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平成２１年度「千葉市農政審議会」議事録 

 
１ 日  時 平成２２年２月８日（月） 

 午後２時００分から午後４時３７分 

 

２ 場  所 千葉中央コミュニティセンター８階 ８３・８４会議室 

 

３ 出 席 者 委員：１０名 

奥井憲興委員、川口欽司委員、木村正信委員、斎藤昌雄委員、 

佐々木友樹委員、高橋保委員、西山未真委員、橋本登委員、 

山浦衛委員、湯浅美和子委員 

（欠席２名：田久保清一委員、鈴木英雄委員） 

事務局：１３名 

経済農政局長（金澤）、農政部長（石川） 

農政センター所長（加藤）、農政課長（今関） 

農業振興課長（須藤）、営農指導課長（萱野） 

グリーンビレッジ推進課長（田野）、農業環境整備課長（髙瀬） 

農政課調整主幹（中村）、農政課企画係長（圓城寺）、 

農政課農政係長（森田）、農政係（加藤）、企画係（萩原） 

グリーンビレッジ推進課整備班主査（熊手） 

 

４ 議  題 （１）会長及び副会長の選任について 

（２）千葉市農業基本計画について 

 

５ 報  告 （１）千葉市中田都市農業交流センターについて 

（２）千葉市農政推進協議会の条例設置について 

 

７ 議事概要 （１）橋本委員が会長に、西山委員が副会長に選任された。 

（２）事務局が、千葉市農業基本計画について説明し、その後 

質疑応答・意見聴取を実施した。 

（３）事務局が、千葉市中田都市農業交流センターについての 

報告を行った。 

（４）事務局が、千葉市農政推進協議会の条例設置についての 

報告を行った。 

 

８ 会議経過 

会議は、農政課調整主幹の司会進行により行われ、開会に先立って、委員 

１２名中１０名の出席を得ているため、設置条例第６条第１項の規定に基づ 
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き、会議が成立した旨が告げられた。 

続いて、本審議会は不開示情報に該当する議題が含まれていないため、会 

議は公開され、議事録は全て公表される旨を告げ、経済農政局長が挨拶を行 

った。 

続いて、委員改選後初開催の審議会となるため、農政部長が出席委員及び 

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、委員改選後、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が了承された。 

仮議長の選出については、事務局に一任されたため、事務局が高橋委員を 

指名した。 

高橋委員が仮議長に選出された後、川口委員及び斎藤委員の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、高橋委員から、慣例にならい市議会選出の委員か 

ら会長を選任する旨の提案があり、各委員とも異議がなく、奥井委員から橋 

本委員を会長にと推薦があり、各委員ともこれを了承したため、橋本委員が 

会長に選任された。 

続いて、橋本会長が挨拶を行った後、設置条例第５条第３項に基づき議長 

となった。 

  副会長の選任については、会長に一任されたため、橋本会長が従前同様に、 

学識経験者として選任された委員に依頼したいとの理由で西山委員を指名 

し、各委員ともこれを了承したため、西山委員が副会長に選任され、挨拶を 

行った。 

 

議題２ 千葉市農業基本計画について 
事務局(今関農政課長)が、千葉市農業基本計画についての説明を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

奥井委員    アンケートをとっていただいているが、要望は、どういうふ

うに、どこにでてくるかお伺いできれば。アンケートを見ると

栽培指導を求めるとか、土壌分析や水耕分析がでてくるが、た

だこれだけなのか、もっと具体的に営農指導の項目の要望がで

てきているのか。 

農政課長      営農指導等、円グラフがございますが、ここに記載してある 

栽培指導から試験栽培まで、これは項目ごとに要望があったも 

のを大きく仕訳して書いてございます。これ以外には、その他 

ということでいくつかの意見がありますが、ある程度まとまっ 

た意見では、栽培指導から試験栽培まで、こういった６項目が 
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だされているということでございます。 

奥井委員     それに対して、農政課としては、どういうふうにしたいと 

か、こうゆうふうにしておきたいとか具体的にまとまってい 

ますか。 

農政課長     部内では昨年からいろいろ議論をしていますが、これから 

は基本計画としてどう盛り込むかの議論をしていくわけです

が、当然、農家からの一番強い要望がある部分、これをもっと

具体的に、先ほど先生がおっしゃったように、もっと細かい分

析をして、細かい項目を掲げながら、それぞれどうしたらよい

のかを位置づけをしていきたいと考えているところでござい

ます。今日、委員さんのご意見等も加味しながら案の作成をし

ていきたいと考えております。 

農政部長    実は、県内でこのような農政センターを持っている市町村は

３か所、市原、船橋、千葉でございます。千葉市の農政センタ

ーには、人工光による植物工場、ラン等の植物の生長点培養等

培養をする施設をもっております。ですから当然私どもは、千

葉市農業を発展させて、農家により農業経営がしやすい形でこ

れらを指導していくのには、農政センターありき、そしてその

農政センターの農業技師ありきということで、やはり本市の営

農指導の部分は、この農政センターを中心に進めていくだろう、

いくべきだということで、今回、農政センター機能、利活用の

ご議論を考えているところでございます。 

高橋委員    ただいま農政部長から我々の会の運営がいかに大事か話を

された。他県では千葉市位の農政センターの広範囲の面積を持

つ、充実した農政センターを持っている他県はない。他県 

から千葉市に来た農業委員も言っている。先輩方が作った施設

を農政審議会で慎重に審議して、大いに活用していただきたい。

ここに５項目があるが、全部大事である。私たちが小さいとき

は、農家が農政センターに期待していたが、最近では、私たち

が勉強不足かもしれないが、末端にはあまり農政センターの指

導がない。ここに掲げてありますグラフ、土壌分析とか水耕分

析、講習会とか、これが一番大事。農業委員は研修を重ねます

が、一般の方には知識がございませんし、機会もない、営農指

導をもう尐し積極的にやっていただくと、特に千葉市は都市農

業で、兼業農家が多いので助かる。皆さんも期待している。千

葉市の農政センターは面積や規模も中身も大きい。関係機関が

フルに活用したら、まだまだ千葉市の農業はのびる。拠点です

から。協議事項外になるが、農政センターに立派な堆肥センタ
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ーを作ってもらうことが前から持論でした。いい堆肥をいれて

