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平成２７年度千葉県農政審議会議事録（概要） 

 
１ 日  時 平成２７年１１月１２日（木） 午前１０時から１２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 
       酒井 茂英 松下 浩明 五十嵐 博文 プリティ長嶋 小泉 勉  

平山 光子 林 和雄  間渕 誠一  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）（仮称）千葉県花植木振興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】 
 ただいまから「平成２７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

政策課の佐々木と申します。 

 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、本審議会でございますが、委員数１６名のうち、半

数以上の１２名の御出席をいただいております。 

千葉県行政組織条例３２条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御報告いたします。 

 それでは、はじめに、小倉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） 

 おはようございます。農林水産部長の小倉でございます。 

千葉県農政審議会の開催にあたりまして、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。 
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発 言 者 発 言 内 容 
 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

まして、御席をお借りして厚く御礼申し上げたいと存じます。 
さて、国内の農業を取り巻く状況でございますけれども、少子高

齢化の進展や消費者の食の多様化等によりまして、農産物需要が減

少するなど、年々厳しくなっていると認識しております。 
また、先月、御案内のように大筋合意となったＴＰＰについても、

米や畜産が盛んな本県においては、その影響が懸念される状況にご

ざいます。 
県といたしましては、農業者の所得確保に向け、これから国が打

ち出す対策を最大限に活用しまして、県、市町村、関係団体が連携

しながら諸施策を着実に推進することが重要であると考えており

ます。皆様の御協力をさらにお願い申し上げたいと思います。 
 本日、御審議いただく内容についてですが、平成２６年１２月に

施行された「花きの振興に関する法律」に基づき国が示した基本方

針を踏まえて、現在策定中でございます「（仮称）千葉県花植木振

興計画」につきまして、御意見を伺いたいと考えているところでご

ざいます。 
併せまして、ＴＰＰ大筋合意の概要、飼料用米の取組状況、千葉

県産農林水産物の輸出促進ガイドラインにつきましても、御報告申

し上げたいと思いますので、忌憚のない御意見をいただきますよう

よろしくお願い申しあげまして、簡単ではございますが御挨拶とさ

せていただきたいと思います。どうぞ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） 
また、その他関係職員を同席させて頂いておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 
 
続きまして本会議の議長でございますが、千葉県行政組織条例３

２条１項により会長が議長となる旨規定しておりますので、大江会

長に議長といたしまして、議事進行をお願い申し上げます。それで

はよろしくお願いいたします。 
議長（大江会長）  御指名頂きました大江でございます。よろしくお願いいたしま

す。 
 議事に入らせて頂いてよろしいでしょうか。 
 まず、議事録の署名人を選任いたします。千葉県農政審議会の運

営等規程第５条第３項に基づき、私の方から指名させていただくこ

とになっております。議事録署名人につきましては、平山委員と根
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発 言 者 発 言 内 容 
本委員にお願いしたいと存じますので、よろしくお願いいたしま

す。 
  
それでは次に傍聴人の方がいらしておりますので、報告させてい

ただきます。本日は読売新聞社と日本農業新聞の２社が傍聴を希望

しておられます。こちらにつきましても、農政審議会の運営等規程

第４条第１項の規定により、傍聴人の入場を許可させていただきま

す。 
  
それでは、審議の方に入らせていただきます。 
「（仮称）千葉県花植木振興計画」の策定について事務局の方か

ら説明をお願いします。 
生産振興課長  （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。 

御説明ありましたように、国の花き振興法と基本方針に基づい

て、千葉県の場合には植木も重要な産業ですので、植木を付け加え

た花植木振興計画の概要をお話いただきました。 
おそらく、趣旨に異論ある方はいらっしゃらないと思います。今

回、ここで議論することは、具体的なその施策内容だと思います。

では、早速、議論に入らせていただきたいと思います。 
 
まずは説明でご不明な点などございますか。 
皆さんお考えになっていますので、私の方から質問させていただ

きます。振興計画の「６ 品目別の振興方向」にある、主要切花と

特産切花の区別について御説明いただきたいと思います。お願いし

ます。 
生産振興課長 
 
 

