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平成２６年度千葉県農政審議会議事録 

 
１ 日  時 平成２６年１１月１３日(木) 午後２時３０から午後５時まで 

２ 場  所 三井ガーデンホテル千葉 ３階飛鳥 

３ 出 席 者［審議会委員］※敬称略 
       松下 浩明 山本 友子 プリティ長嶋 小泉 勉 吹野 美才 

 林 和雄  根本 実  和田 三千代 小倉 朋子 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 
生産振興課長 流通販売課長 担い手支援課長 農地・農村振興課長 
安全農業推進課長 耕地課長 畜産課長 森林課長 

 
４ 議  題 （１）第２次千葉県有機農業推進計画の策定について 

  （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】 
 定刻となりましたので、ただいまから「平成２６年度 千葉県 

農政審議会」を開会いたします。 

 私は、しばらくの間、進行を務めさせていただきます、農林水産

政策課の旭でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 はじめに、お手元に配付しております資料の御確認をお願いいた

します。 

 （資料の確認） 

 続きまして、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。１名斎藤委員が遅れております。今の

ところ１０名でございますが、「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項の規定によりまして、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、麻生農林水産部長から挨拶を申し上げます。 

麻生農林水産部長 
 

（あいさつ） 

 皆様本日は御苦労さまでございます。御紹介いただきました千葉

県農林水産部長の麻生でございます。 
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発 言 者 発 言 内 容 
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、農政審議会委員の改選にあたりまして、御就

任についてお願い申し上げましたところ、快くお引き受けいただき

ました。心より御礼申し上げます。 

また、本日は、お忙しい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。 

今年の千葉県農業を鑑みますと台風などの気象災害による園芸

施設等への被害、また、流通段階での過剰在庫による米価の低迷、

さらに産地間競争の激化など農業経営を取り巻く環境はますます

厳しくなっていくものと認識しております。 

こうした中、国におきましては農業・農村の所得倍増を目指し、

飼料用米を含む新規需要米の生産拡大、あるいは農地集積による 

生産コスト削減など、米政策を中心とした様々な農政改革をこの 

４月からスタートさせたところでございます。 

県ではこうした国の動きを踏まえ、今後４年間に農政を進める 

基本的な指針として千葉県農林水産業振興計画を策定し、併せて 

４月からスタートさせております。この後、御報告させていただき

ます。 
また、自然災害につきましても、大きな経営環境の激変をともな

いますが、私どもも様々な支援をしながら、農家の皆様がこうした

環境変化を乗り越えてしっかりと農業を発展させていただくこと

が必要だと思っております。 
このためにも農家自身が経営的な観点から得たリスク管理を

日々徹底し、環境変化の行き先を見据えながら、自分の経営を柔軟

に変えて挑戦する農業者に対して、私どもも総合的、継続的にしっ

かりと支援していく覚悟でございます。 
本日、御議論いただく議題についてですが、有機農業推進法に 

基づく、国の基本方針を受け、各県では計画を策定し、有機農業の

推進を計画的に進めるスキームで施策展開をしております。法施行

後８年が経過し、本年４月に国の基本方針が改訂され、私どもの 

計画も終期を迎えたことから、今回新たな計画「第２次千葉県有機

農業推進計画」を策定するもので、内容につきまして、皆様に御意

見を頂戴するものでございます。 

また、先ほど申し上げました千葉県農林水産業振興計画の主な 

取組状況について、御報告させていただきます。1年目の中間報告

でございますが、最初が肝心でありますので、皆様方には忌憚のな

い御意見をいただきますようお願い申しあげまして、挨拶といたし

ます。本日はよろしくお願いいたします。 
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発 言 者 発 言 内 容 
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２６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 それでは、本審議会の会長、副会長の選任に移りたいと思います。 

皆様には平成２８年７月３１日まで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思います。 

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。 

 

事務局一任でよろしいでしょうか。 

委員 異議なし（全員了解） 

事務局 
（農林水産政策課 

主幹(兼)政策室長） 

事務局でございます。事務局一任とのことでございますので、 

仮議長につきましては たいへん恐縮ですが、和田委員にお願いし

たいと存じますが、いかがでございましょうか。 

委員 異議なし（全員了解） 

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

お願いいたします。 
仮議長 ただいま、仮議長を仰せつかりました和田でございます。どうぞ

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、事務局からご説明をいただけますでしょうか。 

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。 
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発 言 者 発 言 内 容 
委員 会長には千葉大学大学院教授の大江委員に、そして副会長には 

千葉県農業協同組合中央会の小泉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、副会長に小泉委員との御提案があり

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、  

副会長は小泉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。 

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。 

 

それでは、大江会長に御挨拶をお願いいたします。 

会長（大江委員） （あいさつ） 
ただいま会長に御指名いただきました千葉大学の大江でござい

ます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 
今日の議題は事務的な規程の整理もありますが、主な議題は第２

次千葉県有機農業推進計画を御審議いただくことであります。 
御承知のとおり、日本の有機農業は先進国の中ではかなり比重の

低い状態が続いておりました。面積、農家数にしても１％に満たな

い状況でございまして、そういう点では有機農業に関しては途上国

と言ってもいいのかもしれません。それにはいろいろな要因があっ

たかと思うのですが、やはり私自身も反省をこめて申し上げるので

すが、農業関係者の意識が有機農業に対してはかなり際物的な扱い

をしてきたことがあると思います。 
私は農林水産省の研究機関に在職していたおり、国の研究者も、

行政もそのような扱いをしていたのではないかと思います。 
ただ、国も８年前に方針転換し、有機農業推進法を制定したわけ

ですが、それでもなお、依然として有機農業はマージナルな部分に

とどまっています。 
この２次推進計画が今回議論されるわけですが、有機農業をとら

える視点というのは、科学的観点で振興していく、あるいは、有機

農業を科学的に捉えていくような視点が必要になってきているの

ではないかと思います。 
特に、関係者自身も私自身にも意識変革が必要ではないかとも思

います。 
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発 言 者 発 言 内 容 
実は今年の卒業生が有機農業経営者の意識調査を卒論とし、非常