やる、千葉市民に我々がいいものを作って提供したら、農家も

潤うし、千葉市民は元気になると提案した。昔から農政課は補

助金のばらまきだった、やってもらえなかった。栃木のもてぎ

は森林が多い、６割か７割が森林。７０何年間堆肥をみてきた

が、一番いい堆肥だった。落葉とかチップや米ぬかなど発酵剤

で、施設も大分費用がかかっているが。軽米町では、生ゴミや

街路樹、くん炭も使用していた。私は出来たら、まだ補助金を

出して２、３年しかたたないし、新しい市長も変わって。落葉

を拾うと森林がきれいになる、農家のために、安くなくても、

いいものを作っていただいて、我々がそれを使って千葉市民に 

食べていただければ元気になる。生命を維持する食べ物ですか

ら、土を作らなければ作物はできない。 

農政課長    会長からはよくお聞きしているので、この見直しの中で検 

討をしていきたいと考えております。 

湯浅委員    かなり具体的な話となってきました。高橋委員が先ほど堆 

肥の話をされていて、私も土づくりが大事だと、専門家ではな

いが聞いていて，そうゆうふうにしたいということで、いろい

ろと環境であったり農政の方に話をしたりするのですが、先ほ

ど高橋委員から生ゴミもその中にいれて、畜産と混ぜてやって

も大丈夫だよといってくれた。私なんか生ゴミどうですかとい

っても、普通の農家の方は抵抗がある方がいらっしゃるとのこ

とで、是非、それも一緒に考えていただけたらなと思います。

私が日ごろから思っていることでお願いしたい。あと営農指導

に関してですが、２２年度までの１０年間の農業基本計画を、

頂いた資料の中で見せてもらいました。営農指導は１０年前に

は入っていなかったとのことで、今回新しく入ってきたとのこ

と。先ほど高橋委員が言っていたようにあれだけ立派な農政セ

ンターをかかえていて、この１０年間いったい何をしてきたの

か。どうして今、この営農指導を非常に強く農家の方が求めて

いるのか。きちんと農政センターが機能していれば、こんな要

望はあがってこなかったのではないか。何が足りなくて、農家

の方が希望されるようになったのか。そのあたり、どのように

分析されてきたか、問題は何か課題が何かということをご説明

していただけたらと思います。 

 

農政課長    今、委員さんからお話がありましたが、実際に農家の方から

いろいろな声があって、農政センターをもう一度見直そうとの
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ことで、１年ほど前に、農業技師を中心とした若手を農政部の

検討会というものを部全体でつくりまして、その一環としてア

ンケート調査等も対面で実施したのですが、これからどうゆう

ふうにしたらいいか、現在取りまとめをしているところです。

この辺も基本計画に盛り込んでいけたらということで、併せて

これから皆さんにもご提案させていいただくことになろうか

と思います。今ここが問題でこうなっておりますといったとこ

ろまでいっていませんので、次回までには、その辺をとりまと

めまして、またご提案をさせていただきたいと思っております。 

農政部長       農政センターのこれまでの機能を何故、ここで見直そうかと 

いう事ですが、農政センターにおいてこれまで、ランの苗の供 

給、イチゴ苗の供給、サツマイモウイルスフリー苗の供給、ラ 

ッキョウウイルスフリー苗等の供給を農家の望む部分として 

実施してきましたが、一部地域・一部団体の中で納まっており、 

なかなか広がりが見られませんでした。これからそうゆう団体 

育成もさることながら、やはり、お金になる、収入に結びつく 

農産物を農家に作って頂く為に、センターでは、そのような苗、 

栽培指導、これらが必要だろうと考え、価格が低迷している中 

では、収益性が高いもの、これを目指して行きたいというとこ 

ろで、これまでの農政センターの機能をそうゆう方向で見直そ 

うというところでございます。 

湯浅委員     いろいろな農家の方の実際の声を聞く事によって見直そう

ということですので、残年ながら問題点の把握は次回というこ

とですので、ちょっと何の為に来たかという事になってしまう

のですが、それは次回ということで、そのときの検討だと思い

ます。但し、農政部長の説明の中に、営農指導ということで、

技術とか土壌分析ともに、お金になる、収益性につながるとい

うことで、経営指導というのが大変かな？と思うのですが、そ

の辺が、きちんとされているところはきちんとしていてどんど

んされていて、農業が大変だということで、いろいろな情報誌

を見ても元気な農業者が経営をするというようなところもある

のですが、なかなか千葉ではそうゆうのが聞こえて来ないので

すが、そのあたりで千葉の各農家の経営というものを、手腕と

いうか元気なところがあるのかどうか、如何なものか、そのへ

んについて説明願えたらと思います。 

橋本会長    では、ちょっと待って下さい。今、副会長さんの方から関連

して質問をさせて頂きたいということなので、御配慮願います。 

西山副会長   営農指導の充実という内容を書かれているというところで、
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他の４項目に比べて今日的な問題を反映させた形になっていな

