
千葉県農政審議会議事録 

 
１ 日時 平成２４年１月１６日（月）午前１０時から午後１２時まで 
 

２ 場所 千葉県文書館６階多目的ホール 
 

３ 出席者 

【審議会委員】 

  伊藤 勲   秋山 光章  松下 浩明  山本 友子  プリティ長嶋 
相川 勝重  岩田 利雄  林   茂壽   吹野  美才  菅谷 健一   
鈴木 一男  根本 実   齋藤 昌雄    和田三千代  栗栖 喜子 
山本 和子    松田 苑子   菊池 眞夫  

 【県職員】 

  農林水産部長、農林水産部流通販売担当部長、農林水産部次長、農林水産部次長、 
  農林水産部次長、農林水産政策課長、団体指導課長、生産販売振興課長、 

担い手支援課長、農村環境整備課長、安全農業推進課長、農地課長、耕地課長、

畜産課長、森林課長 
 

４ 議題 

 東日本大震災及び原子力発電所事故による本県農林業への影響と対応 
（１）千葉県の被害状況等について 

（２）東日本大震災による農林業施設の被害内容及び復旧状況について 

（３）放射性物質による被害状況及びその対応について 

（４）国への要望について 

（５）千葉県震災復旧及び復興に係る指針原案並びに東京電力福島第一原子力発電

所事故に係る対処方針について 

（６）災害復旧の状況について 

５ 審議内容 

発言者 発言内容 
司会 開会を宣言。委員数１９名のうち１８名出席により会議の成立

を報告。 
農林水産部長 （あいさつ） 

千葉県農政審議会の開催にあたり、一言御挨拶を申し上げます。 
委員の皆様方には、御多忙の中、御出席を賜りまして誠にあり

がとうございます。 



また、日頃より本県農業の振興に、特段の御理解・御協力を  

賜っておりますことに、改めまして厚くお礼申しあげます。 
さて、県内におきまして、昨年 3 月 11 日の東日本大震災に  

より大変な被害を受けてから、10 か月を経過したところです。 
県では、震災発生後直ちに、被災した農林漁業者の経営再建  

支援や損壊した施設等の復旧などに、全力で取り組んでまいりま

した。 
また、農林水産物への放射性物質の影響についても、モニタリ

ング検査を実施するとともに、あらゆる機会をとらえて、県産農

林水産物の安全性と消費拡大の PR に努めているところです。 
今後は、震災前にも増して、競争力の高い産地づくりや、生産

力の強化、県産農林水産物の積極的な販売など、関係機関、団体

の方々と緊密な連携をとらせていただきながら、各種施策に全力

で取組み、本県農林水産業のさらなる発展を目指してまいります。 
本日は、大震災及び原発事故による本県農林業への影響と、  

これまでの県の対応について御報告するとともに、今後の県の 

取組方針について、委員の皆様から御意見をお伺いしたいと考え

ていますので、よろしくお願いいたしまして、挨拶といたします。 
司会 委員及び県職員を紹介。 
司会 審議会の委員の任期は、平成 22 年 6 月 1 日から 24 年 5 月 31

日までの 2 年間であり、昨年度に開催された審議会において、  

会長には菊池委員が、副会長には林委員が選出されており、千葉

県行政組織条例第 32 条の規定により、会議の議長は会長があた

ることとされていることを報告。 
司会  菊池会長にあいさつを依頼。 
会長 （あいさつ） 

 ただいま、御紹介いただきました、菊池でございます。 
 委員の皆様の御協力により、円滑な審議を進めてまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
 さて、3 月 11 日に起こりました東日本大震災は、「想定外」と

いう言葉が飛び交いましたが、未曾有の災害であり、農業に本当

に大きな被害をもたらしたことは、皆様御承知のとおりです。 
 それから 10 カ月経ったわけです。 
 この席で、私は毎年、千葉県の農業は大きな危機に直面してい

ると毎回申し上げていますが、今回は本当に、この震災の前と後

で、これから 5 年後、10 年後、あるいは 50 年後に、ここで    



大きく日本は、あるいは千葉県はこういうふうに変わったぞと 

いうことを、必ず振り返られることになると思います。 
 震災にも増して、電力の制限、もちろん原発事故による放射性

物質の汚染とそれに伴う風評被害があり、農産物の海外の輸入 

制限など大きな被害を受けたわけです。 
 加えて、欧州の金融危機、史上最高の円高や、TPP など日本の

経済、産業界が激変しています。 
 このような中で、生産者のことはもちろん、消費者のことも含

めて、長期的視点に立ちつつ、直面する課題に的確に取り組んで

いくにはどうすればよいか、皆様とともに考えていければと思い

ます。 
 それでは、忌憚のない御意見をお願いいたしまして、挨拶と  

させていただきます。 
司会  菊池会長に議事の進行を依頼。 
議長  議事録署名人に齋藤委員、吹野委員を指名。 
両委員 了解。 
議長  審議会は、県の「審議会等の設置及び運営等に関する指針」に

