
 

1 

 

木更津市農業振興総合計画策定検討委員会 

第１回委員会 議事録 

【概 要】 

日 時：平成２４年８月１日（水）    午後２時～午後４時４０分 

場 所：木更津市役所 第２庁舎 ２階会議室 

  氏 名 役 職 等 出 欠 

委  員 

糸長 浩司 日本大学生物資源科学部生物環境工学科 教授 ○ 

五十嵐 昇 千葉県君津農業事務所 所長 ○ 

梅澤 千加夫 木更津市農業協同組合 代表理事組合長 ○ 

安藤 一男 木更津市農業委員会 会長 ○ 

今城 康夫 木更津市園芸振興協議会 会長 ○ 

山口 泰志 木更津市水田農業構造改革推進員代表 ○ 

山中 彰 大規模農家 （金田・岩根地区代表） ○ 

神谷 正美 大規模農家 （中郷地区代表） ○ 

安田 一男 大規模農家 （富来田地区代表） ○ 

竹内 和雄 大規模農家 （清川・鎌足地区代表） ○ 

中川 一男 指導農業士 ○ 

山下 秀彌 ぼうそう農業共済組合 組合長理事 × 

筒井 啓介 
特定非営利活動法人 コミュニティワークス 理事長 

（有）ネットビジネス 代表取締役社長 
○ 

佐久間 悦子 
木更津洋ラン園カフェ部門担当 

たんぼはうすオーナー （認定農業者） 
○ 

金萬 智男 
木更津金田の浜活性化協議会 副会長 

盤州里海の会 代表 
○ 

森 三佐男 木更津市経済部長 ○ 

事 務 局 

石井 晴雄 木更津市経済部農林水産課 課長 ○ 

平野 秀康 木更津市経済部農林水産課 副課長 ○ 

高橋 一隆 木更津市経済部農林水産課 主査 ○ 

松木 貴史 木更津市経済部農林水産課 主事 ○ 

 
川口 浩 国際航業株式会社 第一技術部 まちづくり G チーム長 × 

中島 貴史 国際航業株式会社 第一技術部 まちづくり G 技師 ○ 

（順不同） 
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【委員会次第】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【委員会の様子】 

    

 

１．開 会 

２．委員会委員の委嘱状交付 

３．挨 拶 

４．出席者紹介 

５．委員長選出 

６．議 題 

   （１）平成 23 年度農業振興総合計画策定に関する調査研究 

及び農業振興総合計画策定の経緯について 

（２）木更津市農業振興総合計画（素案）について 

（３）質疑応答・討議 

（４）その他 

・検討委員会スケジュール（案）について 

７．閉 会 

 

 （１）調査研究の背景について 

    ・市の概況について 

 （２）調査研究（案）について 

    ・調査研究企画書（案）について 

    ・アンケート調査表（案）について 

 （３）質疑応答・討議 

 （４）その他 

配布資料： 

・ 資料 1「委員会次第」 

・ 資料 2「委員会名簿」 

・ 資料 3「座席表」 

・ 資料 4「木更津市農業振興総合計画（素案）」 

・ 資料 5「総合計画策定スケジュール（予定）」 

・ 資料 6「木更津市農業振興総合計画に関する調査研究」報告書 
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【議 事 記 録】 

１．開 会 

  （事務局：平野） 

２．委嘱状交付 

   水越市長から各委員会委員に委嘱状の交付が行われた。 

３．挨 拶 

木更津市長 水越 勇雄より挨拶 

４．出席者紹介 

（事務局：平野）名簿に沿って出席者の紹介を行った。 

５．委員長選出 

（事務局：平野）事務局から糸長委員を委員長に推薦したい旨の説明があり、出席委員全員一致で

糸長委員を委員長に選任することを承認した。 

６．議 題 

 

 

 

 

７．閉 会 

 

 

 

 

（３）質疑応答、討議 

（五十嵐 委員） 

   基本の施策の展開ということで、色々なテーマ５０品目くらいご説明を頂いたが、この施策につ

いては木更津市さんが実施する施策と考えてよろしいか。 

（事務局：中島） 

   例えば２４ページを開いて頂きますと、主な施策ということで、項目といたしまして去年からの

継続事業である。番号、施策タイトル、工程というのがありまして一番右端に関係者という風にご

ざいますけれども、こちらの二重丸が実施主体で一重丸が支援主体といったかたちでそれぞれの施

策に対して誰がどういったことをやっていくのかを記載させて頂いております。 

（五十嵐 委員） 

   関係者というのは私どもの仕事も入ることもありますが、例えばこの中に入っているブランド化

という名前でちばエコということについて、木更津だけのブランドを作ってというと木更津市の方

でそれだけのブランドを維持するだけのテーマ、内容を木更津市の品物だと言って宣言するという

【事務局より配布資料について説明】 

（１）平成 23年度農業振興総合計画策定に関する調査研究及び農業振興総合計画策定の経緯につい 

   て 

 （事務局：松木主事） 

 資料「木更津市農業振興総合計画に関する調査研究」 

（２）木更津市農業振興総合計画（素案）について 

 （事務局：中島） 

 資料「木更津市農業振興総合計画（素案）」 
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ようなところが、その一歩先に進んだところでテーマとして持ち上げて頂けると大変有り難いので

