今年の２月

に東京農業大学の方へ相談に行きまして、担当者と技術的な話をしま

して、技術的に支援を受けられるか教授が一度お見えになって、これ

だったら大丈夫だよというところまでは来ております。 

子安課長   ニンニクについてですが、農政センターでは２４年度から千葉市で

の栽培に適したニンニクの品種選定といいますか、２４年から２６年

度、３年目になりますが、ウイルスフリー化等を含めて新技術の検討

を行っております。もうしばらくこの研究が進みましたら今までどお

り農家さんの方へ発表を報告会を兼ねながら具体的な支援ができる

かと思いますが、今のところまだ新しい技術が開発されていないので、

今一生懸命取り組んでいるところでございます。 

農政課長   すみません。先程の耕作放棄地に関して補足させてください。平成

２４年度時点ですが、４８０ｈａの耕作放棄地に対して市や県の制度

を使って解消したのが６ｈａ、営農を再開されているのが８０ｈａに

なります。 

加藤委員   再開されたのが８０ｈａ。 

農政課長   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。 

 

議題３ 第２次千葉市業推進行動計画の策定について 
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 事務局(農政課青木課長)が、第２次千葉市業推進行動計画の策定について概要説

明を行った。 

 続いて、以下の質疑応答があった。 

伊藤副会長  １０番の学校給食での市内産農畜産物の利用拡大ですが、具体的に

はどのようなものを拡大するのでしょうか。 

農政課長   直近の例では、４月から保育所へ市内産の米粉を使ってもらうよう

にお願いしております。小学校も今やっておりますが、小学校だけで

はなく保育所ですとか、社員食堂というんでしょうかそういったとこ

ろへも地場産品の取り扱いをお願いしたいと思います。もし可能であ

れば小学校も取扱品目などを増やしていきたいと考えております。 

伊藤副会長  米の方ですね、学校給食に約４，０００俵を農協経由で出していま

すが、その辺の拡大ができればいいかなと、今１９，０００俵の集荷

があるんです。１９，０００俵の集荷の半分位地元の学校で使ってい

ただければもっといいかなと思います。 

農政課長   学校給食に関しては教育委員会などと定期的に関係者が集まって

話し合いをしておりますのでその場で提案をさせていただきたいと

思います。 

伊藤副会長  隣の習志野市では春夏ニンジンを学校給食に使っています。幕張で

も春夏ニンジンを作っていますが、習志野市の特産の野菜を小学校

個々で給食を作っている学校もありますし、まとめて作っているとこ

ろもありますが、両方全部地元産のものを５月、６月は使用している

その辺の動きが千葉市でもとれればいいのかなと思います。 

農政課長   現在も春夏ニンジンと秋冬ニンジンを供給しております。千葉市の

場合、学校給食の共通メニューの日がありまして、その時に幕張の生

産者の方が柏井小学校へ行って出張授業を行っております。その他に

も現在、千葉市では小中学校へニンジン、ダイコン、バレイショ、コ

マツナ、ホウレンソウ、スイカ、キャベツ、ブロッコリー、ワケネギ

この９品目について納入をしております。 

伊藤副会長  １日２日ではなくて、そのシーズン、２か月間ずっと使っています。

習志野市の場合はそうなんです。話題提供としては１日２日やればや

ったという話ですが、ちょっと違うと思います。 

農政課長   ニンジンについては、秋冬ニンジンについては３５ｔ、３６ｔ。 

伊藤副会長  何日くらいですか。 

農政課長   すみません。日数は持っておりません。小学校に関しては継続的に

やっていると思います。 

藤代会長   この件につきまして、明細な説明が欲しいので、次回の協議会まで

に明確な説明をお願いします。 

農政部長   次回の開催まで期間がありますので、資料を作りまして、配付する

などの検討をします。 

長谷部委員  １７番の耕作放棄地の解消と活用の推進という形で考えておられ
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るようですが、この辺を具体的に、先程４８０ｈａですか、それだけ

