
千葉県農政審議会議事録 

 
１ 日時 平成２３年１月１８日（水）午後１時３０分から午後５時まで 
 

２ 場所 千葉県自治会館９階大会議室 
 

３ 出席者 

【審議会委員】 

  遠藤 澄夫  伊藤  勲  秋山 光章  田中 明  高木  衛  林 茂壽 
  吹野 美才  菅谷 健一  鈴木 一男  根本 実  齋藤 昌雄   菊間 節子 

栗栖 喜子    松田 苑子  菊池 眞夫  
 【県職員】 

  農林水産部長、農林水産部理事、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、技監(兼)生産販売振興課長、担い手支援課長、

安全農業推進課長、農地課長、耕地課長、農村振興課長、畜産課長、森林課長、 
水産課長 

 

４ 議題 

（１）千葉県農林水産業部門別計画（案）について 
  ①総括版（案） 

  ②園芸振興計画（案） 

  ③農産振興計画（案） 

  ④畜産振興計画（案） 

  ⑤森林・林業振興計画（案）【参考】 

  ⑥水産振興計画（案）【参考】 

  ⑦担い手育成計画（案） 

  ⑧販売促進計画（案） 

 

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１５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、この場をお借りして厚くお礼申しあげます。 
さて、本県は、皆様御承知のとおり全国有数の農業県ですが、



円高による低価格な野菜や肉などの輸入農畜産物の増加や、  

燃油・飼料の国際取引の不安定さなどから農家の経営も厳しさを

増しています。 
また、担い手の減少と高齢化の進展により、生産活動や集落  

機能が低下し、耕作放棄地が増加するなど、農村の持つ県土や  

自然環境の保全といった多面的な機能の低下が懸念されて   

います。 
先般、公表されました農林業センサスにおいても、農業就業  

人口は、前回調査の 5 年前から 20.8%の減少の 93,909 人、耕作

放棄地の面積は、5.3%増加の 17,967ha になっています。 
その一方で、経営規模の拡大が進み、5ha 以上の販売農家も 33%

増加しています。さらに法人組織数が増加するとともに、農産物

の加工などに取り組む「いわゆる 6 次産業化」の取り組みも増加

するなど新しい芽も息吹いてきているところです。 
また、昨年 12 月に公表された千葉県の平成 21 年農業産出額は、

4,066 億円で、北海道、茨城県に次いで全国第 3 位を維持した  

ところです。 
そのような中、県では、千葉県総合計画で示した「農業産出額

全国第 2 位」及び「海面漁業漁獲量全国第 6 位」の確保を目標と

し、「地域を支える力強い農林水産業の実現」を目指すこととして

おります。 
これを具体化・実現化するために、本日御審議いただく、園芸、

農産、畜産、森林・林業、水産の各分野における 5 つの振興計画

と、担い手育成、販売促進の全分野にわたる 2 つの計画からなる、

「千葉県農林水産業部門別計画」の策定に取り組んでいるところ

です。 
本日は、これら各計画案について御説明し、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、お願い申しあげまし

て、あいさつといたします。 
司会 委員及び県職員を紹介。 
司会 平成 22 年 6 月 1 日に委員委嘱後、初めての審議会開催となる

ため、仮議長を選任した上でその進行により会長及び副会長を 

選任する必要がある旨を説明。仮議長の選任について委員に諮る。 
委員 仮議長の選任について事務局に一任する旨の発言あり。 
司会  仮議長を菅谷委員とすることについて委員に了解を求める。 
委員  意義なしの声。 
仮議長  会長及び副会長の選任方法について事務局の説明を求める。 
事務局  会長及び副会長の選任は委員の互選による旨を説明。 
仮議長  委員に意見を求める。 
委員  会長に菊池委員、副会長に林委員の就任を提案。 



