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平成２４年度千葉県農政審議会議事録 

 
１ 日  時 平成２４年１１月１４日(水) 午後２時から午後４時３０分まで 
２ 場  所 県庁南庁舎９階第３会議室 
３ 出 席 者［審議会委員］※敬称略 
       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 吹野 美才 林  和雄 鈴木 一男 
       根本  実 斎藤 昌雄 和田三千代 大江 靖雄 

      ［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 （１）千葉県農林総合研究センターの機能強化について 
  （２）千葉県第二次食育推進計画の策定について 

５ 審議内容 
発 言 者 発 言 内 容 

司会 
（農林水産政策課副課長） 

【開会】 
 ただいまから「平成２４年度千葉県農政審議会」を開会いたしま

す。 

 しばらくの間、進行を務めさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

本日は、委員数１６名のうち、１４名の委員の御出席をいただい

ております。 

「委員の半数以上が御出席」されておりますので、本審議会の  

設置根拠である千葉県行政組織条例の第３２条第２項に規定によ

り、本審議会は成立していることをご報告いたします。 

 それでは、はじめに、農林水産部長から挨拶を申し上げます 
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、一言ご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様方には、御多忙のところ、御出席いただきまして誠に

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・御協力を賜り、     

厚くお礼申し上げます。 

さて、昨年度に開催させていただいた農政審議会では、東日本大

震災による農林水産業施設の被害状況や、東京電力福島第一原子力

発電所の事故に伴う 県内農林水産物への放射性物質の影響につ

いて御報告させていただいたところですが、１年７ヶ月が経過した
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現在では、農林水産業施設の復旧について、ほとんどが復旧済みと

なっておりますが、被害の大きかった土地改良施設では本年度末ま

でに８割完了する見通しであり、２５年度末までに全てが復旧完了

する予定です。 

また、海岸県有保安林についても早期に復旧完了する予定です。

県内農林水産物への放射性物質の影響については、引き続き、放射

性物質モニタリング検査を実施するとともに、県産農林水産物の安

全性と消費拡大のＰＲに積極的に取り組んでまいります。 

 本日は、新品種の開発や病害の防除技術の確立などの試験研究を

通じて、本県の力強い農林業を支える役割を果たす「千葉県農林総

合研究センターの機能強化」と、「食」を通して郷土意識を育みな

がら健やかな体と豊かな心を持った人づくりを目指す「千葉県第二

次食育推進計画の策定」について、県の検討案を御報告するととも

に、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  ここで、御出席の委員の皆様をご紹介させていただきます。 

 委員の皆様方には、平成２４年８月１日付けで委員への御就任を

お願いしたところでございます。 

 それでは、委員のご紹介をさせていただきます。 
（委員を紹介） 
続きまして、県職員を御紹介いたします。 
（県職員を紹介） 

司会  続きまして、本審議会の会長、副会長の選任をお願いしたいと存

じます。 

 皆様には平成２４年８月１日から２年間、委員を委嘱させていた

だいておりますが、今回は委嘱後初めての審議会開催となりますの

で、改めて会長、副会長の選任が必要となります。 

 千葉県行政組織条例第３２条第１項で、会長が会議の議長となる

旨規定しておりますが、会長、副会長が選任されるまでの間、   

仮議長を選任していただき、進行をお願いしたいと存じますが、  

いかがでしょうか。 
委員 異議なし（全員了解） 
司会 それでは、仮議長の選任について、委員の皆様にお諮りいたしま

すが、いかがでしょうか。 
委員  事務局一任 
司会 事務局一任の声がありましたので、和田委員にお願いしたいと存

じますが、皆様いかがでしょうか。 
委員 異議なし（全員了解） 
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司会 それでは、和田委員に仮議長をお願いしたいと存じます。 

 恐れ入りますが、和田委員には議長席にお移りいただき、進行を

お願いします。 

（和田委員、議長席に移動） 
仮議長 ただいま仮議長に選任された和田でございます。 

 御協力のほどよろしくお願いします。 

 では、当審議会の会長、副会長の選任を行いたいと思いますが、

選任方法について、事務局から説明してください。 

事務局 会長、副会長の選任について御説明します。 

 千葉県行政組織条例第３０条第１項により、会長、副会長は委員

の互選により定める旨規定されております。以上でございます。 

仮議長  事務局から、会長、副会長は委員の互選によると説明がありまし

たが、いかがでしょうか。 
委員 会長は千葉大学大学院教授の大江委員に、副会長は本日御欠席 

されておりますが、前回同様、千葉県農業協同組合中央会の林委員

にお願いしてはどうでしょうか。 
仮議長 ただいま、会長に大江委員、副会長に林委員と御提案がありまし

たが、いかがでしょうか。 
委員 異議なし（全員了解） 
仮議長 「異議なし」とのことですので、当審議会の会長は大江委員、  

副会長は林委員ということで決定いたします。 

それでは、会長、副会長が選任されましたので、これをもちまし

て仮議長の任を降ろさせていただきます。 

御協力ありがとうございました。 

（和田委員、自席に移動） 
司会 和田委員、ありがとうございました。 

新会長に選任された大江会長には、議長席へお移りください。 

（大江会長、議長席へ移動） 

それでは、大江会長にご挨拶をお願いいたします。 
会長（大江委員） （あいさつ） 

千葉大学の大江でございます。皆様よろしくお願いします。 
初めてでございますので、一言、自己紹介も兼ねて挨拶させてい

ただきます。 
私は前会長の菊池と同じ学科におります。専門は農業経済学であ

りまして、研究のテーマは農村ツーリズム、グリーンツーリズムで

して、農村資源の新しい可能性を明らかにしたいということで研究

しております。 
今回、千葉県の農政審議会は非常に重要な審議会ということを存

じております。ここで、審議いただく内容については、できるだけ

長い視点でご議論いただくことと、様々な分野の専門家の皆様にい
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らしていただいているので、幅広い視点で議論をしていただくとい

うことがこの審議会の目的であると思います。 
千葉県は個人的な印象でありますが、農業のポテンシャルが高い

地域ということで、皆様御同意いただけると思いますが、そのポテ

ンシャルを十分発揮できているかというと、まだまだ力を出し切っ

ていないと思います。 
千葉県の潜在能力をフルに発揮できるよう、農政審議会を通じて

お役に立てればと思います。 
皆様の活発なご議論と建設的なご意見をお願いして、挨拶としま

す。 
司会 ありがとうございました。 

 それでは、大江会長に「議長」をお願いしたいと思います。  

 よろしくお願いします。 
議長（大江会長） 【議事】 

それでは、これより議長を務めます。 

皆様の御協力をお願いします。 

まず、議事録署名人の選任を行います。 

署名人は議長から指名したいと思いますが、御異議ありません

か。 
委員  異議なし（全員了解） 
議長 では、議事録署名人は、鈴木委員と根本委員にお願いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

両委員 （了解） 
議長  次に、会議の公開について、説明します。 

 県の｢審議会等の設置及び運営等に関する指針｣に基づき、原則、

公開するものとされておりますので、御了解ください。 

 （事務局が議長に傍聴者の有無を報告 傍聴希望者なし） 

 本日は、傍聴希望はありません。 
議長 【議題１】 

 それでは議事に入ります。 
議題は全部で２つありますが、個別に県から説明を受け、ご意

見・質問をいただきます。 
初めに「千葉県農林総合研究センターの機能強化について」、  

事務局から説明してください。 
担い手支援課長 （資料１により説明） 
議長 それでは、ただいまの説明に対してご意見ご質問がありましたら

お願いします。 
委員 
 
 

病害虫防除という項目は入っていたけれども、ウリ科野菜、果実

の汚斑細菌病対策について、千葉県に蔓延した場合には千葉県は壊

滅的な影響を受けるということがわかっているはずである。 
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国は、種苗会社がほとんど海外で種苗を作らしているということ

であるが、それを輸入して今回の汚斑細菌病問題が起きてきたわけ

で、要するに栽培地での検査を義務付けているということで、国の

検疫所がしっかりとした検疫をやっていない、目視で通していると

いうのが結構あるわけです。 

そういった意味で、千葉県としても、種苗会社との関係を作りな

がら、輸入種子の検査もやはりきちんとやらなければならないので

はないか。 

（汚斑細菌病は）破砕して細胞分析までやらなければ発見できな

いわけだから、目視ではとてもじゃないけど発見できないと思う

し、防除できないと思う。 

そういった意味で、県や世界中で汚斑細菌病が蔓延しているわけ

だから、それを海外で作らせた種子を輸入しているのは種苗会社だ

から、その点をしっかりとらえて種苗会社から種子を千葉県で販売

する場合には千葉県で検査をしていくという、種子の提供を義務付

けるということをやっていかないと。 

国の検疫所はいいかげんなことをやっている。そのようなことで

は、病害虫がどんどん蔓延してしまうなと。 

そういう実態がわかってきているのに、なぜそういった問題をき

ちんとした検査をやるつもりがないのかどうか、その辺を聞いてお

きたい。そうしないと本当に千葉県だけじゃなくて、日本中に蔓延

したら壊滅的な状況になる。 

この辺はやっぱりしっかりとらえてもらわなければいけない。 
議長 防疫体制に関する質問ですが、いかがでしょうか。 
安全農業推進課長 ご質問の点でございますけれど、まず植物検疫という観点からお