より、原則として公開することとなっていることを説明。 
 本日は、一般傍聴者がいないことを委員に伝える。 

議長  議題の（１）千葉県の被害状況等から、（５）千葉県震災復旧  

及び復興に係る指針原案並びに東京電力福島第一原子力発電所 

事故に係る対処方針についてまで、一括して県の説明を求める。 
農林水産政策課長  資料１から資料５により説明。 
議長  議題の（６）災害復旧の状況について県の説明を求める。 
耕地課長  資料６により説明。 
議長  議題の（１）から（６）の県からの説明に対し、委員の意見、

質問を求める。 
委員 液状化でパイプラインが被害を受けているが、パイプラインの 

うち、塩ビ管の場合は、石綿管のような被害は全然無いのか。復旧

しなければならないのは石綿管だけなのか。 
耕地課長  今回紹介した地区では、塩ビ管は被災していなかった。塩ビ管

は可撓性（かとうせい）管といって、ある程度のズレには対応  

できる。ただし、大きなズレが生じたときなどは塩ビ管でも、  

はずれるなどの現象が生じる。今回紹介した地域では、塩ビ管は

きちんと機能していた。 
委員 液状化で噴砂が激しく、水田の中に大きな穴が開いている所が



かなりある。その穴の埋め戻しの問題がある。 
噴砂を埋め戻すだけでは水が保持できない。耕盤に穴が開いて

しまうと、埋め戻しただけでは、水が保てず、ザルみたいに地下

に水が浸透してしまうことが予測される。あれだけの相当な数の

噴砂の穴を、どのようにして、用水が地下浸透しないように復旧

させていこうと考えているか。 
耕地課長  噴砂孔を探してふさぐのは、とても不可能。噴砂のあった所は、

耕土と噴砂が混ざってしまうが、表土扱いのように剥ぎ取りし、

きちんと耕盤を作るような形で、ブルで固めるというような対応

をしたい。 
 耕土と砂が混ざってしまうので、その後は施肥等の対応をせざ

るを得ないと考えている。 
委員 排水の暗渠の被害は発見しにくい状況にある。県は、どれだけ

破損箇所を把握しているのか。 
また、私どももアンケートをとって調査したうえで、補助事業

の検討を始めているわけだが、4 月までにやらないと、田植えが

始まってしまうので、そういった意味では、今年の 9 月、10 月の

刈り取り後まで、復旧事業が継続されるのかどうか聞きたい。 
耕地課長  暗渠排水の被害の把握は非常に難しいが、災害復旧事業は、  

その年の 12 月までに全て国の方の確認を受けないと、災害復旧

事業の認定を受けて補助金をもらうことができないことになって

いる。このため、地元にはお願いして、暗渠排水が壊れているで

あろう所については、水を流すなどの方法での確認をお願いした。 
委員  災害復旧事業の補助金はいつ支払われるのか。 
耕地課長  災害査定を 12 月いっぱいで終わったところである。農林災害