に興味深い研究を行い、９月の農業経営学会でも発表しました。 
その結果として有機農業経営者は合理的に行動し、かつ、生活満

足度も非常に高く、そして非常に前向きであるということがわかり

ました。そういった点で私自身も認識を新たにいたしました。 
今日の議題、活発で実りある議論をさせていただければと思いま

す。 
どうぞよろしくお願いいたします。 

議長（大江会長） 【議事】 
それでは座らせて、議長役を務めさせていただきます。 
議事の次第に沿って、進めたいと思います。 
まずは、（２）千葉県農政審議会運営等規程(案)についてとなりま

すが、これを事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 （資料１により説明） 
議長  ただいま、事務局から説明いただきました千葉県農政審議会運営

等規程でございます。 
規程の整理ということでございますが、何か御意見がありますで

しょうか。 
委員 異議なし（全員了解） 

議長 それでは、本日付けで、本規程を県行政組織条例第３４条に基づ

く事項として定めますので、よろしくお願いいたします。 

次に議事の(３)に進みます。議事録署名人の選任です。 

ただいま御承認いただきました千葉県農政審議会運営等規程第

５条の第３項に会長は、出席委員から２名の議事録署名人を指名す

るとなってございますので、私の方から指名させていただきます。 

議事録署名人には、吹野委員と小倉委員にお願いしたいと存じま

すが、よろしいでしょうか。 

両委員 （了解） 
議長  よろしくお願いいたします。 

次に、傍聴希望者について説明いたします。 

（事務局が議長に傍聴者の有無を報告） 

 事務局から本日は、日本農業新聞社と２名の傍聴希望者がおられ

るとのことです。 

先ほど御承認いただいた千葉県農政審議会運営等規程第４条の

第１項により傍聴人の入場を許可させていただきたいと存じます。 

 よろしくお願いします。 
それでは審議に係る手続きが終わりましたので、（４）の審議に

入ります。 

第２次千葉県有機農業推進計画の策定について事務局の方から
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発 言 者 発 言 内 容 
説明をお願いします。 

安全農業推進課長  （資料により説明） 
議長 事務局からの説明、ありがとうございました。 

それでは、これから委員の方々に御審議をお願いします。 
御審議いただく箇所としては、計画の「目標」と「推進方向と  

施策」が主な議論のテーマになるかと思いますが、まずは今の説明

に対し簡単な確認点などありましたらお願いします。 
委員 目標の「耕地面積に占める有機農業の取組面積」で現状 0.6％を

１％にすると、毎年約 100ha を増やすこととなり、ハードルが高

いとの説明でしたが、分母となる耕地面積の減少を差し引いて考え

られていることなのか確認させていただきたいと思います。 
それから、推進体制の強化として市町村相談窓口の設置で現状

74％を 100％にする目標ですが、既に設置されている窓口では、 

相談を受けられる体制になっているのかどうか。単なる紹介窓口に

なるだけではないか。その２点を確認させてください。 

議長 ありがとうございます。一つは耕地面積の目標値の扱いで、分母

の減少していく耕地面積をどう扱うか。もう一つは実質的な推進体

制はどうなのかということです、いかがでしょうか。 
安全農業推進課長 有機農業の取組面積については、理由が２点ございます。 

１点目は国の目標に合わせました。もう１点は分母である耕地面

積が毎年何割か減っていくのであれば、補正も必要ですが、ここ２、

３年の減少面積は下げ止まっているという現状がございます。この

ため、調整しても、僅かな面積なので、補正する必要はないと考え

たところでございます。 
それから、もう一つの市町村窓口でございますが、こちらで考え

ているのは、各市町村におかれている就農相談窓口について、有機

農業に関する情報や研修先を紹介できない状況がありますので、有

機農業者のネットワーク化を図ったなかで、市町村とも情報を共有

し、有機農業に関する情報や研修先を紹介していけるような窓口を

増やしたいと考えております。 
議長 いかがでしょうか。 
委員 
 

とりあえずはいいですが、耕作放棄地によっても耕作地は減って

いきます。有機農業が農地全体に占める面積割合は小さいので、あ

まり厳密に考えなくてもよいと思いますが、一言書き加えておく必

要があると思いましたので、指摘させていただきました。 
それから、市町村窓口が有機農業について、本当に相談できる窓

口になるのか、という疑問があるのでお聞きしました。 
ぜひ、就農相談者が頑張って前向きにやっていく気持ちにさせる

ように、相談にのっていただきたいと思います。 
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発 言 者 発 言 内 容 
議長 関連しますか。どうぞ。 
委員 
 
 