答えさせていただきたいと思います。 

植物検疫につきましては、種苗も含めまして、農林水産省の植物

防疫所が、ご存じのように植物防疫法に基づきまして検疫を行い、

国内に侵入させてはいけない細菌であるとかウィルスを定めまし

て、それに罹病していないということを確認の上、輸入するという

ような仕組みになっております。 

ただいまご指摘のあった今回のスイカ果実汚斑細菌病について

も、この指定された病気のひとつでした。 

しかし輸出国において栽培地検査を行ったということですけれ

ど、残念ながら罹病した種子が輸入されてしまったということで、

本県でも発生をしてしまったものでございます。 

県からも再三、国の方に要望させていただきまして、これに対し

て国は、現在、今回の輸出国で台湾になりますけど、実質的に輸入

を停止いたしまして、その上で原因を究明し、回答するように求め

ていくということでして、一旦回答はあったようですけれども、不



6 
 

十分だということで、再度回答を求めているというように聞いてお

ります。 

県といたしましては、植物防疫については、基本的に国の責務と

いうことでございますので、侵入警戒病害虫については、輸出国に

おける栽培地検査の徹底などについて、強く要望してまいりたいと 

いうように考えております。以上です。 
議長 どうでしょうか？ 
委員 要するに、栽培地での検査を一応義務付けているというのはわか

っているけれど、それが不十分なんですよ。私は横浜の検疫所に問

い合わせしたけれども、その回答はきわめて不十分な回答であっ

た。やる気がないんですよ。はっきり言って国のほうも。 

そういう意味では、やはり国に対してもっと強く要望して欲しい

し、また栽培地での検査に頼っていたのでは必ずや国内に入ってし

まう。だから、きちんと国の検疫所もしっかり検査をする。そして

県としても、千葉県で販売しようとする種苗会社に対して種子の提

供を求めて、そういった検査をやっていくべきであろうというの

が、私の意見です。やるべきだと私は思う。そうでないと壊滅的な

影響を受けます。既にそういった状況は出始めてきているわけだか

ら。近隣諸国で多発しているんですよ。ご存じですか。 

だからそれを県としてもしっかりやれと申しあげている。 
議長 防疫は基本的には国の仕事なんですが、それが非常に不十分で、

野菜、作物だけでなく、家畜に関しても同じようなことがいえます

よね。口蹄疫なんかまさにそういう、非常に不安を高めるというこ

とがあるかと思います。 

それを国ができなければ、県で出来ないかということですけれ

ど。（国と県の）役割分担との関係もありますから。 

その点について、補足してお考えいただければいいかなと思いま

すけれど、どうでしょうか。 

安全農業推進課 国のほうで、防除にあたってのマニュアルのようなものは定めら

れております。 

その中で国がやるべきこと、それから県がそれをサポートして確

実に防いでいくようなことが定められておりましたが、これもかな

り不十分な部分があって、しっかりしたマニュアルにするように、

国のほうに求めているところでございます。 

そのような連携関係を当然のことながら作りながら、対策には当

たっていきたいというふうには思っておりますけれど、検疫所の問

題は輸出国からですね、日本は輸入国というような関係で、種を受

け入れるという形になりますので、ここの部分はやっぱり国がしっ

かりおさえていただかないとどうにもならないということで、重ね

て要望はしていきたいと思っております。以上です。 



7 
 

委員 様子を見させていただきます。 

議長 今の点に関しましては基本的には国の防疫体制をしっかりやっ

ていただくというのが基本だと思いますので、県のほうとしても、

やはり、その役割分担の中できっちり要求をしていただくというの

が、やっぱり正論じゃないかなと。 

以上でよろしいでしょうか。ほかはどうでしょうか。 
委員 この農林総合研究センターが農業試験場の時代から大きな成果

をあげているということは、農業に係る、携わる人たちは、皆さん

承知といいますか、理解、認知していると思います。 

地道な研究は農業にとって大事なことであるということは言う

までもないことで、是非、今、話がありましたような形で進めてい

ただきたいと思いますけれども、２つ質問させていただきたいと思

います。 

1 点は今の千葉市にありますセンターを、あのままで機能強化と

いうようなお話でしたけれど、昭和 38 年ごろの建設した頃と、現

在では、ご承知のように周りが住宅地になっており、試験場として

の立地条件としては非常に悪くなっているではないか、という気が

するんです。 

あそこの場所をもっと充実強化させるということで、問題がない

のか。要するに、例えば農薬の試験をしたり、周りの住民はそうい

ったことに敏感になっております。 

そういったことを含めて、周辺が住宅地になったための、あるい

は広いか狭いかわかりませんけれど、手狭になってきたような、窮

屈になってきたような気がするのですけれど、そういったところの

問題がないかということをまず質問させていただきます。 

議長 地域社会の関連ですね。どうでしょうか。 
担い手支援課長 先ほど委員がおっしゃった通り、昭和 38 年に今の本場の地区に

移りましたが、当時は農業試験場でございますが、全体で約 32 ヘ

クタールであり、確かに当時に比べると周りに住宅が大分多くなっ

てきております。 

その辺は現在のところ特に問題ありませんし、また、試験場の土

壌を管理するというのは、そう簡単にはいきません。昭和 38 年以

降あの農場を管理してきて、作ってきたものでございます。 

そういうことで、他にすぐ移転して、今の研究の質を下げないで、

これだけの土地に行くことが可能かというと、ちょっと不可能であ

るということであります。 

また、今の現在の当地は、調整区域であって問題もございません

し、県の中心部であるということで、農業者も多く集まりやすい、

交通の便もいいということで、今の場所で建替えを検討したいと考

えております。 
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委員 移転が不可能という結論はもう既に出してあるんですか。 

担い手支援課長 検討の段階では、「かずさ」の現地を見たりしておりますが、土

壌を見ても、栽培研究をしたりする土壌ではないということでし

た。 

よって移転は難しいと考えております。 

委員 もう 1点は、やはりこのお話がありましたように、これからも試

験場、試験研究に対する期待といいますか、新しい時代に対応する

ような技術研究等は期待が大きいものがあると思います。 

そんな中で、今見ましても、やはり建物はみすぼらしいし、なん

かちょっと古すぎるなという感じがします。 

お話がありましたような再建計画、あるいは新しい時代に向けて

の展開をするのであれば、お金がかかるわけですね。 

それを考えた時に、私はよくわかりませんけれど、県の財政事情、

多分財源苦しいものがあると、いつも言われております。 

そのような中で、やっぱり、きちんと何年間でこの計画を進めて

いくのかという年次計画を出さないと、とてもその目的達成は不可

能だと思いますので、是非これは財政とも相談しなければいけない

かもわかりませんし、あるいはいろいろな部署との調整も必要だと

思いますけれど、やはり、ただこういう計画がありますよだけでは

とてもその目標や目的達成はできないと思いますので、是非年次計

画をきちんと出して、県知事はじめ、県議会の皆様にも認めてもら

って、それから進めなければ進まないと思いますので、その辺をよ

ろしくお願いしたいなと思います。 

議長 機能強化に関しての実施計画を作ってはという意見だと思いま

す。 

担い手支援課 委員がおっしゃる通りでございます。 

今回ご説明いたしました具体化に向けました、アクションプラン

の本場本館の建替えも含めてではございますが、今後検討していく

内容を示させていただきました。 

機能強化については、具体化できるものから順次やってはいきた

いというふうに考えてはおりますが、先ほど委員おっしゃいました

通り、財政課等関係の部局と調整しながら、年次計画を作って建替

えに向けた努力をしてまいりたいと思います。 

委員 まずそれを先にお願いしたいなと思います。 

議長 
 
 

試験場の移転に関しては、私ども千葉大の園芸学部もだいぶ議論

した経緯があります。松戸の園芸学部も都会のど真ん中にあるよう

なところでございまして、相当に新農場を探しに行ったり、いろい

ろやったんですけれど、もし場所が適切に決まったとしても、それ

から畑を、試験がちゃんとできるようになるまでは 10 年はかかる

ということなんですね。畑はやはり熟畑化して試験できるようにし
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なければならない、やっぱり移転するコストもかえってかかってし