いなと、他の４項目は今日的な問題を反映させているのですが、

営農指導という面ではマーティングという面は欠かせないと思

うので、これがこのアンケートに出ていないというのは、どう

ゆう方を対象にされたのか、所有をされている方を中心にされ

ているのか経営の一線で活躍されている方なのか、そうゆうこ

とを踏まえて次回、結果を教えて頂きたいなあと。もう１つは

農家に対面された中で経営指導、これまで以上に新しい分野に

展開する時代を背景とする中で大消費地である千葉市を抱えて

いる中で、経営面での指導というのがどうゆうニーズに働いて

きたのか、是非教えて頂きたいなあと思います。 

農政部長      マーケティングの関係で、どのような方達をということで。 

専業農家が主でございます。そして殆んどが共撰共販、市場出

しという事で、地域で同じ物を作って同じ時期に市場に出荷す

るという方が大部分で、その中から新たな販売先等を見つけて

やって行こうという方達のヒアリングという部分は、ケースと

して尐なかったという事です。 

ですから、農家の方達の部分で共撰共販という部分で市場に

出荷すれば何らかの形で売れる、しかし個撰では値が低い、今

度はそれを直売でと言った場合に、売れ残りは自分のリスクに

なる。ですからそうゆう中で安定した収入を得る形の体制の部

分が主になってしまうのではないかと捉えております。 

農政課長    今、部長から説明がありましたように専業と言われる農家を 

畜産から園芸まで色々な分野を一通り歩って聞きとりをしてお 

ります。千葉の農業は、やはり親の代を見ながら農業をしてい 

る露地農家が多いということで、一番大変なところでございま 

す。やはり新しいものを求め、開拓精神というものは多尐薄か 

ったのかというような気がいたします。 

それから、さきほど湯浅委員から話がありましたが、農政セ

ンターを含め農政部の一番弱いところは、先程言いましたよう

に、どこにどう売っていくのかということが我々もやはり弱い、

このへんも強化しないといけないという事で、話し合いの段階

ですが、課題として出ております。それから農業経営を、どう

診断し指導していくのか、この辺も農業を指導していく中で大

きなウェイトを占めていくと思われます。こんな事を含めて基

本計画の案の中で説明をしていければと思います。 

斎藤委員     私どもは畜産の方なので、農政センターでは乳牛育成牧場が

重要な位置づけとなりますが、今の農業というのは所得が低い



7 

です。１，０００万円を超えている農家が５%に満たないんです。

ですから、ある程度の所得が得られなければ後継者を育てよう

としても出てこない訳です。で、農業の事について色々とやっ

て行くというと短期的な、長期的な事の二通りの事を考えてや

っていかなければならないですし、農業の経営の方に入ってい

こうとすれば、現実的には県農林振興センターですとか、各農

協ですとか色々な人の関連がある形で入って来ている訳です。

その中で、市がどのような事が出来るのか、出来ない事は必ず

あります。ですからその辺の事をもう尐し連携を持ってきちっ

と張り付いてもらわないと無理で、１ヶ月に１回程度回るだけ

では、とてもとても無理で、今の勤務時間の中で、果たしてど

うなのかなあと。ですから、そこの農家に回って行って、中を

見てという事をしないと難しいのではないかなと思います。 

それともう１つ、牛乳なんかもそうなんですけど、生産する

には販売する物を作らなければならないですし、ある程度、タ

ーゲットを絞って付加価値を付けるような物、あとは、都市近

郊で千葉市の場合には、なかなか思いあたるものが無いという

のが現実ですので、メインになる物を作っていくとか、具体的

な事を考えていかないと、農家の人達も所得向上につながるよ

うな事でなければ、のってこないのではないかという気がしま

す。確かに農政センターは、全国を回って見ても素晴らしい施

設だと思います。あとは、これからの農業後継者を育てるため

の長期の目標を立ててやっていって欲しいと思います。 

奥井委員     今の話のように、売れないものをいくら作ってもダメだとい 

う事。売れなければ、営農指導をするといっても、先が見えな 

い訳ですよね。先ずは、売れるものを作っていくという意味で、 

さきほども農政センターで色々な物を作って来たという事でし 

たが、次に、その作ってきたものを、どう発信していくかとい 

う事が大切だと思います。栃木の「とちおとめ」だとか、いわ 

ゆるブランド商品をどうゆうふうに作っていくかを研究してい

く事が必要だと思います。そうゆう事は農政センターだけでは

出来ないと思うので、市の企画等シティセールスなどと連携し

て、ブランドを発信していき、観光と農業をしっかり結び付け

るような施設として農政センターを位置づけてはと思います。 

どうゆうふうに発信出来るか、売れていけば、そうゆものを

発信していけば営農指導もできる。売れない状況では、営農指

導といっても難しい感じがする。 

佐々木委員    私は美浜区なので、農家がいないという状況の中で、やは
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りマーケティング、いかに市民の皆さんに買って頂くかという

事が重要ではないかと思います。前回の計画の中にも色々な事

が書かれていますが、先程 奥井委員も言っていた情報化の中

で、多面的な機能の促進など具体的に取り組まれた部分はある

のでしょうか。 

農政課長     農政の一番苦手なのが、上手く発信が出来ないという事で 

反省をしております。それが当然、販売につながり、最終的に 

は所得になっていくというであり、これからどうゆうふうに実 

行すべきかを勉強していかなければならないと思っておりま 

す。 

市と農家を結ぶネットワークを作り発信出来ないかという

ことで、数年前に農政課で実施してみたのですが、農家側で、

まだパソコンを使えるところが尐なく、数年前から 20～30人

を対象にパソコン教室を積み重ねて開催しているところでご

ざいます。当然、農業経営もパソコンによって管理していく、

そのような事も含めて情報化については、もっとやっていかな

ければいけないと思っております。 

高橋委員     協議事項は１～５までありますが、１番ばかりやっていると

時間がなくなってしまう。 

それから加えて言えば、今日の農家は物を作るだけでは成り 

立っていかないです。消費者がいかに我々が作った物に協力し

て、結果的には地産地消になるのですが、千葉市民にもう尐し

千葉で出来た新鮮で美味しい物を食べて頂き、元気になっても

らいたです。いい物を作って食べて頂く為には、いい土を作る

必要があります。 

それから、農政センターだけでは千葉市民にそういった指導

や農家への営農指導をしてくのは難しいです。それは自信を持

って言えます。せっかく、農家の為に農協があるわけだから、

それを使って、指導なり情報を流していくべきです。そうすれ

ば、我々も直接、農政センターに行かなくても農協から指導な

り情報を流してもらえればいいと思います。農政センターの職

員だけでは無理です。 

橋本会長     今、農政センターについて色々と話して頂きましたが、この 

基本計画の中で１ページの課題２の中で「平成 23年度から始 

まる新たな千葉市農業基本計画の策定を検討している」とある 

検討と具体的な施策、農家の指導などは農政センターで実施し 

ていくということで理解していいのですか。そうすると農政セ 

ンターの重要性はものすごく出てくる訳ですね。 
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農政課長     今、会長さんが発言されたとおり、農政センターが実務的に 

実施していくという位置づけになっています。 

橋本会長    そうするとですね、今議論が出てきた農政センターで施策を 

展開していく上で、副会長がおっしゃったマーケティングとい

うのが一番大事なことです。売れないものをいくら作っても話

にならない訳です。 

それと、さきほど湯浅議員がおっしゃった「食の循環」の問

題ですね。これも農政センターでやらなければならない。「食

の循環」とは、体に異質な物が入らないようにするという事だ

と思うのですが、そうすると農政センターがますます重要にな

って行く訳ですね。 

そこで農政センターの職員の張りつけという問題がでてき

ますね。あまりにも農政センターの活動が弱いというか、農業

従事者に密着した農業指導を実施していかなければならない

ということではないのですか。その点はどうでしょうか。 

農政部長       農政センターとしてマーケティングの関係ですが、人事交流 

の中で農業技師を千葉市中央卸売市場に１名派遣しておりま 

す。市場での端境期、また、どのようなものが売れるのかと言 

った情報を得てもらう事を目的として実施しております。しか 

し職員が農政センターに戻ってきて、活かされていないという 

事もございます。これからは、それらの職員の経験を営農指導 

の中に生かしていく事が大切ではないかと思っております。そ 

れから、今後の農政センターへの御指摘の中で高橋委員・斎藤 

委員からありました農家に対する巡回指導が足りないという 

部分について、これからは農業技師を極力巡回させるような事 

務配分を考えていきたいと思います。今日、御指摘を頂いた事 

を今後の実施計画の中に、どのように取り込んでいくか次回ま 

でに案として提案したいと思いますので、よろしくお願いいた 

します。 

湯浅委員    全体の事は営農指導も含め５項目出ているのですが、全体と 

して農業基本計画が目指すものは最後の取りまとめになるの 

ですか。 

橋本会長      その事については、この議論が終われば全体的な話の中で、 

話されてもよろしいと思います。 

湯浅委員    今回の議論については計画体系図の網掛け部分になると思 

うのですが、基本的に新たに出てきた事が多いと思うのですが、

それ以外の部分も網掛けの部分に関わると思います。その辺を

一緒に議論してよろしいのでしょうか。全体に関わる事で、「生
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産コストの低減」についてですが、現在の農業基本計画・国の