有機農業の位置付けを高めることは大事だと思います。ただ、経

営として成り立つ有機農業でなければならないと思います。今の説

明の中で面積とか戸数はあったのですが、いわゆる販売高、産出額

に占める割合も 0.6％ぐらいなのか。目標として面積で 1％を目指

した場合、産出額に占める割合はどうなのか、そのあたりの位置付

けをお聞きしたい。 
議長 販売額に関してですが、データはお持ちですか。 
安全農業推進課長 
 

現在の有機農業の面積として 722ha ありますが、全体の販売額

がどのくらいかは把握してございません。 
ただ、民間の団体が調査した資料のなかで、有機農業 12 年目と

いう県内農家の方で、ホウレンソウ、小松菜など葉物野菜を約 3ha
作付けして、収入が 900 万円、所得が 618 万円、所得率 68.7％と

いう事例がございます。 
また、平成 25 年度に有機農家を対象にアンケート調査を実施し、

年間販売額をお聞きしたところ、100 万円未満から 3,000 万円以上

と様々でございました。個人では 500 万円から 1,000 万円が中心で

あったというデータはございます。 
委員 農業の施策面で産出額を目標としている中、有機農業を推進する

ためにも販売額を目標に据えるべきではないでしょうか。 
議長 販売額を目標に盛り込んではという御意見ですが、実態の把握が

十分にされていないので、難しいところがあるように思います。特

に有機農業に関しては、販売チャネルがいろいろあり、市場出荷や

宅配で消費者と結びついているところも増えています。宅配に取り

組む方は有機 JAS 認証の必要性を感じません。それぞれが販売チ

ャネルを独自に持っていますので、施策を推進しながら実態把握を

行うことが大事ではないのかと思います。 
農林水産部長 議長がおっしゃるとおりです。農家の所得をどこまで捕捉できる

かは永遠のテーマでございます。なかなか経営、所得を捕捉できな

いところがあって、それを前提とした取組だと思います。そういう

面では農業産出額の統計も、統計手法として反収、例えばある作物

の地域生産量と市場の平均価格から統計的手法で推計しているわ

けでございます。逆にいえば有機農業は個々の農家で取り組まれて

おり、経営全てが有機農業ではないのかも知れないのでなかなか特

定できない。まさに、ネットワーク化を図る中で私どもも有機農業

に取り組む業界の実態を調べながら、把握していく段階と思ってい

ます。 
先の 3ha で 900 万円というと、反収では 30 万円ですから、何を

作付けしているかによりますが、普通の露地野菜だと普通の取組で
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発 言 者 発 言 内 容 
す。逆にいえば、高く売れていないということになります。売れて

いない中で、有機農業という高いリスクを負っている経営ですか

ら、リスクがあることを教えないと、新規就農者では大変なことに

なって、赤字を抱え込むこととなる。リスクを理解したうえで、技

術をどこに行けば修業できるか。環境にやさしい農業で、ちばエコ

のように少しハードルの低いものに取り組みながら所得を確保し

つつ、有機農業に取り組む方法など、現実的な指導としてやるよう

に私どもも窓口を教育していきたいと思っています。そういう面で

はネットワーク化を図り、研修会などを強化するという取組も今回

の計画に盛り込んでいますので、ぜひ御理解をいただきたい。 
委員 一言だけ付け加えさせていただくとすれば、お話がありましたよ

うに有機農業は難しい技術です。せっかく県ではちばエコを進めて

いるわけですが、資料を見ますとちばエコの取組数が下降線をたど

っています。まずは、ちばエコから取り組み、次の段階で有機農業

というのが一番ベターではないかと思います。有機農業の販売額に

ついては、回答はいりません。提案として発言させていただきます。 
議長 現実的な路線でどうかという御提案で、非常に参考となります。 
委員 私はこの間、有機農業推進計画の意見交換会に参加して、有機農

家の先進事例を視察しました。かなり手広く有機農業に取り組む方

の畑を見せていただき、見事なキャベツやニンジンができていまし

た。また、農家 5 戸で法人を設立し、販売などにも取り組んでいま

した。その５戸とも後継者がおり、これからもこの農業に取り組ん

で行くというのが、印象に残りました。大変な有機農業ですが、当

たり前のことをやっているだけとのことでした。また、後継者も力

を入れてやっていくというお話を伺いました。環境保全や日本の農

業全体を考えていくと、やはりこういう方向を目指してほしいと、

私も強く思いました。そこまでには行政の支援が必要かと思います

ので、いろいろと相談しながら、県で対応いただきたいと強く思い

ました。そんなことで現状の報告を一ついたしました。 
議長 ありがとうございました。 
委員 私の地元で有機に早くから取り組んでいる方の所を訪ね、出荷す

る有機野菜を見せていただきました。非常にすばらしいものであり

ました。その方に有機を推進していくにはどうすべきかを尋ねまし

たら、会長の「農業関係者の意識が際物的な扱い」とのお話があっ

たように、有機農業に対する理解が農業関係者の中で進んでいな

い。また、有機に対する消費者の意識を変えていかなければならな

いとの御意見もありました。ヨーロッパでは 5～8％ぐらい有機野

菜を取るようで、例えば週１回は有機野菜を食べるようです。有機

農業の取組面積の目標を１％としていましたが、消費者に意識さえ
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しっかりつけば、進めることができるのではないかと思います。 
また、流通面の対策も必要だと思います。例えば大根一本が生産