まうということがありますので、その点もやはり十分考えていく必

要があるなと思います。 

ありがとうございました。ほかはどうですか？ 
委員 
 

先ほどからご説明を伺っていたのですが、農林総合研究センター

の再編に向けてということで、今回審議会で何を議論するのかなと

思って、事前にちょっとレクチャーを受けたりしたのですが、今日、

再編強化について、冊子が加わっておりまして、これを事前にちょ

っと見せていただいておりましたなら、もう少し頭の中が整理でき

たのかなあと思います。多分今日参加していらっしゃる皆さんのほ

うも、今日はじめてこれを目にして、急に何にも出てこないのでは

ないかという気がするんですね。ですから是非審議会のメンバーに

は事前にこういった資料も一緒に送っていただきたい。その上で今

日出席すれば、それぞれに、それぞれの立場からの思いをここでお

話することが出来るんじゃないかと思いますので、今後は是非ちゃ

んとした資料を事前に送っていただきたいと思います。それから、

農林総合研究センターそのものの年間の予算がどのくらいか、教え

ていただきたいのですが、研究センターのスタッフの人数を見まし

たら 289 人ですよね。その中で研究員が平成 13 年は、先ほどのス

ライドで 143 人だったけど、平成 23 年になって 105 人になったと、

その他の方が 184 人にいらっしゃると。今できるだけ法定以外の種

苗生産等はアウトソーシングでいきたいとおっしゃっているんで

すが、そうなると中の職員の体制なんかも大幅に変わってくるとい

うふうに考えていいのか、それとも研究スタッフをここで増やして

後のほうはまた切り離していくという、そういうようなことを含め

て再編の中で考えているのかということをまずひとつ伺いたいと

思います。 

もう１つ、研究ということになりますと、千葉県としては農業大

学校があります。それからここの農林総合研究センターがありま

す。もちろん千葉大のほうでは、先生が所属してらっしゃるところ

で、いろいろな研究もされているんだろうと思うんですが、そうし

たところと研究がダブったり、情報交換等が十分なされているの

か、それとも住み分けのような形でやっているのか、そこらへんの

協議がどうなってるのかな、ということが気になったので教えてく

ださい。 
議長 
 

３つご意見とご質問があったと思います。 

１つ目は今日の冊子に関して、事前に配布して欲しいとのことで

す。 
委員 それは要望です。 
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議長 それからあとは、機能強化に関してのスタッフ体制の問題につい

て追加説明していただきます。あとは研究機関がいくつか県内にあ

るんですけれど、その辺の役割分担といいますか、そういった点に

ついて、どのように考えていらっしゃるか。 

担い手支援課長 
 
 

まず年間の研究といいますか、農林総合研究センターの予算です

が、平成 24 年度は 2億 9800 万が総予算です。 

それから研究員の配置等の話ですが、今年の 5月１日現在の職員

数は 103 名です。それ以外に先ほど申しあげました検査、肥料等の

分析をしている職員、それから病害虫防除課の職員、技術系の職員

が 23 名、事務職員が 12 名、研究のお手伝いをする農業技術員が

135 名います。 

アウトソーシングの話ですけれども、研究員が種苗生産などに一

部関わっているので、その部分を研究のほうに重点化をしたい、と

いうことで、研究員の充実を図ってまいりたいというふうに考えて

います。 

それから、今、農林水産部としては、機能強化を図るために再編

整備を検討しているわけでございますので、研究員を減らすという

ことは考えてございません。減らさないで機能を強化していきたい

というように考えております。 

それから農業大学校でも研究しており、農林総合研究センターで

も研究しているので、その違いは何だというご意見ご質問かと思い

ます。 

農業大学校は、本年度から専修学校化をされました。もちろんそ

の中に研究室もあり、先生がいて、学生も卒論等その中で勉強をや

っておりますが、やっぱり教育の一環でございます。ですから、農

林総合研究センターとは、研究の質が違いまして、農林総合研究セ

ンターは、県内の農業者が役に立つような研究を進めていきたいと

いうことです。以上でございます。 
議長 委員いかがでしょうか。 
委員 ちょっとずれているかなという気もしたんですが、今いただきま

したこのセンターの再編強化の 15 ページの下のところを見ます

と、研究員の育成というところで、「経験豊富で有能な再任用研究

職員による研究員への研究技術の伝承を促進」したいというように

書かれていますが、研究職の方が、今 103 人いらっしゃいます。そ

うするとその 103 人にプラスして経験の豊富な様々な知識を持っ

ていらっしゃる再任用の方々を、そこへプラスしながら考えていく

のか。そうすると、検査業務やその他いろいろな分析業務は、段階

的にアウトソーシングしていくということであるならば、今 23 名

とおっしゃったのですが、こういう方々はアウトソーシングしてい

くということになると、その人たちの処遇というのはどうなってい
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くのかなあとか、なんかまだまだ本当に大きな方針だけをお話をな

さっていて、具体的なところが何も、今のお話の中では見えてきて

いないと思います。 

もう１つは集約化をしていく、或いは、研究マネジメント機能を

充実させて、横串を刺して、そして横断的に情報を共有したりしな

がらやっていきたいんだということも、ここに書かれているのです

が、ということは、この本場といいますか本館の方にいろいろなも

のがむしろ集約してくるというようなことになるのかなと。それこ

そ集約するということになれば、まして先ほどおっしゃったよう

に、今度は場所が手狭になってくるんじゃないかなあとかね、そこ

ら辺のところが何か私自身の頭の中で全く整理ができないんです

が、その辺のとこを、具体的にどういうイメージで、どういうよう

にスタッフを配置していき、先ほど、大学校のほうは教育でやって、

農業大学校おっしゃいましたけど、農業大学校のほうでも研究して

いますよね。してないはずはないと思うのですが、しているはずで

すよね。そしたら、ここではそれを研究する、こっちではこれをや

るというように分けてやっているのか、同じテーマでやってるの

か、単なるの教育なのか、その辺のところを、もう少しだけ教えて

ください。 
農林水産政策課長 農林水産部全体の人事の関係を扱っておりますが、全体の職員数

は、定員適正化計画として全体としては絞っていく方向です。農林

水産部もそれから例外ではございません。 

その中で、研究の関係につきましては、できるだけ現在の陣容は

維持してまいりたいと思いますが、全体の流れの中で、今後、若干

の減少も見込まれるかもしれないという状況にあります。 

人員の配置の関係でございますが、先ほど担い手支援課長から説

明を申しあげましたとおり、選択と集中というか、必要な部分につ

いての研究の部分はそのまま維持して、そうでない部分につきまし

ては、今後その定員適正化計画の中で対応を考えていくということ

でございます。 

あと、種苗、米、重要作物以外のものについての育成に関しまし

てはアウトソーシング、外にお願いするということを、現在、検討

しているところでございます。 
農林水産部長 
 

補足させていただきますけれど、農業大学校、試験場、研究セン

ターの研究は基本的に違うものという認識をしていただきたいと

思います。それは、学生が研究するものと、本職が、プロが研究す

るものの違いです。それはご理解いただけますでしょうか。そこま

ではよろしいですか。 
委員 はい。 
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農林水産部長 
 

ですから、千葉大でも先生方が研究しているのと、学生が研究し

ているのは明らかに違いますよね。どちらもおそらく研究するわけ

です。修士とか、博士の課程に来る人は研究しますけど、先生が研

究しているものと違いますので、そういう違いがあります。一言で

研究といっても同じではないということを御理解いただきたいと

思います。 
議長 
 

大学との関係で言わせていただくと、やはり、県の場合はより実

用性に近い研究というのが県の役割だということですね。 

私ども大学の研究者というのは、かなりリスクの高い研究もやっ

ております。成功するかわからない、アウトプットが必ずしも出る

かわからないということをやっておりますので、そういう意味で基

礎的な研究で役割分担をしていく形だと思います。 

ただ、だからといって完全に分かれているかというと、そうでは

なくて、私どもも県の研究者と共同研究をやっており、私自身もそ

ういう研究をやっていますし、そういうことは今後とも必要ではな

いかと思っておりますし、大学側も、地元の大学ですからそういう

研究部門に対して支援が出来れば、皆さん喜んでやりたいという気

持ちを持っていると思っております。私自身も。 
農林水産政策課長 研究については、議長からお話がありましたが、農林総合研究セ

ンターも含めまして、県立の研究センターはだいたい 3年から 5年

の時間軸で動いておりまして、農林総合研究センターに関します

と、主に農協とか農業をやっている方からいろんなお話をお伺いし

まして、それに必要なものの研究を主にやっているというところ

が、大学の基礎研究との違いでございます。しかしながら、議長が

おっしゃられたことにもありますが、大学とか独立行政法人等との

共同研究についても、やれるものについては私どももやりますし、

研修のためにその独法に人も派遣して、能力のアップにも努めてい

るということでございます。 
議長 委員いかがでしょうか。ほかにありますか。 
委員 農業問題であると、耕作放棄地という言葉がよく出て来ますけ

れど、現実は何も進んでいないのが実態です。全県下、全国的に

増加している傾向にある。 

これまでは、農業委員会系統組織、あるいは農協に耕作放棄地

対策をやれという指示はあったようであるが、現実問題として農

業委員会系統組織は調査、斡旋はできるけれども、現実は耕作放

棄地対策については何もできない。それが現実である。 

そのような意味で、具体的にどういったことができるかという

と、長い間耕作放棄された土地というのは立木まであるわけです。          

ですので、畑にするには重機を必要とするわけです。 

そういったことが可能な団体というのは、土地改良区しかない
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のではないか。 

