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平成２２年度第１回「千葉市農政審議会」議事録 

 
１ 日  時 平成２２年７月１６日（金） 

 午後２時００分から午後５時００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 

松坂吉則委員、今村敏昭委員、盛田眞弓委員、小西由希子委員、 

宇留間又衛門委員、上村井真知子委員、西山未真委員、 

高橋保委員、川口欽司委員、田久保清一委員、鈴木英雄委員、

斎藤昌雄委員 

事務局：１３名 

経済農政局長（渡部）、農政部長（大野） 

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（中村）、農業環境整備課長（髙瀬） 

農政課長補佐（和泉）、農政課企画係長（圓城寺）、 

企画係（中田、渡部）、農政係（久門） 

 

４ 議  題 （１）会長の選任について 

（２）千葉市農業基本計画について 

 

６ 議事概要 （１）宇留間委員が会長に選任され、会長に経済農政局長が諮

問書を手渡した。 

（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。 

 

８ 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名中１２名の出席を得ているため、千葉市農政審議会設置条例第６条第

１項の規定に基づき、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、市議会議員より選出された委員の異動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。 
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続いて、委員改選後、会長が未選任のため、条例第５条第４項の規定に基

づき、西山副会長が議長となり、西山議長が鈴木委員及び高橋委員の２人を

議事録署名人に指名した。 

 

議題１ 会長の選任について 
会長の選任については、田久保委員から、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、上村井委員か

ら宇留間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、宇留

間委員が会長に選任され、条例第５条第３項に基づき宇留間会長が議長とな

った。 

続いて、会長が挨拶を行った後、条例第２条の規定に基づき、「千葉市農

業基本計画」の策定について、渡部経済農政局長より宇留間会長に諮問書が

渡された。 

 

議題２ 千葉市農業基本計画について 
事務局(大野農政部長及び今関農政課長)が、千葉市農業基本計画第１章、第

２章及び第４章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。 

小西委員    ４点お伺いしたいことがあります。まず、農業生産量・農家

戸数・耕作面積が政令市でどのような位置づけにあるのか教え

てください。２点目に、３０％が１０年後に農業を行っていな

いのではないかということでしたが、千葉市としての後継者対

策はどのようなものがありますか。３点目として、地産地消の

推進の中で学校との意見交換をどのような形で行っています

か。４点目として、森林組合会員のアンケートの中で、意見と

して自分で森林の管理を行って行きたいという人がいる反面、

人に手伝ってもらいたいという人もいるということですが、こ

のような中で、森林ボランティア育成に課題があるのではない

かと考えますが、市としては今後どのような施業計画を持って

いますか。 

農政部長    後継者問題への対策については、意欲的に農業を行いたい農

業者には、農地の利用集積事業や農地円滑化事業を活用してい

きたいと考えております。また、農業収入が尐なく農業から離

れていく人には、政府でも推進している農産物の加工販売を行

う農業の６次産業化の推進や農商工連携という形で支援して

いくなど、所得をあげる対策を講じたいと考えております。ま

た、新規就農者の育成や定年帰農の推進などを行っていきたい

と考えております。 
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農政課長    農業生産量・農家戸数・耕作面積等の政令市内での位置づけ

