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平成２９年度千葉県農政審議会議事録 

 
１ 日  時 平成２９年１１月１３日（月） 午後２時３０分から午後４時４０分まで 
２ 場  所 千葉県本庁舎５階 大会議室 
３ 出 席 者［審議会委員］※敬称略 
       石橋 清孝  鶴岡 宏祥  實川 隆  プリティ長嶋 

岩井 泰憲  宍倉 春江  林 和雄  間渕 誠一   
 斎藤 昌雄  小倉 朋子  大江 靖雄  浅井 悦子 

      ［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 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】 
 定刻となりましたので、ただいまから「平成２９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

政策課の見山と申します。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 はじめに、会議資料の確認をお願いいたします。 

 （資料の確認） 

 続きまして定足数について御報告いたします。本日は、委員数１

６名のうち、現在１１名の委員に御出席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。 

 それでは、はじめに、伊東農林水産部長からごあいさつ申し上げ

ます。 
農林水産部長 
 

（あいさつ） 

農林水産部長の伊東でございます。 
千葉県農政審議会の開催に当たり、一言ごあいさつ申し上げま

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
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発 言 者 発 言 内 容 
にありがとうございます。 
昨今の農林水産業を取り巻く情勢は、経済のグローバル化や人口

減少社会の到来による国内消費の縮小、担い手の高齢化の進展など

対応すべき課題が山積する一方で、２０２０年に開催される東京オ

リンピック・パラリンピック大会では、県産農林水産物の魅力を国

内外へ発信していく機会が増えるなどの好機も訪れております。 
このような中、国では、農林水産業の生産性を高め、基幹産業と

しての維持・発展と生産者の所得向上を目指し、「農業競争力強化

プログラム」に基づく農政全般にわたる抜本的な改革を進めてお

り、また、林業と水産業の改革にも取組が始められております。 
県では、こうした国の動向や情勢の変化に幅広く対応するととも

に、千葉県農林水産業を一層発展させていくため、生産者の所得向

上につながる具体的な政策をとりまとめた「千葉県農林水産業振興

計画」の策定を進めており、本日の千葉県農政審議会に諮問させて

いただくことといたしました。 
また、報告事項といたしまして、県で策定中の県有建物長寿命化

計画に記載されております「家畜保健衛生所の機能強化」と、現在

試行を進めております「ちばＧＡＰ制度」について、御説明させて

いただきます。 
委員の皆様方には、忌憚のない御意見をいただきますようお願い

申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 
本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

司会 それでは、議事をお願いする前に、事務局からお手元の委員名簿

の順に委員の皆様を御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） 

司会 それでは、これから審議をお願いしますが、議事進行につきまし

ては、千葉県行政組織条例第３２条第１項の規定により、会長が会

議の議長となることとされておりますので、大江会長よろしくお願

いいたします。 

議長（大江会長） 【議事】 

ただいま議長役を仰せつかりました大江でございます。 

本日は大事な農林水産業振興計画の御審議をいただきます。よろ

しくお願いいたします。 

まず、事務的な手続がございます。当審議会の副会長の選任を行

う必要があります。その選任方法について事務局の方から説明をお

願いします。 
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発 言 者 発 言 内 容 
事務局（農林水産政策課 
主幹（兼）政策室長） 

副会長の選任につきまして御説明いたします。 

副会長につきましては、千葉県農業協同組合中央会会長の小泉委

員にお務めいただいていましたところ、その会長の職を辞任された

ことから、平成２９年７月２４日付けをもって、当審議会の委員を

退任なさっております。 

これにより、現在、副会長が不在となっております。 

なお、副会長は、千葉県行政組織条例第３０条第１項の規定によ

り、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。 

議長 ありがとうございます。 

規程により空席となった副会長は互選で決めるということです。 

いかがでしょう。 

委員 本日は御欠席されていますが、副会長には、千葉県農業協同組合

中央会の林委員にお願いしてはいかがでしょうか。 

議長 林委員という御提案をいただきましたが、いかがでしょうか。 

委員 異議なし（全員了解） 

議長 「異議なし」と御賛成いただきましたが、林委員御本人の御意向

については事務局で確認していただけますか。 

事務局 林委員におかれましては、副会長の就任を求められた場合、その

就任につき異存がない旨を、あらかじめ伺ってございます。 

議長 御本人もやってくださるとのことですので、お願いしたいと思い

ます。以上で、副会長の選任については、林委員に決定ということ

にいたします。 

次に、もう一つ手続がございます。議事録署名人の選任です。 

千葉県農政審議会運営等規程第５条第３項の規定により、議長の

私の方から指名いたします。 

議事録署名人につきましては、お手数ですが斎藤委員と宍倉委員

のお二方にお願いします。 

両委員 （了解） 
議長  斎藤委員、宍倉委員、よろしくお願いします。 

次に、傍聴人の入場について、千葉県農政審議会運営等規程第４

条第１項の規定により傍聴人の入場を許可しますので、傍聴希望者

がいましたら、傍聴人を入室させてください。 

司会  御報告します。本日は、傍聴希望はありません。 

 ※傍聴人の入室なし。なお、遅れていた浅井委員が入室。 

議長 
 

 そうですか、ありがとうございます。 

以上で、事務的な手続は終わりましたので、早速、今日の本題の

議事に入ります。 
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発 言 者 発 言 内 容 
知事から本審議会に「千葉県農林水産業振興計画（案）について」

の諮問をいただいています。 

今日は、本審議会において、当該諮問に対する答申を行うため、

説明を受け、皆様から御意見、コメント、御質問をいただき、さら

に内容を充実したものにしていきたいと思います。 

それでは、一番目の審議の「千葉県農林水産業振興計画（案）に

ついて」事務局から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 今、事務局から説明がありました。大部になりますので要点を説

