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平成２２年度第２回「千葉市農政審議会」議事録 

 
１ 日  時 平成２２年１２月２１日（火） 

 午後２時００分から午後３時２０分 

 

２ 場  所 千葉市議会棟 第二委員会室 

 

３ 出 席 者 委員：１０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、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）、農業環境整備課長補佐（土谷） 

農政課長補佐（和泉）、農政課企画係長（圓城寺）、 

企画係（中田）、農政係長（西村）、農政係（加藤） 

 

４ 議  題 【千葉市農業基本計画について】 

       （１）前回の千葉市農政審議会で出された主な意見について 

（２）基本的な数値目標について 

（３）「千葉市農業基本計画」に関する答申について 

 

５ 議事概要 （１）事務局が、千葉市農業基本計画（案）について説明し、

その後、質疑応答・意見聴取を実施した。 

（２）会長より農政部長へ千葉市農業基本計画の策定に係る基 

本的事項についての答申書が渡された。 

 

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名中１０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、大野農政部長より委員の紹介がされ、開会宣言が行われた。 

その後、審議会を代表し宇留間会長より挨拶が行われ、川口委員及び斎藤
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委員の２人を議事録署名人に指名した。 

 

 

【千葉市農業基本計画について】 

議題１ 前回の千葉市農政審議会で出された主な意見について 
事務局(今関農政課長)が、（１）前回の千葉市農政審議会で出された主な意

見に対する考え方及び今後の対応ついて説明を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

川口委員    山林関係の杉ですが、一時、サンブスギ溝腐病に関する研究

及び対応をするような事を聞いたのですが、その辺は進んでい

るのかどうか説明願います。               

を千葉県が４点お 

農政課長    千葉県において品種改良を行っているという事でございま

すが、スギにつきましては特に花粉が問題になっておりまして、

花粉の出る量が尐ないスギの開発とサンブスギは今まで挿し

穂でやっていたものが溝腐病にかかるという事で、杉の苗を生

産していくというような方法で、花粉の尐ないものについては

皆さんに種から播いて頂いている状況です。 

 

小西委員    三点お尋ねしたいと思います。１つは農政センターのウィル

スフリー苗等の育成ですが、前回の会議で農政センターの活用

が十分されていないという事が明らかになったと思うのです

が、例えばインキュベーションなんかに入っていらっしゃる企

業家の方とのタイアップなども産官学の連携に入ると思うの

ですが、その辺についてどうのようにお考えなのかお尋ねした

いと思います。 

        ２つ目は農地の貸し借りですが、NPO や福祉団体が農地を

借りたいという動きがあり、例えば借りる事が出来ても、その

後、地主が返して欲しいとか NPO 側が続けられない時の担保

のようなものが非常に不十分らしいんですね。その辺について

新しい動きの中で農地の貸し借りについてはどのような点が

課題だと考えていて、今後の対策などを聞かせて頂きたいと思

います。 

        それから２１番の「公共建築物等における利用の促進に関す

る法律」ですが、これについては千葉県の方で今年度中に方針

をたてると聞いていますが、千葉市では例えば２３・２４・２

５番のところで森の適正な管理の資金の調達を都市局や環境

局とやって行きたいと書いてありますが、そうなりますと法律
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にのっとっての方針策定に関してはどのようにお考えかをお

尋ねしたいと思います。 

 

農政部長    農政センターの活用についてですが、農家との連携をして 

       農家の所得向上あるいは地域の活性化に役立つことであれば、 

       そういった方々との連携をしていきたいと考えております。そ

れに際しては、利用規程なども考えていかなければならないと

考えております。 

 

農政課長    農地の貸し借りでございますが、やはり小西委員からござい

ましたように、農地を借りた場合に長期にわたって借りていか

ないと経営が安定いたしません。そんなことから３年から６年

以上借りるような補助金の制度がございますが、やはり長期に

出来るだけ貸し借りが出来るようにということで補助金の制

度も６年以上に伸ばしまして補助金を交付します。それから、

NPO、福祉法人の中で千葉市に相談があった場合には、出来

るだけ長期にわたって貸して欲しいと地主にはお願いしてい

るところでございます。また、更新についても同様にお願いし

ているところでございます。 

        それから木材関係ですが、千葉市には森林組合があり体制の

見直しを図っているところでございます。市としましても環境

保全部・都市部との連携を深めなければいけないというところ

で協議を始めておりますので、それをどのような方向に持って

行くかを「行動計画」と併せて検討して参りたいと思います。 

 