政策を見ても、どちらかというと集約して生産コストを下げる

ような方向で来たと思われます。「２ 策定の背景」において

‘地域の特性を活かした本市農業の基本的な計画とする’とあ

ることで、本市の特性を活かした農業とは、どうゆうものなん

だろうと、それをどう捉えるかによって基本計画の進む方向も

変わってくるのではないかと思います。 

農政課長     千葉市の現況を簡単に説明させて頂きたいと思います。全国 

では、水田が主で６割～７割を占めている県が殆んどですが、 

千葉市は約７割が畑になっております。そう言った事で、この 

後に出てくる「耕作放棄地」を解消するというのが非常に難し 

い地域です。何故かと申しますと、水田は機械を入れれば翌年 

には水田として使えます、しかし畑は機械を入れても、堆肥を 

入れるなどして、使えるまでに３～５年かかります。 

それから兼業農家が９割を占めております。千葉市の農業

は、兼業農家が支えて来たと言っても過言ではありません。今

までは専業農家で共撰共販で全国の価格の高い所に出荷する

という方式が多かったのですが、農家も高齢化し規模も小さい

ことから、兼業農家をどう育成していくかとう事も大きな課題

です。  

橋本会長    それでは協議事項の２「耕作放棄地対策」も深刻な問題         

があると聞きましたが、この件について何か意見はございます

か。 

木村委員    それでは協議事項の２だけでなく、３，４，５で共通してい

るのは労働力の問題です。これに絞っていけば２～５まで、一

緒に協議できるのではないですか。 

橋本会長    ２～５までは、労働力の問題ではないかという事ですが、ま

とめて議論していくといことについて如何でしょうか。 

湯浅委員    ５は森林の内容になるので、２～４を協議してはどうでしょ

うか。２．耕作放棄地対策、３．企業参入の支援、４．市民農

園の充実は、ひとまとめで協議してもよいのではなかと思いま

す。 

橋本会長    湯浅委員から意見がありましたが、他の方はどうでしょうか。 

山浦委員    さきほどの問題にも関係するのですが、本審議会では農地や 

農園・農家について議論しておりますが、千葉市は農村という 

よりも兼業農家が中心であり、そうゆう観点から、今の千葉市 

の問題は何かというふうに枠を広げて検討してはどうかと思 

います。 
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千葉市では、都市型農業でありながら高齢化が進み、そして

地域社会の活性化が叫ばれ、地産地消についても推進していか

なければならないという観点に立つと、もう一度、いかに農産

物を売っていくか、地域社会の活性化とどのように結びつけて

いくかという中に千葉市がしなければならない農業政策の大

きな柱があると思います。 

例えば、稲毛区や花見川区では大きな公園で朝市をやって農

作物等を地域社会の活性化や高齢化に役立つような販売の仕

方をしています。そのような開催については地域や組織との連

携が必要であり、単に農業だけを考えては無理であり、地域社

会の活性化や高齢化の中で農業をどう位置づけていくのかを

議論してもらいたい。 

橋本会長    それでは２～４をひとまとめにして、御意見を伺いたいと思

います。 

山浦委員    今、私が述べた立場にたって思っている事ですが、３の「企

業の参入」は非常に大切なことだと思います。企業の参入は商

売ということだけではなく、農業においても企業を誘致して税

制に結び付ける、地域の活性化に役立てるという意味で非常に

大切な事だと思います。千葉市では法人参入に関する支援策や

補助金はどうなっているのか、現状と今後の方向性を伺いたい。 

農政課長     企業参入の支援の状況ですが、来課された方に、どのように

支援するかについて関係機関が集まり支援会議（県・市・農協）

を設置し、昨年の３月末に農政課に相談窓口を設けました。関

係機関に意見を聞きながら、農政課がどこまで出来るのか検討

しております。今年度より支援を開始した為、補助制度は、ま

だ確立しておりません。現在は、農地の斡旋、営農計画策定の

支援等を行っています。 

山浦委員    これからの農業は、農地・農園・農家は大切ですが、これに

捉われてはいけないと思います。農業というのは、決して農地

だけでするものではないです。 

例えば水耕栽培などが全国的に非常に広まっています。千葉

でも具体的に水耕栽培をやろうという企業については、産業が

千葉市に来ようとすれば補助金制度があるが、農業が来ようと

しても、補助金制度がない。市の制度としては一貫していなく、

早急に支援策を実施すべきだと思います。決して、土に根付い

た農業を殺すのではなく、市政の発展の為には必要な事だと考

えるが、どうでしょうか。 

農政課長     企業支援において農地の事を説明いたしましたが、農地に作
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物を作るだけでなく、昨年の１社は水耕栽培で自分のグループ

の出荷体系を作り営農しており、千葉市では農業参入という事

で営農形態に関わらず支援をしております。   

また、企業誘致ですが経済農政局という形で経済振興とは同

じ局ですので、調整をする必要がありますが、農政の中でどう

いったものがよいのか、食の安全が得られるということは市民

に利益ではありますが、補助制度につきましては、財政状況を

見ながら検討して行きたいと思います。 

高橋委員     農地は、環境を保全し災害から人を守っており、我々が大事

にしなければならない土地です。ですから農家は、物を作るば

かりではなく、そう言った役割に対してプライドを持っていま

す。 

農家は物を作って採算が合い生活が出来れば、耕作放棄地が

発生しない訳です。しかし、今の農家は、物を作れば作るほど

赤字になります。そうゆう状況の中で、農家が生活が成りたた

ないのに、耕作放棄地の解消は難しいです。失業率が高いのだ

から、農家で生活が出来れば、いくらでも就農者はいると思い

ます。 

また、兼業農家も多いのですから専業農家だけでなく、兼業

農家を大事にしないといけないと思います。 

農政部長       今、高橋委員のおっしゃったように農家の収入が上がれば耕

作放棄地も発生しないだろうと思います。また市の施策である

価格安定対策によって千葉市内の農家が安心して生産出来る

ような価格安定対策をどのように捉えていくか、充実・強化を

検討させていただきます。 

それから国の施策として個別所得補償制度が出てきていま

す。この施策が千葉市の中でどのように稲作経営を支えられる

のか、また、稲を作らない地域での麦・大豆等の転作をさせる

事によってどれだけの収入になるかを検討しつつ、これらもや

はり、耕作放棄地を回避するための施策として検討し、この計

画の中に位置づけていくべきと捉えています。 

佐々木委員   先程の高橋委員の話を聞いて、千葉市の農業についてまだま

だ真剣に考える必要があるなと感じています。農作物、食料を

作る過程において、農地は水も作るし空気も良くしていくとい

う意味では凄く大事な部分だと思います。 

また、自給率をどう上げていくかというのが、まだ、国の施

策がどうなっていくかが見えていませんが、頑張っている農家

を支援する事こそ必要だと感じています。 
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先程、山浦委員の方から企業の参入が必要だとの意見があ 

