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「千葉市農政推進協議会専門委員会」議事録 

 

 

１ 日  時 平成３０年３月２０日（火） 

午後２時００分から午後４時 

 

２ 場  所 千葉中央コミュニティセンター２階 農業委員会室 

 

３ 出 席 者   

委員：４名 

佐藤啓二委員長  

小谷俊哉委員 伊原茂久委員 鈴木武夫委員   

    （欠席者なし） 

 

事務局：７名 

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） 

農政課長補佐（圓城寺） 企画班主査（小檜山） 

企画班（小野澤） 

 

４ 議  題 

（１）千葉市都市農業振興計画について 

（２）千葉市都市農業振興計画（案） 

 

５ 議事概要 

（１）事務局が、千葉市都市農業振興計画について、策定趣旨等を

説明し、続いて審議を行った。 

（２）事務局が、千葉市都市農業振興計画（案）について説明し、

その後審議を行った。 

 

 

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、開会に先立ち、

委員４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、議事録は公表とする旨が告げられた。 

石出農政課長挨拶に続き、委員委嘱後初めての開催となるため、

農政課長補佐より委員及び課長以上の事務局職員を紹介した。併せ



 

 

2 

 

て、藤代会長より、佐藤委員が委員長に指名されている旨が報告さ

れた。 

 

議題１ 千葉市都市農業振興計画について 

事務局(農政課小檜山企画班主査)より、千葉市都市農業振興計画

の概要について説明を行った。 

続いて、以下のとおり審議・意見交換を行った。 

 

【石出農政課長】この専門委員会で出された意見は、今後どのよう

な形で取りまとめられ、計画に反映されていくのか？ 

【事務局】今回いただいた意見を反映させ、農政部としての計画案

を取りまとめる。それを 4 月以降、関係機関、庁内関係部署にも意

見聴取し、7 月の農政推進協議会に諮らせていただく。また、ここ

にいらっしゃる専門委員の方は１年間、委員として委嘱させていた

だいているので、実際に集まって協議することは難しいとしても、

メール等でご意見をうかがえればと考えている。 

【石出農政課長】７月末の農政推進協議会に、今回の専門委員会委

員長が出席して、報告する、などの対応は？ 

【事務局】そこまでは想定していない。 

【鈴木委員】今までは、都市農地、生産緑地は「宅地化すべきもの」

だったとのことだが、今後はどのような位置づけになるのか。 

【事務局】都市にあるべきもの、農地として適切に管理していく位

置づけと認識している。 

【石出農政課長】今までの「宅地化すべき」というのは、農政視点

ではなく、都市計画上の位置づけであった。住民の農業に対する意

識や、宅地需要の変化、多様な役割への期待が、このような「ある

べきもの」という表現となっている。 

【鈴木委員】千葉市では、市街化調整区域でも、駅から１㎞以内だ

と開発が許可されてしまう（いわゆる１㎞条例）が、今後は千葉市

としてはどのような方針で行くのか。 

【石出農政課長】今回の都市農業振興計画とは枠組みが違う話では

あるが、駅から１㎞以内での開発許可というのは条件のうちの１つ

であり、地域性や代替性などを審査した上での判断になる。やみく

もに開発できるわけではなく、それはこれまでとは変わらない。 

【鈴木委員】駅から 1 ㎞より遠いと、農地を開発したくてもできな

い現状。 

【伊原委員】自分の持っている土地は、駅から１㎞に５ｍ足りない

ため、土地が売れない。何とかしてもらいたい。 
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【石出農政課長】農地を守る農振法の立場で言うと、簡単に基準を