仮議長  提案について委員に諮る。 
委員  意義なしの声。 
司会  菊池委員に会長就任あいさつを依頼。 
会長 （あいさつ） 

 ただいま、本審議会の会長に選任されました菊池でございます。 
 なにとぞよろしくお願いいたします。 
 さて、我が国では農林水産省が昨年 3 月に、食料・農業・農村

基本計画を新たに策定し、米の戸別所得補償制度が導入されるな

ど、農政は大きな転換期を迎えていると考えられます。 
 思い起こせば、第 1 次農業基本法が制定されたのは 1960 年代

始めだったと思います。 
日本の農業は常に変換期にあったと言っても過言ではないと 

思いますが、その中にあって、何度か大きな波がありました。 
そして、現在、これまでにない大きな転換期に来ていると考え

られます。 
 こうした中で、我が国の農業の健全な発展を図っていくには 

どうしたらいいか。非常に月並みなことではありますが、生産者

と消費者の立場に立って、多くの山積している課題に確実に取り

組んでいくことが、これまで以上に強く求められています。 
 消費者の信頼を獲得し、生産者が意欲を持って経営を持続して

いくためにはどうしたらよいか、また我が国有数の農業県である

千葉県で農業を強くして発展させていくためにはどうすればいい

か、皆さまとともに考えていければと思います。 
 本日は、千葉県農林水産業部門別計画案について、皆様の   

御意見をいただきますが、実り多い会議となるよう御協力を 

お願いしまして、あいさつとさせていただきます 
事務局  資料一覧により資料確認と補足説明。 
司会  菊池会長に議長を依頼。 
議長  議事録署名人に鈴木委員、栗栖委員を指名。 
両委員 了解。 
議長  審議会は原則として公開することとなっている旨説明。 

 傍聴者が 1 名いることを委員に伝え、傍聴者の入室を促す。 
議長  議題の①千葉県農林水産業部門別計画（案）の①総括版（案）

について県の説明を求める。 
農林水産政策課長  資料により説明。 
議長  議題の②園芸振興計画（案）について県の説明を求める。 
生産販売振興課長  資料により説明。 
議長  議題の③農産振興計画（案）について県の説明を求める。 
生産販売振興課長  資料により説明。 
議長  議題の①から③について委員の意見を求める。 



委員 
 
 

入口はわかるが、出口が読めない所がある。 
具体的には、新規需要米において、利用や販路の予算が見えて 

こない部分がある。計画を実行し、生産者の所得向上につなげる 

ために、予算と要員の確保をお願いしたい。 
農林水産政策課長 予算については 2 月 2 日に記者発表と聞いている。 

予算要求ベースでは、一般会計で計画事業費 176 億円くらい。

特別会計では 7 億円くらい。これでおおむね 180 億円くらい。 
3 年間で 550 億円の事業費を獲得したいと考えている。 

委員 農産物の輸出をどのように考えているのか聞きたい。 
例えば、よその県では、工業品も含めて輸出にかかる費用を  

もっているところもあるように聞いている。 
生産販売振興課長  輸出する団体に対して支援する制度がある。直接的な経費の 

補助は難しいが、販売促進や現地調査、テスト輸出の経費などを

対象としている。 
委員  農地流動化の施策については、園芸振興計画、農産振興計画、

担い手育成計画の中で出てきている。 
どこかで集約するのか、それとも、それぞれ違う課でやって  

いるのか、全体的な連携があるのか。 
担い手支援課長  県の窓口は担い手支援課で行っている。新規参入、担い手の  

育成については、農地流動化の問題は避けて通れない。担い手  

支援課で事業を持ち、市町村や関係団体への指導を行っている。 
委員  農産振興計画に出てくる農地保有合理化法人も担い手支援課で

カバーしているのか。 
担い手支援課長  市町村をまたがる様な大きな農地の流動化は、国の農地保有 

合理化事業を所掌している担い手支援課が行っている。 
議長  議題の④畜産振興計画（案）について県の説明を求める。 
畜産課長  資料により説明。 
議長 議題の⑤森林・林業振興計画（案）について県の説明を求める。 
森林課長  資料により説明。 
議長  議題の⑥水産振興計画（案）について県の説明を求める。 
水産課長  資料により説明。 
議長  議題の⑦担い手育成計画（案）について県の説明を求める。 
担い手支援課長  資料により説明。 
議長  議題の⑧販売促進計画（案）について県の説明を求める。 
生産販売振興課長  資料により説明。 
議長  議題の④から⑧について委員の意見を求める。 
委員  農業は食べられなければ辞めていってしまう。 

