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令和元年度第１回「千葉市農政推進協議会」議事録 

 

 

１ 日  時  令和元年７月２５日（木） 

午後２時００分から午後４時１２分 

 

２ 場  所  千葉中央コミュニティセンター８階 千鳥・海鴎 

 

３ 出 席 者   

委 員：１２名 

藤代武治会長 

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 斎藤昌雄委員 

田中幸男委員 髙橋義男委員 小川五郎兵衛委員 

実川文子委員 今井由紀子委員 

（欠席：伊藤和彦副会長 １名） 

事務局：１２名 

農政部長（松浦）  農政センター所長（高須）  

農政課長（石出）  農地活用推進課長（岡本）  

農業生産振興課長（圓城寺） 

農業経営支援課担い手育成班主査（金子） 

担い手育成班（石井） 

農地活用推進課農地保全班主査（原田） 

農地保全班（中澤） 農政課長補佐（中坂） 

企画班主査（大谷） 企画班（石川）  

 

４ 議  題 

（１）  第３次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成３０年度） 

   について 

（２）  千葉市農業振興地域整備計画の全体見直しの進捗状況につ 

いて（報告） 

（３）（仮称）千葉市農林業成長アクションプランの策定について 

（４） 森林環境譲与税について（報告） 

（５） 農業参入支援について（報告） 

（６） 千葉市乳牛育成牧場設置管理条例の廃止について（報告） 

（７） 農業経営改善計画について 
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５ 議事概要 

（１）  事務局から第３次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平 

成３０年度）について説明し、了承を得た。 

（２）  事務局から千葉市農業振興地域整備計画の全体見直しの進 

捗状況について報告した。 

（３）  事務局から（仮称）千葉市農林業成長アクションプランの 

策定について説明し、了承を得た。 

（４）  事務局から森林環境譲与税について報告した。 

（５）  事務局から農業参入支援について報告した。 

（６）  事務局から千葉市乳牛育成牧場設置管理条例の廃止について

報告した。 

（７）  事務局から農業経営改善計画について説明し、了承を得た。 

 

６ 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、議題１から６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７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、藤代会長および農政部長が挨拶を行った。 

続いて、委員及び課長補佐以上の事務局職員を紹介した後、開会

宣言が行われ、藤代会長から、鈴木武夫委員と田中幸男委員の２名

が議事録署名人として指名された。 

 

 

議題１ 第３次千葉市農業推進行動計画の進行管理（平成３０年

度）について 

 

事務局(農政課 石出課長)が、第３次千葉市農業推進行動計画の

進行管理（平成３０年度）について説明を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

 

【加藤委員】  

新規就農者の確保・育成について、３年間は確か百数十万円の補

助が毎年出ますよね。結局、本当に農業をやられている方は５年目

くらいには何名くらいいらっしゃるのですか。 
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【高須農政センター所長】 

 新規就農者研修の方は、毎年５名程度の研修の受講がありまし

て、営農されている方は、平成１８年から平成３０年までの合計で

２４名が現在営農しています。 

【加藤委員】 

 その間にどのくらいの方が研修を受けたのですか。 

【高須農政センター所長】 

 研修を受けた方が３１名おります。 

【加藤委員】 

 ３１名いて２４名が残っているというのは意外でした。私が考え

るに、新規就農者のことを考えるよりも、農業後継者にもっと千葉

市としていろいろな対策を出してほしい、というのがまず第一点で

す。こんなに２４名も残っているというのは、信じられないのです

が、どういう作物を作ってどういう風に対応をしているのかといっ

たところまでは、数字的にはわからないのですか。 

【高須農政センター所長】 

 そこの統計については、手元にないもので。 

【加藤委員】 

後で調べていただけますか。 

【高須農政センター所長】 

 はい。 

【加藤委員】 

もう一点なのですが、A 評価の地域住民を中心とした有害鳥獣対策

ですが、イノシシや害が出ている地域を対象にして千葉市鳥獣被害

防止対策協議会を作ってらっしゃるのですか。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 昨年から、農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーという、市原市