明をしてもらいましたが、皆様から、御意見・コメントをいただけ

ればと思います。発言される方は、挙手をお願いします。 
それでは、よろしくお願いします。 

委員 よろしくお願いします。資料１－１の説明どおりになれば、千葉

県の将来は非常に明るいと思います。具体的に資料の１－４の２１

ページから２４ページにある輸出促進についてお聞きします。 
特に気になったのが２１ページの一番下の方にある輸出額の数

字です。大きな金額を示しているのが植木類です。ヨーロッパでは

植木が大ブームでどんどん売れていましたし、幕張メッセでも植木

フェアをやって大人気でしたが、数字的に平成２５年度をピークに

平成２８年度は半分に減っています。これはおそらく植木が中国な

どに売れてしまって、売るものがないという状態だと思います。こ

れをどのようにカバーするのか。 
数字的に大きく占めている植木類は、マツやマキの木などが対象

だと思いますが、これらの代わりに売るような物があるのか。愛知

県の方ではマツの木を促成栽培し、海外から見に来てもらうという

こともしているようですが、千葉県もそのようなことをやっていく

のか。 
水産物が伸びていますが、水産物の中には、サバ缶だとかイワシ

缶などの加工品が含まれるのか。また、加工食品の輸出金額が平成

２８年度に急増していますが、加工品はここに含まれていますか。 
国の情報だと、東南アジアでは「なし」や「いちご」のコピーや

偽物のようなものが多く見受けられます。韓国、マレーシア、シン

ガポールのマーケットでは、日本語で「豊水」とか「幸水」と書い

てある「なし」があります。食べてみると全然違うものですが、パ

ッケージには日本産の「なし」という文字を使っている。 
国の発表によると、「いちご」のコピーの親は日本産のＤＮＡを

使っており、それを韓国で掛け合わせて新しい「いちご」を作り、

韓国ではオリジナルと。私も現場で食べましたが、私自身は日本の

「いちご」が優秀でおいしいと思いますが、東南アジアのマーケッ
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発 言 者 発 言 内 容 
トでいっぱい棚に並んでいます。その被害額が政府の発表によると

年間３００億円くらいに昇るとのことであり、この対策をしなけれ

ばならない。特に千葉県では「チーバベリー」という素晴らしい「い

ちご」が出始めたので、この「チーバベリー」をコピーされたら千

葉県は大変だと思います。その対策を考えていますか。 
議長 はい、ありがとうございます。 

いつも輸出のことで熱心に御意見いただき、ありがとうございま

す。大事なポイントが三点ありましたが、まずは植木の輸出額のピ

ークが下がっていることについてはどうですか。 
生産振興課長 ただいまの委員の指摘のように、植木は本県の輸出の主力品目で

すが、特に中国向けのマキが今まで輸出の中心であり、金額を伸ば

してきたという経過がありました。中国で非常に取引を望まれてい

た、大型の造形樹木が不足してきたため、金額的にだんだん減少傾

向に転じているところでございます。 
県としては、大型の造形樹に代わるマクロ盆栽というような小型

の造形樹などを、ＥＵ諸国などの新たな販路の拡大に向け、ＥＵ諸

国での販売促進活動またはバイヤーを招いた商談会への出展など

といった形の販路拡大により輸出に取り組んでいる生産者をただ

いま支援をしているところでございます。 
また、今年度から、植木の生産拡大事業として輸出に取り組む植

木生産者の相談に応じる窓口を設置しておりまして、植木の生産を

している方々が輸出に取り組むに当たり、様々な課題・問題の解決

を行い、植木の輸出促進を図っていこうと思っております。 
議長 次に、三番目の農産の話ですが、ついに農産物のコピーが出たと

いうことはショックです。輸出が増えるにつれ、こうしたコピー商

品の増加も考えられますが、この対策はいかがでしょうか。 
担い手支援課長 先ほどの「チーバベリー」のお話ですが、海外で品種登録する場

合はできてから４年の間に行うことになっています。現在４年を経

過しているため海外での品種登録は厳しい状況です。他にやれるこ

ととしては、海外での商標登録の取締りですが、お金がとてもかか

るため、コストと効果を十分検討して、今後どのような対策が良い

か考えていきたいと思います。 
議長 いずれにしても十分注意していかなければならないという問題

提起だと思いますので、よろしくお願いします。二番目の加工品が、

水産物に含まれるかについてはいかがでしょうか。 
水産課長 二番目の質問は、水産物について、缶詰は加工品に含まれるのか、

輸出金額の増加は、どのような理由に基づくのかということです

が、缶詰は、主に加工食品に含まれる数字です。 
輸出金額の増加については、世界的に水産物需要が高まっている
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発 言 者 発 言 内 容 
ことが背景の一つです。それから千葉県ではサバなどの水揚げが増

えてきています。それらを背景として、業界関係者の方の努力によ

り、このように数値が増えているところです。主な輸出の形は冷凍

の水産物です。 
これらを踏まえて、今後どうしていくのかですが、売るものをし

っかり確保する必要があることから、やはり地元の漁業振興をしっ

かり取り組んでいきます。それから県外船の水揚げが多い銚子漁港

や勝浦漁港を中心として、漁港の整備をしっかり行い、県外船の水

揚げを千葉県にしてもらい、水揚げを安定させていきたいと思って

います。さらに県としては、フェアや、バイヤーを招聘した商談会

の開催や、輸出に取り組む事業者への支援をしっかりやりたいと思

っています。 
委員 なぜ平成２８年度だけ急に増えているのですか。 
議長 金額の桁が上がっていますね。 
流通販売課長 現在、国は「輸出額１兆円」という目標を掲げ、農林水産物の輸

出拡大に取り組んでいるところです。そのような状況において、千

葉県としても、改めて加工食品について平成２８年度から調査をし

っかり行い、今までの農林水産物に加え、加工食品という区分で調

査を行っているところです。 
農林水産部長 振興計画原案では、２２ページの上の方の小さい文字の部分で

す。過去の数字は断絶していて分かりませんが、国の調査に準じた

ということです。 
委員 私は、産出額第２位奪還という目標を掲げるべきだという考えを

持っていた一人です。本来、１位や２位というのは大きな問題では

ないかもしれません。一農家、一農業生産法人や組織の所得が上が

り経営が良くなることが望ましいと思いますが、千葉県を挙げて第

２位を目指すという目標を掲げることは、モチベーションを上げ、

農家や関係者にやる気を出させるということで大事なことだと思

っています。 
ただ、昔からころころ変わるのが「猫の目行政」と揶揄された日

本の農政です。国際情勢など様々な大きな状況の変化も予測されま

すが、どうかぶれずにこの政策や農政を進めてほしいと思います。 
特に農政の農村離れということがよく言われますが、この政策、

振興計画を分かりやすく、農家・農業者のみならず、すべての県民

に周知してほしいと思います。 
その中で三点ほど質問しますが、一つ目は私にも関係がある土地

改良についてです。これは農業振興の基盤でありますから一番大事

だと思いますが、土地改良の予算は、平成２１年の国の政権交代に

より、５，７７２億円という国の予算が、一時、三分の一近くまで
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発 言 者 発 言 内 容 
削減されてしまいました。このため生産基盤の振興に大変な遅れが

