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令和２年度 「千葉市農政審議会」議事録 

 

１ 日  時  令和２年１０月１４日（水） 

午前１０時００分から午後０時１５分 

 

２ 場  所  議会棟３階 第１委員会室 

 

３ 出 席 者   

委 員：１２名 

中島賢治会長  松岡延浩副会長 

三瓶輝枝委員  村尾伊佐夫委員 椛澤洋平委員  

小坂さとみ委員 鷲見隆仁委員 長谷部衡平委員 

小島英男委員  実川文子委員 斎藤昌雄委員 

石出博子委員  

事務局：８名 

経済農政局長（加瀬） 

農政部長（表谷）  農政センター所長（高須）  

農地活用推進課長（岡本）  

農業生産振興課長（圓城寺） 

農政課長補佐（中坂） 

企画班主査（柴田） 企画班（関下）  

 

４ 議  題 

（１）  会長及び副会長の選任について 

（２）  千葉市農林業成長アクションプランについて 

 

５ その他 

（１）「千葉ウシノヒロバ」プレオープンについて 

（２）千葉市食のブランド「千（せん）」認定制度について 

 

６ 議事概要 

（１）  中島賢治委員が会長に、松岡延浩委員が副会長に選任され

た。 

（２）  事務局より千葉市農林業成長アクションプランについて説明

をし、了承を得た。 
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（３）事務局より「千葉ウシノヒロバ」プレオープンについて、千

葉市食のブランド「千（せん）」認定制度について報告を行

った。 

 

７ 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、会議が成立している旨が告げられ

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、委員の選任後初開催の審議会とな

るため、司会より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。 

次に、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となり、仮議長の選

出については事務局に一任されたため、事務局が長谷部委員を指名

し、仮議長に選出された長谷部委員が、小島委員と実川委員の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 

 会長選任については、仮議長より中島委員を会長にと推薦があ

り、全員これを了承したため、中島委員が会長に選任され、挨拶を

行った後、条例第５条第３項に基づき中島会長が議長となった。 

 副会長の選任については、全会一致で中島会長に一任されたた

め、中島会長が松岡委員を指名し、全委員これを了承、松岡委員が

副会長に選任され、挨拶を行った。 

 

議題２ 千葉市農林業成長アクションプランについて 

事務局(表谷部長)が、千葉市農林業成長アクションプランについ

て説明を行った。 

続いて、以下の質疑応答があった。 

 

【村尾委員】 

 平成２３年に策定された現千葉市農業基本計画が１０年間という

ことで、本年度が最終年度となると思います。まず、そちらの基本

計画についてどういう取り組みがなされてきたのかということで振
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り返るととともに、その後継計画となるこのアクションプランの基

本的なことを確認できればと思いまして、質問させて頂きます。農

業基本計画には基本的な数値目標というのが掲げられていると思い

ます。例えば農家の戸数、優良農地面積、あるいは森林面積などが

あるわけですけれども、１０年後その数値目標に対してどのような

取り組みがなされてきたのか、数字で示せるところも含めてお示し

を頂くとともに、この評価あるいは１０年前この基本計画がたてら

れた時の農業の環境における様々な課題があって、今回のアクショ

ンプランにつながっているのかと思いますけれども、１０年間も経

ちますと色々な課題も変わってきているのかなと想定されますけれ

ども、その辺も含めて説明と評価して頂ければと思います。 

 

【中坂補佐】 

まず基本計画を策定した際の農家戸数は、平成２２年度が基準年

次となるかと思いますけれども、その当時は２,６４２戸でございま

した。当時における、１０年後の目標値は２,３６１戸でございまし

た。平成２７年度はすでに２,０１３戸ということで目標値を下回っ

ている状態でございます。令和２年における農林業センサスではさ

らに減少している可能性が高いと考えられます。これについては高

齢化による担い手の減少であったり、少子化による後継者不足と複

数の要因があると考えております。今回農家数の減少を食い止める

ためにも、アクションプランにおける戦略２の中で、個別農家の持

続性確保と経営力強化として新たな担い手、多様な担い手の確保を

目標としておるところでございます。その中で農業への企業参入の

促進ということもいれております。今回のアクションプランによ

り、現在明らかになっている喫緊の課題に対応して参ります。 

 

【岡本課長】 

優良農地面積でございますが、これは農用地区域面積と生産緑地

面積を合計した数字で出しております。平成２２年度時は２，２６

6ha、平成３２年度は２，２３２ha で、令和元年度は２，２３５ha

で目標値はわずかに上回っておりますけれども基準年次と比較しま

すと減少しておりまして、その要因と致しましては農業者の高齢化

や後継者不足、担い手の減少などが考えられると思います。従いま

して、今後につきましては新規の個人、法人の参入支援の促進を進

めるとともに、担い手のさらなる農業経営拡大のための経営・技術
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支援や流通・ブランディング支援など一体となって取り組んで参り