で実績のある方に、千葉市でもお願いしています。加藤委員がおっ

しゃる通りに、イノシシの被害が出ているところに出向いて、協議

会を設立するということを支援してもらっています。現在、３つの

地域協議会が設立されておりまして、板倉地区、大椎地区、大和田

地区に一箇所ずつ設置されております。 

【加藤委員】 

 私は園芸協会をやっているのですが、このような講習会や、その

ようなことをやっているのを知らなかったんですよね。これから罠

の免許とかそういうものを取るのには、地域の方しか取れないので

すか。 
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【圓城寺農業生産振興課長】 

 その地域に限定しているわけではないです。周知不足と言われて

しまうと申し訳ないのですが、今年も農業委員会だよりに掲載させ

ていただいて、そういったものの相談を農政センターの農業生産振

興課で受ける、ということで周知して参りますので、引き続きよろ

しくお願いいたします。 

【小川委員】 

 どの辺まで、イノシシの被害が出ているのですか。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 昨年度は６５頭のイノシシの捕獲実績がありました。主に緑区で

捕獲され、隣の市原で結構被害が出ておりますので、千葉市も被害

が増えてきております。ですので、罠や電気柵、イノシシの棲家対

策ということで耕作放棄地の刈り払いをしまして、棲みにくい対策

をとって、イノシシ対策を進めているところです。 

【小川委員】 

 イノシシは幕張の方に来そうですか。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 行かないように対策をとっていきたいと思います。 

【小川委員】 

 一頭捕まえたり殺したりすると報奨金が出るのですか。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 捕獲免許や許可が無いと捕まえられませんので、千葉市の鳥獣被

害対策防止協議会が捕獲や処理をしています。 

【小川委員】 

 捕まえるのにも免許が必要ですか。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 はい。捕獲するのに県の許可と免許が必要です。 

【鈴木委員】 

 罠に入ったイノシシはどのように処理しているのですか。暴れて

しまってどうにもならないのでは。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 対策協議会のメンバーに市の猟友会に入っていただいておりま

す。箱罠の管理や止め刺しをやっていただいております。止め刺し

に限って、銃で止め刺しすることで処理しています。処理をしたイ

ノシシについては、猟友会の方の中に山持ちの方がいるので、その

方の山に埋めさせていただいております。 
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【鈴木委員】 

 食用にすることはないのですか。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 地区の方が楽しみで食べているということは聞いていますが、流

通として出回っているものは千葉市ではないです。 

【小川委員】 

 イノシシが田んぼに入ると米が売れなくなってしまうのですか。 

【大塚委員】 

 獣の匂いがついてしまうそうですよ。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 捕獲や防護柵等を設置して、増えないようにしています。 

【加藤委員】 

 農政センターの技術指導力の強化について、ぜひ技術系の職員を

もう少し増やしてもらい、もう少し農業に対し力を入れてほしい、

という要望です。 

【高須農政センター所長】 

 農業の専門職を２０年程採用していない状況です。他都市の状況

も得ていますが、川崎市が１５年採用していない、他の都市では一

人退職すれば補充で入れることや、２年ごとに定期的に入れている

市もあります。人事部門に対しては、農業を支えていくためにぜひ

必要だということで、要望をしていきたいと思います。 

【藤代会長】 

 花見川地区で、ハクビシンがかなり罠にかかるのですが、ハクビ

シンを処分するのに電話をしてもなかなか取りに来てくれないと、

そういう面で困っているため、処分についてよろしくお願いしたい

という意見がありましたので、ぜひお願いします。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 先ほども申し上げましたが、捕獲には県の許可と免許が必要です