生じていますが、その後８年かかって、平成２８年度の補正を含め

てやっと平成２１年並みに予算が戻ってきたわけです。しかし、正

直申し上げて千葉県では、まだ予算が足りないと思います。現在、

進められている農地中間管理事業の進捗を図るため、あるいは現実

に問題化している老朽化した多数の施設を更新する、そういったこ

とも必要ですので、ぜひ遅れた分の取り戻し、そういったところを

お願いしたいと思います。この辺のところは予算面の配慮ですから

お答えは結構ですから要望としてお願いしておきます。 
もう一点は、別の委員からの質問にもありましたが、輸出の問題

です。生産者にとっては「輸出」と言われても、何をどうすればよ

いのか、どのようなものが輸出できるのか、どうすれば輸出できる

のか、という状態です。例えば、私の地元の玉ねぎ、隣の銚子のキ

ャベツなどが現実に輸出できるのかよく分からないわけです。具体

的に、千葉県の農産物の中で何が輸出可能なのかという目安、だめ

ならだめで構わないと思いますが、それをもっと具体的に示してほ

しいと思います。 
もう一点は、担い手の確保、これは農政の中で最も重要な課題だ

と思いますが、この中で、青年の担い手への就農支援として年間１

５０万円というお金が出ています。 
これは非常に効果があると思いますが、実はこの対象となる人た

ちは都市部からくる人が多いので、農政を含めてこういう政策があ

るということを、もっと都市部にＰＲしてもらいたい。もちろん国

の制度ですから国を挙げてやってもらいたいと思いますが、千葉県

でも独自にやっても良いのではないかと思います。 
もう一点は、都市部から呼ぶだけではなくて、農家の子弟が親の

跡を継ぐことが一番簡単で都合の良いことだと思いますから、それ

に対しても、できれば、就農したら何年か支度金のようなものを出

す制度を作ったら、もう少し若い人たちが取り付きやすいのではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。 
議長 三点ありましたが、この資料１－２の三番目の成長力強化という

イノベーションとか生産環境対策に関する部分で、生産基盤の充実

に関するものだと思います。土地改良の拡充という点、販売力強化

の輸出促進に関して具体的な対策や対応策、それから担い手の確保

及びそのさらなる充実やＰＲ、ということだと思います。特に輸出

に関していかがでしょうか。 
流通販売課長 県産農林水産物の輸出について、県で方向性を示してほしいとい

う御質問だと思います。まず、振興計画原案の２２ページを御覧く

ださい。県では、平成２７年７月に「千葉県産農林水産物の輸出促
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発 言 者 発 言 内 容 
進ガイドライン」を策定しました。これは、それぞれ輸出に取り組

む事業者の皆様が、戦略的そして効率的に輸出事業に取り組む上

で、課題の解決方法や、輸出の重点品目、あるいは県の支援策等を

示しているものです。また、別冊として、これから新たに輸出の取

組を始めようとする事業者の皆様が活用できるように、各種の相談

窓口や、基礎的な疑問に対してＱ＆Ａの方式で回答する「輸出の手

引き」を作成したところです。県では、輸出に取り組む事業者の皆

様に、このガイドラインが積極的に活用されるように進めてまいり

ます。 
また、それぞれ産地の皆様から、個別の取組について相談があり

ましたら、県ではＪＥＴＲＯあるいは国と連携しながら、効果的な

取組を積極的に支援していきたいと考えています。 
委員 今、知事をはじめいろいろな人たちが輸出と言っていますが、何

を実際に輸出することができるのかが、生産者には分かりません。 
例えば、長生はトマトの産地ですが、トマトの輸出はたぶんでき

ないと思います。できないならできないで構わないと思います。 
ただ、「なし」を輸出できるのなら、それを重点的に示して、それ

を効率的な経営に結び付けるような輸出策を行うのが良いと思い

ます。 
誰でも輸出ができるような雰囲気があるということはどうかと

思いますので、可能性がある人はついてきなさいというようなやり

方から変えてほしいと思います。 
流通販売課長 県は突破口を開いたり、あるいは施策を示しているわけですが、

今、農産物の輸出については、全農千葉県本部が県全体の窓口とい

う位置付けの中で積極的に取り組んでいます。そうした中で、毎年

度、時期時期に、輸出促進の連絡会議を、全農を窓口といたしまし

て、それぞれの産地の農協さんと会議を進めているところです。 
そこに県も一緒に参加して、課題解決や輸出の促進に当たってい

ます。 
議長 たぶんこの議論はきりがないと思います。つまり、基本的に、マ

ーケティング調査をきちんと行う必要があるということです。その

部分を踏まえた議論が必要だと思いますので、やはりマーケットイ

ン、デマンドレッドで行くべきだと思いますので、その部分の対応

は、全農のような経済団体でリードしてもらうことも大事だと思い

ます。 
耕地課長 土地改良の関係ですが、予算の要望の話を伺いまして、農地中間

管理機構と連携した事業は、競争力の強化につながっていく事業で

すので、委員の御意見のとおり積極的に取り組み、また予算減少に

よる遅れを取り戻すべく積極的に頑張っていきたいと思います。そ
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発 言 者 発 言 内 容 
れから、施設の老朽化対策は千葉県にとって重要ですので、重要度、

緊急度に応じた対策を計画的に取り組んでいきます。 
担い手支援課長 委員からは、担い手に関係するいろいろなところで給付金をＰＲ

するように、また、農家子弟についても何か良い方法はないのかと

いうことですが、給付金事業は、就農前２年間と就農後５年間で最

長７年間、年間１５０万円ずつということで、平成２８年度の実績

として「準備型」と「経営開始型」を併せて現在３１２名の方に給

付しており、年間５０人ぐらいずつ利用者が増えている状況です。

千葉県の新規就農者が平成２３年まではだいたい３００人くらい

でしたが、この給付金が始まり、平成２４年以降４００人くらいと

なっていますので効果は大きいと考えています。県では園芸協会に

も就農関係の仕事を委託していますが、就農相談会を千葉市内で開

催したり、東京で開催される新農業人フェアなどいろいろな就農関

係のところで給付金を宣伝し、活用してもらうようにしています。

実際に３１２名の給付金の利用者の中で、農家出身の方が四分の一

から三分の一くらいであり、使っている実態としては非農家の方が

多いという状況です。 
委員の指摘にある農家子弟に対するもっと手厚い対応という点

ですが、給付金の数字の伸びが緩慢なところは、農家子弟が利用す

る場合の条件が非常に厳しいことがあります。「準備型」では経営

の継承を５年以内にしなければならないこと、あるいは「経営開始

型」では農地の所有権を親から子に移転しなければならないこと

が、ネックになっており、その点について要件を緩和するように、

国に対していろいろな場面で要望しているところです。 
なお、農家子弟への給付金に似たものとして、農協グループが独

自に設けているものもありますので、それらと併せていろいろな場

面でＰＲして活用を図りたいと考えているところです。 
議長 もっと活用・利用が広がっていけばと思います。 

ビジネス界からの意見を伺いたいのですが、いかがでしょうか。 
委員 輸出の話に戻ってしまって恐縮ですが、議長からマーケティング

の話が出ましたので、少しだけと思いました。 
私は皆様とちょっと視点が違うかと思いますが、商品開発とか戦

略を打ったり、６次産業のお手伝いなどをしています。 
輸出に限らず、国内の果物の全体の消費は下がっていて、大変で

す。例えば、みかんは本当に驚くほど下がっています。消費者がみ

かんを食べない理由の上位に、皮をむくのが面倒というものがあり

ます。さらに皮をむくのが面倒というのはどんな視点なのか食い下

がってマーケティングしていくと、ネイルが汚くなる可能性がある

という理由が上位に来たりする。それが、今の消費者が物や食べ物
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発 言 者 発 言 内 容 
を選ぶ志向の理由になっているという現状でもあります。 
海外に向けて目線を広げる必要性についても、仕方なくという面