たいと思います。 

 

【高須所長】 

森林面積についてお答えさせて頂きたいと思います。基準年次平

成２２年度におきましては４，５０１ha、目標値と致しましては平

成３２年度４，３８１ha を想定しておりました。現状値、令和元年

度では４，１６６ha になっております。森林面積は令和元年度にお

きまして、３３５ha の減少ということで目標値を下回っておりま

す。整備面積につきましては、平成２２年度の８２ha から令和元年

度の４ha と減少傾向にあり、１０年間の累積でも３８２ha と約１割

に留まっております。木材価格の低迷や相続により森林所有者が細

分化されていること、高齢化による担い手の減少などの要因により

管理されずに荒廃する森林も増加しており、森林整備の理解醸成を

含む十分な対応が出来なかったものと評価しております。また今後

は、昨年９月の台風での倒木による大規模な被害なども発生してい

ることから、防災の観点を含めて、森林を本市が計画的に整備して

いくことや、担い手である千葉市森林組合の育成・強化などの総合

的な対策が必要であると認識しております。 

 

【表谷部長】 

アクションプランにつきましては先ほども説明させて頂きました

通り、基本計画を踏襲した上で策定するものとしております。基本

計画自体の評価はどうかということで現行の基本計画は令和４年度

を目標として策定している状況でございまして、このアクションプ

ランの内容をしっかりと評価致しまして、次の基本計画に盛り込ん

でいきたいと思っております。千葉市全体の評価と致しましては、

農業者さんの数が高齢化も含めて減っているということで、このア

クションプランを踏まえまして、できるだけ新しい方に入って頂く

ということで企業も含めて新しく若い方に入って頂けるようにとい

うことで、千葉市の農業を見直していきたいと思っております。 

 

【村尾委員】 

 気になった点でいえば、農家戸数は平成２７年の数値ということ

で、示された数値が古い。今、特に問題となっている農家の戸数が

減ってきているということで、減り方が急激なのかそうじゃないの

か、千葉市の農業の課題をしっかりと捉えるためにはやはり直近の
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数字もお示し頂くということが必要かなと思っておりますので、よ

ろしくお願い致します。 

 先ほどのプランの中で計画１の成長産業化というものがあります

が、特に千葉市と同じように近隣政令市においてもさいたま市など

も農業に力を入れていると思いますけれども、これから参入しよう

としている企業が千葉市を選んで頂くことが大切であると思うんで

すね。本市の近隣市との差別化を図るということで、企業から選ん

で頂くための取り組みについては具体的にどのようなことをやって

いるのか。併せて、これまでの企業の参入状況について具体的な数

字について教えて頂ければと。また参入して頂いた企業が安定した

経営を行うことができる状況を作っていかないと、千葉市を選んで

頂く理由の１つに繋がっていきませんので、本市において企業が安

定した経営を行っていくための支援についてお聞きしたいと思いま

す。 

 

【岡本課長】 

 まず一点目ですが、昨年度から経済農政局内に「農業法人誘致プ

ロジェクトチーム」を立ち上げ、本市の立地的な特性や支援施策の

周知、優良な農地の確保など、一体となって誘致の強化を図ってお

ります。さらに今年度法人参入に適したまとまった農地を洗い出す

「農業法人参入基礎調査」を実施しており、その結果をもとに候補

地を選定し、関心を示している法人に対し、農地の特長や各種支援

制度の提案を行い誘致に結びつけております。 

 次にこれまでの法人の参入状況についてですけれども、昨年度末

時点で４０社の企業が参入、営農しております。法人については独

自技術や交通の便が良く大消費地に近い本市の特長を活かした、高

収益な農業の活性化や地域における雇用の創出、大規模農地の有効

活用等に寄与しているほか、今後参入を希望する企業のモデルとな

る効果も考えられております。 

 また、参入した企業が安定した経営を継続させるための支援の取

り組みと課題についてですが、参入企業及び企業が毎年報告する事

業報告書を提出するよう求めておりまして、また地元からの情報に

注視し、農業経営や技術などに課題が見られる場合、農政センター

等と連携し、早い段階からアドバイスを行っていくようにしており

ます。そして、「農業生産力強化支援制度」により、生産性向上の

ための環境整備を支援することで、参入企業の安定した農業経営の

開始、その後の成長を支援しております。また、参入後に生じる農
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業経営の問題を解決し、成長を促していくために、農政センターに

よる土壌診断や優良種苗の供給など技術面における協力、さらに農

産物の魅力を高め、収益を上げていくためのブランド化・販路拡大

の支援など、農業経営上の様々な局面に応じた効果的な支援策を実

行して参ります。 

 