者から 100 円で出荷されても、販売時には 250 円、280 円になり

ます。この流通コストの削減を図らなければ、有機には付加価値が

あるので、スーパーでも慣行農産物との価格差が大きくなり、普及

がなかなか進まないのではとのお話がありました。 
資料にありますが、国の新規就農者への支援制度で有機農業に取

り組む方が、５年間の支援で独立するには厳しいとのお話をされて

いました。お金や土地もなく、家もない新規就農者が有機技術を習

得して、みなさんに助けてもらいながら、販売までできるのだろう

かと、その方が非常に心配していました。 
千葉県の有機の割合を上げていくことは非常に大事ですので、そ

の辺の考えをお聞きしたい。 
議長 今の御意見は３点ほどありました。1 点目は先の御意見と重なり

ますが、実際の指導体制を担保できるのかということです。それは、

指導者側の意識改革も同時に必要です。この第 2 次推進計画には指

導する側の人たちの意識改革も併せて達成していく、ということも

視野に入れる必要がある御示唆だと思います。 
２、３点目の流通面の対策と新規就農の支援については施策的な

ことなので補足できるならば情報提供をお願いしたい。いかがでし

ょうか。 
担い手支援課長 新規就農者の支援の関係でございますが、県では後継者の就農対

策のための県立農業大学校がございます。ここで、現在 150 名の生

徒・研修生が研修しておりますが、有機農業に取り組みたいと考え

ている方は４名ほどいらっしゃいます。有機農業については説明が

あったように、高度でかつ経験的な農法でありますから初心者がい

きなり取り組むことは難しいと思います。まず、校内の座学、実習

により基礎を学び、その上で、有機農業者のもとで派遣実習によっ

て、実践で技術と経営を学ぶ、技術の習得などの支援をしているこ

とが一点ございます。 
それから、２点目としては青年就農給付金という制度がございま

す。この制度は就農前の２年間と就農後の５年間、通算しますと最

長で７年間、年 150 万円の給付を受けることができます。使途は限

定されておりませんで、生活費等に充てることも可能だということ

です。したがいまして、就農前はこれを使い勉強していただき、就

農した後は年間の所得が 250 万円以上になりますと、この 150 万

円の給付金はストップしますが、それまでの間は 250 万＋150 万と

して 400 万円までは確保ができますので、この間でできるだけ実践

的な技術を身につけていただけるように、今後も支援していきたい
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と考えております。 

議長 ありがとうございます。 
流通販売課長 有機農産物につきましては、普通の農産物と違って、いわゆる市

場流通、不特定多数の方に流通させて、販売するというような形で

はロスも多くでます。ポイントは需要者にピンポイントで流通させ

るというところだと思っております。 
当県でも実需者向けに千葉県産のお勧め農産物をＰＲするよう

な冊子なども作っておりますので、ロットがまとまるような有機農

産物があれば掲載して PR することも可能です。また、千葉県産の

食材を使ったレストランで味の良い有機農産物を使ってとても評

判の良いお店もありますので、レストランに対して PR していくこ

ともピンポイントの流通ですので、考えていければと思います。 
議長 ありがとうございます。新規就農に対する国の支援がございま

す。流通に関しては、有機農業というのはニッチなマーケットです

ので、ニッチ性を生かすことが重要だという御指摘でした。私もそ

の点には賛成です。そういう方向で取り組みたいとのことでした。 
委員 今のことに関連して、ニッチなマーケットとのことですが、広く、

多くの方に知ってもらうためには普通のスーパーであり、道の駅等

での販売が必要だと思います。ここに事前にもらった資料を見ます

とスーパーマーケット等で有機農産物を置いてあるのが 87％で、

道の駅、自然食品の所で扱っているのが、すごく少ないです。私た

ちは道の駅なり、あるいは自然食品の店では当然これは無農薬有機

だろうと思って、少々高くても、たくさん食べるわけではなく量半

分として買ったりします。ところが、実際スーパーマーケットの

87％で扱い、コーナーは限られているかもしれないが、有機野菜を

売っていて、道の駅に売っているものが、普通の農産物ということ

はちょっと違うのではと思うのですが、その辺の販売経路は現実的

に千葉県の中ではどうなっているのでしょうか。この数字を見て、

ちょっと不思議なので確認させていただきたい。 
議長 どこの数字でしょうか？ 
委員 この計画が審議されるという時に、現状を知りたいため、事前に

頂いた資料です。有機農産物の取扱状況としてスーパーマーケット

では９割近くが有機農産物を扱っている。もっとも取扱量が多いの

は野菜でほとんどのスーパーで扱っている。自然食品店・道の駅で

は取扱いが 41％、取扱い無しが 58％というグラフの資料をいただ

きまして、これはなんだろうと思いました。 
販路を広めていく、知らせていくとなれば、通常生協ですと欲し

い方に直販していくという仕組みはあるのですが、一般的に考えた
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場合、道の駅等で買い物を当然しますが、あまり扱っていない理由

はなぜか教えていただきたい。 
議長 直売での扱いについてデータがありますか。 
安全農業推進課長 委員からお話があった資料は出所が、NPO 法人日本有機農業研

究会調査報告書というもので、国が事業で行ったデータを基に、

我々が集計し、グラフにしたものです。報告書の中身については、

我々が直接調査したわけではないので具体的にはお答えできませ

ん。 
議長 それはたぶん市場流通であまり広がらないのは、有機農業のプレ

ミアムがつかないので、どうしてもそこへ流通しない。あったとし

ても品揃えのために扱っているだけです。流通の、経済性の問題だ

と思います。プレミアムが十分確保できる販売チャネルをどうやっ

て伸ばしていくかということが大事だと思います。 
目標の話はこれで整理させていただいて、たぶん目標値は数値で

あり、数値は一人歩きするところがありますから、施策の結果とし

て目標値が出てくるものであります。 
数値目標の細かいところを議論してもしょうがないので、みなさ

んの御意見も振興施策の中身に移っているので。そちらの議論に進

みたいと思います。 
委員 よろしくお願いします。私は４年前に、夜逃げの町として揶揄さ

れていた宮崎県綾町がオーガニックというキーワードで見事に町

おこしを成功したという事例を調査してきました。最初に取り組ん

だ人は馬鹿にされて、成功しないと言われたが、今は人口が増え、

町にはオーガニック製品を求めて人が訪れ、合宿まで来るような大

成功をしています。 
今回、新規参入をどうやって増やすのかが議論の中の一つです。

そういった成功事例を研究して、これを新規参入の手法として取り

入れる考えがあるのかが一つ。 
もう一つは、国際的に有機農業をどう捉えているかを質問させて

いただきます。シンガポールの高島屋の野菜売場で梨の市場調査を

行いました。目に付いたのが中国語、韓国語で有機という言葉が表

示されていました。有機というのが国際競争の販路の中に取り入ら

れている。実際に韓国や中国が日本のように厳しい有機の定義にな

っているのかというとたいへん疑問です。ただ、キーワードとして

売場の中に入り込んでいる。消費者は有機であれば、安全に食べら

れると思って、買っていかれる。驚いたのが、日本語の「新鮮野菜」

というテープがローカル産のキャベツやネギに貼ってある。消費者

はこれを見て、日本産と思い、安全安心なら買っていく。値札には

マレーシア産と書いてあるのに、日本語の「新鮮野菜」とか「有機」
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という言葉で、消費者が高くても買うという現実を昨日見て参りま