すが、この一歩先の仕事を誰がどうするのかというので農家さん自身では出来ないと思う。市役所

がこれは木更津市のものですと言って売り出していこうといったときには、これこそ木更津市のも

のですというのをどこを判断基準にするのか。木更津市で採れたインゲンですよと言えば木更津産

という箱を入れて市役所で保存してますといったハンコを押せばということもあると思いますが、

ブランド化といって木更津のものはすごいねというような状態まで引き上げるとするのであれば、

肉付けをしていくなかで先の段階まで検討された方がよろしいのではないか。テーマが多すぎて全

部やろうというと八方塞がり。１０年間で５０は無理。重点施策のところで、県の君津を含めてど

ういう木更津のエリアに組み込んだような施策が今後１０年間であるのか、それとの調整を含めて

実践戦略、ワーキンググループをちゃんと作るくらいの話しでいけば非常に効率が上がると思う。 

（安藤 委員） 

   今の話しでありましたように５０もの施策も大事ですが、ある程度土地を絞って具体的にまず一

番やらなくてないけないような施策を選んで段階的にやっていった方が現実的ではないかと思う。 

（糸長 委員長） 

   具体的には何が一番最初がいいですか。 

（安藤 委員） 

   基盤整備とか、担い手、遊休農地の問題。 

（糸長 委員長） 

   そこらへんは事務局としてはどうか。３８ページに重点施策としてさっき説明がありましたけれ

ども、担い手育成で５項目くらい、ブランドで５項目くらい、農地有効活用、基盤、遊休農地につ

いて用意してある。この話しは昨年の研究委員会の中でも出ていたとは思う。農業委員会としては

どうですか。一番は。 

（安藤 委員） 

   担い手の問題がまず一番。 

（糸長 委員長） 

   その場合の担い手というのは色々ありますが、どういったものか。 

（安藤 委員） 

   資料の中にもあるが、地域ごとに違う重要な問題をあげて地域ごとに進める。また、もうかる農

業というのが若者に魅力を感じていただける。若い担い手を継ぐには農業に魅力を感じさせるよう

な強い施策を進めていかないと。 

（糸長 委員長） 

   そういう意味でいくと僕は農業経営専門ではないけど、君津のエリアの中でもうかる農業経営体

はこれであるというモデル農業経営者、経営体は何回かチャレンジしていらっしゃるのか。 

（五十嵐 委員） 

   違うかもしれないが、君津に小糸在来という枝豆のブランドの地域がある。そこの中でおいしい

枝豆を作ってそれを売りに出すと、普通５０円、８０円で売れているお豆腐が一丁３００円くらい

で売れるようなおいしい品物ができると言っているのですが、それはすごく儲かると思われるので

すが、一丁３００円で出来るお豆腐の量を増やしちゃえば３００円ではなくなってしまう。値段が

下がってしまう。ある程度品物が足らないくらいが儲かる。多分木更津市さんでもなし農家さんは

こういう人達は相手にしていない。産直直販ですべて出されちゃう。木更津市で作ってるなしにつ
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いてはブランド化されているなしが市場に出ないで有利販売されている。そういうところには担い