【村尾委員】 

 農業への法人参入はこれからますます加速化すると考えられます

ので、今まで以上に千葉市を選んで頂けるように取り組み、対策、

支援を含めて行って頂ければと思います。次に 戦略２についてです

が、多様な担い手の確保ということで、農業従事者が減る中で、い

かに減っていく速さを遅くするか、あるいはプラスしていかないと

いけないかといった状況にあると思うのですが、多様な担い手の中

には農業の経験のない非農業から農業を志す方や、後継者として新

規就農したいといった方もいると思いますが、そういった方々への

支援の取り組みについてもう一度確認の意味も含めてお示しを頂き

たいと思います。 

 

【高須所長】 

 農政センターでは新規就農を希望される方については、新規就農

希望者研修ということで２年３ヶ月のプログラムを行っておりま

す。内容的には３ヶ月の農政センターでの実習がありまして、その

後１年間は、農家さんのところで実習を行い、最後の１年間は実際

に使用する土地を農政センターでご用意致しまして、１年間営農し

て頂きます。最終年度は農政センターの職員が実際現場の方に赴き

まして、栽培指導を行っております。今回実習にあたりましては、

農政センターの方では補正予算をつけて頂きました直進アシストト

ラクターと栽培ナビゲーションシステムの活用を図りたいと考えて

おります。より魅力を高めて、若い就農者の増加を図りたいと考え

ております。 

 

【村尾委員】 

 よく言われる農家の里親制度が国の制度としてあると思います

が、千葉県内でもそういった制度を活かして一人前の農業者として

見守っていくといういわゆる子弟関係ですね。本市においてはこの

ような制度は活用されているのか。されていらっしゃるのであれ

ば、その制度に対しての認識や状況を教えて頂ければと思います。 
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【高須所長】 

 農家の里親制度というのは使っておりませんが、先ほども申し上

げた通り、１年間農家の方にお世話になるといったこともございま

すので、そこでの人間関係を活かして、実際に自分が農業をスター

トした時に色々な相談に乗って頂くということをしております。 

 

【村尾委員】 

 国の制度としてこういった制度があって補助金なども出るといっ

たことを勉強させて頂いております。近隣ですと柏市などがそうい

った制度をやっているようでございますのでそういったことも調査

して頂いて、活用できるものは是非。また、最大の課題というの

は、土地を確保するということなのでそういったことも含めてご検

討頂くようよろしくお願い致します。説明の中で農政センターの話

もでておりました。造られたのは、何年ぐらいでしょうか。相当、

老朽化もしているかなと思うのですけれども、そういった課題につ

いてはどのように対応されているのかお示しを頂きたい。 

 

【高須所長】 

 農政センターができたのは昭和５３年でございまして、開設から

約４０年が経っております。施設の老朽化が進んでおりまして、適

宜必要な修繕を行っております。今後は農業の生産性の向上に向け

て、スマート農業の推進を目指しており、アグリテック企業の農政

センターの活用を促進するため、施設を改修し企業と連携しやすい

環境を整備することを検討しております。 

 

【村尾委員】 

 1 つの拠点になるわけですので、しっかりとした整備も含めて今 

後も取り組んで頂ければと思います。そうした中で戦略２で、既存

の農家、特に個人でやっている農家ではどういったニーズがあるの

かというのが大事かなと思うのですけれど、説明の中では専門の技

術員が市内農家を巡回し様々な課題解決に向けて情報提供されてい

るということでございますけれども、マンパワー不足ということで

聞いております。すべての農家に対してきめ細やかな指導は難しい

と思うのですが、巡回以外で農家の方がどのようなことを求めてい

るのかということを把握しておられると思いますが、そういった取

り組みにについてお示しを頂きたいなと思います。 
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【圓城寺課長】 

 昨年度家族経営農家が抱える課題を把握するため、アンケートを

実施致しました。その結果、農畜産物への新たな価値の付加のため

の支援・農業機械のメンテナンスに関するサポート・耕作放棄地対

策など多様な要望があがりました。昨年部内にてプロジェクトチー

ムを立ち上げ、アンケート結果をヒントに支援策を検討し「農林業

成長アクションプラン」への盛り込みを図るとともに、令和２年度

予算への反映を行いました。具体的には、市内農業者の６次化支援

に向けた加工施設の設備導入に係る支援、新規就農者向けの研修内

における農機具メーカー協力による機械メンテナンス講習会の実

施、県事業を活用した耕作放棄地対策の拡充など家族経営農家への

支援を実施致しました。 

 

【村尾委員】 

聞いた話ではいちごの消費量が全国で１位。そういった強みがあ

るわけですから、国内外に千葉市の強みをアピールして頂いて、農

政の強化・成長に向けて今後もしっかりと取り組んで頂きたいと思

います。 

 