ので、対策協議会がやるものについては、一連の許可をとって行っ

ています。農家さんが個人でやられるものについては、なかなか処

分まで出来ない状況があるので、会長がおっしゃっているのは、セ

ンターやＪＡの方でも捕獲用の罠を設置できるように体制を整えて

いますが、そのような体制の中のお話ということでよろしいのでし

ょうか。 

【藤代会長】 

 ハクビシンのことです。 
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【圓城寺農業生産振興課長】 

 ハクビシンやアライグマの捕獲用の箱罠を農政センターでも貸し

ていますし、農協でも貸しています。そういった場合には、捕まっ

たということであれば、すぐに業者を呼んで殺処分をしてもらって

いますので、この対応が遅いということなのか、また違うことなの

かによって対応が変わりますので、後程詳しいことを教えていただ

ければと思います。 

【藤代会長】 

 ハクビシンは長さが５０ｃｍ程あり、結構重いので３日も４日も

放置してあると気味が悪いので何とかしてくださいということで

す。 

業者も連絡してもすぐに来てくれないらしいので、業者にも指導を

お願いします。 

 

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２ 千葉市農業振興地域整備計画の全体見直しの進捗状況につ

いて（報告） 

事務局(農地活用推進課 農地保全班原田主査)が、千葉市農業振

興地域整備計画の全体見直しの進捗状況について、報告を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

 

【小川委員】 

 下下協議中、市街化を増やそうという考えですか。 

【原田農地保全班主査】 

 除外につきましては、前回の見直し時には航空写真での確認が出

来なかったものですから、まわりに農用地がない部分の森林原野化

したところや道路用地で農用地に指定されてしまっている箇所がご

ざいまして、基本的にはそういうところを中心に除外をする予定で

おります。 

 

議題３ （仮称）千葉市農林業成長アクションプランの策定につい 

   て 

事務局(農政課 企画班大谷主査)が、（仮称）千葉市農林業成長

アクションプランの策定について説明を行った。 
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質疑はなく、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 森林環境譲与税について（報告） 

 事務局(農政課 企画班大谷主査)が、森林環境譲与税について、

報告を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

 