手を預かって育てるという仕事をやっている。そういう農家さんのところの担い手につきましては

農業やりたいので教えて下さいとやってくださる方がいらっしゃる。だけど、お米がそういう状態

になるかというと他の作物では中々難しい。そうするとある市場で少し足らないくらいというのが

今の私どもの考えているもうかる農業。 

（山口 委員） 

   道の駅の話題が上がっていますが、出るときはまた同じ作物だけ、これを平均化してやろうじゃ

ないかということを、先日農業事務所の方でご指導いただいた。その辺はこれから急がなくてはい

けないと思う。 

（神谷 委員） 

   一つ質問があります。ここに農協の組合長さんがいらっしゃるわけですけれども、関係者の中に

は色々ありますが、農協はどこの部類になるのか。これを作った方に聞きたい。 

（糸長 委員長） 

   施策の関係者のところ。例えば２４ページのところ。 

（神谷 委員） 

   この丸がついているところ、関係の中に農協は入るのですか。 

（事務局） 

   考え方といたしましては、農家というところが農業政策まで、農業者という位置付けでさせて頂

きました。農協というのは関係者の方に位置づけられる。 

（神谷 委員） 

   わかりました。例えば農地の集積にしても農産物のブランド化にしても、個人の生産物をブラン

ド化する。地域の特産品としてのブランド化するのは無理だと思う。そういうことを考えると、農

協の役割うというのは関係の中に入れるものではないと思う。むしろ農協としてやって頂きたいも

のはたくさんあるので、この区分の中では農協という項目を作って農協の役割をもっとはっきりさ

せた方が、農協としてももっと何をやらなくてはいけないというのがはっきり意識して頂けるだろ

うし、農家の方にもよい。その辺は少し分けた方がいいのではないか。 

（糸長 委員長） 

   農業協同組合は一種の民間団体。民間団体を一つの主体として位置づけてそれぞれの仕事自体を

計画書に載せるには慎重にならざるを得ない。一方で皆さんが農業協同組合の組合員でありますか

ら、農協の組合としてどういう方向に持っていくのかということを切磋琢磨されてそれが、市の中

とうまく機能するという方式の一つ。文章として関係団体という中で、農業協同組合ということを

入れとくということは当然よいと思う。今回入れておいてもいいと思うが、市の方として今後どう

するか。一方で農業者は組合員でないかどうか、あるいは地域によっては農協に出さずに他で出し

ているということの方が戦略上からよろしいということがある。そうした場合に農協に絞るという

ことが、逆に言えば市は農協と一過性ということになってしまうので、そこは慎重にならざるを得

ないということになる。ちょっと先のことを申し上げます。ですから後は農業振興していくための

主体として当然農業者がいてそれの団体としてどこと組むかという時に、伝統的には農協だが、場

合によっては生活共同組合になるでしょうし、色んな言い方がある。そこは各地区と業種による戦

略ではないか。あと、地域的な一つの目標といいますか。こういうことを考えたいと今おっしゃっ

ている代表農家であり、かつ地域の有力な存在ということでお聞かせできますか。 
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（神谷 委員） 

   今すぐにお話しできない。 

（竹内 委員） 

   自分のところも地域として山間地で、水田が多く、昔の野菜の畑は時代が変わって経営者となる

ものが栽培ができないというような形態になりつつある。今でてきた、なしの産地が木更津の中で

新しい産地でブランドになりつつある。そんな中でそういう方々はそれぞれの担い手、後継者を奪

うことになる。大きな面積である水田のところがまだ基盤整備されなかったのかわからないが、他

の整備されたところからみると面積の拡大、いずれにしろ時代と共に５年間単位で実際耕作者が５

年経てば５歳年を重ねますので自然とできない。他の地区からすれば一人でできる面積は限られて

しまう。今年から５年経てば、するつもりはあっても一人が出きることは限られてくる中で、今ま

での反省とこれからどうするか。自分のところはそれなりの面積でやっているのですが、メインが

他の仕事をしています。どちらかが副業という言い方はないんですけれども、酪農プラス野菜、米。

米も鎌足地区で一番の面積は集まってきている。この内容をどうするのか。いずれにしろ依頼は来

ますからどうしていくか。 

（糸長 委員長） 

   それは、例えば法人化とか集落営農とか個人だけではなくて共同体というのもあると思うんです

けれども。 

（竹内 委員） 

   共同化というのはかっこいい言葉ですけれども、これは中々地域に入っていくかと。それはどう

いうメンバーでどうしていくのか。一番気のあったところとか。雇用を使ってませんから。ただし

使って結果として…。 

（糸長 委員長） 

   雇用の戦略をやられたところはあるんですか。 

（竹内 委員） 

   そのためにはある程度の面積をこなす必要がある。 

（糸長 委員長） 

   佐久間委員は、今来られて全体の様子がわかってらっしゃらないと思いますが、せっかくですか

ら今どんなことをやられて、この農業振興とか佐久間さんがやられていることもそうですが、こん

な方向にいったらいいと思うことをお話し下さい。 

（佐久間 委員） 

   私は中郷地区の十日市場というところで、十日市場農産物直売所たんぼはうすという場所を、６

月２０日にオープンさせた。私はもともと公務員でありまして、昨年の３月に退職いたしまして自

分の夢として抱いてきたものを現実にしようかなと思いまして、１年ちょっとかけて今ちょうど始

まったばかりかなと思っている。たんぼはうすという名前はたんぼにつぶして作ったので。起業す

る女性たちと一緒になにかやっていけないかという気持ちもあり、自分のこれからの人生も考えた

時にあと１５年頑張れる、７５くらいまでは何とか頑張れるかなという気持ちがあって。そこで本

当に小さな直売所と、直売所の野菜を使ってランチを出せるような形です。あとお弁当を出せたら

なとか、直売所に出された野菜を使って加工品を作る。我が家で育てた野菜や米を使って色んな加

工品を作る。別棟に農産物加工施設を作りましたので、そこで自分の家で採れたものを加工するだ

けではなくて、体験もしてもらいたいなと思った。公務員として仕事をしている中で体験をできる
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場所がなかった。公の施設を使うとなるとなかなか色々な問題があって、料金の問題だったり。個