【小坂委員】 

 現在減少する農林業に対して、また今後も引き続き農地を手放す

農家さんの減少に歯止めをかけるために、成長戦略としての収益力

を UP させるため、大規模化またスマート農業化することへの賛同を

致します。ここで質問がございまして、本市としての有機農業の推

進に関してはどのように取り組みをなされているでしょうか。 

 

【中坂補佐】 

 有機農業は非常に栽培等々難しく、安定的な供給が難しいと考え

ております。一般的な栽培と比べて労力等もかかり、価格が高くな

るというようなこともわかっております。有機農業にこだわって生

産されている農業者さんもいらっしゃいますが、データ的には全体

的に少なく、販売先が定まっていないといったこともわかってきて

おります。その中で農政部と致しましては、販売がいかに支援でき

るのかと、いまのコロナ禍の中で、販売するルート「イーコマー

ス」ですね。オンラインを使ったところの販売支援を取り組み始め

ているところでございます。 
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【小坂委員】 

農林水産省から食料・農業・農村基本計画が令和２年３月に出さ

れておりまして、そちらの資料によりますと国内外の有機食品市場

規模の推移と致しましては、２００９年が１，３００億円だったも

のが２０１７年は１，８５０億円に上がっておりまして、この傾向

は右肩上がりに推移している状況でございます。これは世界規模で

も同じ傾向になっておりまして、更にはコロナ禍におきまして健康

志向が強くなっていることから有機農産物への興味が更に高まって

いるということでございます。有機農産物に対しての将来的な可能

性としてはどのように捉えていらっしゃるのでしょうか。 

 

【表谷部長】 

 有機農業に関しては、新規就農者の方で希望される方が非常に多

いのですが、生産技術に関しては非常に難しい。農政センター中心

に技術指導を行い、生産量をあげていくといったところでございま

す。その中で健康＝有機農業ではないです。健康に関する実証はさ

れていないといったところでございます。国として有機をなぜ推進

するかというと環境保全、基本法の中にもそういった記述がされて

おります。そういった中で日本国内において有機を行うというの

は、イーコマースの販売戦略として有機農業を扱うという方に対し

て、支援をしていきたいなと考えております。 

 

【小坂委員】 

 農林水産省と致しましては、これから３０年、有機農業の取り組

み面積・農業者数を現在の３倍にまでしたいということで示されて

います。各自治体が寄り添っていく必要があるかと思いますが、本

市としての寄り添い方についてお教え頂けますでしょうか。 

 

【表谷部長】 

 生産の技術的な部分において、しっかりと支援していきたいと思

います。有機農業をやられる農家さんは、環境農業といわれるとこ

ろがございまして、周辺に虫が飛んでくるなど周りの方の理解が必

要かと思われます。そういった部分をしっかりとサポートしていき

たいなと思います。 
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【小坂委員】 

 国連貿易開発会議で世界中の農家さんのうち８０％が小規模農家

ということで、そういった小規模農家さんをサポートしていかない

と人類は食べていけない時代がやってくると言われております。本

市としても大規模農業が１つの戦略であるということは承知してお

りますが、だからといって小規模農家さんがなくなるわけではござ

いません。国連開発会議の資料によりますと、有機農業で小規模農

家さんでありますと収益率は３５％とれていると報告もなされてお

ります。当然部分的なこともあるかと思いますが、現在有機農業の

市場も右肩上がり上がっているということでございますので、成長

戦略につきましては市場の状況も踏まえた上で、計画を立てていく

ということが不可欠であると考えられますので、その点についてア

クションプランの策定する上で考慮して頂けますようお願い致しま

す。 

 

【椛澤委員】 

 農政センターのリニューアルの件で、私も実際見てきましたけれ

ども、１点目としてガラス温室の空き状況の稼働状況について、地

元の農家さんに展開できないか。農業技師の指導力の強化というこ

とが盛り込まれていると思うのですが、農業技師さんがかなり高齢

化している。今後スマート農業ということで農業技師さんはじめ、

そういった ICT に特化した人材の確保が非常に重要になってくると

考えられます。これまで農業技師をどれくらい採用してきたのか。

状況も含めて教えて頂ければと思います。 

 

【高須所長】 

 ガラス温室について、一部活用できていない状況があります。今

後アグリテック企業の方に活用方策の提案を頂きまして、周辺の農

家の方にもご利用頂ければと考えております。農業技師についてで

すが、１番若い農業技師が４２歳。１９年間、農業技師を採用して

いないという現状で、本年度も試験を行いましたが採用に至りませ

んでした。今後の最新の技術を取り入れていくうえで、優秀な職員

を確保することが非常に大切であると考えております。来年度の試

験に向けて、能力の高い人材をいかに引き付けるか工夫したいと思

っております。 
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【椛澤委員】 

ぜひ来期に向けて、積極的にそういった人材を採用して頂いて、

IT の訓練を含め能力をつけていくことが大切であるかと思います。 

地産地消の視点で、「つくたべ」４５件登録があるんですか。ただ

市民の認知みたら、２割。ほとんど市民のみなさん知らない。私は

２０１８年の議会で提案したんですけど、地産地消条例ですか。消

費者に対する意識付けが極めて大切でありまして、そこに対する取

り組みですね。条例も含めて、ご検討頂きたいなと思っておりま

す。 

 