変更するわけにはいかない。 

【鈴木委員】同じ地域にありながら、税制の不平等、格差を感じる。

農地を守るという方針ならば、１㎞の基準を無くすなどすべきでは

ないか。 

【岡本農地活用推進課長】駅から１㎞というのは、利便性を考慮し

た設定であり、都市計画上どこかで線をひかないとならないので、

今後すぐそれを変更する、というものではない。 

【佐藤委員長】そもそも開発基準・許可というのは、それぞれの都

市での状況に応じて基準が設定されるものであり、都市農地と関連

してはいるが、農政の話ではなく、都市計画の話である。他自治体

でも、それぞれ独自に決めたルールがあるようだ。 

【石出農政課長】農政部も、農地を守る立場であり、基準に沿って

判断し、１㎞以内であっても無条件に除外されるわけではない事を

ご理解いただきたい。 

【鈴木委員】1 ㎞以内の地権者ばかりが優遇される状況は何とかし

てほしい。 

【石出農政課長】優遇と捉えている地権者ばかりではない。たとえ

ば営農意欲があるにもかかわらず周辺が開発され、営農しづらくな

っている状況に困惑する農家もある。 

【佐藤委員長】市街化調整区域の話になっているが、そもそも、今

回の都市農業振興基本計画での「あるべきもの」というのは、市街

化調整区域ではなく、市街化区域の話である。 

当該事項は農振地域に係ることであるため、専門委員会の審議には

なじまないので、今回は審議しない。 

【石出農政課長】生産緑地に関しては、「特定生産緑地制度」「特

定都市農地貸付」「税制改正」など、農地の保全、営農継続を支援

する法制度改正があった。こういった点が「あるべきもの」として

いると言えるのではないか。 

【伊原委員】生産緑地の指定を受け、全く耕作を放棄しながら、農

地並み課税で優遇を受けている者がいることは問題ではないか。 

【石出農政課長】定期的に指導を行っているが、生産緑地制度に罰

則規定がないことが問題で、課題は認識しているが悩ましいところ

である。 

【佐藤委員長】今後生産緑地も貸し借りが可能になることが解決策

になるといいと思う。 

【小谷委員】農業推進行動計画では、地区別方針を定めているが、

定義・境界線は定めているか？ 
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【事務局】都市地域が市街化区域、農村地域を市街化調整区域とし

て想定している。 

【佐藤委員長】千葉市は市街化区域と市街化調整区域が、ほぼ半分

半分である。今、千葉市の農政部が農業全般の計画のほかに、都市

農業に特化した振興計画を立てようと取組んでおられるが、区域に

ついてのいろいろな議論があった。全国的にみると都市計画上、市

街化区域と調整区域、従来は別物という考えがあり、恵まれた都市

部でわざわざ営農するのはけしからんといった風潮もあった。しか

し、今後日本の将来の都市の姿、農業のあり方を考えると、２つに

分けて考えるのではなく、都市の中に農地が混ざっていくし、農業

も農振地域だけでやっていればいい、という時代ではなくなると考

える。 

【石出農政課長】確かに消費者・都市住民にとっても、農業と全く

切り離されてしまうと、迷惑なものという考えが苦情などにつなが

ってしまう。都市の農地や市民農園など、農と身近に接する機会が

あることで、長期的な農業への理解の醸成が求められており、今回

の計画策定の趣旨でもある。 

【鈴木委員】都市農業は、面積も少ないし、農業として経営が成り

立たないと思われる。認定農業者の年間所得目標は 500 万と言って

いるが、農業で 100 万円を稼ぐのは大変であり、千葉市での都市農

業の実際は、不動産所得等で生計を立て、農業は自家消費程度のと

ころがほとんど。 

【時田農政センター所長】都市部の小さな面積の農地で利益を上げ

ていくのは確かに難しい。 

【鈴木委員】都市農地・都市農家を残したい、緑を残したいという

のは確かに理想だが、今の千葉市の都市部で、農業経営が成り立っ

ていく状況ではない。農家が大きな家に住んでいても、マンション

に住んでいる共働き家庭と比較すると、収入は断然低いのが現状。

農家がしっかり経営していけるような施策を行わないと、都市の農

地・緑はどんどん消えていく。 

【佐藤委員長】その点が、次に議論される計画の中身と関連してく

る。また、最近の若い新規就農者の中には、農業の持つ魅力、やり

がい、生活の豊かさなど、直接的な収入以外の魅力により就農する

人々が出てきている。 

【鈴木委員】千葉市の新規就農者では、年間 150 万円の交付金が支

給されるが、支給終了後に生活ができるのか。生活が成り立たなく

なって耕作放棄地が増えてしまうのでは困る。 

【時田農政センター所長】農政センターの新規就農希望者研修受講

者は累計 26 名いるが、ほとんど営農を続けている。150 万円の交付
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金は営農開始当初の不安定な時期の支援であり、支給終了後も、農