上村井委員   １４番の「女性農業者の育成」についてですが、‘女性農業

者の役割を明確にする、家族経営協定や女性認定農業者などを

推進するとともに数値目標を設定する’とありますが現状にお

いて女性農業者の家族協定はどのくらいなさるのか、また女性

認定農業者についてはどのように取り組まれてきて、今後、推

進行動計画に結び付けていくということですが、今までと違っ

た取り組みをしていくというのがあるのでしょうか。 

 

農政課長    千葉市の農業というのは、殆んどが家族経営という事で農業

を経営していく上での女性の役割というのは非常に大きいで

す。ただ、男性が中心となって栽培をしておりますので、なか

なか女性が外に出てくるという状況が難しい事がありまして、

結果、出荷組合関係や農協の会議ですとか男性が出てくる機会
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が多いという傾向が見られます。そういった中で、千葉市では

１２件の家族が協定を結んでおります。協定の中には、賃金や

休憩の問題など細かい取り決めがございまして、県と農政課が

立会人になって署名をするものですから、男性の方がなかなか

決められなく、進められない部分がございまして、 

       千葉市も担当をつくりまして千葉県と目標数値を作っていこ

うという事で進めているところでございます。 

        また、女性でも出来るような品種について、農政センターで

品種の改良なども考えていかなければならないと思っており

ます。 

 

農政部長    女性農業者の活躍の場面を作るということだと思いますが、

生産だけでなく加工して販売、そういった場面で女性の視点が

６次産業というような場面で活躍出来ると思います。行動計画

の方でも生かして参りたいと思います。 

 

上村井委員   家族経営が主であるということから、千葉市では女性の力に

負うところが多いという事も伺いましたが、その中で人材の育

成という中で女性リーダーの育成をして、それを核として広げ

ていくという事で、長い間、男性が中心となってやってきた事

なので大変だと思いますが、是非やって頂き、将来は女性の農

業委員さんを千葉市から出して欲しいと以前より言っている

のですが。 

 

高橋委員    家族経営や集落営農というのは、我々農業委員の目標なんで

すが、なかなか収入が家族経営協定が出来るような額になり、

協定を結べればそれが理想なんです。現実に家族協定を締結し

ても給料が払えないんです。千葉市は、兼業農家が多いのでな

かなかそうならないんです。ただ、千葉市の場合も是非、そう

ゆうような方向になるように努力はしたいと思います。 

        また農政センターにつきましては、今後、何らかの形で方向

づけはしたいと思います。農政センターは農業者の拠点であり

ますので、電話 1 本で全ての事が分かるような施設にして頂き

たいと思います。千葉の農政センターは規模も大きく、地方の

方が視察に来ると、うらやましがられます。ただ、活用してい

ないんです。センターには事務職ではなく若くてやる気のある

専門職を配置して頂きたい。ちゃんとしているのは堆肥の件ぐ

らいですね。 
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加藤所長    堆肥につきましては畜産農家を整理しまして、流通について

頑張っております。 

 

盛田委員    １１番のあたりですが、（仮称）推進行動計画の中に盛り込

んでいくということですが、地産地消ということで学校給食に

地場産の野菜を多く取り入れてもらいたいというのは、一番見

えるところですが、千葉市では市場には出ていますが学校給食

には回らないというのがあると思うのですが、その辺の関係が

どうなっているのかというのが聞きたいのですが。 

 

加藤所長    学校給食による供給ですが、千葉市ではセンター方式でやっ

ている中学校には主に供給しています。各小学校は個別なので

なかなか把握出来ない部分もありますが、全校統一メニューと

いうような時には、更に増やしていきたいと思います。 

 

