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平成２５年度千葉県農政審議会議事録（概要） 

 
１ 日  時 平成２５年１１月２５日(月) 午後２時から午後４時まで 

２ 場  所 千葉県教育会館本館６０４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 
       林 茂壽 吹野 美才 林 和雄 根本 実 和田 三千代 

小倉 朋子 

      ［県職員］ 
       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 水産課長 

 
４ 議  題 （１）千葉県農林水産業振興計画（案）について 

  （２）その他 

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２５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、１１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項の規定によ

り、本審議会は成立していることを御報告いたします。 

 本日は、麻生農林水産部長が急用のため、欠席となっております。

はじめに、県を代表しまして、渡辺農林水産部次長から挨拶を申し

上げます 

渡辺農林水産部次長 
 

（あいさつ） 

次長の渡辺でございます。 

部長に代わりまして、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、御多忙中のところ、御出席いただきまして、
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発 言 者 発 言 内 容 
本当にありがとうございます。 

 また、日頃から、本県農業の振興には特段の御理解・御協力を賜

り、厚くお礼申し上げます。 

さきの９月定例県議会で、県の総合計画「新 輝け！ちば 元気

プラン」を議決いただきました。県ではこの「新 輝け！ちば 元

気プラン」の具体的な取組を示す「千葉県農林水産業振興計画」の

策定を進めているところです。 

具体的には、「園芸」「農産」「畜産」「森林・林業」「水産」の５

つの生産振興分野と、消費者ニーズを重視した「販売促進・輸出拡

大」「６次産業化」、生産者を下支えする「試験研究の充実」「担い

手育成」など、横断的かつ戦略的に推進をする８つを加えました 

１３分野で構成する計画としています。本年１２月までには計画を

策定したいと考えております。 

今日の農林水産業をとりまく環境については、国際化の進展や 

消費形態の変化など、急激かつ大きな変化をしているところです。 

この計画においては、時代の変化に対応していくとともに、千葉

県の持つ様々な宝・ポテンシャルを最大限に発揮させながら、「戦

略的な産地強化」と「高付加価値型・高収益型農林水産業への転換」

を進めて、「農林水産王国・千葉」の復活を目指してまいりたいと

考えております。 

 本日は、この「千葉県農林水産業振興計画」について、現在の検

討案を御報告いたします。委員の皆様方から忌憚のない御意見を伺

いたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 
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、副会長を御紹介申し上げます。審

議会委員の任期は平成２４年８月１日から平成２６年７月３１日

までの２年間であり、昨年度開催された審議会において、会長には 

大江委員が、副会長には林茂壽委員が選出されております。 

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おりますが、大江会長が本日インフルエンザの
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発 言 者 発 言 内 容 
ため欠席となっております。条例第３０条第３項の規定により、会

長に事故のあるときまたは欠けたときは、副会長が職務を代理する

こととなっております。 

では、林副会長には議長席へとお移りいただきますようお願いし

ます。 

それでは林副会長、ごあいさつをお願いいたします。 

 
議長（林副会長） （あいさつ） 

大江会長が欠席ということですので、定めにより、皆様方の御協

力を仰ぎながら、議長を務めさせていただきます。よろしくお願い

申し上げます。 
同時に円滑なる審議に御協力を賜りたくお願い申しあげます。 
 

司会 ありがとうございました。 

 それでは、これから議事に入っていただく前に、資料の確認をさ

せていただきます。 

（資料の確認） 

 それでは、林副会長に議事をお願いいたします。 

 
議長 【議事】 

それでは、議長を務めさせていただきます。 

皆様の御協力をお願いします。 

まず、議事に入ります前に、議事録署名人の選任ですが、わたし

の方から指名させていただいてよろしいか、皆様方にお諮りいたし

ます。 

 
委員  異議なし（全員了解） 

議長 では、議事録署名人は、吹野委員と根本委員、御両名にお願いし

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。 
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発 言 者 発 言 内 容 
議長 【議題１】 

 それでは議事に入ります。 
議題につきましては、まず県から説明を受け、皆様から御意見・

質問をいただきます。 
初めに「千葉県農林水産業振興計画（案）」について、説明をお

願いします。 
 

農林水産政策課長 （資料により説明） 
 

議長 それでは、県からの説明に対して御意見、御質問がありましたら、

挙手の上、御発言をお願いします。 
 

委員 
 
 

有害鳥獣対策について、最近、ハクビシンが県内のかなり奥の方

まで進出してきています。ハクビシンは夜間に行動するので、猟銃

による捕獲が無理で、檻による捕獲が一番現実に合います。 

私は梨をつくっていますが、梨もかなりやられています。対策と

してハクビシン用の小さな檻の罠があり、何匹も捕まえています。

そういう対策を果樹農家に安く提供できるようにして欲しい。 

 
農村環境整備課長 ハクビシン等含めて小動物関係の対策についてお答えします。 

千葉県の特徴としては、鳥獣被害の半数をイノシシが占めており

ますが、最近、小動物の被害も、県南だけでなく県全体に広まって

おります。ハクビシンは、例えば昔は住職がいたが今はいなくなっ

た寺などに住み着くという中で増えています。 
県としましても、イノシシの防護柵や捕獲罠も推進しております

が、小さな小動物用の罠も、県の鳥獣対策の費用として加算してお

ります。しかし、普及、啓発の進んでいない傾向があり、機会ある

ごとに、市町村や関係団体と調整しながら、推進、指導、支援をし

ていきたいと考えております。 
 

委員 
 

果樹農家に捕獲罠を安く提供できるようにという考えは持って

いますか。 
 

農村環境整備課長 小さな罠については、２～３万円の支援をしています。大型の罠

ですと１０万円くらいになります。 
 

委員 
 
 

小さな罠でも、中に餌をいれておくとかなり捕れます。そういう

対応を県としても果樹農家に普及していかなければいけないと思

います。 
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発 言 者 発 言 内 容 
議長 よろしいですか。はい、どうぞ。 