今の土地改良法では、土地改良区は受託生産ができない状況に

なっており、法律上そう決められている。これを解決しないと、

土地改良区というのは、必要な機械や設備を持っているわけだか

ら、中心になってやる。可能な限り機械設備持っていますから、

対応は可能です。 

ところが国はですね、土地改良区に受託生産しちゃ駄目だとい

う法律を策定しているわけですね。これは、今後、日本にとって

大きな課題になってくると思う。 

ですから農林水産部として、土地改良法の改正を強く農水省へ

要請していくべきであろうと思う。 

実働部隊というのは、土地改良区が持っているわけだから、そ

の辺を少し解決しないと、ただ調査・斡旋だけでは何事も進まな

い。このことを少し念頭において欲しい。 

強く政府に要請してほしい。要望しておきます。 
議長 今日の議題とは、直接、関係がないのですが、どうですか。 
農村環境整備課長 委員がおっしゃたように、法律の問題がございますので、国とも

良く相談をしてまいりたいと思います。 
委員 頼みます。 
議長 長期的には非常に大事な問題だと思います。 

ほかにありませんか。 
委員 こんにちは。よろしくお願いします。 

まずオープニングですけれども、議会とレクチャーに向けた資料

が１つと、郵送されてきたものが１つと、ここに来たらまた１つ同

じものがあって、私のところに 3部くらい同じような資料があり、

どこが違うのかなと。担い手の１と２、１と１それくらいしか違っ

ていないので、もしこれがなかったらペーパーなんかの削減なんか

につながるので 1部で十分だったのかなと思います。説明は 2部く

らいにしてもらうなど、それをまずお願いしたいのと、説明でスク

リーンに組織図が出ましたが、組織図はこの千葉県農林総合研究所

の資料の裏面の説明だったんですけれど、そのあと機能強化をこの

ようにしますよ、というのがあって、できればスクリーンにあった

図の、ここがこう変わりましたよというのがあるんだったならば良

かったなと。なければいいのですけれども、この部分がこの様に変

わるというのが、図を見ながらだったら非常にわかりやすかったの

かなと。全く変わっていなければいいんだけれど。 

例えば、長生村にある育種研究所が、本場のセンターの方に統合

されるというけど、当然、組織図は変わるはずなんで、この組織図

を見ながら、このように簡素化になりますよという説明があった

ら、非常に分かりやすかったなあというのが 1点ありました。 
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あと、その中で長生村にある研究所から、落花生の「おおまさり」

というのが生まれたというのが成果としてあるんですけれども、私

は長いこと千葉県で生まれ育って、小学校の時は、落花生畑と玉ね

ぎ畑を歩って小学校に通ったくらい落花生に親しんでおり、私の同

級生が落花生工場やっていて、年がら年中、その工場で遊んだ経験

があるんだけれど、「おおまさり」は 2 か月くらい前ですかね、知

ったんですね。こんな素晴らしいものがあるんだと。食べてみたら、

こんなうまい落花生って、もう全然、落花生のイメージが変わるほ

どすばらしいものであり、それがここで生まれたっていうのが、初

めて県会議員になって知ったんですね。 

だから、もう少しせっかくこの素晴らしいものを生産したのに、

ＰＲが足らないんじゃないかなというのを感じたんですね。 

宮崎県知事だった東国原さんが、シティブランド化を図って、シ

ティセールスに勝ち抜くためにと一所懸命やって、色んな宮崎県特

産物が全国に発信されたんですけれど、せっかく千葉にはチーバ君

というマスコット、これから売りだそうというのがあるんで、この

チーバ君を利用したブランド化を図ってですね、シティセールスに

勝たなきゃいけないんで、「おおまさり」にチーバ君ブランドを付

けてとか他にも何か成果として上がっているじゃないですか。イチ

ゴとか「ちばさんさん」とかね。 

生産するだけじゃなくて、販売も考えなければならないというの

を強化策の中で謳っているので、そのチーバ君を使ったブランド化

で販売の拡販っていうのもないのかなと。 

それがあるんだったらあるで、説明いただければと。 

例えば、私が説明いただいた「おおまさり」のパッケージは、た

だ「おおまさり」の絵があるだけですが、茹でたらこんな大きくて

おいしいですよと。 

非常においしいし、これどんどん薦めたいので、そこにまた千葉

のチーバ君の絵柄でもあれば、手に取った消費者は、「あっチーバ

君だな」、「千葉のものだな」ってすぐわかると思うんです。 

そういう方向はないのかなと。 

あとですね、イノシシなどの鳥獣害の拡大の中で、新たに捕獲・

防御技術開発しというのがあるのですけれど、これは千葉県だけで

なく、千葉県の議会でも散々出ていますけど、関東一円から関西、

そして中国地方までイノシシ被害があるんで、国とかそういう他府

県との情報交換などの連携というのが行われているのかどうか、1

点お答え願いたいと思います。以上です。 
議長 時間の関係で、資料の配布の仕方については事務局の方で今後

ご検討いただければいいかと思います。その辺については省略さ

せていただきます。 
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研究成果のＰＲの件とイノシシ対策に関する連携ということに

関していかがでしょうか。 
生産販売振興課長 県産農林水産生産物のＰＲの関係では、生産販売振興課で、県

産農林水産物等、その魅力を発信する事業をやっておりまして、

今週の月曜日も大田市場で森田知事に出席していただいてトップ

セールスを行いました。 

こういったことを、百貨店、あるいは地域のイベント等でＰＲ

する活動、或いは県内それから首都圏の量販店等で千葉県フェア

というものを開催しております。そういったところで、県産農産

物のＰＲをしております。 

あと、フードアクション千葉の中でですね、先ほどチーバ君を

使ってのＰＲという意見があったのですが、この中でフードアク

ション千葉に賛同してもらっている企業はチーバ君のロゴマーク

を無償で使えるようなことを進めておりますので、若干なんです

が、除々にですねこういったことで広めてまいりたいと思ってお

ります。 
農村環境整備課 イノシシの件ですけれども、国との連携については、常に情報

をいただくようにしております。 

森林総合研究所という独法があるのですけれども、国として知

見を持っていますので、よくいただいでおります。 

それと他県との連携ですけれども、それは当然、電話等でいろ

んなことを聞いているんですけれど、例えば去年ですけれども福

井県にうちの職員が行って情報交換をやらさせていただいており

ます。それから、今年、長野に行っていろいろと情報交換をさせ

ていただいております。関東近県とはしょっちゅう、いろんな電

話等で情報交換や、施設の設置などの相談もしておりますので、

各県との情報交換っていうのは不十分かもしれませんけれども、

一所懸命やっているつもりでございます。 
議長 委員どうでしょうか。 
委員 知事のトップセールスでＰＲしているということなんですけれ

ど、実際私が県会議員をやっていて、「おおまさり」というのはこ

んなにおいしいもので、はじめて見たのが、八街選出の県会議員の

方からいただいて、はじめて知ったぐらいで、まだまだＰＲが足ら

ないんじゃないかと。まだまだほんとＰＲが足らないんじゃないっ

て実感しています。 

東国原さんのＰＲの仕方を見ると、まだまだ足らないなあと。 

案外品物は良いので、ＰＲすればもっともっと売れるはずなんで

ね、是非お願いしたいと思います。 

あと、国との連携をやっているというのは、資料の文面でも記載

されていれば、そのようにやっているんだなってわかったのです
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が、一言もないのでね。他県との連携をしてるとか、国との連携が

あると、書いてあれば良かったんですけれど、無いから質問いたし

ました。 

あと、こんなすばらしい「おおまさり」とか他のものを開発した

長生村の育種研究所が千葉市に一部移転されるのですよね。   

今後、このような成果、果実を、はたして今後も手に入れること

が、研究の結果できるのかなって不安があるのだけれども、その辺

は担保として大丈夫なんでしょうね。 

また、先ほど委員のほうから、千葉市の本場の面積がもう狭まく

て、古いんじゃないかと意見がありましたが、それは大丈夫なんで

すよね。それを最後にお願いします。 
議長 はい、機能強化の役割分担について、補足をお願いします。 
担い手支援課 はい、何点か研究のほうからお答えをしておきたいと思います。