については、政令市により、いろいろな特徴があり、全体のな

かで千葉市がどのような状況にあるかまだ解析中で、整理され

ていない状況です。地産地消を進める上での学校給食との関係

については、教育委員会、農協と農政部で会議を重ねています

が、学校個々との調整までは実施していないため、学校との個

別での調整は今後検討していきたいと考えています。森林管理

については、自分で森林を管理したいという気持ちがあっても、

規模の小さい森林を管理することは可能ですが、１ha 以上と

規模が大きい場合では自宅近辺の管理はできますが、自宅から

遠い場所の管理は難しいというのが現状となっています。また、

他人の手を借りたいという人が増えており、森林ボランティア

の窓口を設けて、皆さんと色々調整していければと考えていま

す。国や県の補助事業もありますが、個人の負担が大きく余裕

のある人でないと施業計画を立てるのが難しい現状となって

います。 

小西委員    まず、基本計画の中に、個別の行動計画を作成する中で具体

的な数値目標を持つ予定ですか。次に、農家所得を上げるため

の６次産業化や農商工連携を行うということですが、他市では

千葉駅のスペースを利用して農産物の直売を行っている例を

よく見かけますが、千葉市としても千葉ポートタワーのような

公共スペースを活用するなど、市の協力体制を計画の中で具体

的に考えていく予定はありますか。次に、農業生産量・農家戸

数・耕作面積等の政令市内での位置づけについて、解析できた

ら、結果を教えてほしいと思います。このようなデータを持つ

ことにより、千葉市として何を守り、力を入れ、予算配分して

いく必要があるか、市の戦略の中で考えていかなければならな

いと思います。次に、千葉市に、農政の専門の職員が何人いま

すか。また、毎年農政として採用はありますか。営農指導が求

められている中、どのような職員配置にあるのか伺いたいと思

います。次に、地産地消の学校給食への推進については、まだ

個々の学校・地域ごとには考えていないとのことですが、実施

計画の中ではどのように盛り込んでいく予定ですか。次に、千

葉市は平成１２年から農政センターで、里山保全推進事業を行

っており、年２回程講習会を行っていますが、講習参加者が

年々減ってきています。そのような中で、卒業生が２つの団体

を作り、千葉市に３つある里山の保全を行っていますが、この

方々の情報が、森林の管理に他人の手を借りたいという人へあ
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まり伝わっていないという課題がありますが、市としてどのよ

うに考え、対策を行ってきましたか。また、卒業生２１５人の

うち、現在も活動中の人は２団体のうち何名いますか。平成２

２年までに里山をもう２つ増やすということでしたが、５か年

計画が見直され、見送られている状況であるので、ぜひ進めて

いただきたいと思います。森林所有者が施業計画を立ててやろ

うとしても、資金的に苦しいということでしたが、例えば船橋

市では、平成１７年から市民を対象に森林整備養成講座を実施

し、卒業生４０名程度が森林所有者と協定を結び、施業計画を

たて、約１０２ｈａの森林を１ｈａ３万円で下草刈り・間伐・

枝打ちなどを行っており、５年間で５７ｈａの整備ができたと

聞いています。千葉市としても講習卒業生をもっと有効に育て

ていただければと思います。施業することが資金面で苦しいの

であれば、山を研修に使わせていただき、市から報償費を払う

ことで山の整備をしていくことができるのではないでしょう

か。 

農政部長    大きな数値目標は基本計画の中で示し、細かい数値目標につ

いては、行動計画の中で定めていくこととしています。次に、

農商工連携等について、直売所の設置は、地元商店などとの関

係上、市が率先して作るのが難しいので、農協の直売所を活用

し、また、支援もしていきたいと考えています。８月下旪には、

千葉ロッテマリーンズのキャンペーンで農協、千葉市園芸協会

の協力の下で、千葉市産農産物のＰＲをしていきたいと思いま

す。 

農政センター所長  千葉市の農政部にいる農業専門職は９名、園芸専門職は５名、

畜産専門職は３名となっています。また、７～８年採用はあり

ません。 

農政課長    森林ボランティアは１１０名が現在も活動を行っています。

また、施業計画について、森林の手入れは、現在、千葉市と市

原市の若手が作業班を作って、業者より安く管理しています。 

小西委員    横浜市では、千葉市より規模が小さいのに、農業専門職員が

７０人おり、さらに毎年数人採用しているということです。千

葉市でも千葉市の農業を守るために農業専門職を増やすよう

人事部門と調整してもらいたいと思います。 

上村井委員   農業に従事する女性数が横ばいですが、千葉市における女性

農業者の育成の実績と取り組み、目標を教えてください。次に、

農地の貸し借りを行う際、賃貸人と賃借人の間で問題が生じた

とき、千葉市はどのようなサポートを行うのですか。 
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農政部長    農地の貸し借りを行う場合には、まず農政課に利用集積の計