ＴＰＰを含めてこれから農業はどうなっていくのか。 
千葉県の約半分を占める小さな農家がどうやって生きていくの



か考えると、集落営農や企業化が必要だが、誰が音頭をとって  

いくのか。ＪＡなのか、普及指導員がやってくれるのか。 
県も職員をどんどん減らしており、県の普及指導員が地域で 

そのような指導をどうすればできるのか、県の考えを伺いたい。 
農林水産政策課長  ＴＰＰの関係は、国の方針の中で 6 月に策定すると言われて 

いるが、まだ何も出ていないジレンマがある。経済界からは韓国

に乗り遅れるなと言われているが、韓国では、2004 年から 2013
年まで農業対策として 8 兆円、2008 年から 20017 年まで 9 兆円

投入するといっている。 
日本はおおむねＧＤＰが韓国の 5 倍なので 45 兆円を投入する

のか。どのような方針が出てくるのか、ＴＰＰに関しては国も 

2 分している。地方も暗中模索の状況にある。 
担い手支援課長  儲かる農業が前提。企業的経営体・アグリトップランナーを  

目指すような経営体を作っていく。 
また、農家の方が生産から販売まで一貫してできる 6 次産業化

を支援してまいりたい。 
さらに、新産地づくりや、施設園芸の推進などで単位面積   

当たりの収益が上がるように総合的に支援してまいりたい。 
農家に行くのは普及指導員なので、258 名の普及指導員の資質

の向上に取り組み、的確に農家の要望に応えられるようにして 

いきたい。 
委員  258 名の普及指導員、これをもっと増やしていく考えはあるか。 
農林水産政策課長  増やしたい気持ちはある。しかし、定員適正化計画において  