の場合は、市町村内における全ての災害復旧事業費を、関係する

受益者の数で割って、個人負担がいくらになるかによって、補助

率が決まるという制度になっている。補助率が確定する時期は、

どうしても 12 月いっぱいになってしまう。今回の震災だけでは

なくて、他にも台風被害等もあるので、基本的にはそういった  

ものも全て集めて、市町村の補助率を決めることになっている。 

最終補助率がもうすぐ確定するので、それに基づき国からの 

補助金が確定して、初めてお支払いができる。ただ、基本補助の

65%の範囲であればいつでもお支払いできるが、確定した後にま

た再度申請しなければいけないので、二度手間になることから、

多くの場合は、年が明けてからの支払いをしている。 



委員  放射性物質の問題で、安全農業推進課が、県内各地の農地の  

土壌検査をやったと思うが、結果はもう出ているのか。 
安全農業推進課長 ７月までに県内 30 地点を調査し、これについては 8 月の段階

で公表している。最大で 777 ベクレルという数値が出ている。 
その後、この地点を含めて 103 地点を調査しており、結果は  

3 月中に国から公表になる予定で作業を進めている。 
委員 不幸にして原発事故が発生したわけだが、まだ終息していない。 

その中で、俗に言う風評被害について感じたことは、いち早く県

が対応して、出荷停止の指示を出した部分については、東京電力

も 100%近く補償した。千葉県において、またこのような環境に

なった場合には、今まで同様、いち早く指示を出してもらいたい。 
農林水産政策課長 原発事故については、終息していないので、今後また国の動向

を見て、あるいは出荷制限等が仮にあれば、迅速に対応してまい

りたい。損害賠償の請求にあたっては、関係団体とも協力しなが

ら、県としても精一杯やっていきたい。 
委員 今日は議題には無いが、ＴＰＰの問題を議題に入れてもらえれ

ば、なお幸いだった。 
農林水産政策課長  議題については、特に今年は、震災と原発の被害が非常に大き

かったので、これについて御報告し、御意見を頂戴するという  

内容にさせていただいた。 
委員  ＪＡグループに対しては、損害賠償請求額の 90%が支払われて

いるが、肉用牛の損害賠償請求生産者会に対しては、10 億円の 

請求額があるのに、支払額は 4 億 2 千万円ということで、これは

どの部分に対して請求があり、どの部分に対して支払われて、  

要望がかなわなかったのはどの部分なのか。また、今後の支払い

の見通しはどうか。 
農林水産政策課長  ＪＡグループは 5 月から請求しているが、肉用牛生産者会の 

請求は 11 月から請求しているという時期的な違いがある。 
委員  時期的な違いがあるということならば、これからこの値は、90%

近くまでいくのかどうか。今後の見通しはどうか。 
農林水産政策課長  きちんとした請求であれば、それに基づいて当然支払われると

考えている。県も支払われるように支援していく。 
委員 「風評被害」という言葉は、公にはあまり使ってほしくない。

消費者というのは、まず命の安全を継承していくという、そう  

いう目的で生きているわけなので、簡単に風評被害と言われたく

ないというのが一つある。 



今回、なぜ風評被害と言われるようになったかと考えると、  

最初に本当の情報が国から出てこなかったため、皆さん疑心暗鬼

になったのだと思う。 
放射性セシウムの新たな基準が 4 月から設定されると聞いてい

るが、これと今までの基準とを見比べてみても、かなりの違いが

ある。 
放射性物質に対して、閾値が無い、どこからが安全で、どこか

らが危険があるというのが、無いと言われているので、できるだ

け放射性物質が少ないものを消費者は求めることに対しては理解

してほしい。 
 私が住んでいる我孫子市では、公園の砂場で 0.32 という値が 

出ているので、農地にもこれだけのものが降り注いでいる。これ

が、農作物の中にどれだけ吸収されてしまうのか、厳しく検査し、

指導してもらいたい。 
 二本松でお米からセシウムが検出されたが、そこと変わらない

くらいの放射性物質が、東葛飾地方は降っていることを念頭に 

置いてもらいたい。 
農林水産政策課長 「風評被害」という言葉については、原子力損害賠償紛争審査

会という国の機関での議論でも、消費者の方がそれなりの根拠を

もって買い控えるということであるので、「風評被害という言葉は

適当かどうか」という議論があったが、他に適当な言葉がないと

いうことで、紛争審査会の中でも使われている。 
そういうことで、風評被害という言葉を今回の資料でも使わせ

ていただいている。 
それから、いろんな形での情報の提供についてですが、我々と

しては、消費者の安全・安心のため、県がきちんとモニタリング

検査を実施して、結果を迅速に公表していくということが大事だ

と考えている。 
また、できるだけ放射性物質が少ない方が良いというのは、  

おっしゃるとおりで、現在、県の農林総合研究センターで、放射

性物質の低減技術の研究をやっているので、その研究成果を踏ま

えて今後に生かしていきたいと考えている。 
委員  我々が、東京電力に損害賠償請求するにあたって、弁護士に言