主要切花と特産切花の違いでございますけども、資料１－３の振

興計画の３１ページをご覧になっていただきたいと思います。主要

切花については、カーネーション、ユリ、トルコギキョウ等で、全

国的に栽培されているもの、特産切花については、ストック、キン

ギョソウ、キンセンカ等で、主に千葉県で多く栽培されているもの、

そういう区分けをしております。 
議長 非常に明確な回答、ありがとうございました。 

他に何か議論するのに御不明な点などはございますか。よろしい

ですか。 
そうしましたら、説明いただきました振興計画の内容につきまし

て、御意見いただきたいと思います。いかがでしょうか。 
委員 丁寧に説明して頂きましてありがとうございます。 

意欲的に花植木の振興を図ろうという計画の説明でありました
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発 言 者 発 言 内 容 
が、実際には花の栽培はなかなか儲からないと認識しています。特

に景気が悪くなると、一番初めに花は影響を受けるということは昔

から言われており、近年、生産を縮小する方も見受けられて残念で

あります。実は、消費者の皆さんは、花は結構高いと思っています

が、生産者の卸売価格は今も低迷しています。やはり流通コストと

中間マージンが高いということが大きな原因ではないかと思って

います。 
今の時代ですからネット販売の体制を構築していく必要がある

のではないでしょうか。そうすれば、生産者も消費者もお互いに得

になると思います。ネット販売については、振興計画では触れられ

ていないですが、ぜひ考えていただけないでしょうか。 
議長 ありがとうございました。 

生産コストも流通コストも高いので、ネットを利用することで経

費節減や発信力強化にも繋がるのではないかという趣旨の御質問

です。この点いかがでしょうか。 
生産振興課長 
 

ネット販売についての御意見でございますけれども、現状、どの

程度ネット販売が行われているか、はっきりと把握できていません

ので、今後調査をしまして、販売が伸びる可能性があれば、計画に

反映させたいと考えております。 
委員 一個人、一組織、一品目ではなく、千葉県全体で構築していけば、

生産者の方も使いやすいし、消費者の方も買いやすくなると思いま

すので、ぜひ検討していただきたいと思います。 
議長 
 
 

貴重な御意見だったと思います。 
ネット市場というのは大きく広がってきておりますので、花離れ

している若いネット世代を開拓することで、需要喚起に繋がるので

はないかという趣旨だと思いますので、御検討をよろしくお願いい

たします。他にいかがでしょうか。 
委員 輸出の件について、一点お話しさせていただきたいと思います。 

去年、私はシンガポール、マレーシアに行きまして、なしの販売を

やってきました。今年の７月にも若手経営者とともに、マレーシア

のゴルフ場で白子たまねぎをプレイヤーの方に販売することをや

ってきました。そのとき、大変だなと感じたのは、若い人たちが輸

出しようとする時に、情報がないということです。 
植木に関して事前にマーケット需要や主要国への輸出額などつ

いて聞いたところ、ある程度アバウトなデータは出てくるけれど

も、明確なデータはありませんでした。今後、明確なデータなどが

なければ、これから輸出に取り組もうとする業者や若い人たちに対

して、説得力がないと思います。例えば、マツ類とかマキ類が、台

湾、中国、ベトナム、イタリア、香港、ドイツなどで人気があるの
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発 言 者 発 言 内 容 
ですが、そこを戦略的に攻めるにしても、データがないと若い人た