先ほど、チーバ君を使ってＰＲしてはとのお話がありました。お手

元にあります研究成果集ですが、研究をもっとＰＲしていこうとの

ことでやっておりまして、この成果集を作っております。また、お

手元にはないんですが、いろいろな技術成果について、県内に普及

するための資料等の作成をしております。 

それから、野生鳥獣の関係では、研究の分野ですが、埼玉県や独

立行政法人中央農研、それから神奈川県等々と連携をとって研究を

すすめております。記載がなかったんで質問をしたということでし

たが、そういう連携をとっておりますので、お知らせしておきます。 

それからあと、育種と「おおまさり」、育種研究所の新品種の育

成部分を本場に移した時に、今までのような成果が得られるのかと

いうようなご質問でございます。また、面積的に足りるのかといっ

たようなご質問がありました。 

これについては、今の育種研究所では、研究所が新しい品種の育

成を担っています。出来た品種の栽培技術は、本場だけではないん

ですが、栽培研究はまた別の、例えば野菜研究室、果樹研究室等で

行っております。 

それが離れた場所にあるのが、効率的ではないのではないかとい

うことで、今回のこの機能強化の中では、育種研究所の育種研究の

部分を本場の方に統合して、同じ野菜の研究の中で育種も、栽培研

究も一緒に進めていこうということで、育種の開発については再編

後のほうが効率的な開発ができるんではないか、また先ほどの中で

お話しいたしましたが、育種した品種が必ずしも十分農家に普及し

てない。育種した品種が農家段階に出してみると、いろいろな栽培

技術上の問題が出てきて、なかなか普及出来なかったという過去の

例がございますので、その辺については、十分に研究段階で現地実

証も含めて進めて、生産現場に役に立つ品種を開発していきたい。
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そのために今回機能強化を図るものでございます。 

面積的には、今、約 32ha ですが、その面積の中で畑は十分にご

ざいますので、育種については本場に移してもほ場等の問題で停滞

するということはございませんので、安心していただければと思い

ます。 
農村環境整備課長 
 

すいません。先ほど私の発言の中で、「長野に今年行った」と申

し上げたのですが、2年前のことでした。 

山梨に今年行っておりますので、改めて訂正させていただきま

す。 
議長 いずれにしても連携をちゃんと取っているということですね。 

ほかにありませんか。時間も押していますので、簡単に。 
委員 今、いろいろな問題がでましたけれども、先ほどスライドにも出

てきましたけれども、しいたけとほだ木の放射能についてです。 

しいたけを今年栽培しようと思っておりまして、ほだ木を毎年買

うんですけれども、買いたくても買えなかったわけですね。そうし

た場合、何ていうほだ木でしたか、先ほど説明があったのですが、

千葉県でほだ木は、こういうほだ木で栽培出来るということを、今

現在はまだ研究の段階なんでしょうけれども、そういったようなほ

だ木があれば、わざわざ東北の方から仕入れなくても千葉県にある

ものは千葉県で出来るというように私も感じたので、それが今実際

にどの程度研究が進んでいるのかちょっと教えていただきたいと

思います。 
議長 実用化に向けてのポイントですね。 
森林課長 ただ今、委員からお話がありましたのは、マテバシイを使ったほ

だ木の件だと思います。 

マテバシイを使ったしいたけ生産については、県南の方、安房と

かそれから富津あたりではかなり前々からやられておりました。 

栽培技術体系についても、森林研究所で平成６年頃だったと思う

んですが、一通りしいたけ生産の体系は作りました。 

マテバシイ自体の特質がありまして、皮が薄いとか、そのために

乾燥しやすいとかという様々な条件がありまして、安房、或いは富

津、君津以外の県北の方でなかなか普及しづらかったというのが一

点ございます。 

今現在でも、ちょっと正確な数字は申せないんですが、2 万本か

ら 3 万本ぐらい安房の方で使われているというように聞いており

ます。 

原木については、今まで東北、特に福島県からほとんど入ってき

ておりましたけども、放射性物質で汚染されているということで、

ほとんど東北の方からの供給が難しくなっておりますので、今現在

は、県内の放射性物質に汚染されていないところからの原木の移入
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を含めまして、県内のマテバシイについて森林組合等を通じて配布

するような形をとっております。 

これを機会に、今まで使っていただいていなかった生産者の方々

にも、出先事務所等を通じて、普及するようにしたいと考えており

ます。以上です。 
委員 ありがとうございました。やはりね、そういったものは、なるべ

く早く、迅速に知らせて欲しい。そういったような感じを受けまし

たので、今後よろしくお願いします。 
議長 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
議長 【議題２】 

 続きまして、「千葉県第二次食育推進計画の策定について」、事務

局から説明をお願いします。 
安全農業推進課長 （資料２により説明） 
議長 それでは、第 2次食育推進計画のご説明でしたが、ご意見をお願

いします。時間が押しておりますが、遠慮せずによろしくお願いし

ます。 
委員 それでは、発言させていただきたいと思いますが、いい計画だと

思いますし、ぜひスピーディーに進めていただきたいなと思いま

す。 

ただ、今さら言う話でもないんですけれど、実は「食育」という

言葉ですね、これは使っているからわかるような気がするんですけ

れども、食べものなのか、食べ方なのか、よくわかんないところが

ありますし、両方かと思いますが、それを今さら変えられないとい

うことも承知しておりますけれども、もう少しその言葉の定義とい

うものをきちんと出してもらいたいなというように思います。「食

育って何だ」と聞かれたときに、即答えられないような、私自身は

そんな気がしますので、お願いしたいと思います。 

もう一点、ついでに申し上げて恐縮ですけれど、これは生産者と

かあるいは学校とか家庭とか、消費者はもちろんですが、いろいろ

連携して取り組まなければならないテーマだと思いますので、とか

く、言ってしまってはなんですが、行政って縦割りが多いわけです

ので、是非、スピーディーに進めるために、十分な連携でやってい

ただきたいなと要望したいと思います。 
議長 「食育」の定義ですが、なかなか関係者がたくさんいらっしゃる

ので難しいですが。いかがでしょうか。 

それと、連携についてもよろしくお願いします。 
安全農業推進課 2 点ほどご質問をいただきました。 

「食育」の定義といたしましては、先ほどもパワーポイントの中

で簡単にふれさせていただきましたけれど、「食育基本法」という

法律がございまして、非常に堅く定められております。 
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生きる上での基本であってということで、知育、徳育、体育の基

礎となるものというような表現もございますし、説明をさせていた

だいた中にも健康福祉部の業務であったり、教育庁の業務であった

り、農林水産部の業務であったり、全部まとめて食育かというよう

に、逆に疑問を持ってしまうというようなことだと思います。 

その辺は、できるだけ工夫をいたしまして、ご意見を踏まえて、

わかりやすい、実践につながるキャッチフレーズを決めて、計画そ

のものは法定計画になりますが、「食育」という言葉はどこかにも

ぐらせていかなければならないと思っておりますけれど、そのよう

な形で、第 2次計画は実践につながるものにしていきたいというよ

うに思っております。 

それから 2点目は、連携のご意見ということで、現在も庁内の 7

部 29 課の連携体制で「食育」を進めております。 

また、県だけで進むものでもございませんので、ボランティアの

方、サポート企業の方にできるだけ協力をいただきながら、連携で

進める部分と個々に進める部分といろいろあると思いますので、で

きるだけそういった食に関する取組を集約して、「食育」が進むよ

うに取り組んでいきたいというように思います。以上です。 
議長 ありがとうございました。ほかになにか。 
委員 「食育」という言葉は、本当は家庭がそれぞれにちゃんと考えて

いれば、こういうことをお役所にやってもらわなくてもいいはずな

んですけれども、残念ながら。 

この間びっくりしたのですけれど、テレビを見ておりましたら、

朝も昼もスナック菓子で済ませて、食事を作るのは夜だけだという

ような方が出ていらっしゃって、当然体を壊していらっしゃる。 

そういう状況が今の世の中なのだなあと改めて私も思いました。

これは大変なことだと。 

私は質問と言うよりも、ちょっと提言になるかもしれませんけれ

ども、この推進計画はとっても良くできていらっしゃるのですけれ

ども、欲張り過ぎで総花的になってないかと。 

本当にやはり、1日に何をどのくらい食べなければいけないかと

いう、その栄養的な基礎をしっかり教えていくことを中心にしてい

ただきたいというように思いました。 

例えば、学校の参観日に親子で、栄養士さんから、「食育」とい

うか 1 日に何をどのくらい食べないと本当に健康な体が保てない

んだ、というようなことを教えていただくような、そういうことを

是非やっていただきたい、というように思いました。 

それから、小学校 5、6 年生になると、料理にも興味を持ち始め

ますので、親がどのくらいそれを手助けできるかわかりませんけれ

ども、5、6 年生に自分でお弁当を作って学校へ持ってくるという
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日が年に何回かあってもいいのではないかと、そういうちょっと細