人という形でみんなが体験できるような場所ということで調理師と加工できる機材を揃えました。

たまたま明日第１回目の公募の体験ということで、畑に行って野菜を摘んでそれを加工、料理しま

しょうということで、１０人くらい参加者が予定されている。毎日色々なお客様が見えている。何

でこういうことをしたかっていうと、私の住んでいるところはちょうど連絡道のすぐ近くで、そこ

の場所は首都圏から３０分くらいで来れる場所ということで、その地の利活かした消費者との交流

はできないかということで。 

（糸長 委員長） 

   ターゲットは外の都市住民ですか。 

（佐久間 委員） 

   いいえ。主には木更津市内の住民の方ですが、体験となると、今川崎の方からお話しがあるので

すが組織同士のつながりをしていきたなとも思っている。 

（糸長  委員長） 

   木更津の今後の農業振興に関して佐久間さんに期待値を教えていただきたい。こんなことを期待

しているとか。 

（佐久間 委員） 

   みんなが農業をいいって思える農業にしてもらいたい。農業は楽しくない、大変。汗かいて泥だ

らけになって、暑くて大変、お金にならない。息子やらせたくない娘にも継がせたくないではなく

て。やっぱり農業は何のためにやるのかを考えて、やっぱり誰かがやっていかなくてはいけない。

農業の良さをみんなに知らせるための努力を、大人たちがしていかなくてはいけないということを

すごく感じている。発見する喜びとか、新しいことをする喜びとかを子供たちに、大人の人でも話

していると、そんなこと知らなかったっていう人達がけっこういる。そういうことを一緒に体験す

ることでわかってもらえるようなことで、ぜひそういう目で農業はだめだ大変だということではな

く。だから、儲かるということはなかなか難しいので若い人は継がないというが、儲かることは私

とすると暮らしていけるか。より高い収入ではない。暮らしていけるお金であるからいいじゃない

といった時に、暮らすお金っていくらですかっていう。子供が大学に行くとなるとお金がかかるの

で家計費を調節したり。夫婦２人で暮らしていた場合、交際費を抜いていくと現金として１６０万

あったら暮らせていける。その米も野菜もある良さを伝えていきたい。 

（糸長 委員長） 

   仮設住宅の近辺で農地を借りて野菜を作ったり。心配なので放射能の測定をして、幸なことにほ

とんどでてこないので、それを食べる。そうすることで老人の人達も元気に生きていける。農地が

汚染されて健全なところで農業ができる喜びをひしひしと感じている状況。農産物を作ってという

ことが色んな意味でのすばらしさを再認識させてくれる。農水省が新規就農に給料をくれることも

あるのですが、予想の数倍に増えてしまっている。農家でない若い人達で農業やりたいというのが

すごく多い。それをもっともっとウェルカム状態で引き受けるようになればよい。 

（森 委員） 

   １点だけ。事務局側の意見になりますが、去年からこの事業に携わっている中で、本来我々が求

めているものは今日ご説明頂いた素案の内容ではなくて、これからもう一歩入りこんだ実業レベル

の決定までやってほしいなというのが気持ち的にあった。先ほど県の方が言ったようにかなり余分

な書類がいっぱいあって、どれをやるのかと言われても困っているところがあるので、せっかく去
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年各地区毎にアンケートをとったり地区が求めてるものがあるわけですから、それをもうちょっと

検討して、例えば中郷にこういったものがあるといいねといって、いわゆる農業者が欲しがってい

るもの、やりたがっているものを、この中で検討して、メニューだしをして、それを実際市がやっ

てみたいという方向付けをしたいなというのが私としては本来ありました。 

（糸長 委員長） 

   そういう意味でいくと農業振興総合計画プラス実施計画。 

（森 部長） 

   実施計画に近いようなものを。 

（糸長 委員長） 

通常は総合計画に実施計画は入らないけれども今回は実施計画もちゃんと組み込みましょうと。 

（森 部長） 

   いわゆる、単なる絵に描いたもちにはなりたくないんで、この辺を求めたかった。 

（金萬 委員） 

   地元の金田の漁協の方で漁師を３０年以上やっています。色んな活性化事業であさくさのりの復

活をやったり、底引き漁体験を一般の方を乗船させて漁業を知ってもらおうということをやってい

る。会社が都内にありまして、それでは食育をやっていて、すみだ水族館に魚を提供している。私

は水産を長年やっていますので、多目的機能であれ六次産業化であれ、それは水産と全く一緒。た

だ違うのが農協さんの立場と、漁協さんの立場が全然違う。農家関係者がメイン、漁業者がメイン

言われてたらとんでもない話しになってしまって漁協を抜かしてお前たちがやるなというのが普

通。その中でうちらの仲間内で南三陸の方で漁業生産組合を作った。そこでは立ち上げて、支援を

頂きながら月４０～５０万一人手取りの利益があります。それだけのブランド化、というか多少の

情けがあって、ホタテ、ワカメ等が相場の倍くらい。木更津の方では生産組合が作られているとこ

ろが多いのですか。農協以外で。 

（糸長 委員長) 