政センターで技術指導・経営支援を行っている。今年も 4 名、若く

て熱意を持った新規就農者が研修を受け、地元に入り込んで、活躍

することを期待している。 

【佐藤委員長】新規就農者は、どの程度の規模で営農開始するのか。 

【和泉農業生産振興課長】施設は初期投資がかかるため、露地か簡

易のパイプハウスで、４反歩程度でスタートする方が多い。 

【佐藤委員長】都市農業振興計画を考えるにあたり、農政部として

のプロセスで検討していると思うが、都市計画、福祉の担当など、

関連部署との情報交換は重要と認識している。そのあたりはどのよ

うに行っているか？ 

【事務局】本日いただいたご意見を、計画案に反映させた上で、4

月以降に庁内の都市計画、福祉、防災の部署などに意見照会を行う

予定としている。また、今までも担当ベースでの情報共有・意見交

換を実施し、協力を依頼している。 

実態として、福祉や防災の部門ではなかなか積極的な関与が見ら

れず、またニーズの把握等も一切行われていないことが課題となっ

ている。 

【佐藤委員長】おそらくそのような部署は自分の問題と考えていな

いのであろうが、農政部局が働きかけていく事が大事だろう。 

 

 

議題２ 千葉市都市農業振興計画（案）について 

(農政課小檜山企画班主査)より、千葉市都市農業振興計画（案）

について説明を行った。 

 続いて、以下のとおり審議・意見交換を行った。 

 

【佐藤委員長】全体的にうまく体系付けて構成されていると思う。 

【小谷委員】エリアの考え方について、今回計画の定義としては、

千葉市全ての農業を対象とし、その中から重点的に取り組む事業を

計画するということだが、千葉市は普通の基礎自治体と比較してエ

リアも広く、区ごとの農地面積もかなり違う。ゾーン別、エリア別

で、作付けの特徴、農地分布の特徴、市街地の人口密度との関係な

どを検討すると、施策の切り口、重点的に取り組むテーマも変わっ

てくるはず。 

例えば、「防災協力農地」制度の導入については、実際の必要性

が地域によって全く違うという状況。 
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もちろんゾーン別で必要な施策を調査、研究してやろうとすると、

作業としての難易度は何段階も高くなるのは承知しており、実際に

今回の計画で設定するのか、次の個別のステップで個別検討するの

かはわからないが、ゾーン別の目線を持つことで施策をより深掘り

することが必要と感じた。 

【佐藤委員長】都市計画マスタープランであれば地区別の視点は必

須であるが、実際の検討状況はどうか。 

【事務局】例えば、今ご提言いただいた防災協力農地制度について

は、庁内の防災の部署でも、地域別のニーズを把握していない状況

であり、今後どのように制度化する必要性を把握していくかが課題

である。 

他市ではどのようにニーズを把握し、制度化していったのか、事

例をご存知ならご紹介いただきたい。 

【小谷委員】防災協力農地制度があるのは３大都市圏で６０都市く

らい。災害が発生したとき、その農地を防災空間、仮設住宅建設用

地等として利用する協定を締結する制度であるが、防災協力農地の

看板を立てることにより、ごみが捨てられなくなったり、農地を利

用した防災訓練による地域コミュニティの維持など、多様なメリッ

トが報告されている。 

【事務局】千葉市の現状として、現時点では、実際に地域特性に応

じた施策を実施していく上で、地域ごとの細かい状況把握ができて

いないため、調べながら進めていくイメージ。 

【小谷委員】そういう意味では、「第 4 章 都市農業振興のために

必要な事項」に、エリア別の地域特性に応じた施策の検討、という

項目を加えてもよいかもしれない。 

【石出農政課長】我々は従来、農業振興の対象の中心は調整区域、

農振地域であったため、エリアを区切って都市部に特化し都市農業

振興に積極的に関与するということが不慣れともいえる。表現があ

いまいになっているかもしれないが、農業全体を見つつ、特に都市

地域を重点化するという立てつけとしている。 

【佐藤委員長】確かに、農業振興としては、農業を中心的に考えざ

るを得ないのは当然である。 

今回の計画案、18 ページから 21 ページ、結構施策数が多すぎて、

何がやりたいのか、わかりにくくなっている。やるのが当たり前の

事業もあるだろうし、どの辺を中心に実施するのか、明確にすべき

ではないか。 
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防災への取組みは比較的抵抗がないのではないか。市民農園への