かい提言をさせていただきたいと思いました。 

それから、私もそうなのですけれども、高齢者になって、もうお

肉も魚もあんまり食べないという方がいらっしゃる。 

私は高齢者は高齢者なのですけれども、お肉大好き、魚大好きで、

タンパク質でなんとか保っているのかなあと思うんですけれど、

「元気幸齢者レシピ集」というのができるというふうに書いてあり

ますけれども、それがいつできるのか、それをどのような形で広め

ていけるのか、例えば、私の周りでは「ふれあいサロン」というよ

うなものを自宅で開いたり、小学校の空き教室を使って開いたりし

ている友達がいっぱいいるのですけれども、そういうところへの講

師の派遣と一緒にレシピ集を届けていただくというようなことが

できるのかどうか、そのようなことを伺いたいと思いました。 
議長 いくつか具体的なご指摘と質問がありました。いかがでしょうか。 
安全農業推進課長 主に 3点、質問等をいただいたと思います。 

まず 1点目は、計画が総花的じゃないかなというご意見でして、

その印象は否めないかなとは思っております。 

県といたしましては、食育基本法に基づく基本計画になりますの

で、全体的なメニューをお示しするというような観点からも、考え

られる計画についてお示しをするとしており、それを市町村に市町

村計画にしていただく段階で、すべてを食育計画でやってください

というように考えているわけではございませんので、特徴ある、実

践につながる市町村計画にしていただきたいというように考えて

います。 

それから、参観日に一緒にというようなことや、食生活を見直す

上でのガイドをわかりやすいものにというようなお話がございま

した。 

教育委員会の考え方といたしましては、基本はまず学校というこ

とのようです。それをさらに第 2段階として家庭・地域まで広げて

いきたいと。その中心となる先生が、資料にもございます「栄養教

諭」という形になっております。 

そのような繋がりで、学校だけじゃなく、家庭や地域の方に広げ

ていきたいという「栄養教諭」を、今後増やしていきたいというよ

うなことです。 

わかりやすくというようなお話があったのですけれど、パワーポ

イントでは出さなかったんですけれども「ちば型食生活実践ガイ

ド」というようなものを作成しておりまして、主菜は「グー」くら

いの量で、それから副菜は「パー」、野菜などはこれくらいの量を

目安に食べてくださいよというような、簡単に言えばそういうガイ

ドになっておりまして、食育の方の委員会では「グーパー食生活ガ
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イドブック」と言ったらどうだというようなご意見もいただいてい

るんですけれど、こういったものを使ってお知らせをしていきたい

というように思っております。 
議長 今の説明の資料は？ 
安全農業推進課長 申し訳ありませんが、資料はお配りしておりません。 

それからもう 1点、高齢者に対する支援ということで、新規で高

齢者対策、内容として、「元気幸齢者レシピ集」というものを作っ

ていきたいということです。 

いつ頃できるかとか、詳細についてはちょっとお答えができませ

んけれども、いずれ寿命を延ばすということではなくて、元気な高

齢者の健康寿命を延ばしていくという意味で、食生活の面からも指

導していきたいというような計画となってございますので、できる

だけ早くできるように、健康福祉部の方に話はしていきたいという

ふうに思います。以上です。 
委員 ありがとうございました。 

小学校 5、6 年生で自分でお弁当をつくって持って行くというの

は、教育委員会の方に是非提言をしていただきたいというように思

いました。できますでしょうか。 
安全農業推進課長 はい。 

担当ベースにはなってしまいますけども、しっかりと教育庁学校

安全保健課の方へご意見は伝えていきたいというように思います。 
委員 食育推進計画は確かに結構なお話ではありますけれど、これは食

料があることが前提で作られた計画ですよね。 

我が国の自給率は 39%、千葉県の自給率は 28%、いま野田総理は

経済界の云うことをすんなり聞いて、ＴＰＰに参加することを明確

にしましたよね。 

そうすることによって、農水省の試算でも 13%低下すると言われ

ているわけです。 

そういった中でアメリカの今年度の穀物の大干ばつで、世界中が

穀物不足に入っている。ウクライナも輸出を禁輸しましたね。 

だから、世界中がそういった方向になる、来年はそういう方向に

なるだろうと。 

不足が、安定的に供給されなければ、こうした食育計画は成り立

たないわけですよ。県としてよくその辺を調査してもらいたいと思

うけども、7月～9月で穀物が 1300 円上がって、10月～12月で 5000

円上がっていると。それ以前から見るとトン当たり 1万円弱上がっ

ている。 

ですから、養豚農家が今廃業に追い込まれている。すでに相当廃

業に追い込まれている状況にある。 

ということは、千葉県のそういった食肉が減少しつつあるよ、と
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いう事態に今直面しているということですよ。 

そういうことを十分調査した上で考えていかないと、食育計画そ

のものは素晴らしいけれども、ひでり年の食料がなくなってしまう

とね、これは計画そのものが立ち消えになってしまう。 

そういう意味では、千葉県の自給率を上げていく、我が国の自給

率を上げていくという努力が全体的に見えてこなければいけない

し、ＴＰＰに参加することに徹底的に千葉県が一丸となって反対し

ていかないと、阻止していかないと、食糧不足が目の前に来ている

のだということを、やっぱり千葉県として自覚して欲しいが、そう

いうことを、やっぱり今後も行動してもらいたいということを要望

しておきます。そういうことでお願いしたいと思います。 
委員  かなり大きな問題で、ちょっと県の政策として出来ることと、政

治的な判断が必要な部分と、いろいろとあるかと思うので、特に政

策的な部分でわかかったところでお答えいただければいいんじゃ

ないかと思うんですけれど。 
農林水産政策課長 委員のご指摘のことについてはもっともでございまして、私ども

といたしましても、自給力の向上のためにできること、野菜の施設

化とか担い手づくりとか基盤整備等できることを精一杯やらせて

いただきたいと思っております。 
委員 精一杯努力するのは結構な話だけれども、現実問題として、アジ

ア地域の 60 キロあたりのコメの価格がいくらかということを御承

知ですか。第一、ベトナムは我が国の 10 分の 1 の月額で、2 万円

ですから。そういう方々がつくったお米ですから、非常に安く、

3,000 円前後なんですよ。アメリカのお米は 60 キロで 6,000 円ま

でいかないですが 5,000 円台でしょう。 

そういった状況下の中で、我が国へ安い外国のお米が入ってくる

と農家は今、これは全農が産出したコストですけど、6キロで 8,000

円台、9,000 円弱です。 

そういった状況の中で、当然お米を作れば赤字を出すわけで、赤

字を出してまでお米を作る人はいなくなるわけです。完全に食糧不

足になるのは目に見えてくるわけですね。 

だからそういうことをやはり、広く情報を集めた上で、海外から

買えばいいやという意識ではなくて、そういう危機意識を持ってＴ

ＰＰ問題にも対応してもらいたいということをお願いしておきま

す。以上です。 
議長 ありがとうございました。ほかに何かありませんか。 
委員 今回の第 2次食育計画ですが、パブリックコメントを実施すると

いうことでありましたけれど、これはパブコメだけですか。 

一般にはコンピューター見ている人ばかりいないものですから、

もっと広く意見を受けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 
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議長 この点に関してはどうですか。 
安全農業推進課長 県では、ホームページでパブリックコメントを行ってまいります