りましたが、実際に、千葉市に参入している企業はコマツナを

生産しているとの事ですが、全国的に見れば参入した企業が倒

産し、耕作放棄地が出来るという例が昨年あったと思います。

そういった事例は調査されているのか、また千葉市において法

人を受け入れる際に一定の制限は設けているのでしょうか。 

農政課長     今まで企業が直接参入している場合を除いては、昨年２社 

が入ったという事でございます。その中で市が間に入って参入 

業者と協定を結んでいます。何かあった場合、農業から撤退す 

る場合は、更地にして戻すという確約を頂いてますし、倒産等 

の恐れもありますので、保証会社を付けて、そことの協定を結 

んでいます。 

但し、特定法人貸付事業という特化した事業でしたので、 

それが昨年の農地法の改正によりまして、市が直接入らなくて

も良いう形になって、これからのやり方がいくつかあると思う

のですが、やはり農地を所有する農家にとっては、市あるいは

農協が間に入ってもらわないと、知らない業者には貸せないと

いうような意向がありますので、市あるいは農協が何らかの担

保をとっていきたいと考えています。 

佐々木委員   今、課長がおっしゃたように企業参入した場合は、仮に倒 

産した時は更地にして返すこと、協定を締結しているという 

ことで分かりました。 

地元に根付いて生産している企業もあるが、全体ではない

が儲けだけとかになってしまうと地元の農家にとっては好ま

しい事ではなく、農地も減ってしまう例もあるので、昨年の農

地法の改正に関して一定の制限を設け、千葉市や農協が間に入

るような指針を作らないといけないと思います。企業参入をど

う支援するのかは今後の課題ですので、議論を深めていければ

と思います。 

西山副会長   企業参入の支援について農政課の意見はよく理解しました。 

ただ、非常に気をつけなくてはいけないことは、今日の議論の 

トーンでも、企業の水耕栽培の農業生産は、農業生産の一つの 

形であって、農業の本質ではないということをきちんと踏まえ 

ておかなければならない。それは農家の足腰、経済基盤をきち 

んと整えた上で企業参入も支援していく。本来の優先順位をき 

ちんとしていかなれけば、あっという間に企業参入にお株を奪 

われてしまうことが十分に考えられるし、持続的な農業生産と 

いうことを考えれば、農家だけでなく、新しい農業に携わる人 
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たちの農地から生産される農業の部分をきちんと支援してい 

った上で進めていくといった、非常に慎重な議論が必要だと思 

う。その辺で、地産地消だとか、耕作放棄地、市民農園の対策 

に関わってくると思います。今、学生が卒論で、松戸市の市民 

農園の利用効果の研究をしているが、市民の人は、安全安心な 

ものを自分で確保したいという動機で、最初、市民農園に入っ 

てくる、実際にやってみるとそれは二の次で、それ以上に農作 

業する土と自分が関わることの効果を大きく評価している。農 

産物を介した近隣住民の関係づくりや、農から得られる生きが 

いとかやりがいとか、自己実現とかを評価されている。農業の 

役割は、単なる農産物という物、商品だけの生産でないという 

ことを評価した上で、市民農園も、耕作放棄地対策の連携につ 

なげて考えていくべきではないかと思います。 

橋本会長    今、副会長がいった２，３，４を一つにまとめて議論すると 

いうことは非常に有意義なことだということですね。 

高橋委員    皆さん今協議事項の３を心配していますが、末端まで改正農 

地法が徹底されておりません。今年から企業参入が許可になる 

が、なぜ企業にこのような改正をしたかというと、耕作放棄地 

とか担い手とか高齢化になって農家をやる人がいないからな 

んです、基本的には、本来は農家が農地を守るのが基本なんで 

す。採算が合わないとか、合理化とか、土地を維持できないか 

ら、こうゆう人たちに農業をやってもらうというのが、最近の 

農政、国の施策なんです。本来農家の人達の土地ですから、優 

良農地なんですから、耕して作物を作るのが基本、こうゆう時 

代ですから、合わないもんですから、どうしても農家では食べ 

られないとかいって、農家の息子は企業に勤めたり、細々と、 

我々高齢者が農家をやっていたり、働くところがない人が農地 

を借りて農家をやっている。改正農地法は、今年あたり、機関 

を通じて農家に情報を流さなくてはいけない、本来農家の人た 

ちが農家の土地を守っていくのが基本なんです。こうゆう時代 

になっちゃってやる気がないから企業に参入してもらって、な 

るべく耕作放棄地をなくそうというのが農政の手段となって 

いる。市民農園、千葉県の市民農園の会長さんがいるが、こう 

いった人がやってくれるから優良農地が確保されているので 

あって、地元としては、自分の農地を守るのが基本ですから、 

こうゆう人達は、守るより、農地が空いてるから作り手がない 

から、我々と人間関係を作ろうということが目的で、基本的に 

言っていることが違う。本当は、農政センターがあれだけ立派 
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なものだから、情報の発信や指導を充実させれば農家の収入も 

あがる。今は、何を作っていいかわからないし、どういった土 

地かもわからない。この前は、農協伝いで農政センターに土壌 

診断をしてもらった、ああいうことをどんどんしてあげれば農 

家は助かる。農政センターだけでなく、農協組織などを利用し 

て、多いに末端の農家の人達に、指導を含めて、いい将来の作 

物なんかを指導していただきたい。みんなが迷ってたり、合わ 

ないから、土地が空いちゃったりして、本当は農家の人達は自 

信をもって、私達はいいものを作って、千葉市民に提供しても 

らって、それくらい気迫をもって農地を守ったら耕作放棄地も 

なくなると思うのですが。 

農政部長    西山委員がおっしゃったように、これからの遊休農地解消の 

中で、やはり我々は、農家が規模拡大や何かで使ってもらうこ 

とが最優先なのかなと。しかしながら、規模拡大が出来ない農 

地については、新たな担い手として企業等の参入を図っていく。 

そして、これらの形で遊休化が解消できない部分については、 

都市と農村、また都市住民の土に親しむ場としての提供の市民 

農園、これらを進めていきたい。２，３，４柱は分かれていま 

すが、これは連携した形での施策を作っていくということで進 

めていきたい。 

湯浅委員    優良農地といった言葉が出てくるが、生産性が高い場所だけ 

を優良農地と言っていいのかと。先ほど高橋委員も言っていた 

が、農地は自然環境を守り、水を守りといった意味もあるので、 

そういったところだけを支援するのではなく、全体を考えてい 

かないといけないのではないかと。集約して大きくなっていく 

ということもあったが、例えば有機農法などというと大規模化 

が難しいのではないかなと、小さな中でもやっていって、そし 

てきちんと収入があがっていくということも考えなくてはい 

けない。そういった事をきちんとしていかないと、それこそ参 

入してきた企業に、農家全体、育成していかなくてはいけない 

兼業農家もいつの間にかいなくなっちゃうというようになら 

ないように考えていってもらいたい。耕作放棄地が３００ｈａ 

あるとのことだが、もちろん農家ががんばって守っていければ 

いいが、実際そのような場所が出てきている中でどうしていく 

かということですが、その中で市民農園の充実がでてきている。 

佐々木委員と同じ美浜区ですが、時々、有機の農業をやってい 

る緑区の農家に行って野菜をもらったり、生ゴミ堆肥を入れて 

もらっている。農業を親しみたいという気持ちもある、そうい 
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った市民農園の需要が増えていくと思うんですが、なかなか市 