委員 
 

先日、農林水産常任委員会で熊本県を視察しました。 
最近、輸入飼料が円安で高くなっていて、畜産農家は大変だと思

います。 
熊本県では、韓国から稲わらや飼料米を輸入していましたが、口

蹄疫が拡大したことで輸入を停止し、今は自ら飼料米と稲わらとホ

ールクロップサイレージを作っているということです。 
千葉県でも、そういう方向性を出しているけれど、まだまだ数量

的には少ない。飼料米とホールクロップサイレージをもっと推進で

きるような体制づくりをやって欲しい。千葉県も積極的な推進が必

要だと思います。 
 

生産販売振興課長 御指摘のとおり、飼料用米、ホールクロップサイレージの推進、

非常に大切と思います。 
千葉県では、生産調整において、他の埼玉県や栃木県で進められ

ているような麦、大豆の推進が難しいため、飼料用米、ホールクロ

ップサイレージで転作を推進してきました。平成２２年当時に比べ

ると面積等かなり増えております。 
今後の生産調整の見直しの中で、例えば飼料用米は、生産数量に

応じての数量払いのような制度も検討されています。こうした国の

制度を活用しながら、さらに飼料用米等の取組を推進していきたい

と思っております。 
併せてホールクロップサイレージ用稲も、収穫の手間がかからな

いので、コスト的にはかなり有利な面もあります。こういったこと

を生産者に広めながら取組を進めていきたいと考えております。 
 

畜産課長 畜産課においては、ホールクロップサイレージ等、飼料作物の収

穫において、非常に機械が高価であることから、耕作放棄地の解消

と併せて機械の整備を助成する形で、生産の拡大を図っているとこ

ろです。 
 

議長 よろしいですか。はい、どうぞ。 

委員 最近、高齢化によって耕作放棄地が増えてきている中で、耕作放

棄地を企業に委託しようという声があがりはじめています。 
しかし、企業に農業をやらせようといっても無理な話です。農協

や農業委員会にやらせようということも、現実的には難しいと思い

ます。 
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発 言 者 発 言 内 容 
土地改良区であれば、組合員が農機具や技術力を持っています

が、土地改良区がそういった事業ができるように法律ができていま

せん。土地改良区がそういった事業を展開できるような法改正を強

く国に要望していくべきだと思います。 
企業にまかせようという議論が出始めているけれども、企業が農

地を取得することを認めたらまずいと思っています。 
土地改良区が対応すれば、意外と簡単に耕作放棄地対策ができま

すので、法改正を強く国に要求すべきです。 
 

農村環境整備課長 御指摘のとおり、現行のままでは、土地改良区は、土地改良法上

そういう運営はできない、営農的にはできないということです。 
今までは元気な方々ががんばっていらっしゃったのですけれど、

これからの時代は、地域全体の力が必要です。 
特に土地改良区というのは、地域の農地、人々のつながりがあり、

農業用施設も管理している優秀な団体ですので、その方々の力も借

りなければいけないということも含めて、国に対して、法改正とな

ると厳しい点もありますが、機会を見て要望していく所存です。 
 

議長 よろしいですか。はい、どうぞ。 

委員 先の話にもありましたハクビシンの罠ですが、狩猟免許がなけれ

ば使えません。鉄砲と違って、小さなハクビシンを捕る罠ですから、

誰でも扱えるものですが、免許がなければいけないという縛りがあ

ります。 
この免許を取るのに、医師の診断書が必要で、１回目の時の診断

書は、共済組合等がお金を出してくれますが、３年に１度の免許の

書き換えにも医者の診断書が必要ということです。 
法律なので、皆さんが騒いで変えればいいですが、すぐには変わ

らない。どこかで負担をしないと、こういう免許はとってもしょう

がないと諦める人が出てくると思うのです。 
そういうことについて、県はどのように思っているのか。お伺い

したいと思います。 
議長 この鳥獣害について他の委員からも御意見がありましたら一括

してお聞きした後に、総合的に御答弁をお願いしたいと思います。 
有害鳥獣に関する点で、御意見がありましたらお願いします。 
 

委員 ハクビシンの件について、農村地帯だけでなく、市川駅 500 メー

トルくらいの所にもハクビシンが出てきています。 
ハクビシンが出たときには、都内のハクビシン専門の業者に頼ん
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発 言 者 発 言 内 容 
だりしています。柏でも、倉庫の裏に巣を作られて、スモークを入

れて確認して捕まえたという話を聞きました。業者を頼むと何万円

もかかってしまいます。 
都会でもハクビシンが出てきているということを聞いているか、

また対策はどうか、お伺いします。 
 

議長 他に有害鳥獣に関して、関連質問はありますか。 

委員 カワウの被害が全国的に騒がれており、市川の行徳地区でも、 

カワウ被害も出始めているのですが、この対策はどうでしょうか。 
 

農村環境整備課長 まず、ハクビシンの免許について、最近の狩猟者の高齢化あるい

は人員減少ということもあり、手続きの手間や費用の問題につい

て、地元からの御要望があります。これについては、担当している

自然保護課に委員の御要望をお伝えしたいと思います。 
それから、２点目の市川も含めてハクビシンの件について、確か

に今までは、県南のイノシシ、シカの対策が主体となっております。 
県内で全体の鳥獣被害の被害額が、３億８千万円あるうち半数の

１億９千万円がイノシシで、ハクビシンの被害が約４千万円という

ことで、徐々に増えてきています。 
被害が拡大している状況であり、県としては、ハクビシン対策に

アライグマ等の対策も含め、罠の設置、あるいは有効な捕獲のやり

方などについて、毎年アライグマ・ハクビシンセミナーという研修

会を開催し、技術の継承、普及活動をしています。 
御要望があれば、各市町村が設置している対策本部等を通じまし

て、研修会の開催、罠の設置の指導あるいは支援を考えていきたい

と思います。 
 

水産課長 カワウの状況について、お答えいたします。 
 カワウについては、内水面の魚類、特に鮎などの有用魚類につい

て、相当の被害が発生をしています。 
千葉県だけで取り組むことはできませんので、他の県と連携をし

まして、広域的な取組を進めているところです。 
県内での取組として、ロケット花火などを使用した追い払い、一

斉追い払い、銃器を用いての一部捕獲、卵のすり替えなどに、内水

面の漁業者と一緒に取り組んでいる状況です。 
 

委員 狩猟免許の更新について、捕獲した獣のしっぽを持っていくと、

お金も出ますが、まず捕獲する免許の更新の費用が先になると思い



 

- 8 - 
 

発 言 者 発 言 内 容 
ます。鉄砲ではない罠、箱罠に限ってでもいいので、県として、対

策費の中で診断書の一部でも負担できないかというお願いです。 
 

農村環境整備課長 さきほども申しましたが、狩猟、捕獲については、申し訳ないで

すが、自然保護課で担当していますので、お伝えしたいと考えてお

ります。 
 

委員 自然保護課には聞きまして、法律ですから、すぐは直らないとい

うことでした。 
農作物の被害の関係ですから、農林関係として、前段となる免許

の更新に補助ができないかということを、自然保護課とは別に考え

てください。 
 

農村環境整備課長 委員の要望を受けまして、本件については、鳥獣対策の全国的な

大きな課題ですので、国に要望して、当県についても最大限に努力

していきたいと思います。 
 

議長 はい、どうぞ。 

委員 まず、第２位の奪還を明確に目標に掲げていただいたということ

は大変に喜ばしいと思います。以前から要望していたことであり、

これを農業者、関係者だけでなく、広く県民の皆さんに周知をして

いただきたいということをまずお願いいたします。 
それから、計画を推進するための人材の確保、中でも普及指導員

について、平成の一桁の時には 300 人くらいいたのが、今 200 人

くらいしかいないと思います。 
この指導員が農業の色々な生産振興、特に経営指導、技術指導に

大きな力を発揮しています。各地域でそれぞれ現場にあわせた対応

をしているわけです。 
こういう人たちが一人前の指導員になるためには５年、６年とい

う現場での実績を積まなければならないわけであり、そのためにも

人の確保ということを明確に打ち出していただきたいと思います。 
それに併せまして、いつも話をしていますが、担い手支援課とい

う課は、技術指導員のプロで、単に担い手だけでなく、地域農業を

支援していると思います。こういう人たちが自信と誇りをもって活

動することが必要ですから、課の名称をそれにふさわしく直してい

ただきたい。以前からお願いしているものであり、そろそろやって

いただきたいと思っています。 
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発 言 者 発 言 内 容 
議長 産出額２位奪還あるいは担い手の充実ということで、今２点ほど