した。そこを踏まえて、今後、千葉県としては輸出拡大とか、TPP
も含めて国際競争の中で勝ち残るためにもオーガニックというキ

ーワードがとても大切だと思います。この計画にはその辺も考えら

れているのか。以上２点です。 
議長 ありがとうございます。大事なポイントで、先ほども流通のとこ

ろで御意見をいただきましたが、関連した点だと思います。一つは、

先進事例の取り込みについてと、販路、特に国際マーケットを意識

した取組ですがいかがでしょうか。 
安全農業推進課長 委員から綾町のお話がございましたが、町が条例を作って、積極

的に取り組んでいると聞いています。我々も有機農業への新規参入

の相談を市町村でもある程度対応できるように情報提供していき

たいと考えています。千葉県の中からも、いくつかの市町村では有

機農業に一生懸命取り組んでいます。そういった中から新規参入支

援などに積極的に取り組む市町村を期待したいと思っております。 
それから、直売所の有機農産物の取扱いに対する質問への補足で

すが、毎年、直売所の実態調査を行っており、平成 25 年度では県

内直売所 232 か所に有機農産物の取扱いを聞いたところ 35 の直売

所が「ある」という回答でした。直売所の取扱割合は 15％となり

ます。平成 24 年度では 243 か所のうち 39 の直売所で取り扱いが

あり、取扱割合は 16％になります。 
議長 国際マーケット対応に関してはいかがでしょうか。 
流通販売課長 県では農産物の輸出に取り組み始めたばかりですが、海外では有

機や減農薬の農産物の人気が非常に高い国もあります。それぞれの

国のマーケットの状況をよく調査・分析しながらそういったものが

高く売れるという国に対しては輸出を検討していきたいと思いま

す。 
議長 市場開拓も含めて取り組んでいきたいとのことです。 
委員 私はいろいろなコンサルを協力している立場として申し上げた

いと思います。今、海外というお話がありましたが、有機を作って

いる千葉県に限らず、全国の農家さんで最初から海外向けに作って

いる方もあります。なにしろ、野菜も果物も日本人が食べなくなり

ました。果物の消費は年々下がり、唯一下がっていないのがナイフ

もお皿もいらないバナナとキウイです。冬ミカンも食べない理由の

上位が「面倒くさい」です。冬ミカンの何が「面倒くさい」のかと

いうと、皮をむくことや白い筋を食べていいのか考えるのも面倒く

さい、薄皮をむくのがわからないという理由です。 
先ほどの道の駅に対する疑問の御意見ですが、農作物に消費者が

何を求めるのかはいくつかあると思います。安心・安全という志向
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と価格志向、それから新鮮、鮮度というものもあると思います。お

そらく、道の駅に関しては鮮度に重点があると思います。有機農産

物を作っている農家さんは、手間と経費をかけた有機農産物を絶対

売り切りたいとの思いがあるので、地元周辺の商圏でそれほど広く

ない道の駅より、必ず買ってくれるところと契約していくのが安全

な対策として一般的ではないかと思います。 
かたや、海外ですと、日本産は安全・安心という価値があり、そ

の価値に有機が加わると、プレミアムな物となります。その傾向は

今後も何かない限り低下することはなく、確実に拡大していくと思

います。今から有機を広げていく視野の中には、手間と費用をかけ

て儲からないことにはしょうがないので、千葉県でも海外向けは必

須ではないかと思います。 
あとは消費者意識の変化をもたらす課題ですが、有機農産物が良

くても、そこまでの知識を増やして自分が納得するものを買いたい

という意識は乏しいのが現状だと思います。また、減農薬や無農薬、

有機農業の違いが分からず、「減」とか「無」が良くて、有機は「有」

があるので怖いという意見がまだまだ多いです。無農薬や有機に関

する情報は各県とも流していますが、文章として読むものなので、

消費者がそこまで読んで、その違いを実感としてわかりにくいと思

います。 
実際、価格が高くなると、野菜や果物は消費者から考えると食事

の主役になりません。肉ならお腹を満たせて、子供もよろこぶけれ

ども、冬ミカンも食べるのが面倒という人が多い中、野菜にお金を

かけるかというところもあります。その意識ですね、有機農産物が

どういうものか、物としての良さと健康に対する良さです。 
もう一つ思うのは千葉県がこれだけエコに、有機に対して力をい

れているという PR は大きいと思います。千葉に住んでいる人は愛

着があって、千葉が好きだと思います。千葉県がこのような試みを

次世代に向けた取組として、県民に協力を求めて一緒に取り組むイ

ベントの開催や有機を使っている所に認証マークを付けたり、ポス

ターを張ったりするなど、消費者を巻き込んで楽しいとか、買いた

いと思わせる工夫があればと思います。また、巻き込みかたの姿勢

も堅くなく、協力したいと思わせるような形で進めていくと、メデ

ィアにも取り上げられ、全国区になります。千葉は東京に近いので

鮮度を含め、有機農業に力を入れているとして、買いやすいところ

もあるかと思います。 
議長 ありがとうございました。御経験に基づいた貴重な御意見だと思

います。特に、海外市場の有望性や消費者と連携しながら取り組む

重要性、PR も力を入れる色々なやり方を工夫する必要がある、と
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いう具体的な御提案をいただいた。 