民農園を作っていく上で、耕作放棄地を市民農園にしていく上 

でのハードルがあるのかどうか。税制面でどうなっているか。 

また、市民農園を作っている新たな動きなどの情報収集はどう 

やっているか、また新たな情報があれば教えてほしい。 

農政部長    税制につきましては、農地の部分が一般の土地よりも低いと 

いうことで、やはり農業的使い方をしていれば、税一般の土地 

よりも安い税になっています。今迄ネックの部分、これまで市 

民農園を開設できるのは農家と生産法人だったのですが、今、 

一般企業でも市民農園開設できるようになりました。それから 

他の法人等でもできるということで、市民農園開設の間口が広 

がったのかなと思います。今の市の市民農園の利用状況は、全 

体で８０～９０％。場所によってニーズの高い部分と、不便と 

いうことで応募が尐ない部分がございます。バラつきはありま 

すが、全体的には、市民農園に対するニーズは高いと把握して 

おります。 

湯浅委員    この３００ｈａなんですが、これは千葉市全体ということで 

すから、かなり分布としては、どうなんですか。農業振興地域 

ということで、近郊だと思っていいのですか。 

農政部長    非常に３００ｈａ、なぜ放棄されるかというと、大きな機械 

が入らなかったり、道がなかったり、一番作りづらいところを 

最初に離していくといった状況です。なかなかそこも人が借り 

ずらい、市民農園としても開設しずらいところなのかなと。も 

し、そこでやろうとすれば進入路、駐車スペース等を新たに作 

らなくてはいけないといった状況です。ですから３００ｈａの 

なかでも非常に手をかけなければならないところもあり、その 

辺の数字は農政課長からお願いします。 

農政課長     ３００ｈａの内訳を今、現地調査をしながら分布がどうなっ 

ているか調べているところです。誤解をされるのですが、専業 

農家も遊休農地を持っています。管理しきれなくて道がないと 

ころ、あるいは斜面のところ、そうゆうところは農作業をして 

もしょうがない。ですから、そうゆうところは、やむを得ず、 

切っている。切っていると何も手をつけずに荒れてしまう。当 

然、他に地形が悪いとか、いろいろな要素があって借りられな 

い。借りる方がいないところがあります。それから千葉市の都 

川沿線を見た方は御存じだと思いますが、五差路寄りは市街化 

ですが、尐し先に行くと調整区域です。もう入る道路が全くな 

い、両側が荒れて自分の土地がどこかわからないという水田が 
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１００ｈａ近く、1/3は遊休農地化です。ですから、もう手の 

つけようがない。いわゆる宅造の区画整理とか、土地改良事業 

10a当たり 100万円以上かけないときちんとした農地にならな 

いような状況があります。この辺は解消というよりも、なんか 

他に使えないだろうかという観点でいろいろな方策を考えて 

いかないといけないだろうと考えています。道がついてある程 

度まとまった農地に関しては、なんか方策をしようということ 

で、今、台帳整備をしているところです。所有者の意向もすべ 

てありますので、その辺の調査を 22年度位までかけて、台帳 

整備をして、実際に３００ｈａの内どの位使えるのかいうもの 

も明らかにしていきたいと考えております。 

湯浅委員    ３００ｈａの内どれだけ使えるかはっきりしなければ対策 

も難しいと思いますが、聞いただけで大変そうで、まずは使え 

るところなのかなと思います。それでも、市民農園を作るにあ 

たって進入路やトイレを作るとか、市がある程度支援していか 

なければ、そこも使うに使えない。市民農園の充実というのも 

あげているから、そのようなことも支援策としてとられていく 

んですよね。 

農政部長    現在も市民農園の整備に対し、トイレ設置などの補助事業が 

あります。これらの市民農園の充実について、具体的に実施計 

画、目標が決定して、どの地区にいくつづつ作っていくという 

形になれば、補助事業もそれに沿った中で、充実を進める必要 

があると捉えております。 

湯浅委員    泊まってはいけないんですよね。 

農政部長    はい。クラインガルテン等の形もあるが、我々もグリーンビ 

レッジの中で一度検討したこともありますが、都市計画法の中 

で、非常に市街化調整区域内に農家住宅以外の新たな宿泊とい 

う部分はハードルがあります。 

湯浅委員    ハードルはあっても越えることはできますか。 

農政部長    大々的にやるのならば。 

湯浅委員    大々的に打ち出せばですね。 

農政部長    はい。 

斎藤委員    今、この耕作放棄地の対策が、現況で３００ｈａ、市民農園 

もいいが、高齢化でどんどん農家が減っていくわけですから、 

ますます増えていく方が多くなる。私は酪農をしているが、政 

権が代わって、去年飼料が高騰して、本当に経営が危機となっ 

た。今後は、酪農についても、自給飼料を作っていくことを基 

本にしていきなさいということを打ち出しているみたいだ。そ 
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うすると、全国的でも北海道とか千葉県とか持っている面積も 

違う、千葉県の中でも千葉市なんか都市近郊で、現実的に耕作 

面積が尐ない、大型化してコストを下げろと言われても、なか 

なか経営にプラスに結びつかない。放棄地でも、畜産農家から 

すると、粗飼料を作るという場はこれから必要となってくる。

ただ、それに対して国も機械導入だとか、補助対策をだして 

きている。他の農業振興地域の市町村があるが、そういうとこ 

ろは、国の他に、さらに県とか市町村が補助金を出して、スタ 

ートを切る時の設備投資の支援策がある。千葉市の場合は農業 

の予算がどれ位ですか。その中でやれといっても出来ないし、 

かかるものは最初にかかるので、支援がなければ、我々畜産農 

家も耕作放棄地に牧草やトウモロコシを作っていけば、そこは 

荒れることがないと思うが、自分の経営の中で、それだけのこ 

とを設備投資することは現実的に出来ない。もしそういった形 

で協力して、現実的になくしていこうというならば、市民の理 

解を得て、市が予算をつけてくれない限り現実的には難しい。 

その辺は考えていただければ。 

農政部長    現在のところ、既存の補助事業だと、農家が農家に土地を貸 

す時に、面積や期間に応じて補助金をだしていますが、予算は 

微々たるもの。今後、斎藤委員がおっしやるような飼料用作物 

を作る時に、どのような支援ができるかは検討させていただき 

たい。 

川口委員    新規就農の研修生について確認をしたい。昨年、私も一人お 

預かりをして、３か年計画で、今年で終わりですが、その場合、 

新規に入る関係で耕作する畑とか施設の全面的な裏付け、お願 

いが１点、就農してそのまま手放すということでなく、援農隊、 

ボランティア的なものができればいいと思いますが、１、２年 

はなんとか面倒を見て、初めての千葉市の事業ですから、成功 

できるか出来ないかで後の後継者が入るか入らないかが決ま 

ってしまう、３年計画で予算の関係はわからないが、そういう 

面倒をしていただきたい。それと企業参入ですが、余り望まな 

い一人ですが、八街のある企業は、入って順調に伸びています 

が、地元の流通機関や市民に、直接、お金も野菜もいかないで 

東京出荷ということで、地元ではブーイングがでている話もき 

いている。新規参入の場合、地元の経済効果、市民のための効 

果もあわせて選択していただきたい。この２点をお願いしたい。 

もう１点、今後検討できるか出来ないかだけで結構です。先 

ほど、会長からでました堆肥センター、２、３年前立ち上げて、 
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具体的な線までいきました。健全な良い野菜を地元に地消する 