取組みは今後、どのように考えているか。 

【石出農政課長】個人の地主から、市民農園を開設したいという相

談があれば、開設補助や周知で支援を行っていくが、一方、今後は

企業やＮＰＯによる市民農園への企業の参入が大きく増えていく可

能性を認識している。 

【佐藤委員長】今回の法改正で、生産緑地の貸借がしやすくなり、

企業の参入が増える可能性がある。企業が入るといろんな可能性が

広がると思われる。 

【鈴木委員】千葉市の都市農業の一番必要な地域で、農地の面積が

少ない、美浜・中央・稲毛の農地を一番残していかなくてはいけな

い。 

【小谷委員】身近に接点となるような、市民農園や直売所などがあ

ると、都市住民の農業への理解醸成につながり、農家の収入にもな

っていいのではないか。 

【佐藤委員長】都市計画の視点からいうと、公園・緑地の代わりの

オープンスペースという考えもあるかと思う。 

農福連携の取組みはどうか？農林水産省、厚生労働省などは積極

的に推進しようとしている。むしろ市街化調整区域で進められてい

る事例が多いのでは。 

【岡本農地活用推進課長】ほとんど事例がない。 

【佐藤委員長】市街化調整区域、後継者・担い手がいない地域での

可能性はあると思われる。 

 新規就農という枠組みのなかで、都市部の生産緑地や都市農地を

うまく活用するという考えはないか。 

【時田農政センター所長】現実的には難しい。都市部である程度の

農地を確保するとなると、複数の場所に、通って営農しなくてはな

らないし、農業機械の使用などを考えると、新規就農の入り口とし

ては厳しい。販売の面を考えると、いくらか有利かもしれないが。 

【鈴木委員】中央区、稲毛区などの小さくやっている農家は、人に

土地を貸したがらない。使わないなら、新たな担い手に貸すように

言っても聞かない。 

【佐藤委員長】アンケートによると、農地を貸すとすれば、個人の

相対ではなく、自治体もしくはＪＡに間に立ってくれるならいいと

いう方もいる。そのあたりのマッチングを千葉市やＪＡがうまくや

ると可能性も出てくる。 
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アグリメディアなど、市民農園をビジネスとしている企業は、あ