委員 先ほど道の駅に有機農産物がないのは、有機と表示するには有機

JAS の認定を受けなければなりません。有機 JAS 認定にはお金が

かかるので、個人の農家で認定を受けることが大変です。農林水産

省は認定機関を民間に任せているので、認定手数料の高い、安いと

ころがありますが、たぶん、道の駅で販売される農家さんは有機認

定をとっていないのではないかと思います。 
もう一つ販売の方で、この間の意見交換会でも発言しましたが、

千葉県には「無添加調理だから」という船橋で加工食品を作ってい

る石井食品があります。石井食品の社長は県の食品産業連絡協議会

（食産協）の会長でもあります。いろいろな加工品を作っており、

その基となる有機農産物が欲しいが、今のところ無いから我慢して

いるというお話を聞いた。千葉県内の有機農家の方に、加工してし

まうわけだから、姿形が良くなくてもいい訳ですよね。取引をお願

いできないかとお話をしておりまして、石井食品も八街の農家の方

に伺いました。先ほどの視察先では姿形が悪いものを市場に出せな

いとのお話でした。そういう形が悪くても受け入れるところが千葉

県内にあることを知っておいていただきたいと思います。 
議長 具体的な御提案をありがとうございました。 

今のＰＲだとか、新しいニーズを捉える、加工とかこの点に関し

て県側でコメントございますか。 
流通販売課長 いずれにしましてもそういうものを求めているところに、きちっ

と供給していくことが非常に大事だと思いますので、御提案をそう

いう方向で検討していきたいと思っております。 
農林水産部長 食産協というのは県内の農家と食品産業、それから学識、産学官

の連携で、いい取組ができないかとしてできた組織でございます。 
私も前の職場で食産協を担当しておりまして、石井会長のことも

存じております。会社は船橋が本社で京都にも工場があり、県内産

の野菜を使った安全な加工品を作りたいとの提案がありました。こ

れまでも地元の農産物をマッチングしてきましたが、その一つのオ

プションとして有機農産物を加工したいという気持ちがあります。 
県では、石井食品とのマッチングに取り組んでいるはずでござい

ます。私も農家サイドとのマッチングには参加しております。そう

いう面では有機農産物で虫食いが出るかもしれないし、Ｂ級品でも

Ｃ級品でもロットが集まれば、加工できるよというのは、先ほどの

一つの販売ルートであります。ただ、だれでも悪いものを作りたい

とは思わないので、Ｂ級品を一定の規格で大量に作ることはなかな

か納得できません。Ａ級品をいっぱい作りたいと思います。業務系
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の規格に合わせて、大量に作るというのは業務系への対応なので、

有機農業でも業務系に対応する生産方式があるはずです。それはマ

ッチングの中でお互いのニーズに応えていかなければ商売になり

ませんので、やっていくはずです。県も業務系の技術開発を今やっ

ていますので、一環として、有機の冠にはできませんが、やってい

こうかなと思います。 
もう一つは技術をいかに早く指導するかが大きなテーマです。先

ほどもありましたが有機農業は難しい技術なので、やりたい方にで

きるだけ早く教えて、伝授させたい、大事なテーマです。農業その

ものも同じで、有機農業はさらに難しい要素が入っている訳なの

で、今どうなっているかというと経験、勘とは言わないが特殊な技

術を持って、りっぱな有機農業をされている方が今伸びています。

経験などを蓄積されているが、マニュアル化がされていません。例

えると仙人の技術になっており、誰もわからないし、本人もわから

ない。今回の計画ではネットワーク化などで講習会を開催し、科学

的な知見を入れながら、少しでも理解できるように取り組むことが

必要で、有機農業の大事なテーマです。この２次計画で有機農業を

推進する中では心がけていこうかと思っています。 
議長 私のところの学生の卒論の中でも非常にネットワークが大事と

いうことが分かりました。特に、技術の習得、情報の取得・交換そ

して仲間づくりという３つが重要な役割を果たしています。施策の

中に取り入れていただいたということは、今後楽しみだと思いま

す。 
まだ、御発言をいただいていない方、よろしくお願いします。 

委員 生産者側から正直に言わせていただきます。有機栽培というのが

末端まで広まっていません。県でこれだけ進んでいますのに、各市

町村に行きますとまだまだ有機栽培というのは、地元では広まって

いません。正直、有機農業は難しいです。虫がつくとか生産量があ

がらないとか。そうすると生活していくには有機栽培に取り組めな

い部分があります。 
ですから、私達自身も、自分の家で食べるのは農薬や肥料を使って

おりませんが、販売していくには、生活にならないというのが正直

な話です。 
確かに有機栽培は良くて、これからどんどん広まってくれれば、

環境にやさしく、食の安全・安心にもつながると思います。でも小

規模農家の人たちにはそれができません。 
私達は稲作が主ですが、自分で取り組んでも周りが化学肥料や農

薬を使いますので、認定も取れません。ここが、難しいところです。

有機栽培を進めるのであれば、やはり各市町村できめ細かく推進し
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ていく必要があると感じました。その点いかがでしょうか。 