画を出してもらったのちに、農業委員会の承認を受ける形なの

で、問題の発生は起こりにくくなっています。また、農地法の

改正により、農地貸付けを行った場合も税制猶予措置ができる

ようになったこと、円滑化事業の実施などにより、今後農地の

貸し借りは増加する見込みとなっています。 

農政課長    農家の９０％以上が家族経営となっていますが、女性の位置

づけが不透明となっています。このことから、家族経営協定を

進め、現在、１２組協定を結んでおり、女性の位置づけの明確

化を図っています。しかし、女性の意識がそこまでいっていな

いのが現状です。 

上村井委員   農地の貸付けについては、しっかり推進してほしいと思いま

す。また、家族経営協定を結ぶ程度ではなく、もっと踏み込ん

で女性の育成を行ってほしいです。例えば、女性リーダーの育

成が必要なのではないかと思います。また、女性農業者向けの

イベントを県任せでなく、千葉市として行い、位置づけてほし

いと思います。 

西山副会長   第４章で数値目標を４つしか示していないのは、あまりにも

尐なすぎるのではないですか。 

農政部長    農家所得については、本文で提示しています。統計の制約が

あり、数字的な裏付けがしづらいですが、案の中で可能な限り

増やしていきたいと考えています。 

西山委員    ４６ページに載っている行動計画を評価するには、数値目標

が足りないのではないですか。計画で数字の設定は重いと思い

ますが、独自の調査で数値目標を掲げてほしいです。４６ペー

ジに載っている行動計画は、もっと具体的な内容として示した

ほうが良いのではないかと思います。また、意向調査を見ると、

農家と市民の意見が共通しているところがあり、行政が何かき

っかけを作れば、「１歩進む」という段階にいるので、もう１

歩進んだメニュー作りをお願いしたいと思います。 

農政部長    具体的な数値は、行動計画で示していきたいと考えています。 

今村委員    基本計画（案）に載っている計画を行うために、充分な予算

措置はできるのですか。農家の売り上げをどのようにしてあげ

ていくのか、その対処療法はあるのか、ここに載っている計画

では、根本的な対策ができないように思われます。次に、ロシ

ア便が新潟空港に３便就航していましたが、うち２便が成田空

港着になりました。ロシアは寒冷地であり花の栽培が難しいの

で、花の輸出を行える可能性があります。計画を作る際は、国
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内だけでなく国外も視野に入れ、作成してほしいと思います。