普及指導員も例外ではない。今、3.5%の減を全庁で講じようと 

いう人事担当部局の方針がある。新規採用しながらも、総定員は

減少していく場合があると御理解いただきたい。 

委員  今でも普及指導員が足りない。いろんな計画案が出されていて、

これを遂行するためには絶対足らない。 
他県より千葉県は遅れていないか。 

農林水産政策課長  行政改革推進委員会では多すぎないかと言われた。普及員の 

状況を調べてみると、他県と比較しても決して少なくはない。 
確かにこのまま減らしていくと大変なことになるのではないか

ということで、一定の歯止めは必要と考えている。必要な人員を

配置していきたいと考えているので御理解願いたい。 
委員 非常にすばらしい、細部にまで書かれている計画だと思う。 

3 年後、10 年後の生産目標はしっかり書いてあるが、それに  

伴う予算を書いた方が親切ではないかと思う。 
また、ＴＰＰについては、将来どうなるかわからないとのこと

だが、それに備えて販売促進計画の中で輸出面というものがある。 



県は情報提供をするとのことだが、情報提供だけではなくて、  

現地に行ってもっと市場を掘り下げたり、現地に入って千葉県の

優秀な農産品や園芸品などを輸出できるような形でしっかり  

取り組んでいかなければいけない。情報提供だけではいけないの

ではないか。 
また、千葉県には 16 万 1,000ha 森林があって、そのほとんど

が私有林ということだが、森林を持っている方に対して、どの  

ような支援ができるのか教えてほしい。 
水産振興計画では、貧酸素水塊の被害を最小限に抑えるための 

対策を講じるということだが、国体の開催日に大変大きな青潮が

出て、アサリが 90%以上死滅した。県では貧酸素水塊の対策を  

具体的にどのように考え、どんな対策を講じているのか聞かせて

ほしい。 
農林水産政策課長  予算の関係はかなり議論した。総合計画のやり方に習い、○印

の所に予算事業を抽象的に表現した。 
 ある時点では、どういう予算がぶら下がっているかを言えると

思うが、今現在では予算の公表が 2 月 2 日と聞いているので  

こういう形で記載した。 
生産販売振興課長  輸出については、情報提供だけではなく、輸出向け商談会を  

はじめ海外での展示会やフェアに出展していくことなど積極的な

販売促進を行うこととしている。 
森林課長  千葉県には私有林が 14 万 2,000ha あり、私有林面積の率は  

全国で 1 位。所有者への支援内容は、植栽、間伐等を一定面積  

以上行うと国庫補助金と県の上乗せ、さらに森林施業計画に  

基づき計画的な森林整備を行った場合には、さらに補助金の  

上乗せができるという制度がある。 
水産課長  貧酸素水塊の青潮問題の対策については、臨海部埋め立ての 

時に深く掘った穴が多数あり、1 億㎥あると言われている。その

うち大きいのが検見川、幕張、浦安で、貧酸素水塊が溜まり   

やすいので、その埋め戻しを現在まで行ってきている。 
 根本的な問題は、東京湾の中の瀬という浅瀬があり、その隣接

部が水深 30m くらいに落ち込んでおり、そこにプランクトンの 

死骸が溜まったりして還元層ができて貧酸素水塊ができる。これ

が上がってくると大規模な青潮が発生する。現在は、貧酸素水塊

がどう動いているか情報をリアルタイムで流している。事業者は 

その情報を利用して操業している。 
 研究面での取り組みとして、青潮発生時にどういう状況の場所

のアサリが生き残っているか、そのシステムを解明し、将来の  

土木工学的な対策の足がかりにしたいと考えている。 
 



委員  千葉県の落花生は全国のシェアの 4 分の 3 を占める特産物の 

顔でもある品目である。しかし、収益性が低く、作付面積が減少

し、生産者の高齢化が進んでいる生産現場は、極めて厳しい状況

にある。 
 農産振興計画の中に、落花生の記載があり、機械化の推進や  

収益性の向上に向けての取り組みが重要と思うが、来年度以降、

具体的にどのような施策を実施していくのか。 
 また、園芸振興計画の中に温室等のリフォームの推進とあるが、

補助金等の対象の中にビニールの張り替えも含まれているか。 
 また、普及指導員の人員について、畑作地帯の人員を確保して

ほしい。 
生産販売振興課長  落花生の機械化が遅れており、機械化による省力化に向けて、

県も問題意識を持っている。 
 落花生の主産県である千葉県、茨城県、栃木県等が一緒に国に

対して落花生の特に収穫機械の開発について要望をしている  

ところである。国の審議会が 2 月に開催され、落花生の機械が  

開発対象となるかどうか決定する。 
 また、生産から加工まである程度機械で対応できるものに  

ついては、機械や設備の導入経費を助成することについて検討 

している。 
 リフォームの事業は、ガラス温室と鉄骨ハウスのリフォームを