もあるかと思います。 
今はＳＮＳというのもありますので、例えば国内に向けても、千

葉県にはすごく良いものがたくさんありますが、「日本なし」が１

位だということを千葉県民でも知らない方が多いと思います。 
例えば、茨城だとお芋というようにすぐに浮かぶものがありま

す。宇都宮だと、農産物や水産物を加工品で売ることもありますの

で、餃子というようにすぐ出てくるものがあります。 
茨城では、お芋の街道があって、そこは年中３６５日お芋や芋の

いろんなものがある場所があり、そこで観光地として集客ができて

いる。するとその付随したところで波及効果がいろいろ出てくるわ

けです。すると、これは海外に向けても無料でＳＮＳをどんどんや

ってくれるので、外国人もお芋ということでいっぱい来ています。 
それから宇都宮の餃子も同じです、駅を降りたらもう、餃子餃子

でそれが３６５日あり、それが脳の中にインプットされる。芋や餃

子には、実際、人間が欲する要素がいろいろ入っていますから、そ

ういった強みがあります。 
例えば、千葉県も、さまざまな課題があると思いますが、千葉だ

ったらこれというもの、まず一つ売りになるものを選ぶと、いろい

ろと発展していくと思います。漠然とこれは１位、これは２位、こ

れは３位で、それは２位を目指すと言っても、なかなか難しい。デ

ータを見た限りでは、「日本なし」というのは、外国の方も大好き

で果物の中でも特に好きです。「なし」をもっと出してもいいと思

います。落花生はアメリカなどのイメージが強く、日本の落花生は

なかなか特色が出にくい。「おおまさり」はすごいものを持ってい

るので、もっと生かしてはと思います。 
フェアなどのイベントですが、まず国内向けのイベント、インバ

ウンドの外国の方も呼べるイベントを、年に１回やるだけでずいぶ

んインパクトが違うと思います。例えば、「なし」ならば、その日一

日「なし」尽くしのイベントにして、皆さんがＳＮＳにどうしても

あげたくなるようなイベントをやってみてはという提案です。 
良いものがたくさんありますが、たくさんと言っても全体の底上

げ、そこが、インプットにならないかなと思っています。 
議長 売りを明確にできないかという点です。千葉は、ポテンシャルは

あって何でもあるが、特徴がないといつもずっと言われています。 
イベントの具体的な提案などもありました。ＳＮＳ映えするよう

なものを行ってはどうかということですが、いかがでしょうか。 
流通販売課長 大変貴重なアドバイスありがとうございます。今、農産物におき
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発 言 者 発 言 内 容 
ましては、委員の意見のとおり、「なし」と「さつまいも」を二大重

点品目としてタイ・マレーシア等に重点的に輸出をしているところ

です。 
特に、「なし」については、全国生産量が日本一であり、品種につ

いても早いものから「幸水」、続いて「豊水」、そして最近では「あ

きづき」と、おいしい品種のリレー出荷ができています。それらを

余すことなく海外にも輸出をしています。 
また、「さつまいも」については、平成２６年に取組を始めたわ

けですが、平成２８年には生芋と焼き芋の双方を、焼き芋を通じた

販売も行い、現地に焼き芋機を持って行って、県産ならではのおい

しい、食味の良い、外観品質の良い商品の売り込みを行い、輸出数

量についても着実に拡大しているところです。そのような状況で、

「なし」の時期には「なし」のフェア、「さつまいも」の時期には

「さつまいも」のフェアということで、重点的なフェアを打ってい

るところです。 
それから、これら輸出品の魅力発信について、ＳＮＳの活用の話

がありましたが、「さつまいも」のフェアを行った際には、現地の

拡散力の強いブロガーを招聘してのＰＲ活動などにも取り組んで

います。 
至らない点が多いかと思いますが、しっかりやっていきますの

で、またアドバイスをよろしくお願いしたいと思います。 
議長 はい、ありがとうございました。それでは、他の委員はいかがで

しょうか。 
委員 ただいま農業産出額２位の奪還、それに農林漁業者の所得向上の

ための説明を受けたわけですが、せっかくですので、今日いらした

委員の方から現場の声を聴かせてもらえればありがたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 
委員 
 

現場の声ということですが、具体的なことはたくさんあります。 
例えば、輸出についても、千葉県では芋と「なし」をマレーシア

とシンガポールに。知事のトップセールスに一緒に行ったこともあ

ります。品質について、芋は現実の感覚では高品質のおいしいもの

というのは事実です。ところが向こうの方が買ってくれる芋は、私

たちが焼き芋にする立派な芋ではなくて、もっと細い芋です。その

ようなこともよく知っていなければなりません。また、輸出されて

いる物も、例えば、ブドウが結構多いですが、メロンやリンゴなど、

いろいろな物があります。 
高品質な物を求めるものと、価格のところです。この点、今、日

本の農産物は安心安全でおいしいのですが、これが何をもって競争

力というのか分からない。数では競争力のあるものに敵いません。
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そこをよく認識して、日本農業の特色である高品質な物を作る技術