   農協傘下に入った人なのか、別件で生産組合なのかは不明。 

(金萬 委員) 

   漁協さんと喧嘩して別れて自分たちで勝手に組合を作った。県は認めながらやっている。もし何

かこういう事業をやるときは必ず確認にあたりますから、市が生産組合を作って頂くかたちで、地

域は違ってもいいと思いますので。何を作ろうかということで、田んぼさえあれば作れますので。

畑があれば。 

(糸長 委員長) 

   漁業と農業のカップリングを。 

(金萬 委員) 

   それは是非。私の会社でも食育関係で全部で１１箇所やりました。海のものだけではどうしても

食育はなりたたない。農業がなければだめ。魚の内臓を使った畑の育った野菜とかをやった。農業

だけではなく、道の駅でも直売所でもそうですが、漁業者の方に声をかけて頂いて、こちらから声

をかけてもいいですが、一緒に一次産業の衰退のグラフを徐々にでもなんとかならないかなと先ほ

どから思っていました。あともう一点だけ。新規就業者の方なんですが、木更津市で受け入れはど

うなっているのかわからない。今年になって急激に漁師になりたいという若者が増えてきている。

多分、農業もそうですよね、全国的に。ましてこんな木更津でいい場所で都内から近くて。新規就
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業で例えば田んぼやりたい、畑やりたいという人がかなり多いと思うのですが、その受け入れがど

うなっているのかでかなり違うのかなと。 

(糸長 委員長) 

   新規就農のついて市の方の状況は。 

(事務局：石井) 

   新規就農に関しましては、人・農地プランというのがでていますので、人・農地プランというプ

ラン作りをしまして、その新規就農に関しまして農家の方には、今のところ受け入れは国の予算に

対して希望者がその倍以上になっている。今のところは国の方はその予算の補正をあげているとこ

ろまではいっているが、いくつかプランを立てているんですけれども、あげても国がとってくれな

いという状況。宙に浮いている。 

(糸長 委員長) 

   木更津では具体的に何人くらいの申し込みがあるんですか。 

(事務局：石井) 

   申し込みというより、農地プランを決定しますというということで、具体的に動き始めますとい

うその予備段階として説明をしてくれといった場所が一箇所ある。あともう一箇所でてくるのかな

という状況。 

(安藤 委員) 

   農業委員会の方では今まで新規就農ということで、企業が１企業、先月社会福祉法人が１件、そ

の前に個人で１人ありました。その人は、もともと沖縄の農家の人で、高校を卒業して本市に来て

就職し、定年してからやっぱり農業が忘れられないということで、新規就農しています。水田です。

ただここにはありますけど、農業は儲からない。 

(事務局：平野) 

   今農業委員会の会長さんからお話しがありましたように、国としては青年就農だとか色々重点的

に施策を展開しようということをやっているが、木更津市としてそれほど皆さんが新規就農とうこ

とでお話しを持ってくるというような、まだ段階にはなっていないというとこです。考えられてい

る富来田地区や中郷地区で人・農地プランをやってみたいというところも、面的な集積についての

農地プランが主になっているようで、新規就農というところではちょっとまだ考えてないというよ

うな状況です。 

(筒井 委員) 

   今社会福祉法人の話しがあったんですけれども、私は専門が障害福祉の施設運営をしています。

だからといってローカルでもなんでもなく、福祉の立場から話しができたらなと思ってます。生活

保護であるとか、年金であるとか、社会保障の仕組みがどんどん崩れていく中で多分私なんかの年

代がこれから年を取っていったときに、ほぼ社会保障の仕組みは崩れていくだろうという中で、一

方で障害がある方というのはこれまでは施設に入っていたりだとか、ずっとお家から出なかったり

というのが長年あったんですけれども、ここ数年の人権に対する見直しであるとか、色んな施策の

見直しの中でどんどん地域の中に障害のある方が出てきています。そういった中で地域は、施設か

らでたりお家から出てきた障害のある方達をどのように安定した生活に向けて支援がしていける

かというのが私たちの専門の仕事になってます。その中でうちの施設は結局外に出てきても、一般

の方でも働く場が今難しい中で、もっともっとさらに働く場がないわけです。企業に勤められれば

一番いいんですが、なかなかそういう時代でもない中で、私たちのような施設にきて昼間色々な作
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業をして、夕方になったらお家に帰るということをして。うちはその昼間の間何かしら作業をして