ちがやってみようというモチベーションは上がらないと思います。 
後、そういう方たちに対する県の補助制度が、上限１００万円と

なっています。若い人たちに輸出やってみませんかと言っても、渡

航費などの初期投資がネックになっていると思います。この１００

万円という上限をもう少し増やしては頂けないでしょうか。他の都

道府県では、１００万円よりももっと多く補助しているところもあ

ると思います。 
この２点についてお伺いしたいのですがよろしいですか。 

議長 
 

かなり具体的な御意見をいただいたかと思うのですが、いかがで

しょうか。 
流通販売課長 流通販売課でございます。 

千葉県の農林水産物輸出額の約３分の１が植木ということもご

ざいますし、今ちょうどここは花植木振興計画についての議論の場

なので、植木に関してお話をさせていただきます。植木については、

千葉県植木生産組合連合会が中心に輸出をしていることから、組合

の方でどこの国にどのような樹種を輸出しているのかという情報

はもっていると考えております。それから、花の輸出は、現状から

すると難しいところはあるのですが、植木につきましては、生産者

の皆さまが、いろいろな国の商談会などにも参加しているところで

ございますので、今後もいろいろ情報を提示しながら支援をしてい

きたいと考えております。 
それから、県の輸出の補助金の上限が１００万円であるというの

は、委員がおっしゃるとおりでございます。そのような声があると

いうことであれば、今後、検討していき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。 

データがしっかりしないと、これから若い人達が輸出に手をあげ

ることはないと思います。 
今、植木に関する話なのでひとつだけ説明しますが、国際フラワ

ーエキスポ２０１５年が今年の１０月１４日から１６日まで開か

れ、その時のデータをいただいたのですが、商談実績を見ますと名

刺交換のみが５２社で、商談成立がゼロという結果でありました。

せっかく幕張メッセで大きなイベントを開いても、実際には商談が

ゼロだったというのは、とても残念なことです。なぜ商談が成立し

ないかというと、やはり業者からすると補助金や情報の不足による

不安が原因であると思います。この計画の中で３ページほど輸出に

ついて書いてありますが、この不安を払拭しない限り、業者はＴＰ

Ｐの大筋合意により、海外に輸出していくしかないと解っていて
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発 言 者 発 言 内 容 
も、なかなか重い腰はあがらないと思います。モチベーションを上

げるためには、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 
議長 先ほど１００万円を補助する事業について、内容の補足頂けると