が、紙ベースでも、市町村を通じた意見照会などもさせていただく

予定となっております。 
議長 ほかに何かありませんか。 
委員 ご答弁いただけるかどうかわかりませんが、一番左側のところ

に、「放射性物質等による食への不安の高まり」と黄色のマーカー

で塗ってあるわけなのですが、そして下の方では「ちばの農林水産

業にとって原発事故の影響は大きく」となっておりますが、先日も

ちょうど富津市のしいたけで基準を超えたセシウムが出てしまっ

たということを伺っております。 

そういうような状況が日を追うごとにあるのですが、放射能の話

というのは、今どんどん人の意識の中からも消えかけてきているん

ですね。 

だけど、現実には、今年、来年、再来年と急速になくなってしま

う話ではないので、放射能に対する記述はしっかりとこの中に残し

て欲しいということと、正しい知識と、正しく怖がり、「食育」の

こともそのことに触れながらまとめて提起いただきたいので、言葉

を残して欲しいと思います。 

案とあるから案を消しちゃえば、これがこのまま残っていくかな

と思いつつも、もしかしてどこかでストンと消えてしまうのではな

いかなと思いますので、どうぞ消すことのないように、よろしくお

願いしたいと思います。 
議長 安全、安心への配慮ということですね。 
安全農業推進課長 放射能に関するご質問ですけれども、まずはしっかり検査をやっ

ていくということで、こういうものは出さないという体制が基本だ

と思います。 

その上で市場であるとか、消費者の方々の意見を聞いております

と、ひょっとすると 1ベクレルでも出ると買わないというような風

評も依然聞いておりますので、しっかりとした理解力ができるよう

な取組みを農林水産部、健康福祉部で一丸となってやっていきたい

と思います。 
委員 先ほど委員がおっしゃいましたけれども、私もほんとに日本で食

べるものは日本で作って欲しいというか、いや作るべきだというふ

うに思っておりまして、今日の議題は農林総合研究センターの機能

強化ということだったので、今まで申しませんでしたけども、この

中にも大規模対策についてのことは書いてはあるんですけれど、実

際には、もうそれでは休耕田がいっぱい増加してきており、高齢化

ということになってきているわけですから、もう少し農業に対して
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一般の人が参加できるような、例えば我孫子市では東京から近いわ

けですので、農家の作れなくなった農地をドイツでやっているよう

な「クラインガルデン」という形で、土日の農業だけでも何かを作

っていくというような、そういうことをやっぱりやって欲しいと、

私は地元市の農政課と話をしているのですけれども、そういうこと

への理解・支援も県の農政でもお願いをしたいというように思いま

した。 

よろしくお願いいたします。要望です。 
議長 「食育」にも関わりますし、特に都市農業の振興とかというところ

とも関わってくるポイントなんですが、いかがでしょうか。 
農村環境整備課長 体験農園等については、私どももＰＲということで、県としてお

手伝いさせていただいております。 

実際にはガイドブック等を作って、お配りするなど、いろいろＰ

Ｒさせていただいております。 

それから、体験農園の設置については、市と相談されているとい

うことですけれども、県としてもいろいろアドバイスできることも

あろうかと思いますので、相談にのって参りたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 
議長 （体験農園の）潜在的なニーズは非常に大きいと思いますし、い

つも倍率が高くて競争になるというようなところがあります。 

先ほど、委員が言われたような自給率の向上という意味でも、こ

れは大きな貢献をすると思いますし、都市農業の保全という意味で

も大きいと思いますので、政策的にもやっぱり、推進していくんで

はないかと思います。ありがとうございました。 
委員 それこそ「食育」の問題というのはほんとに大事だと思います。 

わたしたちもＪＡ女性部といたしましても、もうだいぶ前から

「食」の安全・安心についていろいろ活動してまいりました。 

正直言いまして、今のお母さんたちは、お野菜を 1つ切るにして

も調理の仕方がわからないんですよ。そういうことからして、やっ

ぱり勉強していただくのは本当に並大抵のことじゃないと思いま

す。思いますけれども、私たちはそれこそほんとにコツコツ、コツ

コツとやってはいるのですけれども、なかなかそれを広めるという

ことが難しいです。 

是非とも、行政やＪＡ、それから地域と、やはりしっかりと連携

して、これからやっていっていただきたいと思いますけど、そうい

ったような運動もしていただきたいと思いますけれど。 
議長 いかがでしょうか。 
安全農業推進課長 健康福祉部、食育ボランティアだけでなく、食生活改善推進員で

あるとかいろいろな仕組みがございますので、そういう連携の中

で、そんなにすぐ変わるということではないと思いますので、粘り
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強く取り組んでいきたいと思います。 
委員 ありがとうございました。だいぶ長くかかると思いますけど。 

大変です、「食育」は。 
議長 私も松戸市で「食育」の推進計画の作成に関わっていますが、や

はり大変だと思います。 

いずれにしても長期的な取組が必要だと思いますので、あきらめ

ずコツコツやっていく。だからこそ、やはりこうした推進計画を作

っていくことが必要だと思います。 
委員 絶対に無駄にしないで欲しいと思います。 
議長 ただ、ここでも重要施策の中に入っていますけれど、市町村の推

進計画をしっかり作っていただくことが、まずスタートラインなの

で。 

市町村によってもかなり温度差が大きいところでありますので。

そこのところが、ちょっと問題点ではないかと思います。 
委員 実は今、農水の中で「食育」の問題に関わっていますけれど、実

際には教育とこの農水、生産する方ですね、それと合わせて健康福

祉部があります。それと環境もあります。 

ですから一辺倒の中でものを捉えるというのは大変危険なんで

すね。 

長野県は、塩分の摂り過ぎということで、味噌漬けをぱっとやめ

たんですね。今、長野県内に行って、昔の味噌漬けはほとんど売っ

ていないですよ。大根を漬けたりして味噌漬けを作りますけども、

あまりにも塩分が強くて、高血圧という症状が出てそれで亡くなる

人が多かったと。長野県からこれを阻止しようという運動が始まっ

たんです。 

ところがこれが、いまの「食育」の関係でいくと、食べるという

ことだけなんですけれども、実際には健康ということが出てくる

し、またそれをやらないという環境づくりも入ってきます。 

そういったことでいろいろな分野が携わらないと「食育」という

のは非常に難しい分野じゃないのかなと、私は思っています。 

それでやはり、そういうことを教えてあげることによって親から

子に、学校だけでやる教育ではないし、家庭の中でもきちんとしな

くてはならないし、まして学校給食の中というのはそういう徹底を

図らなければならないということですから、すべての人たちが分野

を持っているということであります。 

ですから、この問題を一辺から捉えるということは大変難しいこ

とではないのかなと私自身は思いますが。 
議長 おっしゃるとおりで、非常に関係者が多いと思います。 
委員 ご説明をさせていただいたように、非常に間口が広い分野である

ということで、これが一番、市町村計画が進まない原因じゃないか
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かと思っております。窓口が決めきれないということなんだと思い

ます。 

周知から実践ということですので、ひとつ前に出ていただきまし

て、特徴に応じた計画を作って、段階的に実施するような考え方で、

できれば取り組んでいただきたいというように思います。 
委員 （第 2次基本計画の）最初のキャッチフレーズ、テーマがいくつか

ありました。 

皆さんここで選ぶのですか。選ばなくてもいいのですか。 

意見を聞かなくていいんですか。 
安全農業推進課 もし、ご意見があればいただければと思います。 
議長 それに関してご意見ありますか。 
委員 ここに書いてある「ふるさとの恵みをいただきます！元気のもと

はちばの食から」は、これ長いけどいいなと思ったんで。 

ただ、他の委員からは何も出ていないから、このままスルーして

もいいのかと思って。 
議長 そうですね。せっかくだから意見はありませんか。 
安全農業推進課長 ・キャッチフレーズ 4案の説明 
議長 皆さんどうでしょうか。良くできているということで。 

だいたい良い時間になってまいりましたけれども、あと皆さん何

か言い残されたこととか、ご発言いただいてない方はいらっしゃる

と思います。 

いかがでしょうか。 

せっかくいらしたので、一言いただければと。 
委員 私のほうは畜産ですが、私自身は酪農になるのですけれど、資料

を見ると、あまり畜産の方は。畜産総合研究センターとかそういう

のがあるのですが、載っていないんで、あまりここに関係すること

は少ないのかなと思いまして、発言しなかったのですが。 

先ほどから出ていますように、千葉の畜産を取り巻く環境は大変

厳しくて、大規模化、大規模化といいますが、大規模化できません。 

だからそういったことも考えて、やっぱり地域に合った畜産な

り、そういうのが生きる道と、そういったことをきちっと模索して

ほしいと思います。 

また、自給飼料を作れというようなことで、国はそちらに補助金

を集中していますけれど、千葉には自給飼料を作るそういう畑はあ

りません。数字的にはあっても、行ってみると使えるようなところ

ではないのです。そういった現状をやっぱり良く把握していただき

たい。 

それから、委員がおっしゃられたように、いま非常にこれは立派

な計画ですけれど、われわれ畜産の方からすると、ＴＰＰに参加す
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るかしないかということで全く変わってしまうわけです。 