や手間を、もっと評価していかないといけません。 
ＪＡ管内では、地域によっていろいろな物を作っています。今、

６４品目ほどを作っていますが、やはり地域に合った物を作って、

やっていくというのが一番良いです。産地の強化でも、それが一つ

にまとまって有効利用など、いろいろなことができます。 
今、田んぼの方も集落営農などが進んでいます。そのような中で、

農業機械のニーズはどんどん変わってきています。全国的にはシェ

アリースなども入ってきています。千葉県でも農地の大規模化に伴

ってコンバインなどが大型になっています。千葉県では地域がみな

同じ考え方であり、早場米を作って新米を早く供給して高値で売ろ

うとしています。ところが、これは昔の考え方です。確かに最初は

みんな新米に飛びつきますが、一回食べたら安い方がよくなってし

まうのが現実です。だから、千葉県では米を、全部早場米として売

るのではなく、一年間を通じて売っていくことが大事です。特に言

いたいのは、千葉県にはおいしい米の産地がありますが、県内で競

争してしまっているということです。千葉県にも多古米、いすみ米

などいろいろありますが、これは千葉県内での認知度であって、全

国的な認知度ではありません。 
北海道では、今「きらら」など北海道の米がいろいろ出ています。

あれは北海道の皆さんが一致協力して北海道米として一つでやっ

ているわけです。その中で相当の強みを発揮しており、認知度も相

当高いわけです。千葉県園芸協会の方でも、千葉県産の品目別の統

一を行っているものが７品目ほどあります。そのような活動を通じ

て、消費者の方々や市場に安定供給することが、一番の本当の有利

販売に繋がると思っています。県の農政においては、そういうもの

を結集した強さを、もっとやっていったら良いと考えます。 
水田の活用の話も出ていましたが、私の管内でも結構土地改良は

行われていますが、田んぼの水位が高い位置のところにあります。

ある程度排水をしても、１０月と１１月の雨で、田んぼ全部に水が

溜まってしまっています。そこに他の作物を作れと言っても無理な

話です。今回の台風２１号により、水害・塩害で相当のダメージを

受けています。田んぼの有効利用ということで３カ月一所懸命にや

ってきても、たった半日の台風の襲来で壊滅してしまうわけです。

これではいくらその担い手の方々が取り組もうとしても、被害に遭

ったときは自己責任ですから、そこはすごく難しいところです。 
もう一つ、担い手の話がたくさん出ていましたが、今、ＪＡや全

農の方で、千葉県内の担い手を対象に「横ぐし」を差して、県域で
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活動しましょうという提案をして、県にもいろいろと手伝ってもら

っているところです。例えば、先ほどの新しい担い手になったとき

の支援事業など、さまざまな支援事業があまり知られていません。

それが一つの中で「横ぐし」になれば、制度的なものをもっとＰＲ

できます。農協として組合員にそれらをなかなかＰＲできなかった

と思っています。これからそういうものを取り組みながらやってい

きたいと考えています。やはり千葉県農業を良くしていくには、皆

さんが「おらのところだけ」という考えだとなかなかうまくいきま

せん。一つの品目についても、千葉県の一つの品目として、消費者

や流通の方々が信頼ができるような、そういう体質を作るのが一番

強いと思います。 
議長 ありがとうございました。先ほどの委員の発言と重複する部分が

あります。特に輸出品の高品質と価格の兼ね合い、ボリュームゾー

ンをどのようにして対応していくのかという問題と、それから、非

常に強力なホクレンが行っているような、地域ブランド、統一ブラ

ンドの問題ですが、この点はいかがでしょうか。 
流通販売課長 今、ボリュームゾーン、何をターゲットにするかという話があり

ました。海外輸出については、輸出すれば儲かるとイメージしがち

ですが、実はそうではなくて、たくさんの課題・問題があります。

ですから行政がそういった課題をよく調査して、生産者あるいは事

業者が取り組むリスクを軽減させていき、それが生産者や事業者の

儲けに繋がるような取組の支援をしているところです。 
そのような中で、どんな品目は儲かるのか、どんな輸出国を開拓

すればよいのかについては、今、「三つの柱」で取り組んでいると

ころです。また、この柱については、今後も新しい計画の中で引き

続き取り組みたいと考えています。 
一つは、海外のバイヤーを招聘して県内の産地あるいは事業者と

マッチングを行わせる。二つ目としては、トップセールスによって

突破口を開きながら、さらに、フォローアップとして海外のプロモ

ーションを行い、それらにより県産品の販路、「席」を取っていく

という考え方で取り組んでいます。三点目は、輸出に取り組む事業

者あるいは生産者の皆様への直接的な支援です。それぞれみなさん

自慢の品、真心を込めて作った品を輸出するという取組に対する補

助事業で支援をしています。補助事業はソフト的にはこれまでも、

今年度からハード的な支援を行っているところです。 
議長 ブランド統一に関してはいかがですか。この点は「言うは易く行

うは難し」ということはよく分かっていますが。 
生産振興課長 先ほど、お米の関係ですが、委員の話にあったように、千葉県の

場合は、早生・中生・晩生、「ふさおとめ」「ふさこがね」「コシヒカ



 

- 14 -  

発 言 者 発 言 内 容 
リ」、その後に来る米の品種は確かにありません。そこで、大規模

農家の方々がどのように作期分散をして労力を軽減していくかと

いうところに非常に大きな課題があり、晩生の品種の良いものを見

つけて普及を図ることが必要と認識しています。 
また、ロットを拡大して販売にどのように生かしていくかという

北海道の話ですが、千葉県の場合は、もともと販売環境が非常に良

い状況にあります。そういった中で、自分が作った良い米を自分で

売りたいという方々が相当数います。そういった方々はいわゆる系

統の販売から抜けてしまっているので、荷物が集まりにくいという

状況もあり、そのため系統の方でも全面的に押し出していくことも

できない状況にあるのかなと感じています。 
さらに、全農も、今の販売環境において「特に安い米がない」と

ずっと言われていて、業界筋から「安い米をもっと欲しい」と言わ

れていると聞いておりますので、新しい販売戦略を考えているかと

思います。そのような業界の意見も聴きながら、今後の販売戦略を

改めて考えていきたいと思います。 
議長 千葉独自の事情もあるというところでしょうか。 
委員 これから、大規模農業、儲かる農業を行っていかなければいけな

いと思いますが、その過程で雇用も当然行い、６次産業にも人を入

れて、当然労力的にもそういう配分をして６次産業をしていかなく

てはいけません。個人で保有する６次産業の加工場はあると思いあ

ますが、千葉県で保有する公的な加工場が、どのくらいあるか教え

てください。これが一つ目です。 
千葉県の落花生について、播種から収穫まで力を入れて研究を行

っています。落花生以外で、品種改良やそういう収穫など研究して

いるものがあれば教えてください。 
それに米ですが、収穫の秋が終わって新しい品種がたくさん出て

います。先ほど、早場米は一時的なもので、一年を通して売れるお

いしいお米を作っていかないといけないと思いますが、千葉県で品

種改良はどのような状況にあるのか教えてください。 
それと、有害鳥獣です。せっかく作ったものをイノシシやキョン

に食べられてしまうと生産意欲もなくなりますし、産出額の向上の

面でも減収にもなると思います。その中で、具体的に有害鳥獣を減

少させるためにどうすべきか、策があれば教えてください。 
議長 四点ご質問があったかと思います。個人の加工施設数は分かりま

すか。 
委員 個人の加工施設は結構です。公的な加工施設の数が知りたい。県

では加工施設を持っていないですか。 
流通販売課長 ございません。 
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発 言 者 発 言 内 容 
議長 落花生以外の研究品目や米の新品種の開発など、試験研究に関わ