他の委員さんも御理解をいただけると思います。 
流通販売課長 これは植木に限った話ではなく、輸出に取り組む生産者、事業者

に対して１００万円を上限に、相手国のマーケティング調査、商談

会への参加費、実際に相手国に行って自らプロモーションをする活

動費などに対して補助する事業です。 
この事業の本年度の予算額は５００万円で、上限が１００万円で

すので、最低５団体はこの事業を活用できることになっています。 
議長 部長、どうぞ。 
部長 委員から現場のニーズに合ったデータを早く的確に収集したう

えで、輸出に興味のある特に若い生産者の方に情報を提供できるよ

うな体制を作るべきじゃないかという御趣旨のお話ですが、それは

まさにその通りでございます。これから輸出というのは、ＴＰＰの

関係でどこにチャンスがあるか解りませんので、まず私たちにどう

いう強みのある生産物があるのか、また、それが関税の問題も含め

て外国で受け入れられるのか、受け入れられるにはどのように変え

ないといけないのかなど、しっかりと現地のニーズを把握する必要

があります。特に、私どもはジェトロや民間企業などと深くかかわ

っている部分もございますので、そのようなところから私どもが必

要なデータの提供を要請するとともに、提供していただいたデータ

については的確にやる気のある方々へお伝えするような支援をし

ていきたいと考えております。 
委員 最後に要望をお願いします。補助金について、予算が５００万円

で、上限が１００万円という金額をもっと上げない限り、今後ＴＰ

Ｐという大きな波の中で勝ち残れないと思いますので、ぜひ増額を

考えて頂きたいということを要望しまして、終わらせていただきま

す。 
議長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。後、いかが

でしょうか。 
委員 資料の中で７年後の目標が書いてありますが、目標に向かって単

年度ごとにだれがどのように何をするのか、その継続性と計画を実

のあるものしていく方法論について詳しく教えていただきたいと

思います。 
議長 質問は２点あったかと思います。継続性の問題と実効性をどう担

保するかという点だと思いますけども、よろしくお願いいたしま

す。 
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発 言 者 発 言 内 容 
生産振興課長 
 

どのように進めていくのかということですけども、計画（案）の

３０ページに推進体制を記載させていただいております。当然、県

だけではできないものもございまして、花植木の関係団体で構成さ

れます千葉県花き振興地域協議会が中心となって、他の分野の関係

者とも連携して計画を推進していきたいと考えております。 
具体的には、今後、行動計画等を協議・作成して、単年度ごとに

どういうことに取り組むのかを示していきたいと考えております。 
委員 ありがとうございました。これから行動計画を作られるというこ

とでありますが、例えば、計画の中にあるオリンピック・パラリン

ピックによる需要拡大がありますが、オリンピック・パラリンピッ

クになったら、どこでどのような事業を実施するのか、また、終わ

った後はどうするのかなどを実際にもうちょっと検討して、集中的

に取り組んだ方がもっと良いのではないかと思うのですが、いかが

でしょうか。 
生産振興課長 需要拡大という意味で、本県でも競技が開催される２０２０年の

オリンピック・パラリンピックを契機といたしまして、開催時だけ

ではなく、それ以降も引き続いて需要拡大につながるような事業を

展開していきたいと考えております。 
また、集中的に事業を実施してはどうかとの御質問ですが、千葉

県の花植木振興計画ということで、内容は全般的な計画を記載して

おりますが、施策的にはこの中から県の事業と関連付けて集中的に

実施していく形で進めていきたいと考えております。 
議長 県の財政的な資源も有限ですので、めりはりを付けてやっていく

という答えでした。 
その他いかがでしょうか。 

委員 日頃、マーケティングの分析や、売れる商品づくりのお手伝いを

させていただいておりますので、そのような視点から意見を申し上

げたいと思います。資料の９ページになぜ花を購入しないかという

アンケートがございますが、花が周りにないというか、庭もない家

に皆さん住んでいるということもありますし、今、国民全体、特に

若い人の価値観が大きく変わってきております。例えば、果物が売

れなくなっているのは、重たい、皮をむくのが面倒などの理由があ

ります。花に関しては、実際、食べられないし、手間もかかるとい

うことで、ただ鑑賞するだけであったら、その価値や時間を他のも

のに費やすのが現状となっています。やはり消費拡大のためには、

単純に花を買いましょうと言うだけではなく、花というものの意味

を変えることが必要であると思います。例えば、食というものがひ

とつキーワードであります。他県の事例ですが、エディブルフラワ

ーのひとつであるパンジーを使いましてオリジナルドーナツを作
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発 言 者 発 言 内 容 
り、販売しますと、飛ぶように売れました。それを、実際にパンジ

ーを栽培している畑の方に人が流れるようにして、イベントが大盛

況になったこともございました。花というものを単体だけではな

く、千葉県もいろいろ良い物産をお持ちでらっしゃるので、重ね合

わしての販売などは一つの売りになるかと思います。 
後は、花というもの自体が心の癒しや脳の癒しになるということ

がデータとしてでております。また、小学生などに対して花育はさ

れているようですけれども、大人に対しても、どのようにメンタル

への効果、健康、アンチエイジングといったものの見方、視点から

のマーケティング戦略なども必要だと思います。例えば、日本にお

いてハロウィンはここ数年びっくりするほどお金になるイベント

に変わってしまったのですが、１０年前はまったくそんなことはあ

りませんでした。こちらもちょっと目線を変えて戦略を打っただけ

で、あっという間に変わりました。 
また、海外に向けてなんですけれども、日本の盆栽に関しまして

は、大変需要が伸びておりますので、千葉県で若い外国人の方を対

象とした花と触れ合うフラワーフェスを開催することなどはでき

ると思います。 
最後に、ネット販売はぜひ取り組んでいただきたいと思います。

とにかく花を持ち帰るということすら、面倒だと感じている方は多

いと思います。ただ、花をもらったらうれしいというのが一般的で

すので、ネットで選んで届けてもらえば大変便利です。 
また、ネットは海外への需要拡大にもつながると思います。例え

ば、押し花がそうです。生花は外国人の方が持ち帰ることは難しい

ですが、押し花体験をさせて、帰国した後にきちっとした額に入れ

て郵送してあげるようなことで、国に帰っても千葉県での思い出が

残ります。地道なことでありますが、今の時代、体験した方がネッ

トに書いて一気に広がることもあります。 
議長 具体的で有益な提案をいただいたと思います。新しい機能の開発

も大事ですし、生花だけじゃなくてドライフラワーや押し花などい

ろいろなニーズを創出することも重要であるとの御意見でした。ま

た、花はネット対応との親和性が非常に高いということもお話頂き

ましたし。そして、食との結びつきで古くから研究されているエデ

ィブルフラワーについて、改めて注目すべきではないかとの御指摘

でしたが、いかがでしょうか。 
生産振興課長 エディブルフラワーについては、南房総の方でキンセンカなどで

商品開発されているものもございます。それと、新しい機能等につ

いても、植物ということでいろいろ研究もされておりますので、今

後は先ほどのネット販売と合わせまして、新たな販路の開拓に結び



 