頂くための施設、国の認定する施設になっている。うちは今文京の駅前の方に施設があるんですが、

どちらかというと内職的な仕事、いわゆる工場的な組み立てをしたり何かを作ったり、ものづくり

の施設になっています。ところが近年は内職的な作業も経済の悪化と共にどんどん減っているのが

実情です。とにかく安くやるところに出ていってしまったり、それ自体がなくなってしまったりと

いう中で県内でもたくさん福祉施設があるんですが、どうしようかという中でそれぞれが目をつけ

始めたのが農業です。県内でも数十箇所の福祉施設で農作業を取り組んでいる、大小まちまちなん

ですけれどもあります。大きくやっているところはほんとに大きく水稲栽培も含めてやっていると

ころもありますし、うちみたいに、うちはまだ２反とか３反ちっちゃなレベルなんですがやらせて

頂いてます。医療的にも土を触ったり農作業、体を動かしたりという作業が過度でなければいいと

いうデータが最近は示されてきたりですとか、精神的な面にもつながっていくという部分もあって

こういう取り組みも増えてきているのかなと思っています。そういった時に今後どういったことが

考えられるのかと思って今お話しを聞いていたのですが、一つはその農作業ってたくさんの作業が

あるんです。障害のある方って特性がこだわりというかこれしかできないってこともあるんですけ

れども、それに関してはひたすらそればかりやっているといういい面もある。うちでいうと草取り

しかできないけれども草取りだけは一生懸命、とにかく僕らがやるよりも綺麗に一生懸命やるって

いう子もいたりとか。もちろんその子が収穫ができるかといったらできなかったりするが、それは

私達支援員が支援していくことなので、そういう風にうまくその子たちの特性を労働力として変え

ていけることができないかということと、もう一つは６次産業というのをずっと福祉業界でも今後

働く場の創出という意味では一つ可能性としてあるという話しをよくされてるんですが。先ほど佐

久間さんのお話しで、僕は先週佐久間さんのお店に行かせて頂いたのですがとても素敵なところで、

やはり加工したりするときにはまたそこに作業が発生して、それを販売するときには販売するテン

トの清掃だったり袋詰めがあったり洗いがあったり、レストランであれば箸を入れる箸入れの袋詰

めもあったりとか、とにかく作業がきりだすことができる。今やっているものづくりだとできる作

業とできない作業が明らかにわかれてしまうので、関われる障害者の方は限られてしまうのでそう

いう意味では１次産業、２次産業、３次産業とそれぞれが複合されてくれば色んな特性のある障害

の方がそれぞれが関わる場所が増えていくという意味ではとても可能性があるなと思っていて、う

ちも福祉施設として数年後にはそういった６次産業的なところを、うまくいくかはわからないです

けれどもそういったところも作っていきたいなということをこの間佐久間さんのところに行って

から思ったりもして考えています。そういう意味ではもうちょっと、今の計画の中には福祉との融

合ってあまりほとんどうたわれてないのですけれども、先ほど社会福祉法人の方から話しがあった、

多分今色んな施設がそういうところに関わりたいと思っていると思うので、もうちょっと計画的に

も前年からある施策的にも具体化していくといいのかなというのは福祉をやっている側としては

思うことです。もう一つは新規就農者の対応、うちも農業、正直内職が少なくなってどうしようと

思ったときに農業をやってみようと思って、農業委員会だったか農林水産課だったかわからないが、

どこかありませんかと聞いた。よくわからない若い人が行けば、そりゃお前なんだよと思うと思う

し、でもなんか結局残念だったなと思ったことがもう３，４年前なので今も担当者は違うと思いま

すが、その時はけっこうもうなんか「へっ」って感じだったので、なんかそういうのがないといい

なと、いち立場として思います。不動産屋さん的に、ここがある、ここはいくらで貸せる、場所は

ここだよとか、ぱっとわかるくらいあると木更津市、新規就農者がすごいウエルカムなんだなと。
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正直僕最初どこに行ったらいかわからなくて、色んな人に聞いて農業委員会か農林水産課だよって