後継者も、もうＴＰＰ参加が決まれば後は継がないというよう

な、そういうふうな人たちも出てきています。そもそも精神的にも

う畜産、酪農を続けていけないという方も出てくると思います。 

どうしてそういうようなことが起こるのかということをよく検

討していただきたい。 

私たちは命あるもの、生きものを扱った仕事です。 

やっぱり、口蹄疫の宮崎、それから放射能の福島等を見ると、見

捨てられて餓死したり、死ななくていいものまで殺してしまった

り、そういうのは耐えられない訳です。 

ＴＰＰの考えでいくと、そういったことがやっぱり起こってくる

可能性があるわけです。 

そういった命あるものに対する扱い、そういうことまで掘り下げ

て検討していただければありがたいと思います。 

ちょっと関係ないんですけど、せっかくの機会ですので発言させ

ていただきました 
議長 大規模化だけでいいのかというご指摘、あとはＴＰＰ問題です

ね。これは非常に難しい問題ですが。 
委員 実は酪農だけではなくて、農業そのものが大規模化だけではもう

済まなくなっている時代です。 

今までここ数十年、大規模だ、大規模だということでやってきま

したが、しかしどうでしょう。 

その結果、機械化貧乏ということで、非常に農家が衰退している。

こういった現実をしっかり私はわきまえるべきだろうと、認識いた

します。 

先日、私はスペインの方に行かせていただきました。 

スペインの方ではですね、約 1,000 ヘクタールを 1人でやってい

ます。日本人はどのくらいやっていますか。1ヘクタールでしょう。 

それでも生活は苦しくて、1,000 ヘクタールの農家をやってれば苦

しいわけです。 

1ヘクタールでもそれなりの生活ができるかなと思っているので

すけれど。 

規模によってという、大規模だから暮らせるではなくて、愛着を

持って、たとえば私は、日本の農業はいまに潰れると思います。ほ

とんどの方々が生活できません。 

こういう状況に追い込んでしまったという、そういう歴史が、事

実があります。 

特にですね、食料が足らなければ輸入すればいいやと、こういう

安易な考え方がずっと定着してきて、食べ物は輸入すればいいと、

こういうようになっていますよね。 
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これから、今、世界に約 72 億人がいて、多分食糧の奪い合いに

なります。これは今世紀 100 億人とも実は言われていますよね。 

その時、日本がお金があって買えたのかと。はたして金があるだ

ろうか。予算があったのかということになったとき、もっと厳しい

時代が来るのではないかなと。 

そのとき何が大事かというと、いわゆる第 1次産業である農業を

しっかり守れない国は、やはり私は世界から通じない、そういう時

代がくるのではないかと実際思っています。 

そういったことを考えると、しっかりとした形で農業をサポート

し、「食」をできるだけ自給するという、そういった考え方がなけ

れば、農業はもはやホワイトカラーでもないし、ブルーカラーでも

ないし、厳しいですね。3Ｋの代表的なものですから。 

3Ｋの代表的なものをしっかりサポートできる、そういった地域

が、私は正しい地域社会となるのではないかなと、そのように認識

いたしております。 

もう 1点なのですが、先ほどセシウムとか放射能がありましたけ

れど、是非このセシウム、放射能については明記してもらっても結

構ですけれど、「安心なんだ」ということをしっかりとアピールし

なければ、関東から東については、ほとんど市場価値がなくなって

しまっている。 

しっかりとした数字を出して、「安全安心なんだ」ということを

しっかりとアピールしていただきたい。 

これなくしては、千葉県の農業のみならず、この大震災で影響を

受けたところは立ち直れなくなってしまいます。 

そういった大きなところもありますので、しっかり私どもも千葉

県の安全安心の数値をぜひいただきたい。 

これから私どもも多分輸出だとかそういう段階に入る訳です。 

そういう時に、そういった国のお墨付きがなければ、世界は相手

にしてくれません。 

世界に相手にしていただけるようなそういった農業形態を今か

ら作っていかなければ日本の農業、「食育」もそうなんですけれど、

「食育」にいく手前にですね、そういった農業が衰退してしまうと

いうように私は認識しています。 

私も子どもたちの祝辞には、「早寝 早起き 朝ごはん」という

ことを常に言っておるのですが、これが小学生はいいんですが、中

学生になると通じなくなります。社会人になるとさらに通じませ

ん。 

そういったことも含めてですね、しっかりこの「食」について、

もう 1回、1からクドイほど、繰り返し、繰り返し伝えることが我々

の役割なのかなと、そのように感じますけど、意見でございますの
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で、お答えは結構でございますけど、よろしくお願いしたいと思い

ます。以上です。 
議長 ありがとうございました。 

他に関連して何かご意見はありますか。よろしいですか。 

そろそろ時間もまいりましたので、まとめに入らせていただきま

す。 

確かに大規模化に関しては、私自身も、私は個人的には多角化論

者ですので、小規模でも生き残れる多角化というのが、自分の研究

テーマなんですけれど、でも大規模化、今回の政策に関しましては、

大規模化に重点を置いているわけで、研究の重点的な眼目をそこに

おいているということだと思うので、多角化自体や小規模農家への

対応を無視しているわけではないと私自身は理解しております。 

やはり、政策にはメリハリをつける必要があるので、そういう点

での力点をそこに置いている。 

大規模化も一方で必要なことは事実だというように思っていま

す。 

それからＴＰＰの問題だとかですね、それに関しては、私自身も

個人的には疑問を持っていますけれど、ただ、この農政審議会の議

題として正面切って議論をすべき問題なのかどうかっていうのは、

ちょっと重すぎて、私自身、正直いってわからないところがござい

ます。 

それからあと、安全安心の問題に関してはですね、やはり安全性

に関しては、より積極的にＰＲしていくということが大事かなと思

いますし、長期的には、やっぱり「食育」、今日ご議論いただいた

「食育」の中で、やはり地道に自給率の問題、安全性の問題、そう

いうことを広く知っていただいて、学んでいただいて、長期的に考

えていただくということがやっぱり大事なんだろうなというよう

に思います。 

なかなか短期的にすぐに答えが出る問題ではないのかなと思い

ます。 

政策でできることはやっていただきたいなというように思いま

す。 

こういった点に関して何か行政サイドの方からコメントがござ

いましたら、お願いします。 
農林水産部長 多岐にわたっていろいろご意見を頂戴いたしましてありがとう

ございます。 

具体的なテーマといたしましては、ただ今私の方から出させてい

ただきました「農林総合研究センターの機能強化」と「食育」の関

係でございますけれど、これについては具体的なテーマとして多岐

にわたっていろいろご議論いただきましたが、基本的な方向性とし
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てお示しをさせていただきました。 

具体的に、今、会長にお話していただきましたとおり、大規模化

の話が出ましたが、大規模化だけを考えているわけではありませ

ん。 

そうしたものに、「研究所として取り組みをさらに強めたい」こ

ういう話でございまして、政策的なテーマとして大規模化のことに

ついても、当然われわれとして考えていかなきゃいけない問題だと

いうように理解をしております。 

それと、先ほどから出ております、ＴＰＰの問題等につきまして

も、いろいろご意見をいただいたものについては、これからわれわ

れとして、しっかり受け止めさせていただきたい、というふうに考

えております。 

「食育」の問題につきましても、個別のいろいろご意見も頂戴い

たしました。これもなかなか、非常にむずかしい問題があります。 

資料の中でも、3点に分けて書いております。 

それぞれの分野でということでございますが、まさにお話のあっ

た通り、連携しながら有機的に進めないと、事は進まないと思いま

すのでその辺は肝に銘じながら、特に、議長の方からお話いただい

たように、市町村の皆さん方に是非とも具体的な計画の推進をお願

いしたいというのが、わたしどもの願いでございます。 

やはり現場の考え方としてこう示させていただきましたけれど、

具体的に現場の中でどの位これが実践されるかが重要な話だと思

いますので、是非ともその辺のところを御理解いただきながら、そ

れぞれの団体、あるいは市町村のほうでは計画の推進ということを

お願いするわけですが、実践的な意味でいいますと、それぞれの関

係の団体も含めて是非ともご協力をお願いしたいというように思

っております。 

長時間にわたって、多岐にわたり、いろいろなご意見を頂戴しま

してありがとうございました。 
議長 ありがとうございました。ほかにありますか。 
委員 １つよろしいでしょうか。提案でございます。 

私は式次第を見まして、項目の 10、11 番と、10 番が議題２つ掲

載されていて、11 番で閉会ということでありますけれど、この農

政審議会は開かれる回数も非常に多くないわけでありますが、（委

員に）それぞれの団体の代表の方がお入りになっているということ

で、「その他」という項目を是非入れていただいた方が、他の定ま

っている議論にも外れないだろうし、もしできれば、広く本当の議

論をいただく、答えなんかできなくてもいい、意見をいただく場で

あろうかと思いますので、次回にもしそういう場をいただければ、

もうちょっと活発な会議になるかなと思います。 
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要望でございます。 

議長 以上の点は大事なポイントだと思います。広く検討していくとい

う観点からも。 

それでは、以上で議長としての役割を終えさせていただきます。 

ありがとうございました。 

事務局の方に返します。 
司会 ありがとうございました。 

それでは以上を持ちまして、「平成２４年度千葉県農政審議会」

を閉会させていただきます。 
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