【中坂補佐】 

 例えばですね、いちごの消費量が全国 1 位。こちらについては市

民皆様への認識ができていないということで、どのように市民へア

ピールしていけるかということで、こちらも千葉市「つくたべプロ

ジェクト」の中でもできることがないか、考えておるところでござ

います。加えて消費者向けということでございますけれども、スー

パーマーケットさん「イオン」さん「ヨーカドー」さんと連携協定

を結びまして。まさに本日からイトーヨーカドー幕張店さんにおい

て三市連携の産物のフェアを行っております。また明日から千葉市

フェアということでイオン鎌取店の方で、２０日まで開催する予定

となっております。例えばイオン鎌取店、こちらについては千葉市

の物産についてはかなり市民の方に認知されておりまして季節ごと

にフェアを開催させて頂いております。 

 

【椛澤委員】 

 フェアについては私自身も見たことがありまして、非常に良い取

り組みをされているなと。また来年が千葉市１００周年を迎えると

いうことで、そのタイミングで例えばニンジンだとか色々なブラン

ドとタイアップして、市民の皆様に意識付けを行って頂きたいと思

っております。昨年の台風によりまして、私の緑区では大変長期の

停電に見舞われました。長期停電になった理由はやはり、倒木なん

ですね。こちらについては強力に推進して頂いて、災害に強い街づ

くり。こちらも強力に推進して頂くことをお願いしたいと思いま

す。 
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【高須所長】 

 昨年の台風の被害ですね。千葉市の場合ですと、最大で１０万世

帯、２０日間の停電が発生致しました。今年度災害に強い森作り事

業ということで、被害を及ぼすおそれのある森林を伐採して、低木

を植えるという事業を行っております。２カ所用地を選定して、協

定を結んで、伐採を行っていきます。来年度以降もそういった取り

組みを継続していきます。予防伐採によって、倒木を防いでいきま

す。 

 

【椛澤委員】 

 いつ台風が起きるかわからないので、面積を拡大して行って頂き

たいと思います。最後に国連の家族農業、この視点はとても大切だ

なと思っておりまして。大企業が入って利益が上がらず撤退した場

合、その農地はどうなるのか。昨年の台風があった時に、地元の農

家さんがチェーンソーなどで倒木した木を切ってくださったりし

て、家族農業って大事だなと思いました。個別農家の方のニーズの

支援を行ってくださっているのはわかります。１つ要望したいの

は、機械の購入の支援ですね。あと、農家さんの跡取りですね。そ

の方が就労する場合の支援。新規の就農の方の場合は国の補助金が

出てくるんですけど、農家の跡つぎの場合は何もないんでね。千葉

市独自で、何か取り組みを。そうでないと、２，０００戸の農家が

更に減少してしまうと。 

 

【圓城寺課長】 

機械の支援についきましては市単独で農業生産団地育成事業補助

金というのがございまして、今年度から、さらにスマート農業を推

進するにあたり、さらに事業メニューを拡充して支援を行っており

ます。 

 

【高須所長】 

 農政センターにおきましても、既存の農家の後継者、定年就農の

方にいちごやトマトの栽培技術の習得を目的とした研修を実施して

おります。 

 

【表谷部長】 

 継承者の支援については、正直、市の制度として不足している部

分がありますので、今後取り組んでいきたいと思っております。 
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【椛澤委員】 

 国の方ではそういった支援が特にないので、市で独自で検討して

頂ければと。家族農業を守って頂きたいなと思っております。 

【小島委員】 

 企業参入についてですけれども、先ほど４０社ほど千葉市はある

ようですけれど、収支状況とか撤退したところとかあると思いま

す。そちらの状況ついて、お聞きしたいと思います。 

 

【岡本課長】 

 参入しました法人につきましては、生産量についての報告を毎年

求めております。売上高などの収支につきましては、様々というこ

とで、参入と共に撤退する企業も毎年１、２社ございます。撤退の

内容と致しましては、参入したものの農業経営の戦略等が不十分で

あったり、天候等によりうまくいかなかったものでございます。 

 