次に、計画を作成するにあたり、市長からの指示はあったかに

ついて、教えてください。 

農政部長    各施策の予算は、行動計画の中で決めていく予定です。農家

所得向上や販路の関係については、意見として計画への反映を

検討していきたいと考えています。まだ案を作成中の段階なの

で、市長からの指示はありません。案ができた段階で、判断を

仰ぐことになると思います。 

松坂委員    全体として足りないところが多いという印象を受けました。

１０年かけて何をやっていくのか、本当にできるかどうか、柱

を決めて、絞って計画案を作成しないと、計画倒れに終わるの

ではないかと思います。また、課題に対する具体案、目標数値

の設定が必要であると考えます。 

経済農政局長  行動計画の中で、施策の見える化をしていきたいと考えてい

ます。 

松坂委員    行動計画と予算がリンクしていかなければならないと考え

ます。 

盛田委員    アンケートをして、農業者と消費者の意識の差が見えてきた

とのことでしたが、具体的な内容をお聞かせ願いたいです。 

農政課長    説明資料の中の１９ページからに載っているので、ご覧いた

だきたいと思います。 

鈴木委員    戸別所得補償制度について現在は水田だけですが、品目を拡

大する予定はありますか。 

農政部長    畑・漁業にも戸別所得補償制度を広める予定のようです。 

鈴木委員    種をまいても芽が出ないことが多いので、実のなるような施

策にしてほしいと思います。 

田久保委員   平成１３年に千葉市と習志野市の農協が合併してから、行政

の対応が違ってきました。農協も振興計画を作成しているので、

計画を市でも支援をしてほしいと思います。 

川口委員    以前は農政センターの職員も知識のある職員が多く色々聞

けましたが、今は人事異動が激しく充分な知識を持つ職員がい

ないような気がします。 

高橋委員    施策について、予算をつけて実行してほしいと思います。ま

た、我々関係団体をうまく使ってほしいと思います。これから

の農業は生産者だけでは成り立たなく、消費者の理解が必要で

あると考えます。市に指導いただいて、農業団体・農家が活躍

できるようにしてほしいと思います。 

斎藤委員    畜産は、１０年先半分いるかどうか分からない状況です。畜
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産は周りの人の同意が難しく、また、畜産・酪農は一度やめる

と、再び始めるのは不可能であり、今あるところで後継者を育

てるしかないので、維持できるような施策をお願いしたいと思

います。ただ国の補助制度を下におろすだけではなく、千葉市

の独自性をもった補助制度を実施してほしいと思います。口蹄

疫のような問題が起きると、千葉市のような都市部では人の移

動も激しく、急激に広まる危険性もあるので、防疫対策につい

ては、早めに取るようにしてほしいです。計画の施策を行うに

は、お金がかかり、全てを実行するのは難しいので、予算はど

れか１つに特化するなどして、対応する方が良いと思います。 

 

 引き続き、事務局（今関農政課長）が、千葉市農業基本計画第３章１基本目

標及び２施策の体系（１）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。 

鈴木委員    技術開発の面について、ウイルスフリー苗の連携により品種

の育成に努めるとのことですが、今後どのような品種を行って

行く予定ですか。 

農政センター所長  現在はイチゴ、ネギ、ワケネギ、ラッキョウなどのウイルス

フリー苗の供給を行っています。 

        今現在供給を行っているウイルスフリー苗は、地域性があり、

生産性が高いものの系統を追い、選抜したものを配布しており、

今後も引き続き行っていきたいです。新しい品種については、

千葉市の特性をもった、主に栄養繁殖系のものを行っていきた

いと思っています。 

小西委員    説明の中で積極的に売上を伸ばしていきたいとのことでし

たが、グリーンビレッジでは下田とかで直売所を行っています

が、売上は伸びていますか。また、ふるさと農園と農政センタ

ーでも苗物や野菜等を売っていますが、農政センターでの販売

はあまり知られていないので、農政センターの見直しを行う中

で、これからＰＲをしていければと思いますが、ふるさと農園

と農政センターの売り上げ状況について教えてほしいです。 

ｸﾞﾘｰﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ推進課長 下田の売り上げは今年度４月から６月までの３ヶ月間で、レ

ストラン込みで２,７３５万７千円、直売だけだと２,２６７万

７千円となっています。昨年比では詳しいデータは今持ってい

ませんが、若干売り上げが伸びています。 

農政センター所長  農政センターの売店では、農政センターで試験栽培として栽

培した作物を、園芸協会に委託販売しております。また、それ

だけだと品数が尐ないので、近隣の農家でとれる農産物の販売
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も行っています。最近では、「しょいか～ご」など直売所が複