- 9 - 
 

発 言 者 発 言 内 容 
付く取り組みを検討していきたいと思います。 

議長 よろしいでしょうか。先ほどの花の癒しの効果につきましては千

葉大学園芸学部でも研究しておりますので、機会があれば御利用、

御活用いただければと思います。その他、いかがでしょうか。 
委員 ３つお話をしたいと思っております。先ほど観光についてお話が

ありましたけれども、今の情勢では海外より国内ツアーの方がにぎ

わっているようです。千葉県でもバス旅行で花の産地のツアーを見

かけますが、もう少しそこに力を入れて人を集める方法をお考えい

ただけないかと思っています。すでにやっていらっしゃるかもしれ

ませんが、南房総の花摘みであったり、夏ですとひまわりで迷路を

作ったりして人を集め、そしておいしいお魚を食べて帰って頂くよ

うなツアーを旅行会社に売り込んでいただきたいと思います。 
それから、私も以前はよく使ったり、いただいたりしたのですが、

最近は見かけないお花のカードを活用できないかと思います。例え

ば、花に親しむきっかけとして、子供のお祝の時に贈るようなこと

ももっと推進していただきたいなと思います。 
それから、昔のオフィスの事務所では、そこで働いている方たち

が生け花を習って、事務所にお花を飾ることをやっていました。こ

の頃はそれだけの余裕がなくなっており、少なくなってきていると

思いますので、上手に宣伝をして需要を増やすことも考えていただ

きたいと思います。 
議長 具体的な御提案、ありがとうございます。フラワーツーリズムや

植木ツーリズムの振興、花のカードの活用、事業所の需要の掘り起

こしの可能性の３点のお話をいただいたのですが、いかがでしょう

か。 
生産振興課長 需要拡大について具体的な御意見を頂きましてありがとうござ

いました。観光との結びつきについては、地域資源を活用した花き

の需要拡大で御説明させていただきましたように、南房総等では冬

場でも露地に花が咲いているということで、観光と結びついた取り

組みをやっておりますので、こちらについては引き続き観光のサイ

ドと連携して売り込み等もやっていきたいと考えております。 
また、花カードの関係ですが、ギフトとして贈る場合は、全国チ

ェーンのお花屋さんに頼めば、届けてもらえるシステムはございま

す。花カードについては、具体的な内容を把握していませんので、

以前にあったあるいは現在もあるようでしたら、その状況について

調べまして、需要拡大に結び付くようなやり方を考えていきたいと

思います。 
また、事業所の需要拡大ですが、今では昔ほど生け花を習う方も

少なくなっていると思いますので、こちらも需要拡大に結び付くや
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発 言 者 発 言 内 容 
り方を検討していきたいと思います。 