【小島委員】 

赤字は何社で黒字が何社か、資料は手元にあるものの中味は把握

していないということですね。もっと慎重に企業を誘致しないと。

私の地区は犢橋ですけれども、企業が６０棟以上のハウスを作っ

て、撤退するようです。私は土地改良の役員もやっておりますが、

こんな土地ではダメだと反対しました。それにも関わらず、誘致し

たのですから、市の責任もありますよ。ですから、慎重に誘致を行

って頂きたいと。それから、後継者の育成の支援をもっと進めて頂

きたいと。あと価格安定について。こちらについては、千葉市はか

なり力を入れてくださって本当に感謝をしております。８０％の小

規模農家、こちらについてはこのような小規模農家を守って頂ける

ような支援をぜひお願いしたいと思っております。リタイアした方

の就農支援もぜひ行って頂ければ。また農政センターですけれど、

技術員が農家を巡回するということで、マンパワーが足りていない

んです。作物の品種規格、試験、そちらについてはセンターの方で

は全く今は関わっていないということで。あとは中間管理機構との

連携、千葉市は市独自で農地銀行もありますし、この管理機構との

関わりについてお聞きしたいと思います。それから有機農業の関係

ですけれども、インショップが千葉市は相当進んでおりましてデパ

ートの中で展開をしておりまますが、実際見に行ったことはありま

すか。相当な品物が揃っておりまして、しょいか～ごでも有機のコ

ーナーを作って展開しております。これから有機農業を進めていき
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たいという方の支援をしていかないと。我々の方でも、７人の技術

顧問がおります。７人だけでは回り切れないということで、こちら

についても支援をお願いしたいと思っております。 

 

【表谷部長】 

企業参入につきまして、仰る通り企業のチェックを厳しくやって

参りたいと思っております。後継者の方の育成支援ですね。現在千

葉市でご用意しているものを活用して頂く他に、国の施策としての

支援もございます。そちらも併せて活用して頂ければと思います。

また、地元農家さんからも「最近センターの方来ないね。」という

お話を頂いておりますので、人材の採用をこれから進めて参りたい

と思います。インショップ、１つの販売戦略として非常に有効でご

ざいます。今後もサポートをさせて頂きたいと思っております。 

 

【岡本課長】 

 農地中間管理機構と市の農地銀行との違いについてですが、農地

銀行の方が手続きについてもう少し柔軟に対応しております。より

手続きが簡便な使いやすい制度として、使い分けをしております。 

 

【小島委員】 

 中間管理機構については政府が進めているものであり、２つの制

度が存在して良いのか。農地銀行から中間管理機構に繋げるのは、

有りだが別々に進めるというのはどうなのか。我々農地利用集積円

滑化団体は、全て中間管理機構に移行しようということで毎月進め

ております。同じものが２つ存在するのはどうなのかと。その点に

ついての見解を教えて頂ければと思います。 

 

【表谷部長】 

 現状、中間管理機構の使いにくいところを農地銀行で行っており

ます。政府の方でも少しずつ使いにくい部分等改善されているかと

思いますので、その方向性が合ってくれば寄せていこうかなと思っ

ております。 

 

【小島委員】 

 政府がやっている中間管理機構、確かに小回りが利かないという

点はございます。我々がやっております円滑化事業、こちらについ

ては廃止になるということが決定されております。今、現状契約期
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間が１０年ありますので、徐々にということで。市の方も国に一本

化していくという方にもっていかないと農地の対策も難しくなって

いく。情報を密にするとか全部移行するとか、そういうところが各

市によって対応がだいぶ違うんですね。四街道や八街については市

の機関がありませんので、全部中間管理機構に。習志野は、独自

に。佐倉に関しては、やはり中間管理機構に全て通しております。

行政によって対応が違うのはいかがなものかと思いまして、発言さ

せて頂きました。 

 

【三瓶委員】  

 １０年間の中で農地転用された部分がどれくらいあるのか。大企

業が農地転用した部分はどれくらいあるのかを教えて頂ければと思

いまして。 

 

【岡本課長】 

 昨年度の農地転用面積でございますけれども、所有者の方が変わ

らないで農地転用したケースが約７．５ha。所有者の変更がありま

して農地転用されたケースが約３４ha。概ねこのレベルで毎年推移

しております。大企業の農地転用についてですが、一般的に大企業

と言われる企業は１ha 程度の農地を取得することが多いようです。 

 

【三瓶委員】 

 農地であっても農地でなくなっていくケースもあるのかなと。私

の知人でも、インターチェンジの近くに土地がありまして。今後も

地の利を生かした取り組み、そちらもされていくのかなと思いまし

て。そちらの歯止め、その点についてどのようにお考えになってい

るのかを教えて頂ければと思います。 

 

【岡本課長】 

 農地法による制限でかなり厳しく縛られております。例えば、千

葉市の農地に単に店舗を出したいなどといったことであれば、かな

り厳しい条件で制限しております。 

 