数できたことから、農産物が他直売所に流れ、なかなか農政セ

ンターまで回ってこないため、農政センターの売り上げは若干

落ちています。今後は、「ベビーリーフ」などを農政センター

の売店や下田の直売所などで販売し、売り上げを伸ばしていき

たいと考えています。ふるさと農園も同じような傾向であり、

直売所が増えたことで、入荷量が尐ないことから売り上げが横

ばいの状況となっています。 

小西委員    みそ作りがブームとなっているし、積極的に仕掛けていけば、

もっと直売所に人が来てくれると思います。農政センターは見

直しをしなければならない状況の中で、どう生き残っていくか

ということが課されているのではないでしょうか。農政センタ

ーは魅力的なところなので、農政センターを活用し何ができる

か、知恵を絞ってもらいたいです。 

川口委員    ウイルスフリー苗は組合組織でないと分けてもらえないと

聞いていますが、どのような手続きをすればもらえるのか教え

てください。 

農政センター所長  一般の農家に影響のないように、園芸協会会員の方に限定さ

せていただいています。 

高橋委員    昔から、農政センターは一番信頼のできる農業の指導拠点で

あり、他県から農業委員や農業関係の者が視察に来ると、千葉

市は羨ましいと言われていました。昔は農政センターは色々教

えてもらう拠点となっていましたが、最近ではあれだけの面積

がありながら、やっているんだか、やっていないんだか、鶏小

屋や炭焼小屋など使われていない施設もあり、十分に活用され

ていないのではないかと思います。もう尐し活用すれば、千葉

市の農業はまだまだ発展すると自信を持って思います。それか

ら、私が農業委員になって、栃木とか茨城とかいろんなところ

に研修に参りましたが、栃木の茂木では山林が６割か７割ある

ので、落ち葉とか籾わらとかチップとなど発酵剤で、たぶん

国・県・市などからもらった補助金をもらった施設で作ってい

ました。また、同じ栃木の鹿沼では、生ゴミや街路樹、くん炭

を使用し、国・県・市から補助金をもらっていました。まず、

良い野菜作りを行うためには、土作りが重要であると言うのが

私の持論であるのですが、農政センターでは酪農をやっている

方がいるので、農政センターで研究して良い堆肥を作ってもら

い、我々に譲ってもらいたいです。あと皆さんご存じのとおり、

千葉市では、農政課が昔から補助金のばらまきをやっています。
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農協では中田という方の堆肥を売っているが、あそこの堆肥は

量販店で売っている堆肥より、とても良いものです。農政セン

ターでは、もう尐し良い堆肥を作って、我々に譲ってもらって、

我々はそういった良い堆肥を使って作った野菜を千葉市民に

食べてもらって、喜んでもらって、元気になってもらいたいと

いうのが基本的な考え方です。前の局長さんの時も話しました

が、補助金を出して、まだ１、２年で予算もないと言っていま

したが、やはり、皆さん良い堆肥を入れて作ったものを皆さん

にあげると、高橋さんのところの野菜は、柔らかくて甘くて他

のものは食べられないと言います。ですから、農政センターを

上手く活用して、予算がなかったら議員さんに予算をつけても

らって、千葉市の農業を発展させてもらいたいです。 

西山副会長   ア生産性の向上では、重点項目はａとｂとご説明いただきま

したが、イ地産地消の推進では、何を重点項目と設定していま

すか。 

農政課長    イ地産地消の推進では、ａの市内産農畜産物の販売機会の創

出に力を入れて行って行こうと考えています。 

西山副会長   地産地消が言われ初めて１０年程経過しており、この計画に

載っていることは全国各地やり終えている項目なような気が

します。もう尐し進むと「地域ブランド」や「コミュニティビ

ジネス」の推進や、地産地消の地消が進むように便利なところ

で直売所をやるとか、より踏み込んだ戦略、６次産業の推進と

地産地消の推進を連携してやるとかする方がより実現性があ

るのではないかと思います。 

 

 引き続き、事務局（今関農政課長）が、千葉市農業基本計画第３章２施策の

体系（２）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。 

川口委員    減農薬の推進とありますが、新規で行うのですか、あるいは

既にどこかで行っているのですか。 

農政センター所長  環境保全型農業事業の一貫として、通常の慣行栽培農産物よ

り農薬の使用回数を節減し栽培した特別栽培農産物の取り組

みは、かなり以前から行っています。また、農家数も徐々に増

えています。 

川口委員    何年くらい前から取り組んでいるのですか。 

農政センター所長  昭和５４年から取り組んでいます。 

小西委員    前回の農政審議会でも土づくりについてかなり議論されて

いました。また、一方では千葉市はモデル的に生ゴミの収集を
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行っていたり、公園管理課では街路樹のせん定や公園の落ち葉