議長 ありがとうございました。後、いかがでしょうか。 
委員 私の方からも３点、質問をさせて頂きます。まず第一点でござい

ます。これは確認になりますが、先ほど委員の方からも御質問があ

ったことに関連しますが、今回のこの計画については、法律に基づ

いて５年間の計画を策定し、６年目以降はまた新たに５年周期で計

画が継続されると認識しております。また、一般的には事業の評

価・検証を４年目あたりに実施し、５年目以降、新たな計画に反映

するといったやり方が行われると思います。今回、この計画内にオ

リンピック・パラリンピックという大きなイベントが入ってきます

ので、評価と検証については３年目などに前倒しで実施し、５年目

の目標の目途を付けていくことも必要ではないかと思います。そう

しますと、先ほどの御回答の中で、行動計画にこれからの事業の詳

細を入れていくとのことですが、この評価・検証についても行動計

画の中に明文化されるのかを確認させていただきたいと思います。 
続いて２点目ですが、花きの振興に関する法律の１６条の２項

で、児童、生徒等に対する花きを活用した教育ということがうたわ

れております。一方で、すでに国は２６年度から国産花きのイノベ

ーション推進事業というものを開始しておりまして、まさに千葉県

の花き振興地域協議会も２６年度からこの事業の補助金を導入し

て、小学校を対象に花育の体験実施をされていると思います。そう

しますと、もうすでに着手をして、ある程度実績も積み重ねている

ことについて、この振興計画内では教育と連携して実施するという

一行ですまされているのですが、これも実際に行動計画で明確化す

るという解釈をしていいのか確認させていただきます。 
それから、３点目ですが、この法律の施行規則において研究開発

事業の認定と種苗法の特例をうたっていると思います。そうします

と、他県においてはオリジナル品種というのを強調した振興計画が

作成されているように見受けられるのですが、千葉県ではこのオリ

ジナル品種というものについてどうお考えなのか確認させてくだ

さい。 
議長 行動計画に関しての具体的な御質問ですが、いかがでしょうか。 
生産振興課長 まず、計画についての評価とその反映ということでございますけ

れども、計画については５年間ということで、次の計画を作るとき

は当然前の計画を継承してやっていくことになります。具体的な行

動計画については、オリンピック・パラリンピック等も間に入って

おりますので、それらを踏まえた状況で毎年計画を立てていきたい

と考えております。 
次に花育の関係でございますけれども、これは委員がおっしゃる
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発 言 者 発 言 内 容 
ように、昨年からイノベーション事業を使いまして実施しており、

さらに普及をしていきたいと考えております。 
最後に、オリジナル品種の育種ということで、千葉県では民間で

育種研究をやっている方が多数いらっしゃいますので、これらの

方々の支援を引き続きやっていきたいと考えております。以上でご

ざいます。 
委員 最初の評価・検証の件ですが、毎年やっていくというのは、毎年

評価・検証をやるということで理解してよろしいでしょうか。 
生産振興課長 毎年度、事業計画の中で実績を踏まえて、次年度の計画を作って

推進をしていきたいと考えております。 
担い手支援課長 担い手支援課でございます。私どもは研究の方を担当しておりま

して、先ほどオリジナル品種という話がございましたが、主要花き

については民間の育種会社など、またストックなどの特産花きにつ

いては県内の育種家の方々が一生懸命、育種に取り組んでおられま

す。県としては、特産品であるマキとカラーについて育種に取り組

んでいるところです。 
議長 補足頂きました。後、いかがでしょうか。 
委員 需要拡大対策ということでオリンピックや花育が記載されてい

ますが、委員の皆さんから御発言があったネットを活用した販売に

ついては、やっぱり大事なことだと思いました。これは計画の中に

記載しないといけないと思います。例えば、私の子供に誕生日ケー

キの注文を頼んだら、ネットで探してくることが当たり前になって

いるのが実態です。だから、委員の皆さまが御発言した販売方法な

ど、いろいろなやり方がネットでは可能となると思いますので、こ

の５年間はその点を重視して、将来につなげるための計画に作り上

げていただきたいということを要望いたします。 
議長 ありがとうございます。 

ネット対応の強化については、他の多くの委員の方々も御指摘を

頂いております。私もまったく同感です。もうちょっと政策の前面

にだしても良いのではないかという点は、委員の皆さんにも御同意

いただけけると思いますので、ぜひ対応をお願いします。 
後、いかがでしょうか。 
それでは千葉県花植木振興計画（案）につきましては、具体的な

御意見をたくさんいただきましたので、その点をさらに振興計画の

中に盛り込んで内容を充実させ、パブリックコメントなどに出して

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
それでは、審議事項につきましては以上で終わらせていただきま

す。続きまして、報告事項が３点ほどあるということなので、事務

局の方から説明をお願いいたします。 
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発 言 者 発 言 内 容 
農林水産政策課長 （資料により説明） 
生産振興課長 （資料により説明） 
流通販売課長 （資料により説明） 
議長 ありがとうございました。何か御質問等ございますか。 
委員 知事が先頭になってトップセールスや農産物の輸出を一生懸命

やってらっしゃいますが、やはり一番大事なことは生産者の所得が

上がらなければならないということです。今まで試行的にコメなど

の輸出を行っても、残念ながら農家の手取りはそんなに変わらず、

むしろ市町村で補助金を出して輸出に挑戦しているという事例も

聞きました。輸出については、ぜひ農家の所得向上の視点を考慮し

ていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 
流通販売課長 我々も本当にその通りだと考えておりまして、やはり輸出を農家