御意見がありましたが、限られた時間ですので、さきほど同様、関

連の御意見ありましたらお伺いしたいと思います。 
 

委員 今の御指摘は、私も同感です。 
前々から、県の予算が減らされて、普及員あるいは他のところで

も人員が減らされているというのは聞いております。中では、本当

に苦労されていると思います。 
私は農協の組合長でもありますから、いつも普及センターととも

に色々やっております。そういう面での増員、普及員の指導がなけ

れば２位の奪還も難しいと思います。 
今、GAP 制度あるいはエコ農業のことなど、いろいろあります

けれど、新たな後継者への指導という面でも必要だと思います。 
それから２位奪還といった中で、知事がトップセールスで大田市

場にも来ます。大田市場には、各県の職員が派遣されていますが、

職員の人数を伺いますと、茨城県は７名で、千葉県は３名だとか、

前に２名だったところを要望して１名増やして３名くらいだと思

います。 
また、茨城県は部長クラスの人が来ています。千葉県は課長以下

で決裁が遅れるというようなこともあるかも知れません。 
あるいは、そこに職員がいれば、営業等で仲卸の方に色々事前に

いっておいて、PR につながります。 
茨城県、埼玉県、ほかのところも近県は、野菜等は同じ時期に出

ます。その中で、２位奪還に向け、どのように仕向けるのか疑問に

思っております。数字だけの目標であってはならないと思います。

やはり人員が増えていかないとどうかという面も疑問です。 
もう一点、試験研究の充実ということで、農林総合研究センター、

水産総合研究センターなどの組織や施設の再編整備を進めますと

あります。大いにやっていただきたいと思います。 
もうずいぶん老朽化している畜産総合研究センターもあります

し、八街にある落花生の研究施設もあります。 
そこには落花生の品種が１万５千種以上あり、品種を更新するの

に一気にはできませんから、300～400 品種を３年に１回ずつ更新

するというようなことをしています。その施設も、県の職員は今２

名で、後はパート等でやっています。その施設では、除草剤等使え

ませんから、草取りとかそういうこともやっております。 
そういう施設等も老朽化していますから、施設を更新しつつ、ま

た労働体制も見て、人員を増やしていただければと思いますので、

そういう面もお願いしたいと思います。 
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発 言 者 発 言 内 容 
担い手支援課長 担い手支援課です。 

まず、普及指導員の関係のご質問ですが、現在、県下に 230 名を

配置しています。普及指導員は直接農家と接して技術指導、経営指

導等を行う重要な組織ですので、選択と集中を図りながら、できる

だけ確保に努めていきたいと考えております。 
２点目の試験研究の関係ですけれども、担い手支援課の方が所管

しております農林総合研究センターについては、昨年度、機能強化

についての基本構想の説明をいたしましたが、この柱に沿って、今

後しっかりとスケジュールを立てて、機能強化、組織、それから施

設についても進んでいきたいと考えております。 
 

議長 はい、お願いします。 

委員 指導員の増員というと、中々大変と思いますけれど、これは逆が

効くといいますか、指導員が事務員になることはできると思います

が、逆は、事務員が指導員になることはできないものですから、一

般的な削減計画に単に合わせるようなことがないようお願いした

いと思います。 
それから、もう一つ、米の問題ですけれども、いつも米について

は、低コスト、コスト削減ということを書くきらいがあるのですが、

やっている人たちにすれば、コスト削減は限度があるわけです。 
この後、減反政策が廃止されるという話もでておりますし、その

影響等はどういう見方をしているのかということと、私はコスト削

減より、販売方法、要するに価格を安定させる方法を一緒に考えな

ければいけないと思っていますので、そのことを質問いたします。 
それから、今、お話ありました落花生について、今、耕作放棄地

を解消するために、色々やっております。 
そこに何を作るかというのは大変難しい。私は千葉県では落花生

を耕作放棄地に普及していくのがいいのではないかなと思ってお

ります。それにはもう少し機械化が必要であると思いますが、現状

では、どのくらい機械化が進んでいるのか、あるいはこれからどの

程度まで進めるという考えなのか、そのことを質問させていただき

ます。 
 

議長 今の関連で、なにかございますか。 

委員 市場関係の回答をまだいただいてないので、よろしくお願いしま

す。 
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発 言 者 発 言 内 容 
農林水産政策課長 組織の関係の質問ですが、普及員の数の確保や、首都圏マーケテ

ィングセンターの職員の数に関しまして、端的に県庁の職員の全体

の数が今までぐっと絞られてきておりまして、農林水産部だけを突

出して維持するということは困難だと思っております。 
ただ最近、これから先に関しましては、もう少しぐっと締めると

いう風情でもなさそうですので、その中でどうしていくか少し議論

してまいりたいと思っております。 
そして、計画の周知に関しましては、おっしゃるとおり周知を図

ってまいりたいと思っております。 
担い手支援課の名称に関しましては、市町村長と知事との懇談会

の際に部長も答弁申しあげましたが、御指摘に関しましては、受け

止めて今後検討してまいりたいと思います。ただし、すぐというこ

とではなく、長期的な課題になるかと思っております。 
 

生産販売振興課長 市場の関係、お答えいたします。さきほど茨城県７名ということ

でしたが、千葉県の場合、東京都の大田市場にあります駐在、マー

ケティングセンターは現在、４名となっております。 
４人で十分かということについては、本課にあります販売流通対

策室あるいは園芸振興室と連携を取りながら、具体的には千葉フェ

アとかトップセールスの時にも、販売流通対策室それから園芸振興

室と一緒になってやるという体制で、少ない人数ではあるのです

が、一生懸命やっておりますのでよろしくお願いいたします。 
 

議長 よろしいですか。 
では、後からの質問についてお願いいたします。 
 

生産販売振興課長 まず、米の減反政策の見直しの関係です。 
１１月中旬に中間取りまとめがでまして、５年後にはお米の減反

を廃止していく方向で、今、生産調整に協力した場合には１０アー

ル当たり 15,000 円の交付金が出ておりますが、それを来年は、と

りあえず自民党と公明党の合意では、7,500 円に半減して、５年後

には廃止していくという報告が出されております。 
千葉県の場合、非常に転作が難しいこともあり、交付金の制度に

参加しているのは平均で２０％くらいです。ただ大規模な農家、   
５ヘクタールを超えるような農家の場合には、経営を安定させるた

めに面積の約半分４７％ぐらいが、生産調整をして交付金をもらっ

ております。 
減反制度が廃止されて、交付金がなくなりますと、大規模の農家

の経営にまず影響が及びます。それから減反制度が廃止されます
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発 言 者 発 言 内 容 
と、主食用米を全国で作ってしまう可能性が非常に高いので、その