ということで、千葉市では３０億かけないと出来ないというこ 

とで、断念したようです。その結果としては、畜産農家にその 

施設を肩代わりしていただいて、その堆肥が現実に使われてい 

る、安心して使える堆肥は 1件と聞いております、極端に言え 

ば失敗作でないか思います。生ゴミを処理するには施設費も含 

めて、２年位前で５万かかると聞いております。そういうこと 

も考えますと、生ゴミ、畜産の排泄物も兼ね合わせした堆肥、 

我々も毎年堆肥センターを見学先に選んでおります、立派に経 

営されている市町村もございます。今後再度堆肥センターを作 

る計画があるのか、ないのかお答えください。 

農政部長    順序が逆になりますが、まず堆肥センターについてですが、 

法律改正の時に本市の畜産農家の糞尿処理をどうするかとい 

うことで、１ヶ所での集中処理を考えた中で検討いたしました。 

しかしながら維持管理経費が将来にわたってかかるというこ 

とで、それぞれの畜産農家において個別に堆肥を作るとういう 

ことでの個別処理施設という形での市の方針を決めたところ 

でございます。また、集中的な大型の堆肥センターの建設とい 

うのは、現在ございません。 

あと、新規就農の支援についてですが、新規就農者でイチゴ 

をやりたいという方とトマトをやりたいという方は、ハウスに 

ついての補助事業を実施し、また実施を予定しております。で 

すから今後の新規就農の方がハウスですとか必要であれば、千 

葉市の補助事業の活用を検討して頂き、生産指導は農政センタ 

ーが実施していく形で新規就農者が自立できるような形で支 

援を進めていきたいと考えております。 

また、営農ボランティアについてですが、確かに市では農業 

版ハローワークを実施し、労働力の足りないところに人を仲介 

する制度はありますが、新規就農の方がハローワークで人を雇 

えるかというと、スタートしたばかりで農業版ハローワークの 

登録者の中で農業ボランティア的な部分で働けるかどうか意 

向調査をして、そうゆう方がいれば、そうゆう所に派遣出来れ 

ば、支援してもらうような形をしていきたいと思っています。 

それから企業参入についてですが、企業が参入する場合、周 

辺農家の方が自分たちが作る農産物と流通が重なると自分た 

ちの農産物の価格が下がるという懸念がございます。ですから 

新規参入の企業に対してどうゆう形で生産した農産物を流通 

させるかという部分を聞かせて頂き、周辺農家の方とバッティ 
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ングしない形での流通をお願いしております。 

それから地域の為の部分である雇用、これらを創出できない 

かという事のお願いをしておるんですが、参入当初の部分で新 

たな雇用という部分がなかなか出て来ていないので今後、軌道 

にのった時に地域の雇用創出になるような形でお願いしてい 

ければと思っております。    

川口委員    はい、分かりました。 

橋本会長    非常に深刻な問題ですね。この辺で２・３・４を終わりにさ

せて頂きたいと思います。もう１つだけ、最後に副会長さん、

一言だけどうぞ。 

西山副会長   今、川口委員から新規就農の営農プランや、斎藤委員から耕 

作放棄地になった土地の自給飼料型にするための事業をつけ

るというのは、千葉市民にとって自給飼料で作った牛乳を飲め

るというのは凄い魅力だと思います。 

それから新規就農者、新規就農には至らなくても定年後、農

業に何かお手伝いするような場があればと思っている人は非

常に多くて、千葉市民のニーズを農家の意向だけではなく、消

費者・都市住民の意向を千葉市の農業に対してどうゆう事を期

待するかイメージしているかを聞かれて、それに税金を使うと

いうのは説得力があって、例えば基盤整備なんかでも予算を付

けられるのではないかと思うので、そうゆうニーズを貪欲に引

き出す形で戦略的にアンケートをされてはどうかなと思うん

ですが。 

橋本会長    では、今の副会長の意見に対して執行部、何かありますか。 

農政部長    計画の中で検討させて頂きたいと思います。 

橋本会長    川口委員どうぞ。 

川口委員    関連ですが、そのボランティアというのは大学を卒業して農

家へやった方を支援する団体があり、そうゆう無料で仲間を育

てていこうとすることに御理解して頂き、その立ち上げについ

てもお骨折を願えればと思います。 

橋本会長    だいぶ議論が伯仲しています。 

木村委員    まだ、こまごました事もございますし、また今日、会場に早

く来まして皆さんと話をする機会がありましたので簡単に言

いますが、これからの社会が地域共生社会というのはハッキリ

見えています。 

「都市と調和した農業」とあり、夕べ、これを見たら朝まで

寝られなくて、終戦の時に食べるものがなくて芋の苗を植えて

秋に収穫しただとか、朝まで考えました。地域共生社会に農
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業・林業、土地によっては水産、こう言った物を含めて地域共

生社会が主体かな、こんな風に確信した訳ですので、これから

の１０年後の基本構想としたいという事でしたので、市民局と

農政と縦割りの関係ではなく、市民局で進めている地域共生社

会についてみっちりと話しあって頂きたいとです。 

橋本会長    この辺で、まだまだ議論は尽きないところですが、２・３・

４は終わりにして、５番目「森林ボランティア活動」について、

さきほど別に協議するという事でしたので、皆様の御意見がご

ざいましたら賜りたいと思います。 

湯浅委員    今回、この農業基本計画の中に森林基本計画を統合すると言

う事で、タイトルが農業基本計画の中に森林基本計画も入ると

いう事でいいのですか。この後にもあるのですが、森林整備推

進協議会を廃止するとありますが、基本的には森林と言うとこ

ろから撤退するというふうに感じるのですが、どうゆうことで

そうなったのか、森林ボランティアだけではないですが、その

辺について。 

それから、先程から３つの柱があってあくまでも案だと思う

のですが、農業・農村の多面的な機能の共有とありますが、千

葉市の農村ってすでに崩壊しているところもあるので、農村と

書くよりも農業・林業と入れた方がいいと思うのですが、どう

なっていて森林ボランティアをどうするのか、説明して頂きた

いのですが。 

農政部長    まず、私ども、これまで森林基本計画という形で別立てで作

っておりました。森林の持つ機能の中の森林所有者の業として

の「なりわい」の部分、ところがハッキリ言いまして千葉市内

で林業を業態として成り立つ方が１名いるかいないかという

部分、でやはり千葉市内の森林が農村地帯を形成する食料・農

業・農村の中の農村にリンクしたものではないかなというとこ

ろで、やはり森林に対してのものは農業基本計画の中で一緒に

議論をしていくと言う中でのところのものでございます。 

農政課長    今、部長よりお話があったとおりですが、森林は、昔は殆ん

どを農家が所有しておりました。しかし相続等で非常に細かく

分散したり、あるいは農地と違って企業等が買収をして持って

いるというようなところも結構ございます。そういう中でやは

り、色々な事業をやって頂けるのは農家林家とよく言うのです

が、農家で森林を持っている方が色んな補助事業だとか保全を

する協力をやって頂ける、これは森林組合という組合を中心に

やっておりますけれども、そんな事で農業と林業は一体的に考
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えていかなければいけないという事で、今回統合して１つの計