盛田委員    食育というのは大きな問題になっていて、野菜を作っている

人の顔が見えて、こういった人たちが作っているんだというの

が見えて、子供たちが農作業を体験して、成育の過程にふれる

というのは非常に貴重な体験だと思います。小学校では１２～

１３品目の野菜を作っているところもあります。そんな取組に

ついて、農家の人との接点を作って頂き、計画の中に盛り込ん

で頂ければと思います。 

        それから子供たちに安心・安全な食をという事で言えば、作

っている方にも励みになると思いますので、是非、その辺をお

願いしたいと思います。 

        また TPP につきましては、農業に凄く影響のあることだと

思いますので、そのことについてどのようなお考えを持ってい

るのかをお聞かせ願いたいと思います。 

 

農政部長    千葉市としては貿易の自由化も重要ですし、農業の食料の確

保というのも重要であります。二者択一というよりも自由化し

ても大丈夫なような農政が作れるのが重要かなと思っており

ます。千葉市としては、どちらというのは言えないと基本的に

考えております。 

高橋委員    千葉市には色々な団体がいますが、農業団体等が反対してい

ますね。ただ、千葉市の農業委員会としては、まだ回答を出し

ていません。これは、北海道とか秋田といえば、多分、安いも
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のが入ってくれば大変だと思いますよね。 

 

川口委員    農協関係は、多分、反対と言っていましたが、農業委員会と

しては、まだ、正式な回答は出ていません。ただ、関税が撤廃

されて安いものがどんどん入ってくると、前よりも厳しくなる

と思います。農家の場合、外国の安いものが輸入されたら、県

の３年前の統計会議で輸入品より安いのはダイコンだけで、後

は 2 分の１、３分の 1 の価格で輸入されてしまうとのことでし

た。そうゆう中で、皆さんも日本の農業をどうするかを考えて

頂きたいと思います。 

 

斎藤委員    酪農の方から言いますと、TPP に反対という事なんですが、

ただ反対とばかり言えないので韓国が実施しているような

FTA や EPA といった２国間で実施しているものをやってい

くべきだと考えております。貿易の自由化というのは、我々は

進んでいくと考えています。ただ、これは農林水産省が FTA

や EPA といった２国間の物を実施してきたにも関わらず、突

然 TPP などを発言してしまうというのは、我々にとっては理

解できないし、我々はどうやって継続していけるのかについて

何も案が無いわけですね。その辺が納得いかないというのと、

食料自給率が１０％台に低下してきた時に、食料が国との間で

大きな問題になって来るわけですね。そうなった場合に日本の

国民に自給率がここまで下りますよ、その不足部分については

海外からお金を出して輸入するんですよ、と。それでもその方

が良いのかとかね。やっぱり、キチッとした説明をしてもらっ

てから選択してもらわないと、単純な問題ではないと思います。 

        今、外国に行って、「無くなっては困るもの」と聞けば、子

供の食料と答えるんです。ところが日本では、無くなって困る

ものと言えば、ガソリンとかエネルギーとかパソコンと答える

んです。だからそれぐらい考え方が違っていて、海外では基本

の食料は自国で生産するという事で農家を減らさない対策を

進めているんです。 

        ところが日本のように大きな建物や機械に補助金を出すの

ではなくて、農家で作った物に補助金を出して農家を減らさな

いようにしないと、大規模化した農家しか残れないというよう

な感じになってしまうと、千葉では多頭化しろと言われても面

積も無いし、糞尿などの問題もあり、なかなか出来ない訳です。

そうすると、残るのは、北海道などの限られた地域だけになっ
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てしまいます。ですから、地域の中の実情なども捉えてもらっ

て、現場の意見も取り入れてもらって発言してもらえればいい

なと思います。 

 