の所得向上に結び付けていかないといけないというふうに考えて

おります。そういった視点にたったときに、非常に国内でも引き合

いの強い「べにはるか」というさつまいもの品種は、焼きイモにす

るとおいしいので海外からも非常に強い引き合いが来ているとい

う状況もあります。所得を増やしていくためには、一つには単価を

上げるというやり方と、面積を増やしていくというやり方と両方あ

ると思いますが、さつまいもについてはこれから面積拡大もかなり

期待できるため、面積を増やして農家の所得も増やしていくという

ようなことをこれから進めていきたいと考えております。 
議長 いかがでしょうか。 
委員 冒頭で、１００万円の補助事業の話がありましたが、後ほどでい

いので、１００万円上限を使った事例などがあれば、データをいた

だければと思います。 
後、他の委員の方から、農家の所得が上がらないという話があり

ましたけど、私も市川市の梨の生産者から海外で売ろうが直売所で

売ろうが、収入は同じであるというようなことを言われました。 
戦略的に収入を上げる方法として、耕作面積を増やす、要するに大

量生産する方法がありますが、これ以上面積増やすのは難しい状況

です。そうすると、豊水、幸水というような小さなものを大量生産

よりも、あきづきとか新高とか、少し大型で単価の高いものに切り

替えていくような方向を取らないと、農家の実質の収入が増えない

と思いますが、県としての戦略をどう考えているのか、教えてくだ

さい。 
議長 高品質化ですね。いかがでしょう。 
流通販売課長 梨に関しましては、委員が今おっしゃったとおりだと思います。 

今までは豊水を中心に輸出をしていましたが、これからは国内で
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発 言 者 発 言 内 容 
もなかなか単価が出ない、晩生品種である新高などについても輸出

を進めて、農家の所得向上につなげていきたいと考えております。 
晩生品種は大玉であり、東南アジアでは大きな果実が好まれると

いうこともありますので、海外のバイヤーとも調整を図りながら   

晩生品種の輸出について進めていきたいと考えております。 
委員 今回１１月２６日から３日間ほど、愛宕梨を持って行ってシンガ

ポールの伊勢丹の関係者とミーティングをしてきます。で、華僑の

方は、大きくて重いものに対してすごく魅力を持っているので、だ

いたい１ｋｇぐらいの重さのある愛宕梨を紹介してきます。 
ただ、愛宕梨を例にとれば、接ぎ木をして実になって収穫できる

まで２~３年かかってしまいます。しっかりと県が方向性を示さな

いと、若手の梨農家の人はやってみようとはなりません。また、こ

れからは高品質で１個当たりの利益が高いものでないと、梨農家の

若手はついてこないと思います。ですから、早めに方向性を示して

いただければ、若い梨農家はやる気になると思いますのでぜひお願

いします。 
議長 はい、簡潔にお願いします。 
委員 出口に関係する話題の一つとして、土地改良、基盤整備がありま

す。 
国は強い農業を目指すということで、昨日も安倍首相がそのよう

な答弁をしていました。実は、県の皆さんも御存じのとおり、土地

改良は無駄な公共事業というような言われ方をされ、民主党政権に

なってから予算が３分の１に減らされた経緯があります。 
今それを元に戻そうと言うことで、全国土地改良事業団体連合会

をあげて取り組んでいるところです。今後、１年では解りませんが、

予算が元に戻る可能性もありますので、国の予算が付いたらすぐに

県でも対応がとれるように体制を整えておいていただきたいと思

います。 
また、人材が不足しているという話も聞きますし、各地域では基

盤整備を実施したい要望もたくさんありますので、御支援をお願い

したいと思います。要望でございました。 
議長 部長どうぞ。 
農林水産部長 基盤整備の関係は非常に重要な問題だと、県は強く認識しており

ます。 
今委員からお話しがあった件について、やはり生産基盤がしっか

りしていなければ、いくらいいものを作ろうとしてもできません

し、効率性だって追求できないと思っております。 
予算の付き方はあくまで国の問題かもしれませんが、国から予算

が来れば、速やかにしっかりとかつ適正に執行し、基盤整備を着実



 