る問題ですが、いかがですか。 
担い手支援課長 農林総合研究センターで品種育成を進めておりまして、民間の種

苗会社とかぶらないような、県独自性が出せるような品目、お米、

いちご、びわ、落花生など９品目やっています。近々ですと、先日、

落花生の名称募集の広告を出しました「Ｐ１１４号」です。次の品

種はまだ先ですが、そのようにいろいろと行っているところです。 
米については、何回か県議会でも答えていますが、良食味の新し

い系統を用意しています。ただ、どういう売り方が今の情勢の中で

できるのか、どういう体制で臨むのかを、今、庁内や関係者で検討

しているところです。 
議長 では、また難しい話題ですが、有害鳥獣はいかがでしょうか。 
農地・農村振興課長 具体的には、振興計画原案の１１７、１１８ページです。 

今、有害鳥獣対策では、イノシシの被害が増えてしまっており、

県議会からも薬殺などのいろいろな話があります。いろいろな研究

をするように話をいただいていますが、現在進めているのは、四つ

のプロジェクトです。まず「防護プロジェクト」は、柵だとか箱ワ

ナを地域ぐるみで設置していくもの、次に「捕獲プロジェクト」は、

捕獲従事者を増やして何とか捕獲しようというもの、三番目の「資

源活用プロジェクト」は、ジビエなどの利用につなげていこうとい

うものです。最後の「生息環境管理プロジェクト」ですが、被害を

もたらすイノシシですが、どんどん新しい場所に出てきています。

そこで、例えば、田んぼで、耕転せずに二番穂が残っていたり、圃

場に不要な芋だとかがそのまま廃棄されていると、そういうものを

狙ってイノシシが出てきます。そのような負の連鎖を断ち切るた

め、有害鳥獣の餌となるものを地域から無くそうというものです。 
もう一つは、耕作放棄地です。これはイノシシの前線基地になっ

ていまして、林縁部の耕作放棄地を何とか減らしていこうというも

のです。今回、新しく耕作放棄地や竹藪の刈払いを挙げています。

このような攻撃的な防御を進めていきたいと思っています。 
委員 
 

最初の加工場の話ですが、これから加工場をやる方々にとって勉

強になるようにするため、公的な加工場を一カ所作る必要があると

思いますが、いかがでしょうか。 
次に、米の品種の話ですが、コシヒカリが悪いというわけではあ

りませんが、目玉になる品種を作っていった方が良いと思いますの

で、できれば早く新しい品種を作ってほしいと思います。 
それに、有害鳥獣ですが、東金から山武あたりまで進出している

ように聞いています。そのような状況で、市町によって対応が違う

と思います。房州方面では一頭当たりの賞金が出るとか、山武市で
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発 言 者 発 言 内 容 
は報奨が何もないとか、そのように思われているようです。できれ

ば県として、一本化するような措置ができないか、お聞きしたい。 
議長 鳥獣被害対策について、もう少し突っ込んだ話はありますか。 
農地・農村振興課長 捕獲については自然保護課で行っていますので、それを伝えます

と、現在、イノシシには一頭当たり８,０００円の有害鳥獣捕獲の補

助金が国から出ます。それに加算して、県で４,０００円くらいを、

市町村によっては高いところで５,０００円くらいを出しています

ので、一頭当たり１万７,０００円くらい出ている状況です。 
委員 ８,０００円、４０００円は、どこで捕まえても出るということで

すか。 
農地・農村振興課長 国の分と県の分は、どこでも出ます。 
委員 地区によっては、それほど出ていないと思いますが。 
農地・農村振興課長 市町村が補助を付けていないところもあります。 
委員 了解しました。 
委員 よろしいでしょうか。鳥獣対策について要望を出しておきます。

銚子の方にもイノシシがいます。これは出てから５、６年、もっと

早いうちにいるという話もあります。その実態調査に２年も３年も

かけているうちに、周りに全部広がってしまいました。やはり、飛

び地で出たときには、実態調査にあまり手をかけるのではなく、速

やかに駆除しないといけません。銚子辺りでは相当広がってしまっ

ています。迅速にお願いしたいと思います。 
委員 農業者の減少や高齢化が進んでいまして、千葉県においても担い

手不足が懸念されています。農家の子弟やＵターンなどの就農者を

確保するため、魅力的で儲かる農業経営のモデルを若者たちに示し

ていくことが必要と考えます。本県では農業を目指す若者たちに農

業が夢のある産業・職業であること示すため、どのような取組を行

っているのか伺います。 
担い手支援課長 委員の指摘のとおり、若者が農業を職として希望をもって取り組

んでいくためには、まず、十分な所得が必要だということは強く認

識しています。今回の振興計画原案の中でも７８ページに「アグリ

トップランナー」を記載しています。千葉県では販売金額３千万円

以上の経営体を独自の造語で「アグリトップランナー」として大規

模な経営体と位置付けて、それを育成していこうと考えています。

就農してからいろいろな経営の発展段階に応じて様々な支援をし

ていきます。ちなみに千葉県の農家の経営体数は４万５千近くあり

ますが、３千万円以上の経営体は１２７０あります。現状、数の上

では３パーセントですが、販売金額の上では結構な割合を占めてい

ます。大きな経営体になると、農業技術的なものより、財務管理や
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発 言 者 発 言 内 容 
雇用導入の支援が必要となります。そこで専門家を派遣したり、ま

た今年度からは国の事業で、昼間仕事をしながら夜に座学をする

「経営塾」というものが新たに始まりました。それらを通じて、産

地を牽引できる経営感覚の優れた経営者を育成していまして、今後

とも就農を目指す若者のモデルになるような経営体を育成してい

きたいと考えています。 
委員 先ほど、説明の中で機械化を応援しますとありました。確かに人

手がない中では機械化をしていくことは一番効率が良く、コストも

削減していけると思います。県では３０キロ袋をフレコンにするよ

うによく言っており、フレコンの秤に補助金を出しているのは分か

ります。その辺りの流れについて確認したいのですが、３０キロ袋

をフレコンにすると、当然、フレコンは手では持てないので、フォ

ークリフトが必要になります。今は、農協に出荷する場合にも、軽

トラックに積むとタイヤがペタンとなってしまうので、２トン車や

３トン車が必要となります。おそらく今、農家は我々が考えている

以上に機械化が進んでいますし、現場はどんどん先へ行っていま

す。そういったことから、農家が使っている機械について全て補助

対象とすべきだと思いますがいかがでしょうか。 
議長 財政的な問題もありますが、いかがでしょうか。 
生産振興課長 フレコン関係の事業につきましては、飼料用米の生産拡大を図る