西山副会長   今の事とも関係するのですが、１４・１５番に関連する事な

のですが、「家族経営協定」についてですが、経済的な問題も

あるのですが、「家族経営協定」の根本的な目的というのは、

後継者も含め一緒に働いている人を１つの団体のメンバーと

して向き合って将来を話し合って行こうというところからス

タートしているので、役割分担とか、年金の問題とかから話し

合うというのが本来の目的なんですね。国も推進していて、と

りあえず数だけでも揃っているというのが、全国的状況なので

増やして頂きたいと思います。 

        それから、１５番の農商工連携や６次産業化というのは、使

い古された言葉で、この担い手が女性だったわけです。女性起

業という言葉が走ってきて一定の成果を上げているが、このこ

とに対するトーンが弱いという事です。 

        女性が農業者としてだけではなく、女性の持っている消費者

に近い面を発揮出来るような農業をやることが千葉市の農業

になりますし、身近な農業の理解者として消費者になって頂け

ると思います。 

 

農政部長    女性の持つ多面的な能力を活用して、端的にいうと女性の元

気なところというのは、農業でも何でも活発であるというのが

ありますので、６次産業化も含めて進めていきたいというふう

に考えています。 

 

 

議題２ 基本的な数値目標について 
事務局(今関農政課長)が、基本的な数値目標の考え方及び計算方法について

説明を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

小西委員    経営耕地面積など全てにおいて凄く減尐するのを尐し減る

というふうに緩和するという事で、厳しい状況だな…というの

が明らかになるのですが、その中で国全体でどうこうするとい

うような数字が表わされて反映されるのか、その辺についてお

聞きしたいです。 

        それから森林面積についてですが、森林の中で自分の山がど
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こまでなのか測量などがされていない、相続をしたりした後、

凄く困ると話されていまして、後になればなるほど、自分の山

の境を決めるのが大変になるということなので、徐々に助成金

などを出して測量を進めていく事が森林面積の確保すること

の促進策になるのかな…と思います。その辺については、どの

様に、お考えでしょうか。 

        それから里山地区の箇所数が３箇所から６箇所ということ

で、箇所数が尐ないと思いますが、これ以外に個々の地主さん

と、手入れをしたいという市民団体等とをコーディネートして

いくということは、お考えになっていないのでしょうか。 

 

農政課長    ３点についてご質問がありましたが、まず国では農家戸数や

従事者などは、この程度でいいよという数字は提示されており

ません。それぞれの体形によりこの程度でいいよというのはあ

りますが、それは千葉市としてこれだけ確保したいという面積

や生産高から逆算して数値を定めておりますので、目標数値を

今後、３ヶ年計計画で作って参りたいと思います。 

        それから森林面積の確定ですが、きちっとした境が分かりに

くく、昔、国の方でモデル地区を設定して測量をして頂いたの

ですが、なかなか境界が分からない人たちが立ち会っても分か

らなく、なかなか進まないのが現状です。個人の財産の問題も

ありますので、市が介入するというのも難しい部分があります。

この問題につきましては、森林組合と話し合いながら検討して

参りたいと思います。 

        また、里山の箇所数ですが、多い尐ないはあると思いますが

森林ボランティアが森林所有者の了解を得て、整備だとかお手

伝いとをするものについては、センターの林務係と森林組合が

窓口になりまして紹介するというシステムを作りまして、それ

をどう市民に周知していくかというのが問題でございます。こ

の辺も、行動計画の中で検討して参りたいと思います。 

 

小西委員    耕地面積については分かりました。そうするとこれだけを数

値目標としたら、この数値に向かって頑張っていくという事で

すね。 

        測量の方は、何らかの補足審査とかがないと、なかなか進ま

ないと思います。 

        里山の方ですが、林務係でされているというのを是非進めて 

       頂きたいと思います。里山地区にすると、トイレや駐車場など
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を整備しないと、多くの方が活動出来ないけれど、数人の方と

所有者がタイアップ出来れば、所有者の方のトイレを貸して頂

くとか、基盤整備や隣接道路がなくても、関わっていける訳で

すね。里山の整備面積を増やしていく事が重要なので、是非進

めて頂きたいと思います。 

 

松坂委員    数値目標というのは、次の基本計画の中に入っている話です

よね。 

 