言われて、行ったけどだめで結局人伝えでようやく農家の方にここいいよと言って下さったことが

あって、すごい大変な思いをしたので、何か本当に僕みたいなよくわからない人でもちゃんとやれ

るような土壌が木更津にあるといいなと思います。以上です。 

（糸長 委員長） 

   今重要な話しを頂いて、その中で農業をいかに活かすか連携をとるか。私は東京都の八王子とい

うところで２０年くらい前、いわゆる障害者の人たち、畜産農家の人達ですけど。新規就農いいな

というのが多々あります。それが農業の魅力にもつながるので、そういう視点でやっていけたらと

思う。 

（中川 委員） 

   中郷地区、上望陀地区で圃場整備から全部、集積から米粉のあれをやった一人です。うちの方は

圃場整備したのは粘土質で排水の悪いということで、市役所に相談した。年間を通して生産できる

まで、収入がある程度わかってて、レタスが主だった。その後トウモロコシが入ってきてレタスの

後に入れるもんでそうとう面積もなく、そのような現状です。農産物が儲かる儲からないというの

は、自分でやれば儲かる。大量に販売する。一番の問題は土作りをやればそれ相当の他の地域とは

違ったものができるとわかってきた。あと、話してしまうとつじつまが合わなくなってしまうと思

うんですけど、米粉の方ですけど色々やりました。実際やってみると小麦粉の機械高かった。生活

をするんではなくてその金はお小遣い程度でお金がもらえればいい、もう少し時間がかかると思う

んですけどどうにかうまくいってるかなというとこです。一番の意図は、法人で約委託収入が２千

万とおさえている。法人は運営費があればいいわけです。 

（糸長 委員長） 

   圃場整備してその後の流れの中で、後継者は育ってきたか。 

（中川 委員） 

   まだそこまでは入ってきてない。 

（安田 委員） 

   今隣の中川さんが非常に明るい農業の話しをされた後で申し訳ないんですが、私のところは集落

営農ではないんですけど、平成３年、営農組合というのを立ち上げまして、設立当初合計１０人で

スタートしたんですが、構成員が私の親くらいの年齢で、約２０年経つんですが、そうすると今８

０を超えられて、中には退職された方ですとか、組合を抜けさせてくれということで、今正味私１

人なんです。たまたま倅が助けてくれるということで、今単純に稲刈り前の草刈りの作業に追われ

ている状況で何とも言えない。ですから本当に担い手とかそういうのでなく、連鎖的に炭に火がつ

いている感じでそれをこなすのが手一杯でそれが悩みです。 

(糸長 委員長) 

木更津の中では安田さんのところは、自然環境、農林環境でいうと非常に魅力。体験だとかそこ

らへんの取り組みはされているのか。 

（安田 委員） 

   そこまでは余裕がない。 

（糸長 委員長） 

   最初作られた営農組合、平成３年くらいの時には完全水田介入。 

（安田 委員） 
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   そうですね。 

（糸長 委員長） 

ちょっと話しが飛んでしまうのですが、鴨川の大山千枚田だとか、あの手の試みをやろうとはな

かったのか。 

（安田 委員） 

   あれとは比較にならない。 

（山中 委員） 

   自分は金田地区で、アクアラインの連絡道で区画整備が進んだので、集積して稲作やってますが、

１日の計画をきっちり立てないと作業がうまく進まないという状態。なかなかＩＴとか色々と考え

ますけどそういう時間がなくて。農協の方にこれじゃいけないと思っているんですけど。儲かる農

業というか、色々考えてやっていますが、先が見えてきてそこらへんが不安でいつも思っている。 

（糸長 委員長） 

   新規就農ではないけれども、助っ人借りて研修借りて、人を受け入れるというのは。 

（山中 委員） 

   一応頼んでますけど、できない。 

（糸長 委員長） 

   後継者、担い手育成の話しなんですが、そこらへんに対して山中さんの方から、市はこれをやっ

てよというような、もう少しいけるよというのがあれば言って頂いても。 

（山中 委員） 

   自分がやっているところは、集約・集積になるんですけれども、その前まで農地・水・環境とい

うのがありますが、リーダーがちゃんとしないと作業目標が危ういところにいってしまい、だから

今回は中止なりました。結局、圃場整備はやってありますけれども、河川用水がきてないところが

けっこうある。農地・水・環境でやってもらいたいと思う。諦めて自分の体動かして対応するしか

ないと思いまして。とにかくアクアラインの東西が区画整備になっちゃったから、能率がさらに悪

い。農業のことも考えて頂きたいと思いました。 

（今城 委員） 

   観葉植物を今作っている。１年間１回も暇というか毎日一生懸命やっている。去年は生産したも

のの９２％が全部注文。先程ブランドという話しがありましたが、なしだとか地域でまとまると、

ほとんど人相手なるものは売れます。もう 1つ、先程直売所で端境期があるという話しがでました

が、端境期があること自体考えられない。何で端境期が農業にあるのか疑問。規模拡大という話し

が出ましたけれど、規模を拡大すれば儲かるというのは絶対ありません。今木更津というのは日本

でこれほど恵まれたところはないと思う。環境に非常に恵まれている。都心に非常に近い。道路は

非常に便利になっている。それをどうやって活かすか。振興計画のマニュアル通りにやればよくな

る木更津になるかもしれません。漁師になりたいという人も多くいる。また農業事務所も一生懸命

頑張ってまして、去年は一番多く農家の人が集まって勉強会をやっている。やり方によっては非常

にいい状態になるんじゃないかということは十分に考えられる。その中で一番感じたのは地域で

色々と１つのものを作って仲間同士でやっているというのは伝わるのですが、いかにいいリーダー

がどれだけできるかは、これから木更津の発展とか、木更津の農業とかの発展になると思う。そう

いった地域の特徴をどうやって活かすかというのが問題。木更津は本当に自然に恵まれていてすば

らしいと思っている。先程食材の話しがでましたが、私もさば取りが好きで、さばがたくさん捕ま
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るのだけれど、１３種類くらい料理の方法がある。この間料理屋に行ってさばの塩麹漬け、うちの