の耕作放棄地があるわけですが、細かく分けてみて、後継者不足、単

なる相続によって耕作を放棄されていると、他市の方が土地を持って

いる、そういう分類をもう少し細かくわかればなぜ千葉市の耕作放棄

地がどれだけあってどういう形でネックになっているのか、その辺の

根本的なものを知り得ておく必要があるかと思うので、具体的にそれ

はおわかりでしょうか。 

農政課長   個人の所有形態までは把握しておりません。 

長谷部委員  そこまでやっていかないと耕作放棄地の改善というのは必然的に

なされていかないだろうと、それがわからなければ今後、耕作放棄地

の解消と活用の推進というのはどういう形でやりたいということで

すか。 

農政課長   ひとつとしては、この４月から始まった農地中間管理事業をＰＲし

ながら空いている土地は流動化を図るというのが一つだと思います。 

農政センター所長  耕作放棄地の解消は非常に難しいと思うのですが、青木課長が言い

ましたように、国の施策としている農地中間管理機構、これが事業と

して県の方で取組みを始めましたが、現在具体的にどのような形にな

るかというのは見えていません。ただ、千葉県内全体で取組んでいく

ということですので、千葉市の方も参画しております。その中で耕作

放棄地をどのように活用するか、地域の方のお考えをまとめた上で、

もうひとつ出ていますけれど、人・農地プランがあります。これも人・

農地プランに位置付けられると色々な利点が出てきます。例えば、新

規就農者への支援、耕作放棄地を活用して中間管理機構、こういった

ところで活用を始めると貸し手に補助金が出たり、色々なものがあり

ますので、中間管理機構、人・農地プランを両輪にして取り組んでい

かなくてはいけないと思います。やはり、農家さんだけにその負担を

もたらすということであれば進んでいきませんし、行政だけでやると

いうのも無理だと思いますので、地域の方と話をさせていただきなが

ら取り組んでいきたいと考えています。非常に難しいと思います。た

だ、このままにはできませんので、今取り組んでいけるのは中間管理

機構の事業に期待をするということと、実際に人・農地プランの方で

新規就農の方には年間１５０万円という支援が実行されていますの

で、市の中でもそういった支援をさせていただいております。市だけ

の支援ですと大きなお金を出せないんですね。満額だしても年間６０

万円で今までストップしていますので、それが１５０万円に上がりま

したから、どんどん活用していかない手はないのではと考えておりま

す。 

長谷部委員  書いて事を前に進めるためには、現在の土地の所有者は誰なのか、

各地区に色々な形を通じて土地を調べる。耕作放棄地の所有者は誰で

どのような形で使われるのか、どなたがお持ちかという事は役所の方
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ではすでにデータをお持ちでしょうが、今後どのように利用しようと

しているのか、もう少し踏み込んだところまで役所が関与してもいい

のではないでしょうか。ただ、少ない予算の中で非常に難しいかもし

れませんが、やりようによっては各地区の農業に携わる組合などがあ

るわけですから、そういうものを使いながらデータの集積を図るとい

うことも大事なことだと思います。早急にやらなければならない問題

だと思うんですね。よろしくお願いします。 

農政課長   中間管理事業の実施に伴って、農地法が改正されておりまして、農

業委員会の方で利用意向調査というものをやる予定です。農地の所有

者に自ら耕作するのか、中間管理事業を利用するのか誰かに貸し付け

るのかなど意向調査を行います。所有者が確認できない場合は、公示

するということが行われる予定です。 

長谷部委員  それはいつ頃ですか。 

農業委員会事務局次長  今年度行う予定です。 

長谷部委員  そういうものを小出しにしないで。私はやるべきだと思います。何

をやっているのかなと一般の農家の従事者、それに関わるものがいっ

こうに改善が図られないというような形のものばかりですと、やはり

組織あってもの足りないという形になっても困ると思いますので、積

極的にＰＲしてもいいのではないですか。今、お話があったように今

年度実施するという事であれば、今年度そういうことをやりますよと

言うと、結構農家の方にとっては刺激になりますし、少し先が見えて

きたかなということもあるのでよろしくお願いします。 

小川（五）委員  ３０番の大学との天敵の共同研究となっていますが、幕張地区でニ

ンジンがゾウムシでだいぶやられてしまったので、実用化を目指して

いるのでしょうか。 

農政部長   大学と連携しての天敵の話は、イチゴになります。 

小川（五）委員  ニンジンは無理ですか。 

農政部長   イチゴでやりたいことは、市販の天敵から千葉の在来の天敵の方に

今研究を進めているものでして、これがうまくいけば他の品目を広げ

て農薬をなるべく使わないで安全な作物を作っていくというところ

で動いています。 

小川（五）委員  はっきり言うと、相当大打撃です。深刻な状況です。 

農業振興課長  天敵等の研究とニンニクのウイルスフリー化というものを目指して

いくということもそうですが、市内いろいろな所でいろいろな問題が

あります。農政センターの方で幕張の状況を見させていただいて、迅

速に調査させていただきたいと思います。 

長谷部委員  今言ったように農家の方にそういうような調査研究をしています。

今しばらくお待ちください。という情報を速やかに各組合を通じて出

してあげたらいいのではないの。それをずるずる今年に来年になった

らなんとかなったよと、今こういう風に進めているからもう少し待っ
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てくださいというくらい速やかにやったほうがいいですよ。 

農業振興課長  その通りだと思います。農政センターの動きと言いますか、こうい

うテーマで研究を行っていますという事を何らかの形で定期的にお

示しできるような対策を考えたいと思います。 

長谷部委員  農政部が損ですよ。何をやっているんだと言われたらつまらないか

らどんどんだしてあげてください。よろしくお願いします。 

藤代会長   農業推進行動計画という事で、３年計画でやる予定ですが、実際こ

ういうふうにやりますよという案だけではなく、具体的にこれはこの

ような方向に行きますともっとわかりやすい説明があればもう少し

納得するんですけれど、ただ計画で３年計画でというだけでは納得で

きないところがありますのでもう少し丁寧な説明を今後お願いした

いと思います。 

農政課長   実際の計画の案につきましては、次回の協議会で皆様方に協議して

いただこうと思っております。 

伊藤副会長  付け加えたいんですけれど、小川（五）委員の方から幕張の春夏ニ

ンジンですが、深刻なんです。産地が無くなってしまうというところ

まできていますので、ぜひ、ゾウムシの防除については早く確立して

もらいたいです。ゾウムシ以外にシミの関係だとかいろいろありまし

たが、品種でカバーできたものもあります。ただ、ゾウムシについて

は、ひと昔前は幕張辺りはイモの産地ですよね、イモの産地の中では

サビヒョウタンゾウムシが多いんです。その当時はアルドリン、ディ

ルドリンでいなくなった。その後ニンジンに転嫁した中でまたゾウム

シが増えてきている。一時農薬がありましたが、その農薬は登録が無

くなってしまいまして、探しても農薬自体が無いんです。今、天敵と

いう話がありましたので、その中でなんとかしてくれないかという話

が出てきたと思いますので、今日も幕張と習志野でその辺を含めた打

合せをやる予定です。来年はどうするんだというところまでもう深刻

になっていますのでよろしくお願いします。 

農政部長   わかりました。今お聞きしました内容について、部内で早急に協議

したいと思います。 

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 農用地区域の変更について 

 事務局(農政課 遠藤農政班長)が、重要変更申出（除外）が無かった事を報告し

た後、農業振興地域の制度について説明を行った。 

特に質問は無く、議題４について終了した。 

 

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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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 

 