【小川委員】 

 今日も山刈りをやってきたのですけれども、森林というか山とい

うか全部ヒノキを植えてあるのだけれども、維持するのに大変、と

いうよりは相続税がかなりかかるんです。なんとかなりませんか。

雑木、間伐した木を市で引き取ってくれませんか。一生懸命やって

いるのだけれども、全部自分で処理するのは大変なんだよね。 

【伊原委員】 

 そこは市街化なのですか。 

【小川委員】 

 市街化では持てないですよ。調整区域であっても、一町歩１千万

円くらいですよ。遊びでやっているわけではないのだけれども、安

くても６００万円くらいで、計算の仕方や場所にもよるでしょう。

固定資産税は安いのだけれども、相続税は非常に高いのですよ。維

持したいのだけれど、まわりの人はマイナスイオンとか言って、喜

んで散歩するんです、林の中で。だけれども、持てないですよね。

間伐した方がよいと言うので、間伐するのですよ。間伐した木を一

つの場所に並べて置くのですよ。それを自分で処理する、その処理

が大変。細かい話をして申し訳ないのだけれども、結局維持すると

いうのはそういうことなのですよ。人手不足だから、ボランティア

が来てくれるからまだやれるのだけれども、今日も暑くて大変でし

た。維持するよい方法を考えてほしい。まわりの人は喜ぶのです

よ、本当に、犬を散歩して。維持するのが大変です。 

【加藤委員】 

 本市の譲与税の見込みというところがありますよね。３,９００万

円が１億２，０００万円になると書いてあるのですけれども、譲与

額というのはどこにどのようにいくのですか。 

【大谷企画班主査】 

 国が市町村に譲与するものです。 
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【加藤委員】 

 千葉市がもらうのが、３，９００万円が１億２，０００万円にな

るということですか。 

【大谷企画班主査】 

 はい。 

【藤代会長】 

 税額が１人１，０００円ですよね。これは所帯が４人いれば、

４，０００円となるということですか。 

【大谷企画班主査】 

 課税対象となる年齢に達していれば、１人１，０００円です。 

【藤代会長】 

 収入がある人がすべて該当するわけですね。１人と書いてあるの

で、５人所帯であれば５人に税がかかるのではないかと。これは、

令和６年度から課税されるのですか。 

【大谷企画班主査】 

 今は震災の後の復興税が皆さんにかかっているかと思うのですけ

れども、それがこちらになるというものです。 

【藤代会長】 

 千葉市の場合、譲与税を使って山林整備のために使うわけです

か。 

千葉市全体に及ぶわけですか。千葉市の場合に、令和元年度は３，

９００万円が国から出るわけですよね。３，９００万円をとりあえ

ずどこから始める予定ですか。 

【大谷企画班主査】 

 今年度に使うものとしては、資料３のアクションプラン策定の説

明の中で、森林環境基礎調査というものがあります。これは、森林

環境譲与税を一部使うものになります。 

【藤代会長】 

 具体化するにして、３，９００万円をどのようにやっていくの

か、この場では説明できませんか。 

【大谷企画班主査】 

 ３，９００万円はまず基金化をします。今年度中に３，９００万

円を全部使うわけではなくて、３，９００万円を基金化して、必要

なものだけ当面は使っていきます。３，９００万円のうち今年は森

林環境基礎調査に一部使います。 

【鈴木委員】 
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 小川委員にお聞きしたいのですが、今の千葉市の場合には農地が

荒廃しているのですよ。固定資産税が農地の方が安いのか、そのよ

うな、荒廃農地になって荒れている雑種地というか山林にした方が

持っている人には税金面から言ったらどちらがよいのでしょうか。 

【小川委員】 

 相続税は山林の方が高いです。調整区域の田畑は猶予もきくし山

林はそれがないと思いますから。 

【鈴木委員】 

 では農地を荒らしておいておく方が相続税のときには農地よりは

高くなるということですか。 

【小川委員】 

 猶予を受けるには、トラクターをかけていないとなかなか受けて

もらえませんよ。人を頼んでも、トラクターをやった方が安い。 

【鈴木委員】 

農地にしておけば、相続税が安いからその方がよいと。ただ、管

理上すごく今農業委員会でも問題になっていますが、荒廃地が増え

てしまっていますよね。千葉市の場合、農家をやらないで作らない

で近隣の畑に被害が出ちゃっています。先ほど言ったイノシシもそ

の典型ですよ。 

【小川委員】 

 それは地区によりますよ。幕張地区の方は後継者多いです。だか

ら残してあげたいんです。若い人が多くて。この間も幕張地区と習

志野地区のニンジンの反省会をやったんですけど、市場の人は来る

とびっくりします。若い人がいっぱい来ているから。そういう地区

だから、荒廃しているところもあるけど、ほとんど作っています。

そして、作れなくなったらいつか作れないと思って貸すのですよ、

元気のいい人達に。だから農地は大丈夫。ただ、山林はつぶれてい

きます。相続税が高くて持てないから。今日も一生懸命草刈りをや

っていて。 

【鈴木委員】 

 調整区域の山林でも大変なのですか。 

【小川委員】 

 大変です。税金で税務署の偉い人が言う通り少し目をつぶっても

相続税でとるから大丈夫だよという感じ。そこでがばっと取られち

ゃう。ずっと野菜の価格低迷が続いていて、最初の頃は価格安定の

機能が発揮していて、皆なんとかやれたのです。結構入ってきたの
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です。千葉市が出してくれて。今はそれが６年にいっぺんの価格の

平均ですよね。 

 