場合、米価が下がり、この場合にも一番影響を受けるのは大規模農

家ではないかと考えております。 
それからもう一つは、中山間地域で生産条件が悪い、特に小規模

農家は、減反廃止されて 15,000 円が入らなくなりますと、もうお

米の生産者を辞めてしまおうというふうになる可能性もあります。

そうなった場合、水田の持っている防災機能とか、色々な環境面の

ことが維持できなくなる恐れがあります。 
国の方には、そういったことを踏まえ、検討していただきたいと

いうふうに考えております。 
続いて販売方法ですが、千葉県の場合には早場米産地という特徴

があります。実は、お米の出だしの時には、ふさおとめ、ふさこが

ねの価格は、一般的に高いといわれているコシヒカリに匹敵する値

段で出ておりますので、早場米の特徴をさらに活かしていきたいと

販売面では考えております。 
それから、次に落花生の関係で機械化がどのくらい進んでいるの

かということですが、現在、国の研究機関、千葉県の農林総研も一

緒になって、機械化の研究をしています。今年は３年目で、試作機

がほぼできております。 
かなり性能がいいものができていると思います。後は値段の問題

等ありますので、試作機を来年、実際に千葉県で借りて使ってみて、

後は値段を、メーカーがどのくらい下げられるのかというのを検討

して、実用化に向けた取組をやっておりますので、引き続きやって

行きたいと思っております。 
いずれにしろ、本県において、畑作の転作作物としては、落花生

を主体にして輪作体型を確立して、畑作、園芸の拡大に取り組んで

いきたいと考えております。 
 

委員 
 

課の名称につきましては、４年も前から、来年、来年ということ

でやっていますので、ぜひ、早期実現をお願いしたいと思います。 
米の有利販売もぜひ生産者と一緒に考えてお願いしたいと思い

ます。 
それから、落花生の件については、全国的にはマイナーですけれ

ども千葉では特産物ですので、ぜひ機械化への後押しをしていただ

ければと思います。 
あと１点伺います。基盤整備についてですが、圃場整備率が４年

で 0.8％しかあがらないという数字になっております。これは少な

過ぎるのではないかと思います。機械の使えない農地は見捨てられ

てしまうわけですので、見直しができればと思います。 
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発 言 者 発 言 内 容 
もう一つ大きな問題は、施設の老朽化であります。昭和４０年代

の施設が、一斉に老朽化してきております。 
先般の台風２６号の時に大雨の被害が各地に出たのですが、この

被害を食い止めたのは、一つには、私の町もそうですし、九十九里

平野全部がそうだといえると思いますが、農業用の排水機場であっ

たと思います。 
地域の人たちががんばって、機場をだましだまし使いながらやっ

て、この次は、けっこう被害はでてしまうのではないかと実感をし

ておりますので、ぜひ考えていただいきたい。 
排水機場や農業用施設の更新、あるいは長寿命化という表現もし

ておりますけれども、積極的に進めていただきたい。 
今、農家の数が減って、機場の防災機能を知らない人が多いと思

いますし、更新してくれと訴える人も少なくなってしまった。動い

ていて当たり前だというような考えをもっている人が非常に多く

なってきたということも現実でありますので、そういう現実をとら

えて、基盤整備については、早くしていただきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 
 

耕地課長 耕地課です。２点、説明を申し上げます。 
１点目は、基盤整備事業について、目標面積が少ないのではない

かということですが、計画年度が２９年度でありまして、その間に

１０地区、整備を計画しています。現在、圃場整備の完了まで、標

準で８カ年を要しています。それをベースに２９年度までに、整備

する１０地区の中の整備面積を積算した結果 600 ヘクタールとな

りまして、分母が千葉県の農振農用地面積７万ヘクタールですの

で、そのようなパーセンテージとなったということです。 
２点目でが、老朽化対策につきましては、私どもも、農業農村整

備事業の中で重点事業としてとらえておりまして、今後も積極的な

推進に努めてまいりたいと思います。 
あわせまして、老朽化の把握についてですが、基幹水利施設で、

934 施設ありまして、現在、その管理者の方々に老朽化度を診断し

ていただきまして、常にその状況を把握しているところです。それ

を通して、私どもも施設の老朽度を把握していこうとしておりま

す。 
議長 はい、どうぞ。 

 
委員 基盤整備は、１年あるいは４年だけではできないことですので、

ある程度の年次計画を作って進めていただきたいと思います。 
もう１点、一つは林業に関して、私の町には、林業はなく、他の
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発 言 者 発 言 内 容 
町の話をすることになるのですが、房総の山、特に植林された杉林

を見ますと、情けない気持ちになります。 
せっかく植えて伐採の時期が来ても利用価値がないので、そのま

ま捨てっぱなし、しかも場所によっては、葛の葉が木より上になっ

てしまって、景色も悪くしてしまっています。 
どうしたらよいかというのはよくわかりませんけれど、少なくと

もこのまま放置しておいてはいけないと思います。ぜひ、有識者会

議等を設置して議論をはじめていただきたいと思っております。 
後１点、私の地域に関係のあることですが、施設園芸を充実させ

る、面積等も増やすあるいは収量等も増やすということが記載して

あります。 
問題の一つとして、燃料の高騰があります。九十九里平野の地下

には天然ガスが埋まっており、民生用には活用しておりますが、地

盤沈下等の問題はあるんですが、これを施設園芸の暖房になんとか

利用できないか思っております。 
調べたのですが、経済産業省の管轄で、非常に制約、規制が厳し

くて、なかなか使えません。また家庭用と施設園芸では、使う量が

違いますので、配管をし直したりという色々なことがあります。重

油みたいに施設の脇に小さなタンクをつくって貯めたらどうかと

いう話もしたのですが、それも制約があってだめだということでし

た。 
さきほど法律の話も出まして、法を変えることは大変だと思いま

すけれど、せっかくある資源を使う方法を、なんらかのいい知恵を

貸してもらえないかと、要望ですけれども、一つお願いしたいと思

います。その２つをお願いいたします。 
議長 はい、答弁は必要ですか。 

委員 お願いします。 

森林課長 森林課です。 
まず林業のお話でございますが、委員ご指摘のとおり、確かに県

内の森林はかなり荒れている状況です。 
有識者会議という御提案ですが、既に森林関係については、森林

審議会という制度があります。 
森林整備をすると、色々な材が出てまいります。このため、建築

用材だけではなくて、色々なところで木材の利用を進めていく必要

があります。それぞれの地域の個性がありますので、市町村あるい

はその地域の林業をやっている森林組合や他の事業体、あるいは木

材、製材関係に携わっている方、そういう方々の地域ごとのコミュ
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発 言 者 発 言 内 容 
ニケーションをもっと図っていこう、もっと具体的に木材の利用を