る程度出てくる可能性があるが、この法改正の機会に、直売所や加

工所、レストランもできるようになるので、それらをうまく使った

事業者が出てくることを期待したい。 

【鈴木委員】千葉市は、都市化しており、6 次産業化するのには生

産にも有利だと思うが、恵まれすぎていて、苦労してまで金もうけ

しようという意欲のある農家がいない。 

【小谷委員】6 次産業化も、すべて農家自身がやる必要はなく、他

市の事例では、地元レストランが、地域の農家の規格外農産物を加

工して販売するなど、地域単位でできることから進めているところ

もある。 

【石出農政課長】各地主の考えはそれぞれ違い、アンケートでも今

後どうするか決めかねている人が半分以上である。指定後 30 年経過

する 2022 年時点が、生産緑地をどうするかの分かれ目になり、それ

以降は生産緑地の面積、数が落ち着くはずであり、そうするとゾー

ニングなり、本格的な政策誘導もできると思う。 

【佐藤委員長】今度の税制改正で、特定都市農地貸付により貸借が

しやすくなり、地権者にとって市民農園はやりやすくなる。地域の

学校などに利用してもらうなど、活用方法は考えられるが、それが

必ずしも農業振興とはならない。そのあたりはどのように考えるか。 

【石出農政課長】厳密に、農業振興や生産向上、所得を求めなくて

も、そこにあるだけで、都市住民の農業への理解が深まるなど、意

義はあると思う。 

【佐藤委員長】計画案では 22 の施策が羅列されているが、施策数が

多すぎ、何がやりたいのか見えにくい。もっと取捨選択・集中すべ

きでは。 

書き方はいろいろあるが、主に実施するリーディングプロジェクト

や、新規施策を中心に計画にのせている自治体もある。 

【石出農政課長】千葉市農業推進行動計画にウエイトのあるものは

省くなど、バランスを取りながら精査することとしたい。 

【佐藤委員長】田園住居地域の設定に関してはどのような考えか？ 

全国の状況を見てみると、首都圏は都市計画上、用途地域の規制で

縛られているが、中部地方などは緩いところが多く、農家レストラ

ンや直売所の設置について、わざわざ田園住居地域の設定をする必

要がない状況。千葉市の場合はどうか？ 
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【事務局】現在、千葉市で候補に挙がっている地域があるが、そこ

は第一種低層地域となっている。用途地域の変更に関しては、都市

計画課との調整の上、地域のニーズの把握が必要になる。 

【佐藤委員長】新たに用途地域を設定するのはハードルが高い。ま

ずは指定せずに（農家レストランや直売所の設置を）できるところ

で先行し、その成果を見た低層地域からも要望が上がれば、設定し

やすくなる。 

【石出農政課長】農家にとってのメリット・デメリットがあるので

慎重な検討が必要。 

【小谷委員】計画案の 24 ページ、貸し手と借り手を結びつける仕組

みづくりについて。マッチングの担い手として、農業塾や援農ボラ

ンティアなどの仕組みがあれば利用できるが、何もないところから

始めるのは大変。農地法１７条を外れるとの規定があっても、農家

にとって、農地の貸借は怖いもの。間に立つ人がいなければ、中々

貸せない。 

例えば、自治会などの単位で農家から農地を借りるなど、顔の見え

る関係であればやりやすい。 

【佐藤委員長】県の園芸協会（中間管理機構の窓口）が市街化区域

の農地の貸し借りの仲立ちをしてくれるとよいが、難しいだろう。 

自治体が間に入るのも、人的にも難しいだろう。せめて、市が相談

に乗るなどできれば、農家の気持ちも違うのでは。 

【鈴木委員】市民農園での貸付はヤミ耕作ではないのですか。 

【佐藤委員長】特定農地貸付法などの手続きでやればヤミではない。 

【石出農政課長】皆さん通常、調整区域では農園利用方式という形

をとって開設している。皆さん「貸し農園」などと言って誤解して

いるが、地主は農地を貸しているのではなく、農園を利用してもら

っているという形式。調整区域の市民農園は、ほとんどが農園利用

形式で行っているが、相続の際に、税務署にどう判断されるかわか

らないため、生産緑地では勧められない。 

生産緑地の追加指定の希望はあまりないと聞いているが、やはり

３０年という期間が重荷になっているようである。 

【佐藤委員長】相続の際に、生産緑地を継続するかどうか判断する

ことはできるため、３０年固定されると考える必要はないのでは。 

【小谷委員】市街化区域にある農地（生産緑地以外）の固定資産税

等を下げるためには、田園住居地域の指定を受けるしかない。 

【佐藤委員長】生産緑地の追加指定については、自治体によりルー

ルが異なる。毎年７月にアナウンスを行っている自治体もあれば、
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追加指定を原則行わない自治体もある。追加指定については、国も

積極的にやるべし、としているため、千葉市も追加指定のアナウン

スを行うようにした方がよいと考える。 

【石出農政課長】生産緑地の指定に関しては、罰則規定がないのが

ネックであり、慎重な検討が必要。 

【佐藤委員長】多くの意見が出されたが、そろそろ終了予定の時間

となった。 

【事務局】本日の専門委員会でいただいたご意見等を踏まえ、計画

（案）の修正を行い、来年度の策定に向けて引き続き取り組んでい

く。委員の皆様には、引き続きご協力をお願いすることがあると思

われるので、その際にはよろしくお願いしたい。 

 

佐藤委員長の閉会宣言により専門委員会が閉会した。 