ために、通常の紙袋ではなくて、フレコンの出荷の施設整備を行う

事業です。事業メニューとしてはフレコンバッグ計量器、飼料用米

を乾燥させるための乾燥機の増設などが補助の対象です。そもそも

この事業の目的自体から、事業メニューはそれだけになります。 
いわゆる補助事業全般の中で、あらゆる機械設備を補助対象にと

いう話ですが、それぞれの事業には設置目的や導入目的がありま

す。例えば、産地全体を見て面的に生産コストを下げる取組、経営

体ごとの経営状況をみながら経営全体の効率性を高めたり、コスト

削減などいろいろなメニューがあります。委員の指摘があった点に

ついては、今後、事業メニューの見直しを図る際に検討したいと考

えます。 
委員 若者が理解できるようにすることが大切です。３０キロ袋がフレ

コンになると、当然昔の天秤棒で担げる訳がないので、フォークリ

フトで運びます。そして、農協に出荷するときは２トン車や３トン

車で持っていきます。あるいは用排水路を掃除する場合も、円匙や

鍬ではやらず、ユンボを使います。そうすることで、若者が魅力を

もって取り組める農業の一つになっていくと思います。全体のこと

を考えて、農家で使うべきものについて、逆にこういうのがあると

推奨するぐらいの技量を持ってほしいと思います。 
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発 言 者 発 言 内 容 
委員 有害鳥獣、特にイノシシの対策ですが、印旛郡の栄町で今年に入

ってから初めてイノシシが発見された、目撃されたという事例が報

告されました。非常にショックを受けています。イノシシ対策に関

して言えば、繁殖が本当に進んで手が付けられないぐらいの状況で

行う場合と、栄町のように一頭、二頭が初めて入り込んで来たよう

な場合では、対策の方法が違うと思います。比較的初期段階の対策

に関して、特別に推進している対策などがありますか。 
農地・農村振興課長 初期段階の対策ということですが、まず、イノシシの生態を知っ

てもらうことから始めて、地域ぐるみで何ができるかをみなさんで

相談してもらう、啓発としてイノシシの餌になるものは圃場に残さ

ない、ということを進めていきたいと考えています。 
委員 こうすべきであるという方法、良い対策などは、県の方にしっか

りとした啓発の知見や経験があると思います。しかし、栄町のよう

に初めてイノシシが出たような自治体では、それらについてよく分

かっているかは疑問です。是非、ここで言えば栄町のような関係自

治体との連携をしっかり取って、初期段階の今だからこそできるよ

うな対策を推し進めるよう要望します。 
農地・農村振興課長 市町村との連携ですが、各農業事務所のもとに地域対策会議を開

いていますので、各市町村の方々に分かり易く説明する機会を設け

ています。県全体の研修会も開催したりしていますので、それらの

活用をお願いしたいと思います。 
委員 海外の輸出のことでも、国内のことでも、結局マーケティングが

一番抜けてしまっています。米にしても、今必要なのは安い米、加

工米、飼料用米です。それから、たぶん２、３年で変わってしまう

から、その時々に合わせたマーケティングを必ずやってほしいと思

います。 
海外の場合でも、こちらが品質の良いものを売ればよいと思って

いても、向こうではそれほど品質が良くなくてもいいということも

あります。そのようなことは、ＪＥＴＲＯに行っても分かりません。

東日本大震災の前にニューヨークに米を売りに行きました。５０ヘ

クタール以上作っている農家を三つぐらい集めて、ニューヨークに

行って売りましたが、階層がいっぱいありました。ニューヨークで

一番最高級のレストランもあれば、一番下では米に塩をかければい

いというくらいのところもあるのですが、そういったところの米は

全部違います。本当のニーズがどこにあるのかを、２、３年置きで

変わりますから、定期的に調査をしてほしいと思います。 
有害鳥獣についてはいつも言っていますが、結局、今やっている

対策を全部やったとしても止めることはできない。 
だから、新しい方法で、基本的には薬殺がいいと思います。今は
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発 言 者 発 言 内 容 
食べると数歩も歩かないで死に至るものがあるので、すぐに開始で

きます。それから、市町村側でも、県がイノシシのことを書いてあ

るイノシシ対策マニュアルを作って市町村に渡しているのだから、

そういうこともやっぱりある程度勉強してほしいです。 
議長 マーケティング調査をきちんとやるというご要望ですが、このマ

ーケティング調査に対しては全く同感です。 
消費者サイドの意見があれば、お願いいたします。 

委員 消費者の立場としては、千葉県に住んで２０年ほどになります

が、千葉産の食肉も野菜もおいしいと思います。しかし、山梨のブ

ドウだとか、そういったメインでなくても値段の高いものが、収益

の面で影響があると思います。例えば、芋は１キロを１００円で買

えたりしますが、ブドウは１００グラムで１，０００円だったりす

るので、そういう収益のバランスの違いがあると思います。千葉の

肉や米のＰＲでもそういう面があります。千葉にいると、千葉のも

のが一番だと思って買うことが多いのですが、ブドウを千葉のもの

で買おうとしても難しいです。 
千葉は広い大地があるので、耕作放棄地や環境汚染などの問題や

貴重な大地の土地改良などにきちんと取り組んでもらい、千葉県民

の食を安全に守ってほしいです。少子化で農業生産に携わる側の人

が減る一方で、消費する側はまだ１億人います。消費者も形の悪い

キュウリは買わないなどと言わずに、手間暇やコストをかけずに野

菜をたくさん収穫できるなど、千葉の広い大地でおいしいものが育

っていくことを是非願いたいと思います。 
他県に行くと、千葉でなくても生の落花生が買えます。量が減っ

てるなどで、千葉でしか買えないと思っていました。千葉の落花生

はおいしいのですが、本当に値段が雲泥の差なのでその販売量を伸

ばしていくのは難しいです。 
輸出の場合、「いちご」もリンゴもおいしいので、１個１，０００

円でリンゴが売れたり、「いちご」も売れるそうです。何を伸ばし

ていくかが問題です。自分が海外に行ったとしたら、日本の千葉の

ものを買いますが、大切なのは千葉で採れた「いちご」をどうすれ

ば千葉ブランドにできるかです。愛知のトマトと書いてあるものは

千葉県でも買えてしまいますが、千葉の落花生は愛知県では残念な

がら売られていませんでした。そういった点を展開して、千葉の広

い大地が発展していくことを願いたいと思います。 
議長 コスト低減のことは政策の中にも謳われていますので、さらに充

実されればと思います。 
委員 気にかかるのは、食品の自給率が３８％になっていることです。

食物によっては３％のものもあります。そこで、日本の農業の弱点
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発 言 者 発 言 内 容 
を調べて、千葉がそこをピンポイントで補っていくように取り掛か