議長 敷居が高い有機、これをどうやって下げていくのか。先ほど、ち

ばエコからのステップアップも一つの方法ですが、他に何かコメン

トありますか。 
安全農業推進課長 我々も有機農業の方と慣行栽培をやる方のすみ分けをしっかり

しないとお互いに障害が出ますので、整理がつくように調整をして

いただくことが重要と考えています。その整理調整役となり得る市

町村や農協、土地改良区などと連携を取りながらうまくすみ分けを

していく形が必要です。先ほどお話がありました意見交換会での視

察先農家では、周辺の慣行栽培の方が農薬等の飛散防止対策に取り

組むなど、有機農業に対し理解をされていました。視察先の方も土

地改良の役員をやるなど地域とのつながりがあるため、理解が得ら

れ、対応していただけるのだと思います。有機農業に対する認識は

人それぞれ異なりますので、周辺農家とのすみ分け事例の情報がネ

ットワーク化の中で広まれば、また、違ってくるのかなと思ったと

ころでございます。 
それから販売面でのお話がありましたが、平成 21 年度の 12 月

に「千葉の有機農業生産者」という実需者に対して有機農産物の自

己 PR を掲載し、マッチングを図るための冊子を作った実績もござ

います。今後、この計画がスタートし、先進的な有機農業者を通じ

て、有機農業者のネットワーク化を進め、その中で実需者への PR
やマッチングに取り組むことが必要となれば、支援をしたいと思い

ます。そこで、実需者のつながりもできるではないかと思っており

ます。 
担い手支援課長 県下 10 の農業事務所に技術や経営の指導を行う普及指導員を配

置しています。普及指導員の業務の中で「環境にやさしい農業」と

いうカテゴリーでちばエコ農業を中心として、有機農業の技術指導

などにあたっております。普及指導員にとっても有機農業は高度な

技術ですから、勉強させながら技術指導に当たっていきたいと考え

ております。 
議長 千葉県は普及指導員のシステムがしっかりしていますので、よろ

しくお願いします。 
委員 有機農業を進めていくには、普及指導員は大事な人たちと思いま

す。地域ぐるみでモデル事業という方法もできるだろうと思います

ので、私自身も勉強していまいります。ありがとうございました。 
議長 せっかく御出席いただいているので、お願いします。 
委員 有機農業は資料に書いてあるとおりだと思います。梨づくりをし

ていますが、有機農業に取り組むには資材などに限りがあります。
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梨栽培で一番良い有機肥料は馬糞です。他の有機肥料としては豚糞

だとか牛糞とかありますが、物によってはいいが、味に関してはだ

めで、馬糞に勝るものはありません。しかし、全て馬糞でいいもの

ができるかというとそうもいかない。春先のスタートダッシュに

は、多少化成肥料が必要です。また、農薬についてもそうですが、

私が若い頃は雨が降るたびに、降る前の日には必ず薬を撒く。昔の

薬はメッキ剤で、殺菌剤とか殺虫剤とか言いますが、本当に殺す能

力はありません。メッキをして雨の時に赤星病がくるから、それを

防ぐだけで、また三日して雨が降るとしたら、またかけました。赤

星病の被害もだいぶ減り、殺菌と言って赤星病の菌を殺す能力のあ

るような薬も出来ました。でも、春先の花が咲くような時には少な

くとも一度はかけないと梨の実についてしまうと全くものになり

ませんし、葉につくと光合成が行われなくて、黒くなって落ちてし

まいます。減農薬と言われるちばエコやエコファーマーくらいまで

で、あとは努力して有機栽培に近づけていくことだと思います。有

機栽培に取り組もうとしても、全員がやれるだけの原材料がない。

地力を保つために有機として、どれだけの量を入れなければならな

いか。 
ホウレンソウとかであれば、堆肥でなんとかなりますが、永年作物

や木、自分の本体を維持しなければならないものは、非常に難しい。

作物によって違います。なるべく誰でもそうですが農薬を少なくし

たいと思って、努力していることをお話させていただきました。 
議長 ありがとうございます。 
委員 私も稲作ですが、正直言って有機栽培すると 10a の収量が通常と

比べて相当量違ってくる。先ほども話しましたが、農業で生活して

いく以上は、どうしても年間の収入を確保しなければならない。は

っきり言って、有機農業は正直言って難しいです。でも、私達も食

の安全・安心を常に訴えておりますので、これからも努力していき

たいと思っています。稲作も、果樹栽培にしても本当に有機栽培は

もの凄く難しいということを訴えたいと思います。 
議長 ありがとうございます。それが有機農業の広がらない一つと思い

ます。いきなり有機ということではなく少しずつ減農薬化していく

ことで段階的に、先ほど提案されたように段階的に少しずつ無理の

ない形で適応していくというのも方法ではないかと思います。 
委員 有機栽培については自分もやったことはあります。落花生はちば

エコも簡単にできる作物で、有機にしてもたぶん農家の自家消費分

は農薬を使っていないと思います。有機栽培ですから化学肥料では

なく、有機物肥料を使っています。通常ですと落花生化成などで栽

培されていると思います。普通栽培のエコについては落花生農家で
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は楽で、調べれば手続き上の話も出ています。その辺で農家が申請