進めていこうということで、今回はこのような計画を打ち出してお

ります。 
有識者会議の御提案は非常にありがたいと思いますが、もっと地

域ごとの具体的なことも考えておりますので、引き続き御協力いた

だければと思います。 
 

生産販売振興課長 施設園芸の暖房への天然ガスの利用を新しい切り口で御提案い

ただきましたので、今後、勉強していきたいと思います。 
 

委員 よろしくお願いいたします。 
森林審議会があるとすれば、失礼ないい方かも知れませんが、も

う少し用務を前に進めていただくというか、スピードアップしてい

ただき、もう少し早くやっておけばよかったというふうにならない

ようにお願いしたいと思います。 
 

議長 はい、ありがとうございます。 
はい、お願いします。 

委員 関連して、森林関係で質問いたします。振興計画の 55 ページに、

「森林資源等のバイオマス、水、土などの資源が豊富に存在しま

す。」「これらを再生エネルギーとして活用し、地域の活性化を図っ

ていくことも重要です。」と書いてあります。この後、具体的にど

うするのかが見えないのです。 
竹が伸び放題に伸びている、杉も気の毒な状態になっているとこ

ろがそこら中にあります。なんとか間伐をしっかりやらないといけ

ない。ただ間伐したものを切り出す手段がない。 
では、どういう手段を使っていけば、木を切れば切るほど損にな

るひどい事態でなくて、山の所有者にメリットのある形で切り出し

て、再生可能エネルギーなり、なにかの形で利用しながら、山を再

生していけるか、具体的にどう考えているか伺います。 
 

森林課長 森林課です。 
再生可能エネルギーのところの指摘と思いますが、木材は、建築

用材、パルプ、燃料用など、歴史的には色々な形で使われてきた経

緯があります。 
千葉県の場合は、里山的に使われてきた非常に小規模な山が多

く、今のエネルギー関係の流れであるまとめて出すということに対

応するのは、難しい面があります。 
色々な森林がモザイク状に点在していて、まとめて出すのは難し
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発 言 者 発 言 内 容 
い。逆にいうと、それぞれの地域で小さいながらも使っていく必要

があります。 
今回の振興計画でも触れていますが、木材の利用方法としては、

一つは、住宅、建築用として、いかに需要を伸ばすかということで

す。 
全国的な流れとして、木造の復権が行われており、特に集成材を

使って大規模な建築もできるようになりつつあります。県産材をう

まく使った新たな建築用材の用途へ大量に出していくルートを確

保しつつ、県内の現場、工務店レベルの需要と山側、供給側の協定、

直売などを地道に追求していく必要があります。 
併せて、小規模な森林が点在していますので、単純にまとめて経

営というわけにはなかなかいきません。小さな規模ではあっても、

それぞれの所有者ができる範囲で安全に、出せるやり方も考えなけ

ればいけません。 
単純に考えれば、道をつくって、大型の機械をいれて大量に出せ

ばということになりますが、千葉県の場合はそれだけではすまない

だろうと思います。 
軽トラックレベルで、安全に効率的に出せるようなことも必要だ

ろうと、そういう試験研究、実証も現在進めております。 
色々な知恵を使って、小さい需要から大きい需要まで対応できる

よう進めていきたいと考えています。 
 

委員 どうもありがとうございます。 
しかし、山からどうやって木を取り出していくかということで、

大きな道をつくって欲しいということを言っているわけではない

のです。小さな道を作ればどうですかと言えば、そんな小さな道で

は、そこら中の木があるので、どうしても大変なのですと言われま

す。 
具体的に実証的にこういうやり方でうまくやっているという事

例は今、県内でどこかで進んでいるのでしょうか。 
 

森林課長 振興計画にも書いてありますが、経営計画を策定してある程度ま

とまったところに車が入れる作業道を開設しまして、間伐材がその

地域からまとまって出ているという例もあります。 
議長 はい、どうですか。 

委員 全体的な、原案の大まかな話を聞きたいのですが、プランをつく

るときは、必ず目標値をつくるのはいいのですが、目標値がかけ離

れているのではないか、達成できるのかというのが何件かありま
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発 言 者 発 言 内 容 
す。 
例えば、森林・林業の目標値が約２倍です。６次産業が２.５倍、

他にも耕作放棄地の目標値が３倍、ずいぶんかけ離れていますが、

目標値を立てるときは何らかの根拠があって、これくらいは可能と

いう目標値をつくったと思いますが、根拠があれば、お伺いしたい。 
 

農林水産政策課長 ６次産業化ですが、先ほども御説明いたしましたが、国の方で、

１０年間で１０倍、１兆円を１０兆円にするという目標がありま

す。それを割り算しまして、その分だけ国の支援措置が県にも来る

ということで、国の伸び率と同じ伸び率を当てはめて、出しており

ます。 
 

森林課長 御指摘ありました森林整備面積が約２倍ということですが、数年

前には、この水準であったものが、木材価格の低迷等により、かな

り下がっているという一過性の面もあります。数年前の状況までは

取り戻し、さらに伸ばす計画です。 
 

農村環境整備課長 耕作放棄地に関しての説明ですが、振興計画の９７ページをご覧

ください。 
９７ページの一番上に耕作放棄地の解消面積、現況 901 ヘクター

ル、目標 3000 ヘクタールということです。表の下の方に※印で書

いてありますが、解消面積の現況は、２１から２３年の実績という

ことです。 
真ん中のグラフの折れ線グラフの方ですが、これが今までの解消

面積です。これは３年間の面積で、それで上の方の、また＊１に書

いてありますが、今後、約 1.2 倍にあげまして、毎年 750 ヘクター

ルずつ解消していくということで、４年間で 3,000 ヘクタールとい

う目標を掲げています。 
 

議長 はい、よろしいですか。お願いします。 

委員 ６次産業化のことです。2011 年に法が制定して以来、国をあげ

て６次化が推進されています。千葉県にとっては、重要な施策であ

ると私はとらえています。スタートダッシュといいますか、表にも

ありますが、２８位ということで、立ち後れているという思いがし

ました。 
今の質問でありました、６次産業の 2.5 倍以上という目標、６年

間で 1000 億ということですが、今の説明ですと、国の増加割合に

準じてということで、立ち後れていた千葉県が、国と一緒でいいの
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発 言 者 発 言 内 容 
でしょうか。この政策、非常に大事で、今後の農政、千葉県農政を