われたのは、「風評被害」というのはありえないと、根拠がないも

のの被害というのはありえないと、だから、風評に伴う根拠のな

いものに対しての被害であり、正式に法廷用語で損害賠償請求 



するときには、「風評被害」というのは間違いですよと言われた。

風評に、根拠のないものに伴う被害なのだと、こういうふうに  

理解してくれと言われた。 
 それから、我々生産者の立場として、悪いものは消費者の方に

はお届けできない。安全で安心なものをお届けさせていただく、

というのが我々生産者の立場である。 
委員 3 月 11 日以降は、千葉県は田植えをする準備にかかっている 

時期なので、田植えを少なくとも 5 月の半ばくらいには終えて、  

5 月いっぱいは最終かなと思っていた。 
農家がすごいなと思ったのは、液状化したところも、消防の  

ポンプのホースを使って、田んぼに水を入れて作付けをしていた。

その後、刈り入れの時に見に行ったら、きちっといつもと同じ  

ように収穫していた。 
私の町では、災害対策で 5 月いっぱいまでに用水の復旧が全て

終わった。米を作らなければ、生産者は 1 年間田んぼを放置して

しまうわけなので、基幹産業が農業の町としては、5 月いっぱい

は田植えをするという覚悟で一斉に仕事に入った。 
災害の中で、一番大事なのは、スピードだと思った。 
そういう意味においては、お役所仕事とよく言われるが、県の

皆さんの経験則の中で、いろんなことを知っていたので、対策が

早かった。 
ただ、今原発の問題がいろいろ出ていて、今後、生産したもの

がきちんとした形で、消費者に販売できるのかどうか、農家の方

はたいへん不安に思っている。そういう不安の解消はどうするの

か、そういう問題の解決にとりかかってもらいたい。 
農業県千葉が 24 年の春先からどういう方針で、農業を展開  

しようとしているのか聞きたい。 
農林水産政策課長 資料の「千葉県震災復旧及び復興に係る指針原案」でご説明  

したように、2~3 年を目途に復旧を目指していく。また、中長期

的に見て、単なる復興ではなく、千葉県農業が、さらに発展して  

いくということが重要であると考えている。 
基本的には、昨年度の農政審議会で御審議いただいた、千葉県

農林水産業部門別計画を策定してあるので、農業産出額第 2 位を

目指して、きちんと発展させてまいりたい。 
農林水産部長 23 年度はまさに復旧が中心だったが、やはり復旧だけではなく

復興という概念が必要。私どもは、昨年も早期の対応ということ



を考えて、国の方へお願いしてきたが、国は組織が大きいという

ことで機動性がないため、県としては当面できることを、柔軟に、

できるだけやろうということで、対応させていただいた。 
先ほどの基盤整備の問題もそうだが、最新の技術とかいろんな

ことも含めると、復興という概念を出していかないと、従来の  

制度だけでは、なかなかのりきれない部分がある。国の方にも  

要望させていただきながら、そういった概念を作りながら取組ま

せていただく。 
また、来年度に生産基盤の再興といいますか、再構築といいま

すか、基盤作りに向けて改めてやっていかなければいけないので

はないかと思っている。 
関係者の話では、産地の弱さが出てきていると聞いているので、

これについても、農業県千葉のしっかりした基盤作りに向けて、

一歩でも、前進できるようにしたい。 
現在、知事にも予算のお願いをさせていただいているところで

あり、そういったことも考えながら、やっていかなければならな

いと思っているので、御支援をお願いしたい。 
委員  原子力発電所事故に関連した現状の確認をしたい。こちらの 

方で、直売所にかなり影響が出て、イチゴ等の観光農園がかなり

打撃を受けているようだが、1 月に入って、イチゴの直売の   

シーズンと、そろそろ菜の花のシーズンに入ってくると思うが、

現在の状況とお客様の入る見込み等を教えてほしい。 
併せて、輸出についても、現状と見込み、対策を教えてほしい。 

農村環境整備課長  直売所の関係については、震災が起こってから、大手の直売所

に個別に電話等で聞いたところ、多いところで、だいたい 2 割の

売上げ減。普通で 1 割程度の減という回答であった。 
 最近、お客様が戻ってきているということは聞いているが、  

観光客がかなり落ち込んでおり、それに伴って、南の方の、観光

と一緒に直売所をやっているようなところは、まだ客足が戻って

ないと聞いている。 
生産販売振興課長 輸出については、たいへん厳しい状況にある。特に、東南アジ

アが輸出の中心になっていたが、農産物のほとんどが、今止まっ

ている。特に、最も多い香港では加工品を除くと、全て止まって

いる。シンガポールも同じような状況。台湾については、全ての

商品で止まっている。 
ただし、時間が経過して、環境が少しずつ変わってきており、



輸出証明があれば輸出できるとか、水産物では、一部、産地証明

等で受け入れてくれるといった動きも出てきた。 
県としては、いつ、輸出できる状況になっても大丈夫なように、

県内の生産者団体と連携を密にして、輸出に向けた準備をしてい

る。 