を嫌っているのかもしれません。 
農協の産直センターは２店舗あり、私も野菜を出荷しているが、

多くの方がちばエコ、有機に近い形の農産物を出荷していると思い

ます。野菜関係、豆類、あるいは根菜類などはちょっとした指導が

あれば、農家も取り組んでいけるのかと思います。というのも産直

センターに出荷している農家の方は大手ではありません。 
先ほどからお話にでている有機農家の方々は何十年も取り組ん

でいますので、技術的な面や販売の仕方、契約販売として売り先を

確保するとか、通販や都内への取引などに取り組んでいます。この

ような農家は、これから後継者が減少していく中で、畑を増やし、

規模拡大ができると思います。出来上がっている方々ではなく、こ

れから取り組んでいく方をどうするのかというのが県の課題と思

います。 
先ほど、いろいろとお話がありましたが、エコでやりますと形の

不揃いや虫食いなどができます。市場取引では、規格をそろえたも

のを好みます。しかし、有機栽培では規格が揃わないというわけで

はありません。有機栽培に適した農産物とそうでない農産物があり

ます。県で進める上では有機栽培に取り組みやすい野菜を中心に販

売などの支援や指導を行い、県の有機特産物としてＰＲしていくの

が取組の基本的なところかと思います。今のところ有機に関しては

振興方向が見えない感じがします。 
また、大田市場のトップセールスに行きましたが、大田市場の入

荷量トップは茨城県で、千葉県は２番です。市場で得た情報では日

本全国の野菜生産は減るのではなく、逆に増えているそうです。そ

れはなぜかというと、米価が下がっているので、田を畑化して野菜

を作る、北陸、東北などの方面が増えてくるそうです。そこと千葉

県との戦いにこれからなるのではないか。大田市場は取扱いがトッ

プクラスなので、まとまった出荷ロットの農産物ができる産地を優

遇していくことや 50 億以上の農産物を目指した方がいいのではな

いかとの話もありました。千葉県では有機農産物と一般農産物の出

荷に対し、流通面で支援をいただいておりますが、オール千葉の野

菜と有機で作りやすい野菜を特産化させる面も一つ提案させてい

ただければと思います。根菜類や葉菜類については虫がつきやすい

ので難しいと思いますが、以上、提案させていただきます。 
議長 
 

ありがとうございました。具体的な提案なので、施策などで御検

討いただければと思います。 
第２次有機農業推進計画の策定については議論を終わりにした

いと思います。 
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全体を簡単にまとめますと具体的な御提案が多く、特に施策を否

定する意見はなく、この施策を進めるための具体的な御提案をいく

つか頂きました。その点を考慮して最終的な計画の策定に向けてい

ただければと思います。御議論ありがとうございました。 
その他農林業振興計画について、事務局の方から御報告いただき

ます。時間がないので簡潔にお願いします。 
農林水産政策課長 （資料により説明） 
議長 ありがとうございました。今年度からスタートした計画なので、

初期段階ということですが、これに関していかがでしょうか？ 
委員 一番の問題、今年は米価の下落だと思います。資料の２ページに

もありますが、「早場米産地の競争力強化」とあるのですが、これ

ってはたしていいのかなという気がします。今まで、千葉県は早く

作れば、なんとか売れるのでどんどん作ってしまったわけですが、

今年は相当違ってしまった。ついに米価 1 万円を割ったのですが、

売れないものをいくら作っても、値段が下がるばっかりで、いくら

安くても消費が増えないという現実があると思います。いろいろな

策はあるかと思いますが、意識を変えるということと、もう一つお

願いしたいことはコスト削減の中で、直播の技術開発をお願いした

い。苗を作らないということは非常にコスト削減になりますが、現

実問題として技術が確立されていないということで、農家が手を出

しきれない現実があります。それには技術とともにほ場条件もあ

り、水管理が重要と聞いておりますので、技術の確立と併せて、水

が入る・はけるほ場を整備していくことと併せて、やっていかなけ

ればならない。そういった面で、千葉県の米作りについて少し改革

をお願いしたいと思います。 
議長 ありがとうございました。２点あるかと思いますが、早場米の位

置づけという点をどう考えるか。それと直播技術の開発です。よろ

しくお願いいたします。 
生産振興課長 今年の米価安ですが、本県農協の概算金につきましても昨年産か

ら 3,000 円程度安くなっております。この原因についてはマスコミ

等で報道されているように昨年の 25 年産米が過剰に残っているた

めです。 
今後の取組といたしましては２点ございます。１点は本県の過剰

生産の解消に向けた取組として、千葉県の事情にあった飼料用米を

積極的に推進したいと考えております。現状の機械がそのまま使

え、畜産が盛んであること、また、国の新規需要米等に対する支援

がありますので、それらを活用して飼料用米を拡大していきたいと

考えております。 
もう１点は、早場米の産地としてのメリットを生かした販売に対
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する取組です。千葉県は関東で一番早く新米が出る産地なので、早

生、中生、晩生の品種特性を生かして、通年で売り場を確保した有

利販売ができるようにしていかなければなりません。610 万県民に

もっと県内で消費いただけるようにPRしていきたいと思っており

ます。 
議長 技術の話についてお願いします。 
担い手支援課長 試験研究の強化についてご回答させていただきます。研究内容の

強化と組織の再編、それから本館の老朽化した施設の立て直しの２

つの課題に取り組んでおります。研究内容の強化、体制の強化につ

いては本年度から組織を再編し、スタートしております。北総園芸

研究所を水稲・畑地園芸研究所として改組し、その中で、大規模化

の稲作についても研究課題とし、一環として不耕起直播栽培の実証

を 26～27 年度の予定で取組、その研究成果を出していきたいと考

えております。 
生産振興課長 生産コストの経費や労働時間を削減するには育苗作業を削減し

て直播でやるということは大きな削減効果がありますので、技術の

普及をしていきたいと思っております。 
議長 よろしくお願いします。時間も押してきておりますが、簡潔な質

問・コメントがいただければと思いますが、よろしいでしょうか。 

それでは千葉県農林業振興計画の進捗状況について終わらせて

いただきます。 
以上で、予定していた議事の項目については終わったことになり

ます。 
その他に関して県から何かございますか。 

事務局 ございません。 
議長 それでは以上を持ちまして、私の座長としての任を解かせていた

だきます。 
御協力ありがとうございました。 

司会 大江会長ありがとうございました。 

以上を持ちまして、｢平成２６年度千葉県農政審議会｣を閉会いた

します。 
 