６次産業化がどうなるかによって順位も変わってしまうというよ

うに思っているので、非常に心配をしております。また、今の体制

で、運用していけるのかも心配ですので、合わせてお聞きしたい。 
 

農林水産政策課長 お手元、原案の５６ ページの方をご覧いただきたいのですが、  
１のアのサポートセンターの設置ということで、昨年度までは国の

直営の事業、具体的には地域センターが NPO 法人の方に委託して

おりました。そういうわけで、県の色々な農業機関との連携が、希

薄だったのではないかと感じております。農林水産省の行政事業レ

ビューでも国の直営よりは、地方公共団体に任せた方がよいのでは

ないかという指摘がありまして、今年度から県に業務の委託金とい

う形でお金が来て、県から委託するようになっております。 
今まで、県がやっていないということではないのですが、情報が

きちんと連絡されてきていなかったものですから、このような総合

化事業計画の認定件数となっているのだろうと思っております。 
今年度以降は、私どもがきちんと責任を持って、農業事務所とか、

農協、全農や中央会とともに水産の方も含めまして、取組を強化し

てまいりたいと考えております。 
 

委員 今の説明で、だいぶわかりましたけれど、６次産業化を進めてい

く中で、補助や融資などの支援は、ある程度、国の方からも来てお

り、充実かはわかりませんが、あると思います。 
事業を行っていくには自己資金も必要ですし、融資資金は返却し

なければいけない。新たに始める方々が色んなプロジェクト、支援

体制の中で、始めていけるようにしなければいけない。事業の成功

もまた失敗もあるし、リスクを減らして、確実に事業が展開できる

ようにしていかなければいけない。それがこの計画そのものだと思

いますので、重視して行っていただきたいと思います。 
それと、出来た品物の PR について、商工かもしれませんけれど、

アンテナショップを東京に出していただくことを部局横断的に連

携をとって、ぜひやっていただきたい。でないと、せっかくいいも

のをつくっても、どこに発表したらよいかわからないのです。 
アンテナショップは、前の通りから見ても、見ている方々の目が

違います。一般の方よりも、皆さんのような方がいっぱい通って、

県の、市の、産業をどうしようと考えているのです。 
これは我々自民党としても、強く言っていく施策の一つでありま

すので、どうぞ一緒によろしくお願いしたいと思います。 
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発 言 者 発 言 内 容 
農林水産政策課長 農業者、水産業者のリスクの低減は非常に重要なことだと思いま

す。はじめから大きくホームランを打とうと思っても、なかなか難

しい話ですので、まずできそうなところ、またアイデアの良さそう

なところを専門家の方に評価していただいて、それで事業に取り組

んでいただければと思っております。そういった趣旨で、農業事務

所の方も取り組みをしていると思います。 

もうひとつアンテナショップの件ですが、商工労働部でもまだ作

っていないのですが、大きな検討課題だと思いますので、この計画

上には、記述ありませんが、少しじっくりと考えさせていただきた

いと思います。 

 

議長 はい、どうぞ。 

委員 私は全国、色々行っておりまして、生産者側の立場、それから売

れる加工品、売れる食づくりの提案をしている立場にあります。 
まず、消費者の実態というのが、アンケート調査では出てこない、

実際の食卓というのは、かなりびっくりするような状況が多いで

す。それを踏まえた上で、需要と供給がマッチングしませんと、供

給ばかり、土台をつくることを一生懸命やっても、受け手側がそれ

を食べたい、買いたい、選びたいというところの思考にいかないと

しかたないわけです。 
そのあたりの千葉県の取組の強化というのを、よく存じているわ

けではないですが、全国的に日本は PR 不足というところが、多い

と思います。 
千葉県の例えば落花生の生産が多いということは他府県の人も

けっこう知っているのですけれども、先ほど聞きましたような種類

が豊富であることなどは知りませんし、食べ方も未だに煎ってその

まま食べるくらいしかあまり知られていない。 
ですので、売れる加工品づくり、それから消費者のニーズに合わ

せた食べ方の提案というのは必須と思います。 
それからお米に関しましても、ふさおとめ、ふさこがねというの

は他府県の方には、まだぜんぜん流通しているのを見かけていない

ので、PR を強化していただくことが必要だと思います。それから

早場米の特徴や利点、早場米ならではのものという知識も消費者は

持っていません。ですから、そのあたりもお願いできたらと思いま

す。 
あともう一つ、需要と供給の生産側の支援というところで、指導

員の人数が、230 名と伺ったのですが、もう既に生産者となってお

られる方に対する支援は必要なのですが、指導員の人数がこれから
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発 言 者 発 言 内 容 
増えていくかというとどちらの県も難しいですよね。 
今、大学生ですとか、すごく土に触れたいという学生が多くなっ

ています。ボランティア精神がある人たちも少なくありませんの

で、まず学生向けの教育の強化と、その学生が今度は小学生、中学

生、幼稚園生を教えていくというような段階を踏んだ流れにしてい

って、幼ければ幼いほどいいと思いますけれども、できるだけ若い

世代から、生産するということの喜び、生産の必要性、自分たちが

食べるということに対する感謝の気持ちというような、欠落してい

る部分の教育を早いうちからやっていくことが急務と思っており

ます。お願いになってしまいますが、結果として、県の生産を潤す

ことになっていくと思っております。 
 

議長 今日の進行ですが、その他という部分もあります。その他の部分

にはいったような感もありますので、一括して進めたいと思いま

す。 
 

委員 今の質問に関連してですが、学生さんとか、子供さんにというお

話もありましたが、担い手という枠は難しいのではないかと思いま

す。 
農業はのどかでいいと思うのでしょうが、やってみて、魅力のあ

る農業でないと絶対長続きしないと思います。今、地域の営農組合

にしましても、なかなか後継者が育たない。これが第一の問題だと

思うのです。ただ指導者を増やしても、農業にこれからずーっと携

わっていってくださるという絶対的な保証がないということは、

今、現状の農業はホントに魅力がないと、私も感じております。 
担い手を育成していく上では、県にしましても国にしましても魅

力のある農業にしていっていただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。やはり生活していかなければならない。これが第一ですか

ら。その点についてお聞きしたい。 
 

議長 それでは、両委員に対しての答弁をお願いします。 

生産販売振興課長 最初に、売れる食品づくりの関係で、落花生、それから米につい

て，お答えいたします。 
落花生、千葉の大特産物ですが、なかなか消費も伸びない中で、

委員からもありました、新しい落花生の新商品の開発が必要と思っ

ております。そこで落花生の加工業者や県の農林総合研究センタ

ー、関係機関とも連携して、新しい食品の開発に取り組んでいきた

いと考えております。 
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発 言 者 発 言 内 容 
それから、米の関係ですが、消費者に対して、１０月から１１月