っていけたらと思います。 
議長 畜産関係の意見は、何かございますか。 
委員 畜産の問題は、皆さんも知ってのとおり、高齢化と後継者の不在

です。千葉でも減っていく一方であり、対策も非常に難しくなって

います。 
畜産の場合、新規就農には多額の資金が必要ですし、現実に生物

を飼うとなると３６５日誰かが世話をしなければいけません。ヘル

パー制度もありますが、今の若者がそのような労働条件に適合する

かというと、かなり違ってきていると思います。 
また、特に乳牛については、後継牛がかなり減ってきていること

が心配です。これは乳牛を借腹として、そこから肥育の素牛を生産

しているためです。乳牛の後継牛が減ってしまうと、酪農と肥育関

係の人たちが対策を考えなければなりません。今、県と一緒に協議

して進めていますが、すぐにできることではないので、この辺を非

常に心配しています。 
一番心配なのは、海外との行き来がかなり増えている状況の中で

は伝染病です。特に鶏については、いつどこで発生しても防ぎよう

がないというのが現状ですし、ほかにも伝染病が出てしまうとなか

なか現状に復帰することが難しいです。それについて県の方では、

新しい対策を考えているようですが、今の千葉県の畜産地帯は、昔

と発展してる地域がかなり違いますので、是非そうした現状に合っ

た防衛の対策を取ってほしいと思います。 
議長 畜産独自の病気などの問題もいろいろあるようですが、その点も

もよろしくお願いいたします。 
農村女性の話については、いかがでしょうか。 

委員 色々ありますが、有害鳥獣のことではイノシシばかりが問題にな

ってますが、市原の方ではアライグマやキョンがだいぶん増えてい

るほか、鹿や猿もいます。イノシシですと電柵などの対策がありま

すが、空から来るものや、電柵を越えるものは防ぎようがありませ

ん。これから押し寄せてくるのではないかと思いますので、そうい

った鳥獣についても対策を考えてほしいと思います。 
議長 ありがとうございました。皆さん、まだ発言したいことがたくさ

んあると思いますが、限られた時間の中でいろいろ御意見・コメン

トがありました。 
特に意見が多かったのは、担い手対策の充実のほか、伝統的な問

題である基盤整備です。この点の強化充実は謳われていますが、や

はり農業生産の基盤ですので、その補強をしていただきたい。 
あとは鳥獣害対策の話が、今もたくさんの委員からありました。
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発 言 者 発 言 内 容 
対策がなかなか追いつかない、空から来るもの、在来のものではな

い新しいものも入ってきていますので難しいとは思いますが、迅速

な対応ができるようにしていただきたい。 
あとは輸出関連での意見がたくさんありました。この点では特に

マーケティングの充実ということで、いわゆる調査をきちんと行っ

て対策をたてる。これは国内農産物の国内のマーケットも同じだと

思います。ただこれは、役所がどこまでできるかという難しい問題

を伴いますので、その点を意識する必要があります。 
それから、伝染病の問題や安全性の問題もあります。特に畜産で

は重要な問題となっていますが、これは振興計画の体系の中ではど

こに入るのでしょうか。 
農林水産部長 畜産分野です。振興計画原案では５６ページになります。 
議長 畜産分野に入ってくるとのことです。 

総じて、振興計画自体に対しては承認しているという前提での意

見だったと思います。さらに、各項目、今申し上げたような項目の

充実を図ってもらいたいという意見だというふうに思っておりま

すので、それらが一つの集約的な意見になるかと思います。 
千葉県の農林水産業振興計画（案）につきましては、先ほどの補

強意見を踏まえて、さらに充実してもらえればと思いますが、いか

がでしょうか。 
委員 （異議なし）全員了解 
議長 それでは、以上で審議を終了します。後は、報告事項があります

ので、まとめて話してもらい、その後で質疑を受けたいと思います。 
畜産課長 （資料により説明） 
安全農業推進課長 （資料により説明） 
議長 家畜保健衛生所の再編、ちばＧＡＰと東京オリンピック・パラリ

ンピック対応に関する報告事項ですが、質問などはありますか。 
委員 「グローバルＧＡＰ」についてお尋ねします。 

県の方で「ちばＧＡＰ」をやるそうでが、生産者のところでは、

今回のオリンピック・パラリンピックや輸出のためには、ＧＡＰが

必要である、グローバルＧＡＰが必要であると認識しています。し

かし、ＧＡＰの認証には結構お金がかかります。一度取ればいいと

いうわけではなくて、更新でまたお金がかかります。組合員の声と

して、ＧＡＰというのは、その認証をする機関の金儲けではないか

という話がでます。「ちばＧＡＰ」をやるときに組合員が取り組み

易くなるように費用面は、どうなっていますか。 
安全農業推進課長 まず「ちばＧＡＰ」は、県が認証するので、その認証費用はかか

りません。国際水準ＧＡＰである「グローバルＧＡＰ」とか「アジ
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発 言 者 発 言 内 容 
アＧＡＰ」を取る場合の費用や、それから自分の農場の整備につい

ては、国の補助金があります。県の補助金については今検討中です

が、とりあえず認証について「ちばＧＡＰ」は無料です。 
議長 エントリーモデルとしては、取り組み易くしてあるということだ

と思います。 
本日は、熱心な御審議、ありがとうございました。 
これで議事に関しては全部終了しますが、その他に県からでも、

委員の方からでも。何かありますか。 
特にないようですので、これをもちまして議長の役割を終わらせ

ていただきます。 
皆さん、どうも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。 
先ほど、千葉県農林水産業振興計画（案）につきましては、議決

をいただきましたので、答申文につきましては事務局と会長で相談

させていただき、作成させていただきたいと思いますので、御了承

ください。 
それでは閉会に当たりまして、農林水産部長の伊東よりごあいさ

つ申し上げます。 
農林水産部長 委員の皆様におかれましては、長時間、どうもありがとうござい

ました。本日、貴重な御意見を多く賜りましてありがとうございま

した。年内には千葉県農林水産業振興計画を策定して、各地域での

振興方針も策定いたしまして、来年度からスタートダッシュで進め

てまいりたいと思います。 
今後とも、力強い農林水産業の実現に向けて、引き続き取り組ん

でまいりますので、御指導くださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。本日はどうもありがとうございました。 
司会 以上をもちまして、平成２９年度千葉県農政審議会を閉会いたし

ます。どうもありがとうございました。 
 
 