- 14 - 
 

発 言 者 発 言 内 容 
に進めていくことに加え、引き続き関係団体と一体となって国への

要望などもしっかりと伝えていきたいと考えています。 
議長 どうぞ。 
委員 たまたま私も市川の出身で、認定農業者の一人であります。 

私が梨作りを始めて４０年以上経ちますが、そのころの梨の値段

は今の２倍以上でした。 
昭和５０年代に牛肉、オレンジの自由化で、多くのミカン産地が

梨を作り始めて、価格が下がり始めました。 
現在、このような状況の中で、我々の農協では、世界で一番裕福

なＵＡＥという国に毎年行って、高級日本レストランに卸したり、

ジャパンデーなどで、試食をしてもらったり、お土産に持って帰っ

てもらうような販売促進を実施しています。３年前から独自に毎年

地道に行っているのですが、「市川のなし」は高級であることを認

識してもらうため、絶対に安く売らないようにしています。まず少

数の人から、ああこれが食べたいなという風に思わせて、だんだん

浸透させていこうという作戦を取っています。まだまだ、１００万

円にいかないような売上ですが、温かく見守っていただければあり

がたいと思っています。 
議長 ありがとうございました。具体的な経験に基づいたご意見でし

た。最後、お願いします。 
委員  私は特産物協会と落花生協会の会長を務めていますので、落花生

についてお聞きいたします。 
落花生につきましては、昭和４０年がピークで、それ以来ずっと

作付面積が減り続けている中で、県の方でも一生懸命頑張って、５

年ほど前から機械の開発に取り組んでいただいております。 
最初の３年間は国の事業を使って実施し、そのあと２年が過ぎま

したが、まだ機械の開発ができていません。 
後、もう一歩でだいたいできると思いますので、今後とも御支援

のほどよろしくお願いいたします。この場をお借りして要望させて

いただきます。 
後、輸出の関係ですが、皆さんいろいろと取り組んでいるのです

が、やはり植木がかなり先進的な事例となっていると思います。植

木業者の方は、いろいろ売り先等を持っていますし、また経験もあ

りますので、農林水産の水産部分でも植木の事例を参考として行え

ば、もっと早く輸出が促進すると思いますので、御検討いただけな

いかをお聞かせ願います。 
議長 ありがとうございます。 

両委員の意見に関して事務局の方から何かフィードバックはあ

りますか。 
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発 言 者 発 言 内 容 
流通販売課長 市川市農協が非常に熱心に輸出に取り組んでいることは存じ上

げておりますので、これからもできる限りの支援をさせていただけ

ればと思っております。 
それから、先ほど植木の輸出がかなり進んでいるので、その知見

も踏まえて他の品目の輸出促進につなげてはどうかとの御指摘が

ございました。 
県としましては、植木の輸出が進んいる理由を分析するととも

に、本県の先進事例や他県の事例なども十分分析しながら、今後も

輸出に取り組んで行きたいと思っております。 
ありがとうございます。 

委員 最後に１点よろしいですか。 
当農協でも、平成１５年くらいから輸出に取り組んでおり、軌道

に乗ってきた中で、東日本大震災による原発の放射能問題が起こり

ました。国によっては輸出するのに放射能の検査等が必要であった

りしますので、知事が台湾で行った農産物の安心安全のＰＲや規制

解除に向けての活動などを継続していただくと共に、その面の予算

も増やしていただきたいと思います。 
茨城の方はずいぶん農林水産物の輸出に対して頑張っているな

という情報もありますので、千葉県でもよろしくお願いいたしま

す。 
議長 今の御指摘を踏まえていただければと思います。 

それでは時間となりましたので、これで議題にある報告事項につ

いては終わらせていただきます。 
最後に一言申しあげたいと思います。 
今日のみなさまの御意見を一言でいえば、もっと攻めろというこ

とだったと思います。 
これを政策担当の方も追い風にして、さらに具体化を図っていた

だければと思います。 
それでは、事務局の方にお返ししたいと思います。 
今日は皆様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。 
最後に部長より御礼の挨拶を申し上げます。 

農林水産部長 委員の皆さまにおかれましては、本当に長時間、御審議をいただ

きまして誠にありがとうございます。本日、皆様方からいただきま

した貴重な御意見を報告させていただいた計画（案）にまず取り込

んでいくとともに、それ以外の分野でもたくさん御意見をいただき

ましたので、各諸施策の推進につなげていきたいと考えておりま

す。今後とも力強い農林水産業の実現に向けまして、引き続き県と

して取り組んでまいりますので、御指導下さいますようよろしくお
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発 言 者 発 言 内 容 
願いを申しあげます。ありがとうございました。 

司会 以上をもちまして、平成２７年度千葉県農政審議会を閉会いたし

ます。長時間にわたりありがとうございました。 
 