には、新米キャンペーンということで消費宣伝をやっております。

なかなか目に触れないということですが、そういう消費者への PR
と併せて、米は米の卸業者や実需者に売り込むことが非常に大切な

ので、今年度、７月３０日に、「来て、見て、感じて！ちばのお米」

を開催し、卸の人たちなどに実際に現場を見てもらい、千葉の米の

PR 等をやっています。 
なかなか予算等もありますので、できないところもありますが、

今後とも力をいれてやっていきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 
 

安全農業推進課長 安全農業推進課です。 
小学生やそういった人たちに対する収穫の喜びなどについての

お答えですが、現在、県では食育を進めています。この食育につい

ては、健康福祉部、教育庁、それから農林水産部、３部が連携して

やっています。 
この食育の中で、「ちばの恵みで まんてん笑顔」というキャッチ

フレーズに３つの大きな柱から取り組んでいるところです。まず一

点目は、バランスのよい食生活を目指したグーパー食生活です。そ

れから学校給食を通じた児童生徒への食に関する知識の普及や食

習慣の指導、そして生産者との交流を通じて地域の食や食文化に触

れる機会の拡大ということについて、家庭や学校、地域が連携した

県民運動として、運動する取組を行っております。 
これを具体的に推進するにあたっては、行政だけの力ではできな

いということで、県民の方に食育ボランティアという形で、御協力

をいただいています。そしてもう一つは食育サポート企業も県内に

何社か登録していただいており、そういった人たちに御協力いただ

きながら、あらゆるところで、食に関する大切さ、収穫の喜びとい

ったことについて、普及啓発を行っているところです。 
また大学生から小さなお子さんたちにというお話もありました

が、栄養学を学ぶ大学生など若い世代が、食育ボランティアとして

子どもたちへの食育活動を行うなど、積極的に食育に関わっていく

取組ができるよう現在検討しているところです。 
 

議長 
 

はい。少しお待ちください。まだ答弁が残っております。時間も

押してまいりましたので、質問者も答弁も簡潔にお願いします。 
 

担い手支援課長 担い手の育成、魅力ある農業の裾野をどういうふうにつくってい

くのかというような御質問について、魅力ある農業をつくれば、 
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後継者対策はいらないというような御意見もありますが、後継者も

色々なステージの後継者がおりますので、それぞれの段階に応じた

支援を行っていきたいと思っております。 
一つ、県立農業大学校を核としまして、専修学校化もいたしまし

たので、しっかりとした後継者の育成、それから就業相談、あるい

はプロの技を会得していただくような研修制度の充実、それから青

年就農給付金制度という制度ができましたので、この活用促進など

も進めまして、新規就農者の確保を図っていきたいということが一

つと、プロ農家に対する支援としましては、最終的には企業的な経

営体を育成していくということが、目標になってまいりますので、

アグリトップランナーなどを含めまして、経営的に企業的な経営

体、そういった最終目標に向けた支援を進めてまいりたいと考えて

おります。 
 

議長 はい、それでは、この後、お二人の委員に順次、質問をお聞きし

て、持ち時間を消化しようかと思いますが、御協力のほどをお願い

いたします。 
 

委員 私は消費者の立場からこの計画を見ておりまして、消費者対策を

大きく掲げているのですが、この計画をつくるときに、そもそも人

口動態がどうなるのかが欠落しているような気がします。 
少子高齢化といいますけれど、全体の人口がだんだん減っていく

中で、千葉県だけが一生懸命やるといっても、信じられないという

思いで見ておりました。 
私たち消費者としましては、安全な食べ物が欲しいということが

一番ですので、そういうことから発言をいたします。 
千葉県には、安全農業推進課という課がありまして、心強く思っ

ております。たまたま手に入りました「大丈夫ですか、その農薬散

布」というチラシですが、学校や公園等、それから住宅地、それら

近接地では、農薬の被害が生じないようできるだけ、農薬を使用し

ない管理を心がけましょうというチラシを出しており、たいへん結

構なことだと思います。 
わたしたちも、その推進をお手伝いいたしますが、今回の計画の

中で、大規模化がどんどん進められるようなことになりますと、大

規模な農業をやるには農薬がなければできないという論に戻って

しまう気がして、大変、危惧したところです。 
私は我孫子に住んでおり、我孫子の農政課ともよく話をしており

ますが、さきほど普及指導員は 230 人で、それを増やすのは大変だ

というお話がありましたけれど、普及指導員の OB の方を市町村で
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雇っていただいて、定年になった農業に興味をもっていらっしゃる

方達、ボランティア組織なり、少々日当を払う形でもよいと思いま

すが、そういう方々を指導しながら、安全な食べ物を作っていくと

いうことを、我孫子の場合は一人普及員の方を雇ってそういう事業

を始めていると伺っております。 
そういうことも含め、各市町村で、きめ細かく計画をしないと、

大きくするというだけでは、実際にはいかないのではないかと危惧

をしました。その辺りをよろしくお願いしたいと思います。 
 

農林水産政策課長 人口動態の方ですが、今後４年間では若干の減少だろうと思って

おります。ただし、高齢化が進みますので、一人当たりの摂取量は

徐々に減っていくだろうと思っております。 
その中で、まずパイは限られているという国内だけを考えたら、

国内の中で、競争力を強めていくというのが一つの解決方法で、も

う一つは外へ需要を求めていくという解決方法、その両立てで進め

てまいりたいと思っております。 
 

安全農業推進課長 安全農業推進課です。 
大規模化と農薬の関係について、環境保全型農業というのは、少

なくとも持続的に将来にわたって安定的に農業が展開できるよう

に土づくりを基本にやっていきましょうという考え方がベースに

あります。 
その中で、大規模化の集約という点に関して、大規模化したから

といって、農薬の使用量が増えるというふうには考えておりませ

ん。 
例えば、「ちばエコ農産物」のことを事例で申し上げますと、化

学肥料や化学合成農薬、これを２分の１にすると、当初は、一方で

収量が減ってしまうのではないかという懸念をもたれておりまし

た。 
その懸念を解消するため試験研究機関と連携しながら、慣行栽培

並みの収量がとれるような技術を開発して、それぞれの取り組む生

産者に対して、技術対策資料として配付、それから農業事務所が直

接指導しております。 
ただ一方で、どうしても「ちばエコ農産物」にはならないという

ものもあります。いたしかたない部分、品目によってはならないと

いう部分のものもあります。ただそうはいっても、環境に配慮しな

がら取り組みましょうということを、こちらも積極的に取り組んで

いきます。それに対する国の支援制度、それから県単独の支援制度

も用意していますので、これからも相反するものではないという中
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発 言 者 発 言 内 容 
で取り組んでいきたいと思っております。 