【三瓶委員】 

 農地とされているところで、市街化区域ではどれくらいあって、

転用が難しいとされているところはどれくらいあるのか教えて頂け

ればと思います。 
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【岡本課長】 

平成３０年度のデータでございますが、市街化区域内の農地の面

積が２６２ha、市街化調整区域内の農地の面積が４，１８０ha でご

ざいます。 

 

【三瓶委員】 

 どんな風に歯止めを行っているかを教えて頂けますでしょうか。 

 

【岡本課長】 

実際転用するにあたりまして、農地法に照らすのはもちろんであ

りますが、果たしてそこが転用が必要なのか、他の農地以外の用地

ではダメなのかということも確認しながら許可申請を受け付けてお

ります。 

 

【三瓶委員】 

 アクションプランを実行して頂いて、農業が魅力ある職業に、そ

して若い方々や女性が働きやすい環境作りをしていかないと。農業

従事者が増えていかないと困るので。アクションプランにおいて、

その魅力作りという点ではどのような取り組みがなされていくので

しょうか。 

 

【表谷部長】 

 千葉市は都市部に近いというところで、農村部と都市部に生産基

盤を確保しやすい。その中で、イーコマースということで千葉市の

新しく立ち上げるブランド「千」また農政センターのサポートをこ

れからしっかりと構築していかないといけない。そこで例えば、ス

マート技術の指導など千葉市の農業へ参入しやすいと認識してもら

えるように。千葉市のアクションプランの中にも盛り込んでいます

ので、しっかりと実行に移していきたいと思います。 

 

【三瓶委員】 

 「カッコいい」「稼げる」などのキーワードがないと新規で農業

に取り組む方も入っていかないというか、より魅力的な農業、「働

きがいがあり」「稼げる」といったキーワードを使ってアピールし

ていって頂きたいと強く要望していきたいと思います。それと、犢

橋の企業が撤収した件ですが、撤収費用等はどうなるのかその辺を

お伺いできればと思います。 
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【岡本課長】 

 現在建っているハウスの撤去費用については、現在参入している

企業負担により撤去する予定でございます。撤収完了後、２年間は

農地中間管理機構から地権者の方に地代を引き続きお支払いするよ

うになっております。 

 

【三瓶委員】 

 せっかく貸し出した農地を企業側の理由によって撤収されてしま

うのは、大変残念な気持ちになるのではないか。今仰ったことは、

今回の件に関わらず全ての件に関して適用になるのでしょうか。 

 

【岡本課長】 

農地中間管理事業を使って参入した場合につきましては、撤収完

了後２年間地代をお支払いしております。またこの制度を使ってい

ない場合でも、撤収した費用を地権者の方に支払いして頂くという

ようなことはございません。撤去費用については、参入した企業が

支払うことになります。 

 

【三瓶委員】 

 悪質な企業に貸した土地を元に戻してもらえないというような状

況になった場合の対応を、市民に周知されているのかもう一度お聞

きしたいと思います。 

 

【岡本課長】 

 例えば参入した企業が撤退して土地がそのままになってしまった

場合、そしてその企業と連絡がつかなくなってしまった場合、責任

者の移転先の調査を行いまして、その方と連絡を取りまして、地権

者の方と話し合いをするよう促しております。 

 

【三瓶委員】 

 地権者が煩わしい手間を被るということがありますと、先々企業

に参入してもらうタイミングを失いかねないと思うんです。地権者

の方に迷惑をかけない仕組みをつくって頂けるということでよろし

いんでしょうか。 

 

 

 



 

18 

【岡本課長】 

 参入にあたりましては、企業は地権者の方と契約書を結んでおり

まして、こちらにも提出を頂いております。撤退するにあたって、

しっかりとした話し合いがなされるか、そういった視点で、農業委

員会でもしっかりと指導をしております。 

 

【三瓶委員】 

 農家の方が騙されることがないように、その辺のサポートをお願

い致します。それから有機農業についてですが、市民の方が食べて

安心できるといったところで、一方で量が少ない。今減農薬、農薬

というのは出荷すると同時に農薬が消えて蒸発するということを聞

いているんですけれども、減農薬や農薬についてはどのように確認

されているのか教えて頂ければと思います。 

 

【圓城寺課長】 

 千葉県におきまして農薬ですとか化学肥料を２分の１以下にする

ということで、「千葉エコ農産物」の認証を進めております。千葉

市内では１９事業者が、認証を受けております。こちらの方々の支

援としては、農政センターで行っております土壌診断ですとかそう

いった支援を行っております。 

 

【三瓶委員】 

 普段大勢の農家の方々が農作物を作る時の農薬の状況がどうであ

るのか、そちらをお聞きしたいと思います。 

 