対象としている。ガラス温室、鉄骨ハウスの修繕と硬質フィルム

の張り替えを補助対象としている。 
農林水産政策課長  専門性を考慮して、バランス良く配置しているので御理解願い

たい。 
委員  この計画どおりに進めばとても良いと思う。 

 千葉県は消費地が非常に近いので、それだけ人間も多い。人間

が多いということは環境にも気をつけていかなければいけない。 
 市場に乗らないで、人と人との繋がりの経営も千葉県だから 

こそできると思う。 
 千葉県の進む方向としては、環境を大事にした農業に力を入れ

ていくべきではないか。 
 TPP の話もあり、競争に拍車がかかるかもしれないが、消費者

と繋がることによって、千葉県のものなら大丈夫といわれるよう

な方向で進めてもらいたい。 
農林水産政策課長  総括版に 10 年後の目指す姿「地域を支える力強い農林水産業」

について、いろんな観点で記載している。 
 環境も含めて、この目指す姿に向けて努力していきたい。 

委員  この計画は見事に良くできている。これが実施できれば、千葉

県は豊かな農業王国になると思うが中々難しい。 



 網羅的なものではなく、これは何としてもこの 1、2 年のうち

に完成するのだという重点的な項目があった方がいいのではない

か。 
 土地改良のことで言えば、農振農用地面積が 7 万 200ha あり、

その中で 38 千 ha くらい基盤整備されていて整備率が 54.7%とい

う数字が書かれている。 
 そういうように基盤整備してきても、千葉県の農業は、だいた

い 2ha 未満が 8 割くらい。これはおそらく 40 年・50 年以来から

さほど変わっていないと思う。その中でも平成に入ってからは 

本格的な農地を集積した基盤整備事業が行われている。本当に 

農地を集積して規模の大きい農業を確立し、担い手や集落営農を

育成できるように、これからもう一度基盤整備に取り組んで、  

集落一体の換地をすることなどが大事だと思う。こういった重点

的な整備をやるといったような方向性を打ち出してもらいたい。 
耕地課長  農地の集積を行う場合、地域との話し合いが大きな課題である。

区画整備、圃場整備をやるということは、個人の財産を換地と  

いう手法で取り換えるという大きな事業なので、まず土地の問題

として地域で話し合い、それを活用して集積をするという方向へ

持っていきやすいということは事実だと思う。 
 例えば、基盤が無ければ、その地域の志のある人たちだけが  

集まって集積のことを話すといったことも必要である。 
 もう一つ大きな問題として、第 2 種兼業農家が 9,000 人減って

いる。その人たちはほとんど土地持ち非農家になっている。 
 本当に地域のことを考えて、地域をどうするんだという大きな

流れを作るのに基盤整備の話し合いができれば、将来に向けて 

担い手も育成できるし、土地も守れる。また、土地を離してしま

う人の土地を有効に活用できる手法でもあると思う。 
 将来どうするのだというところに我々も足を置いて、十分な 

話し合いをした土地改良をこれからも進めていきたいと考えて 

いる。 
農林水産政策課長  部門別という概念を作った段階で、部門ごとの目標が出てきて

いる。1 番大きいのが、生産基盤の農地、担い手。2 番目は農地

集積とか機械化の推進。3 番目が生産性の高い経営体の育成と 

いう順番だと思うが、できれば均衡ある振興計画にしたいと考え

ている。 
委員  園芸緊急戦略の残された課題の中に、いも類の機械化による 

規模拡大とあるが、いも類は重量野菜で、高齢者や女性に対して

は機械化が重要。機械化することによって新規就農者の確保、  

担い手育成にもつながっていくと思うので、支援を是非お願い 

したい。 



委員  長年農業に携わってきた者にとっては、農業に対してすごく 

愛着がある。今、集落営農とか、営農組合とかいろいろ騒がれて

いるが、やはり自分の家の農業は自分の体を使ってこれからも 

やりたいと思っている。そういう人たちが多くいるということも

わかっていてほしい。 
 担い手の問題は、今の農業に本当に魅力があるのかなと感じる。 
 今の農業はものすごく資本がかかる。その点についても今後 

検討してほしい。 
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 （お礼のあいさつ） 

長時間に渡り、委員の皆様には御審議いただきありがとう  

ございました。今日いただきました御意見を参考に、3 月末に  

成案をまとめていきたいと考えておりますので、今後ともよろし

くお願い申し上げます。 
 地域を支える力強い農林水産業、千葉県を支える力強い農林 

水産業の実現に向けて頑張ってまいりますので、今後とも御指導、

御協力をよろしくお願いしましてお礼のあいさつとさせていただ

きます。 
議長  議長を降りる旨宣言。 
司会  閉会を宣言。 

 