 
議長 はい、それでは最後の意見を紹介したいと思います。 

 
委員 簡潔を目指します。今、ＴＰＰが日本の農業にとって最大の案件

になっているのですが、まったく触れずにそれぞれの例えば販売促

進や６次産業化などの色々な項目について数字が並べられており

ます。 
以前に皆さんの方からいただいた３月１８日時点で再度作成し

たＴＰＰに参加した場合の千葉県農業産出額への影響というのが

あります。これによりますと米が２６％低下する、残り３割が外国

産に置き換わるだろうとありまして、落花生に関しても６８億円の

ものが、単純計算ですと４１億円に減ってしまうだろうというよう

なこともありますし、とりわけ畜産に関しては、ほとんど壊滅的な

のです。 
さきほど一番初めのホールクロップサイレージ等、とてもいいこ

とだと思うのですが、機械をいれるためには大きなお金がかかると

いうことです。壊滅的に打撃を受けてしまうだろうということを予

測されていながら、大型のお金のかかる機械等をいれたり、様々な

制度に新たに取り組もうという意欲が、農業者に湧くのだろうかと

いうことを踏まえた計画になってないと、時代にあってないのでは

ないかということが最大の懸念です。 
もう一点付け加えますと、これから先、外国と競争していかなけ

ればならない。日本の売りになるのは安心安全だろうと思います。

その安心安全を積極的に推進するということをおっしゃっており

ますが、千葉県農林水産業の動向の平成２５年度版で、若者が食品

の安全に疑問を持って、新たに農業を始めたという事例があるので

す。新たに農業をやっていこうという若者達にとっては、安心安全

な農業をやることで、自分の子供たちの命を守っていこうという思

いが強いだろうと思うのです。そういうことを農業大学校の方でも

っと重点的にやる必要があるのではないかと思うのですが、いかが

でしょうか。 
 

農林水産政策課長 ＴＰＰの推計については、農林水産省が３月に推計したやり方と

同じやり方で、即時に関税がゼロになるという前提でやっておりま

す。 
現在の交渉状況を見ますと、即時ゼロということではなく、１０

年間で徐々に下がっていくという前提であったものを、その農林水

産省の推計では、一発でどんと下げることを前提としてやってお
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発 言 者 発 言 内 容 
り、その他詳細な前提もそこに書いてありますが、農林水産省は、

かなり大胆な前提を置いております。 
私ども他に取り得る前提がなかったものですから、それをそのま

ま踏襲して算数計算をしたものです。実態としては、その後の経過

措置があると思いますが、その間に対策がとられるのだろうという

ふうに考えております。 
あわせて、１ページの方に、ＴＰＰなど大きく情勢の変化が出て

きた場合には、この計画も修正や内容の見直しも行うこととしてお

ります。 
 

担い手支援課長 有機農業の推進については、非常に技術レベルの高いものであ

り、必ずしも数値で全部とらえられるものでもない非常に高い技術

が必要です。そこで農業大学校では、先進農家での研修によりまし

て、学生、研修生の教育指導に当たっていきたいと考えております。 
 

委員 ありがとうございます。有機農業に対する取組ということに関し

ては、千葉県は全国一だということが以前いただいた資料に書いて

ありました。口コミでひろがっていくこということもあると思いま

す。さらに推進をしていただきたいと思います。 
それから、畜産については、これが国の試算であるからといって、

畜産の合計６１％の減収になるだろうというダメージをどう抑え

ていくのか、それにどう対抗していくのかという形での計画の示し

方が欲しかったと思います。 
それから米については、５年後には減反がゼロになってしまう。

そういう影響等も考えますと、ここに掲げられた数字がかなり変わ

ってきてしまうのではないかと思います。そういった見直し、現実

的な数字と現実的な計画にしていただきたいと思います。その中で

前向きな農業を守って行くために、農業を推進していくための計画

であって欲しいと要望したいと思います。 
 

議長 はい、簡潔にお願いします。 

委員 去年の会議で、農林総合研究センターの改築計画が俎上にあった

と思います。その後の経緯はどうなりましたでしょうか。 
 

担い手支援課長 農林総合研究センターの機能強化の関係の御質問ですが、現在、

２６年度にむけて、予算要求作業を進めております。この要求が実

現すれば、２６年度に、基本設計、地質調査などを進めて、施設の

整備、組織体制の強化を図っていきたいと考えております。 
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発 言 者 発 言 内 容 
議長 はい、簡潔にお願いします。 

委員 時間が迫ってきたので、簡潔にお伺いします。今、ＴＰＰ問題が

出ましたが、県は国が推進しているからと、逃げているという感じ

がします。あまり具体的に出ていないので、もう少ししっかりして

欲しいと思います。 
私はベトナムを視察してまいりましたが、農水省がベトナムに技

術員を派遣しています。基盤整備を日本と同じような形でやってお

ります。ベトナムは二毛作の地域で、ベトナムの場合は、一俵当た

り 4,700 円から 4,800 円、日本の場合は 12,000 円から 13,000 円し

ます。ＴＰＰ問題が導入された場合には、規模を拡大して生産量を

上げても、海外の米には価格的には敵わなくなります。 
ＴＰＰによって、海外の安いお米が入ってきた場合には、日本で

作る生産資材は、肥料とか生産資材、高賃金労働者が作ったものだ

からかなり高い額です、そういった高い数値の中で生産しても、規

模拡大しても引き合わなくなります。 
そうしますと、完全に農家は赤字を出し、販売物をつくらなくな

り、千葉県、日本国全体が食糧不足になります。そういったことま

で想定した上で考えていかないと、ＴＰＰ問題は対処できない。そ

ういったことを把握した上で、その辺を明確に説明して欲しいと思

います。 
 

農林水産政策課長 簡潔に。言葉足らずになるかもしれませんが。 
衆議院と参議院の農林の常任委員会の方では、５品目を守る。 

守れ。という決議をされております。政府の方では、安倍総理の方

もそれを守って行くという発言をされております。 
その対処方針の元に交渉されていると考えておりますので、米な

ど重要品目について、守られるだろうという前提が一つあります。

それともう一つは、現在の交渉状況、新聞で見ているところだけで

すが、妥結が年内としてもその先、国会の批准まで手続きがありま

す。その上、どのような交渉結果になるかわかりませんが、その後、

どういう条件になるか、まったく見えない中で、本計画については、

４年のタイムスパンで考えておりますので、その中で対応していこ

うというものであります。 
 

議長 はい、まだまだ、御意見を頂戴したいところでありますが、時間

ももう終わりであります。ここで県からお礼方ということで御意見

をいただきたいと思います。 
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発 言 者 発 言 内 容 
渡辺農林水産部次長 
 

今日は、短い時間でしたけれど、大変多岐にわたる貴重な御意見

ありがとうございました。反映できるものは反映してまいりたいと

思いますので、今後もよろしく御指導のほどお願いしたいと思いま

す。ありがとうございました。 
 

議長 それでは、以上をもちまして議長の任を下ろさせていただきたい

と思いますが、私もおしゃべりの方です。議長は中庸でなければな

らないということで、２時間、中庸に行いました。 
しかし、ここで一つ、委員の中には、先生方がいらっしゃいます。

なぜ、ここでこういう質問があるのなら、県議会において、議員立

法でしないのか、大きな疑問を感じたところです。 
また消費者の方々におかれても、生産者の苦労を本当に知ってい

るのかと疑問を持ちました。エコ栽培は 100 パーセントはできませ

ん。販売するならエコ栽培はできない、できても消費者が買ってい

ただけないというのが現状であります。 
また執行者の方も委員の中にいらっしゃいます。言うは易し、行

う難しと、ひとつサンプルを見せていただければ、なお幸いだと思

う議長所見を持って、感謝の言葉に代えさせていただきます。 
御協力、大変ありがとうございました。 
 

司会 林副会長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２５年度千葉県農政審議会」

を閉会いたします。ありがとうございました。 
 

 
 