画にしようとなった訳でございます。御理解を頂ければと思い

ます。 

橋本会長    外にございませんか。なければ協議事項１～５番までで、ま

とめの１行を頂くという事になっておりますが、だいたい色々

な問題が出て来たと思います。だから、これを執行部の方々で

まとめて基本計画の理念の発展の中に反映させていく形でど

うでしょうか。今、１～５番までで私は、ここだけは言いたい

とう事がありましたら簡単にお願いいたします。 

山浦委員    あのですね、農業の形態、消費者の形態、多義にわたってお

りますが、お願いがあるのですが、農政センターの位置づけに

ついて、これからの時代を考えた時に、さきほども言いました

ように、この中でも基本計画の８ページに述べられていますが、

地場流通という観点で朝市ですとか直売所等について地域の

活性化・高齢化の中で色々とやっていかなければいけないと思

うんですね。 

ところがコーディネートをする人間がなかなかいない、つま

り地場で朝市をやろうとしても魚も含め色々な種類のものを

持ってくる。その時に農家をある程度統括、まとめているのは

農政センターではないかという思いで農政センターの所長に

お願いするのですが、農家をまとめ、地域のニーズに供給する

位置づけを積極的にやって欲しいんです。そうゆう意味で今ま

での農政センターの位置づけを今まで以上に発展的に見て頂

ければと思います。 

橋本会長    よい意見ですよね。今は、まとめの意見を賜っていますから、

外に御意見ございますか。ここだけは一言だけ言っておきたい

事が無ければ、今まで議論されてきた事を執行部の方々がまと

めて集約して、基本理念を反映させる中に発展させて頂ければ

と思います。皆さんそれでいいですか。 

湯浅委員    農協との連携について出て来たと思いますが、例えば地産地

消で学校給食に地場の物を入れるにしても、なかなか学校側に

どこで買うかという決まりがあり、結構煩雑だと聞いているん

ですね。今、確かに千葉市の場合、地場産は基準以上のものが

入っているのですけれども、これからますますやって行くにあ

たっても、他市の状況を見ても農協が間をとるとも聞いていま

すので、それだけではないのですが大きな農協との連携も考え

て頂きたいなと思います。 

斎藤委員    今までもそうなんですが、こうゆう長期の計画というのは外
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面は立派なんですよ。ところが世の中の変化に、例えば５年後、

１０年後、計画とあれがどんどん開いているというのがあるの

で、やっぱりそのへんを考えて、長期の計画を立てたけれども、 

それをやる農家の人が居なくなっちゃうとか、そうゆうふうに

なりかねないので、早急に千葉市の農業の抱えている危機的状

況を認識して持って、そうゆうのを考えた上での計画を作って

欲しいと思います。 

橋本会長    よい意見が出てきますね。副会長も何かありますか。副会長

から一言。 

西山副会長   最後に全体的な話ということで、この基本目標と以前の基本

計画を見て頂いても、これぞ千葉市の特徴という部分が出てい

ないのが非常に残念です。今日は色々な意見が出たと思うので、

ここは都市と調和した農業を目指す一番の表現・発信点になる

というところを書いて、多分、項目別には出来ないと思うので、

非常に迷惑な意見なんですが、里山・都市住民・農業の連携の

ところが着地点になりうるんではないかと思うので、ここぞと

いう他市ではどこもやっていない一番の目玉だというところ

を作って頂ければ非常に違う気がします。 

橋本会長    色々な意見が出てきました。農政センターのこれからの役割

というのは非常に大きいと。それも喫緊を要すると。今、副会

長が言った事も非常に重要な事です。それでは、これで意見が

ないものとして、１～５の協議事項は終了させて頂きます。次

に、報告（１）の千葉市中田都市農業交流センターについて、 

事務局から説明願います。 

 

報告１ 千葉市中田都市農業交流センターについて 
事務局(田野グリーンビレッジ推進課長)が、千葉市中田都市農業交流センタ 

ーについての報告を行った。 

 

報告２ 千葉市農政推進協議会の条例設置について 
事務局(今関農政課長)が、千葉市農政推進協議会の条例設置についての報告 

を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

川口委員    農政推進協議会のメンバーは、どうゆう人達ですか。 

農政課長    この協議会の主なメンバーは、農業団体の代表者、土地改良

区、水利組合等の代表者、生産組合の代表者、当然、今日もい

らっしゃっています畜産、森林、そういった方々の代表者、そ

れから婦人部、アグリライフ千葉ですとか、そうゆう農業の活
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動をしている婦人部がございます。それから消費者団体がメン

バーとなっています。 

橋本会長    消費者団体が入っているというのは、これまで議論されてき

たとこですし、いい事ですね。 

湯浅委員    先程の農政推進協議会には消費者団体等の代表者が、入られ

ているとの事ですが、農政審議会には、そういった消費者の視

点とかがあったと思うんですけれども、そう言ったところには 

今回、条例の一部改正もあるという事ですけれども、他の消費

者団体などを入れるという事は、御検討はされなっかたんでし

ょうか。 

農政課長    この農政推進協議会の条例設置の際に、農政審議会との位置

づけ、あるいは一緒にしてはどうかと色々な案を検討しており

ましたが、今回お願いしました農政推進協議会は具体的な施策

等が入っておりますので、それから年２回は最低、開催をして

いかなければいけないというような他の要素もあります。 

農政部長    この農政審議会の中に消費者団体等も検討すべきではない

かと言う御意見ですね。 

湯浅委員    農政審議会の見直しは考えられなかったかという事です。 

農政課長    この部分とどうゆう関係があるかという事で検討致しまし

たが、農政審議会につきましては消費者との話、それからもう

尐し農業団体を入れてもいいのではないかという御意見がご

ざいまして、今後、それについては検討課題にするという事で、

今回、農政審議会の細かい内容まで具体的な検討をしておりま

せん。この基本計画等が終了しましたら、検討させて頂きたい

と思います。 

湯浅委員    今後の検討課題という事ですから、一つずつステップを踏ん

でという事だと思いますが、最初に高橋委員から皆、真摯に農

業に向き合って検討して下さいという事で、そのつもりではい

るんですけれども、構成を見ていて千葉市のこれからの農業を

考えていく農業基本計画を考えていくのに足るメンバーであ

ったかというのは、ちょっともう尐し色々な顔ぶれの方がいら

して、千葉市の農業を考えていくという形に出来たら良かった

のになと感じております。 

橋本会長    外に御意見ございませんか。私は、これ程までに真剣になさ

れた審議会は経験した事がないです。ですから、今日の議論さ

れた事を十分に踏まえて、今度の基本計画というものを策定し

てもらいたい。特に農政センターの位置づけというのを皆さん

が強力におっしゃっていました。絵だけ書いて具体的な施策、
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喫緊を要する施策が市民にも農業従事者にもピタッと当ては

まるものがないというのが、全体的な意見の中であった訳です

から、そうゆう事を踏まえて、この基本計画を策定して頂きた

いと思います。以上で、千葉市農政審議会を終了させて頂きま

す。 