の堆肥化などに取り組んでいこうとしています。局を超えて処

理をしていくということであれば、農政が行う堆肥化について

のみ予算をつけるのではなく、総合的な廃棄物処理として考え

ていけるのではないかと思いますが、局を超えた協議は行って

いますか。 

農政部長    冒頭申し上げた農業基本計画の策定のためのプロジェクト

の中には都市局、環境局が入っており、総合的に意見をいただ

いき、計画の作成を行っています。 

 

 引き続き、事務局（今関農政課長）が、千葉市農業基本計画第３章２施策の

体系（３）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。 

小西委員    ３点伺いたいと思います。１点目は今年６月に法律が通った

公共建築物における木材の利用の促進に関する法律ですが、３

階建てまでの公共建築物には基本的に国内産の木材を使って

ほしいとのことのようですが、市としてこのようなことも農業

基本計画の中に入れていけば良いのではないかと思いますが、

この点について検討されたのですか。２点目は都市局で行って

いる市民緑地制度ですが、これは市が土地所有者と契約を結ん

で緑を守る制度であり、土地所有者は遺産相続のときに相続税

の軽減が受けられるとともに、草刈りや清掃などを行う市民団

体には、市から活動費として毎年上限４０万円まで毎年出して

います。市民緑地制度は田んぼでも適用できるということなの

で、こういった他局との緑地の保全制度のすり合わせを行い、

先ほど話にあったような森林施業計画を立てるのに持ち出し

分が負担であり、森林所有者はなかなか一歩がでないという問

題に対して、こういった千葉市の制度を活用して、施業計画を

立てるのを応援するなど、具体的に計画を進めていく道を探っ

ていくのが重要ではないかと思いますが、検討は行っています

か。３点目は農業のＰＲについてですが、いま農業委員会だよ

りが年４回発行されており、農業委員に配布されていますが、

今後は農業を消費者にも理解してもらうことが大事ではない

かと思います。予算もあるので、農業委員会だよりを増刷する

のは難しいかもしれませんが、市政だよりに千葉市の農業をＰ

Ｒするコーナーを設けていくとか、消費者に農業を知ってもら

う努力も必要ではないかと思いますが、検討していますか。 

農政部長    まず市でとれる木材の活用についてですが、基本計画の４３
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ページの健全な森林づくりの推進のｂの中で、公共施設や家づ

くりに活用するよう啓発するという方向性を示しており、実施

計画で具体的内容について検討していくことになっています。

次に農業のＰＲについてですが、以前は農政部で機関誌を出し

ていましたが、現在は予算等の関係でなくなってしまったこと

もあるので、情報提供という形で市政だよりが活用できるか検

討していきたいです。次に他局との連携についてですが、先ほ

どから申し上げているとおり、農業基本計画を作るために、都

市局、環境局、教育委員会を含めたプロジェクトの中で協議を

しており、緑地の保全制度の活用についても、これを機会に協

議・連携を深めていきたいと考えています。 

小西委員    公共建築物の関係は農業基本計画に記載があるということ

でしたが、都川遊水池に米作り体験のための建物が建ちました

が、千葉県産や千葉市産の木材を使おうとしても、市場にでな

いため、なかなか手に入らないという現状であり、東北の木材

を使って建てたということです。つまり、切り出してから市場

に出るまでのサポートをしないと、千葉市内の木材を使いたく

ても使えないわけなので、その辺のサポートをしっかりしてほ

しいです。緑地の保全制度については、協議をしているという

ことでしたが、協議だけではなく、他局の制度や予算を旨く活

用することはできないか検討し、意欲的に千葉市の里山・森林

への対策を講じてほしいです。 

 

 以上の質疑応答の後、宇留間会長の閉会宣言により審議会が閉会した。 

 

 

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 

 