農政部長    基本的な事だけ、今回の基本計画に記載させて頂いて、細か

い事については、実施計画であげていく事で検証して参りたい

と思います。今回は、あくまでも基本計画の中の６項目だけを

上げさせて頂いております。 

 

松坂委員    次の基本計画も、その数値と一緒に出して頂かないと、ずれ

ていってしまうのではないか。 

 

農政部長    先に各委員さんに概要だけ説明させて頂き、次に数値目標の

説明、そして答申という形で進めさせて頂きたいと思います。 

 

 

議題３ 「千葉市農業基本計画」に係る答申について 
議題１及び２について意見が無かったため、事務局(今関農政課長)が、「千

葉市農業基本計画（答申案）」に関し資料により説明を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

 

【２ 施策の方向性に対する意見】 

（２）安定した農業経営体の育成 

意見なし 

 

（３）農村と森林の持つ多面的機能の活用 

西山委員    修正前の「多面的機能の維持に努めること」を現在、多面的 

       な機能が維持されているとは言い難いので、「発揮するため」 

       に変更した方がいいと思います。 

 

宇留間議長   いいですか、事務局。 

 

事務局     はい、わかりました。 
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宇留間議長   答申（案）について、修正する事を承認頂けますでしょうか。 

 

各委員     全員賛成。 

 

宇留間議長   それでは「千葉市農業基本計画（案）」に対する意見につい

て、事務局よりお願いいたします。 

 

今関課長    先ほど答申（案）についての意見と併せて基本計画について

の意見を書いていただいた委員さんが何人かいらっしゃいま

したので、まとめてございます。別紙内容により説明。 

 

小西委員    「千葉市農業推進行動計画」というのは、どの位のスパンで

実施し、どの様に市民の意見が入り、あるいは見直しの際に意

見が聞かれるのか、伺いたいと思います。 

 

今関課長    推進行動計画については、平成２３年度に策定いたしまして

平成２４年度から３ヶ年計画で１次、２次、３次として、市の

基本計画と併せまして策定をしていきたいと思います。それぞ

れ基本目標を定めまして、検証しながら３ヶ年計画を進めてい

きたいと思います。 

 

小西委員    そうなりますと、この計画が出来たら、直ぐに次の計画を作

ると言う作業があって、本当に大変だなと。実は、私は、薄っ

ぺらいサラッとしたものでいいと思っています。現実的に、農

業者への支援が必要だなと思いますので、あまりこうゆうのに

時間をかけないで、行動の方に重きを置いてやって頂ければと

思います。 

 

 つづいて答申（案）について修正されたものが事務局により作成され、答申 

書が宇留間会長より市長代理である大野農政部長に渡された。 

 

今関課長    今後のパブリックコメントに向かってのスケジュールを説

明いたします。今日、答申を頂きましたので、これを基にパブ

リックコメントに事務手続きを進めたいと思います。１月１３

日に記者レクチャーをしまして、１月１５日号の市政だより

（全市版）で掲載をさせて頂き、２月１４日まで受付をすると

いうことで予定をしております。なお、意見の対応につきまし

ては、２月中にまとめまして、その対応について会長・副会長
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に御相談申し上げまして、基本としては書面によって皆さんに

お知らせをして御理解を頂くという方向でやりたいとおもう

のですが、大きな修正等がございましたら会長さんに相談し、

委員会を開催するかどうかの判断を仰ぐということで御理解

をお願いいたします。 

        なお、先程から行動計画について話が出ておりますが、農政

の具体的な施策を協議しております「農政推進協議会」で意見

を徴収し、来年の農政審議会で御報告をするということになり

ます。 

 

小西委員    今後、パブリックコメントを実施されるとのことですが、パ

ブリックコメントが、こうゆう計画を作っているというのを知

らせる一番いい方法だと思います。ぜひ農業者の方に、この計

画を作っているというのを知らせるのが一番なので、農協や集

落に何かで出かけて行く事があれば、説明をして頂いて、実際

に農業をしている方の声を拾い上げて計画に反映させていく

というのが大切ですので、そうゆう機会を捉えて実施して頂き

たいと思います。 

 

 

 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。 