【圓城寺課長】 

 農産物により、個々に使用する農薬や使用頻度が決められており

ますのでそちらに基づき農薬を使用するよう指導しております。市

場出荷につきましては農協さんと連携しながら、栽培指導等実施し

ておりまして引き続き行っていきたいと考えております。 

 

【三瓶委員】 

 農作物に対して、農薬がどれくらい残るのか。洗えばすぐに落ち

るのか。農作物に浸透してしまうのか。そういったことはどのよう

に把握されているのかを教えて頂ければと思います。 
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【圓城寺課長】 

 農薬に関しては、出荷何日前までの使用とか基準が定められてい

ます。それに従って栽培して頂くように、指導しております。基準

に満たないものは出荷しないように指導しております。 

 

【中島委員】 

 農薬に関しては、個々に質問を願います。この後その他もありま

す関係で、時間が足りず申し訳ありません。 

 

【三瓶委員】 

 千葉市の農家の大半の方が、減農薬とか農薬を使わずに消費者の

方の口に入る際には安心して食べられるように指導して頂きたいと

思います。 

 

【鷲見委員】 

 千葉市農林業アクションプランについては、非常にまとまりのあ

る大変素晴らしい施策であると思います。気になるのはやはり、少

子高齢化。いかにこの業界に若者に興味を持ってもらえるか、とい

うことではないかなと思います。やはり若い方になりたい職業に

「農林業」を選んで頂きたい。その中で、市内の児童、生徒さんへ

の農林業の教育や学生さんへの農林業への就職支援をどのように取

り組んでらっしゃるのかを教えて頂ければと思います。今の若い方

はなりたい職業が年収が高いものが多い。実際にビジネスモデルと

して、農業がどれくらい儲かるのかと。これから就職する方々に実

際のビジネス研修を行っているのかを教えて頂ければと思います。 

 

【高須所長】 

 子供に対して農業を知ってもらうという取り組みは、市内の小学

３年生を対象に芋ほりやニンジンの収穫を行っております。毎年３

０校近い学校が来ておりまして、農作物の説明や将来に向けた取組

の説明を行っております。 

 

【中坂補佐】 

 いま仰って頂いたことは、農政部としてもかなり大きな課題であ

ると考えております。実際の平均年齢は６０歳以上で農業従事者は

さらに減っていくものと考えております。いま、まさに何かやらな

いと間に合わないという風に認識しております。その中でアクショ



 

20 

ンプランの中でどういったことができるかを検討しております。特

に子供たちに向けての取り組み、また新規就農者への農業が稼げる

仕事であるというアピール、加えて ICT 化。農業技師が少なくなっ

ている中で、ベンチャー企業などの外部の方の参入もありますの

で、千葉市の農業が稼げるというアピールをして頂くとともに、既

存の農家さんとも連携して取り組んで参りたいと思います。 

 

【鷲見委員】 

 農政課さんの方でも色々な取り組みをしてくださっていることは

わかりますので、子供たちへそして新規就農者の方々への取り組み

を継続して頂くことを強く要望したいと思います。 

 

【石出委員】 

 令和元年度から始まりました、森林環境譲与税の使い道の考え方

を教えて頂ければと思います。森林の伐採と植林を行うとあります

が、植林においてはどのような形で行いますか。 

 

【高須所長】 

 森林環境譲与税の使い道についてですが、森林整備の中で今回、

災害対策という観点を重視した中で森林整備を行っていきます。植

林は、道路に近いところから低木・中木・高木という「マウンテン

型」での県の指導を受けておりますので、そういった植林を行って

いきます。今後木が成長しても電線に架かることがないようにして

いきます。 

 

【松岡副会長】 

 農政センターのリニューアルについては、必然性のあることとし

て取り組んで頂きたいと思っております。ここで農業のスマート化

なんですけれども、立地が良いと補助金がたくさんはいってくると

いうことで、千葉市は農業のために補助金を使って何をするかをこ

こにうたって頂かないと。逃げられてしまったりとかあるので、そ

こは十分注意して頂きたいなと。 

【中島会長】 

修正は必要ですか。 

 

【松岡副会長】 

修正までは、結構です。コメントとさせていただきます。 
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【中島会長】 

他に、よろしいでしょうか。 

それでは、議題２「千葉市農林業成長アクションプランについ

て」承認いただける方は、挙手を求めます。 

賛成、全員。議題２について承認といたします。 

 

 議題につきましては、以上となります。 

 

 

その他  

（１）「千葉ウシノヒロバ」プレオープンについて 

（２）千葉市食のブランド「千（せん）」認定制度について千葉市 

 

事務局(中坂補佐)が説明を行い、特に質問はなかった。 

 

最後に、事務局（中坂補佐）より、閉会宣言をし、審議会が終了

した。 

 

 

 

 

問い合わせ先 

千葉市経済農政局農政部農政課 

電話０４３－２４５－５７５７ 