委員  県の方で、かなりモニタリング検査を充実させていて、良い  

対応を千葉県はしたなという印象を受けた。 
しかし、実際の農家の現場では、消費者に安心してもらうため

には、個別で検査するしかないということで、かなり高価な検査

機器を自分の家で買った人、直売所単位で買った所、あるいは  

検査の証明書が必要だということで、流通に求められて、県の  

検査が間に合わないので自費で検査をしているケースをかなり 

聞いている。 
 こうしたことに対して、費用弁済をするような動きがあるか 

どうか。無ければ、是非それはお願いしたい。 
農村環境整備課長  検査の費用弁済については、今のところそういう制度はないの

で、直売所と意見交換しながら、必要に応じて検討してまいり  

たい。 
委員  無利子の補給とか、運転資金を貸し付けるというのは、非常に

大事だとは思うが、現在の貸付額 3 千万円は少ないなと思う。  

資金ニーズに対して、宣伝が行き届いていないとか、手続きが  

煩雑だということで、農家が申請できていないのではないかと 

いうこともあるので、そのへんは是非、力を入れてもらいたい。 
団体指導課長  融資関係の制度については、市町村とともに、利子補給をする

という形をとっているので、少し時間的なものがかかるが、逆に

言えば、市町村を通じて、農家の皆さんにお知らせしているとい

うことなので、今後も周知徹底を図りながら、支援していきたい。 
委員 電力制限の問題だが、500kw 以上使用する者に対して、前年の

使用料のピーク時の 15%カットということになった。大利根用水

とか、両総用水とか印旛沼用水いう大口の農業用水を取水する 

土地改良区が制限を受けた。農業用水の必要な時期に 15%カット

されてしまうということなので、時間注水をやる必要があり、  

たいへん苦労した。 
原子力問題は先行き不透明である。今年の電気の使用量という

のは、どのように規制していくのか。原子力発電がほとんど全部

動かなくなってしまうと、今年はまた更に制限されてしまうのか



なと思うが、見通しはどうか。 
耕地課長  今の時点では、今夏の電力使用制限の見通しについては、   

私どもではお答えできない。ただ、昨年度は、農業用水の必要性

をきちんと国に伝えて、共同利用スキームという形で揚排水機場

をトータルで見てもらって制限を緩和するというような対応を 

したので、今年も同様の対応をしていきたいと考えている。 
委員 資料 6 の 13 ページの「災害復旧事業制度の充実に向けて国の

施策に対する提案・要望」のところに、３．１１以前にあった   

本県農業の問題、ＴＰＰとか、高齢化とか、そういうのを含めて、

ここに将来のビジョンを踏まえた、農業の集約化とかを記載して

はどうか。 
農林水産政策課長  資料６の 13 ページについては、今回の災害復旧事業の国の  

制度に対する提案・要望をまとめたものですので、国等の復旧  

方針もありますので、それを踏まえて対応していくということで、

この資料の中では、そういう整理をさせていただいた。 
委員  東京都は水道管を強化した。そこで、農道の下に配管をして  

耐震化するといった工夫ができないか。 
耕地課長  パイプラインの復旧については、水道と違って農業用水道は 

費用対効果の面で、非常に難しいものがある。主要な道路等に  

埋設する際には、耐震化しているので、そういった基準をきちん

と適用した上で、耐震強化を図ってまいりたい。 
委員  先ほど林会長から話があったＴＰＰについて、林会長の発言は、

ＴＰＰは千葉県農業に対してたいへん影響が大きいので、断固と

した反対をするべきだという主旨かと思う。そのことについて、

他の委員から反対が無ければ、議事録に残してもらった方がよい

と思う。 
議長  委員から御発言があった内容を議事録に残すことは可能である

ので、そのように対応する。 
 農政審議会の委員の個々の方々から、この問題について意見を

言うということではなく、農家にとって重要な問題だという提起

があったということである。 
委員  有害鳥獣の件についても議題に入れるべきである。 
議長  ＴＰＰも有害鳥獣も、農政審議会で十分に議論しなくてはなら

ないが時間がなくて残念である。 
議長  議事の終了を宣言。県からの発言があるか問いかけ。 

 



農林水産部長 たいへんいろいろな御意見を頂戴し、まことにありがとうござ

いました。これだけの委員の方々にお集まりいただくのは、なか

なか難しいので、また、いろんな機会で、御意見を賜れれば、   

たいへんありがたいと思います。 
先ほどから出ております、安全・安心の関係ですが、県でも  

ホームページを早い段階から立ち上げておりますので、そう  

いった情報を是非、関係の皆様方にお示しいただきますよう、  

併せてお願いできればと思います。 
また、施策の方向性の話もいろいろございます。これから   

私たちもしっかり内部で議論しながら、国へも要望をさせていた

だこうと思っています。 
今後とも、地域を支える力強い農林水産業の実現に向けて、  

引き続き御指導のほどを賜りますようお願いします。 
議長  議長を降りる旨宣言。 
司会  閉会を宣言。 

 