【大谷企画班主査】 

 ６年間の市場価格の平均です。 

【小川委員】 

 そうするとですね、箱代が出るかどうかですよ。毎年安いから安

値安定になってしまっているから、価格安定の保証もずっと低いま

ま推移してしまっていると。 

【藤代会長】 

 それでは参考にしていただくということで。 

 

１５時１０分から１５時２０分まで１０分間の休憩をとり、高橋委

員が所用により退席した。 

 

議題５ 農業参入支援について（報告） 

 事務局(農政課 石出課長)が、農業参入支援について、報告を行

った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

 

【田中委員】 

 千葉市の生産力強化支援事業の件ですが、奨励品目に対しての事

業ですよね。 

【石出農政課長】 

はい。 

【田中委員】 

 奨励品目もずっと何年も変わっていないと思うのですが、担当者

レベルではお話したのですが、中には生産量が増えている品目もあ

るのですよ。この中でもかなり減っているものもあって、早急に見

直しをしてほしいなと。 

【石出農政課長】 

 我々も感じているところで、タイミングが今回間に合いませんで

したので、見直しを考えていきたいと思います。 

【田中委員】 

 企業さんとか新規参入が最近来ていますよね。かなりハードルを

高くしてもらったほうがいいかなと思うんだけれども。具体的じゃ

ないですけれど、農業ってどちらかというと田舎でやっているわけ
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ですよね。そうすると、そこで雇用の取り合いになっちゃうんです

よ。要するにマイナス面も出ちゃうんですよね。あとは企業さんは

経営がうまくいかなければすぐに撤退しちゃうからね。そういう面

では農家はそこで振り回されていますから。 

【石出農政課長】 

 いろいろな方から同じような話は。 

【田中委員】 

後半の議題７の中で企業さんが出ていますけれど、５年後の計画

はトマトがかなり減っているみたいだから、そういうふうに簡単に

減っちゃうわけですよ。慎重に進めてもらったほうが。 

【石出農政課長】 

 我々も同じような心配をしていまして、すべての要望にすべて応

えるということはしておりません。まず、部内できちんと精査をし

まして、我々の目的は入ってもらうだけではなくて、その企業さん

が次への投資をしていわゆる税金という面においても非常に大きく

役立ってほしいという、そういう面を意識しつつ、第２のステップ

として産業振興財団というところで事業可能性評価委員会というと

ころがございまして、そこにお諮りをしていろいろな意見を聞きま

して、総合的に考えていくものとします。なので、割と企業にとっ

てはきちんとした将来見込みなり、以前のように、入りました売り

先はありません、じゃあさようなら、という企業は我々は困ってば

かりですので、そういうことがないようにしたいです。雇用につき

ましても、地元雇用が増えれば税金にいいことなのですが、入る際

に農地の確保をする際には、周辺の農家の考えなり、地元の考えと

いうのが、企業を迎えてくれる素養がないとなかなか企業がやって

いけませんよ、という相談の中でそういう話をさせていただいてお

ります。とにかく、真摯に地元に説明に入り、理解が得られるかは

わからないですが、言われていることを気にしながら、企業には伝

えるようにしたいと思います。 

【田中委員】 

 いずれにしても、企業や農家は参入してくる人達に振り回されて

いるのは事実です。 

【石出農政課長】 

良い面だけではなく、悪い面もあろうかと思います。 

【田中委員】                        

日本全国をみると、撤退しているのはいくらでもあるわけなんで
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すよ。だからそういういろんなことが起きないように慎重に進め

てもらいたいです。 

 

議題６ 千葉市乳牛育成牧場設置管理条例の廃止について（報告）  

 事務局(農業生産振興課 圓城寺課長)が、農業参入支援につい

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】 

 現時点で何社くらい来ているのですか。 

【圓城寺農業生産振興課長】 

 現在１社です。 

 

議題７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）が含まれているため、公表してお

りません。 

 

 

             問い合わせ先 

             千葉市経済農政局農政部農政課 

             電話０４３－２４５－５７５７ 
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