レパートリーの中にはさばの塩麹漬けがなかった。うちの冷凍庫の中には食材がたくさん入ってい

る。あさり、うちで１年分が冷凍庫に入っている。あさりがあれば１年間何不自由なく食べれる。

酒蒸が食いたいければ食える。一番おいしい時期に採ったものを１年間やれば、農家に端境期とい

うのは考えられなくなる。農家で作った色々農産物を加工すれば、例えばトマトがいっぱいできた

ときには、トマトを加工してとっておけばトマトがない時にすぐ出せる。そういったことをすれば

直売所なんかはいつもまんぱんで、食べるものも海のものも山のものもうまい。 

（糸長 委員長） 

   今日も色んな皆さんの意見を聞いた感じで言うと、こういう場をもっと人材育成を含めてやるべ

きかなと。今城さんでいうと２時間でも３時間でも言いたいことを言ってもらうと、その中で色ん

なアイディアが出てくる。そういう意味での農を中心とした人材育成軸、認定軸でそういうことを

やっていくことが非常に広がるのではないかと。場合によってはコーディネートして頂く。 

（梅澤 委員） 

   今日は個別の意見は差し控えます。先週１２回目の１年に１回の木更津市農業振興協議会主催の

シンポジウムをやりましたけど、県があり市があり農協があり農業委員会があり農業共済組合があ

り、これがばらばらにいることは機能性がない。１年に１回来年を見越して、木更津をこれからど

うしていこうとやっている。残念ながら今日のこういう調査報告で。そういう風な組織を作ったん

だけど。構成員が作る前に話しが実際になくてみんなばらばらに勝手にやっている。今の意見を聞

いていると、個人の状況中心で、個別のことを言ってて、こういう席でやるのは、やっぱりアウト

ラインで環境の変化がある場合に、どういう風に農業やりたいだとか、生活できるか。金融だとか、

条件が揃わないと農業はうまくいかない。そういうことを考えると私は非常にその点では、平成６

年に農業振興に関する１０ヵ年計画作った。私は見たことない。今回は７０周年記念でこういうも

のを作りましたという位置付けで、私はあんまり理解できない。そういう金の使い方、仕事のやり

方、それで色んな働いている人をこうやって集めたって話しをしたって、このあとの木更津の担い

手はどうするってなっちゃう。それと委員長の進め方に疑問を持っている。農協は確かに経済機関

です。経済機関ですが、農業者が農協をよりどころにして、金融機関で色んな生活指導をやってる

のが農協なんです。基本的には農協の組合員であり、勲章をもらったりする時は、農協は経済機関

だから今までのような国としての位置付けは変わってしまったが。そういうことをやられると、Ｔ

ＰＰ反対がうまれることになる。日本商工会議所が私がこっちにきて農協の商工会議所で会議をす

ることになったときに、商工会議所の今の会長が私になんて言ったかというと、これから農業、商

業、工業を立体的にやらないと地域は良くならない。商業だけやるようになってＴＰＰ賛成なんて

ことはくめないとはっきり言った。委員長自体がそういう農業の見方をしているのは、私はまずい

と思う。 

(糸長 委員長) 

多分誤解されたんだと思いますけど、ＴＰＰ問題…。 

(梅澤 委員) 

要は安全な食料を。スイスの国民は私どもの食料を農業者がやってくれるのが、物価が高くなっ

てもいいと、そういう国民性がある。今の日本の国民にはない。はっきり言うけど木更津市は４市

ある中で農業に対する投資が一番低い。 

（糸長 委員長） 
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   ちょっと誤解があるので委員長として申しあげますけど、ＴＰＰ問題とは全然言ってませんし、

私自身ＴＰＰは大反対で、そういう意識でやっています。問題は市の今までの取り組みと、農協サ

イドとの取り組みが、連携をとっていないという状況は…。 

（梅澤 委員） 

   とってないじゃないですよ。そういう風に私はとってあるのかはかけらも言ってない。担い手と

認定農業者。その人達が、きちんと関係機関に…。優先順位がある。悠長なことをやっていたら農

業はよくなりません。 

（糸長 委員長） 

   この１０年間でやっていく施策として、市がやっていく施策として、今農協の組合長さんから今

までの連携と、あるいは今の施策の整合性が取られてないということであれば、それは課題として

担い手含めてやって頂くということは当然ございます。だが、一方で最初に申しあげましたけれど、

農協は１つの主体であるかもしれないけれども、全体で農業をもつということを市民含めて考えよ

う、という視点は農業振興計画のもっとうであるから、その中でもぜひ組合長さんもそうおっしゃ

らずにご意見を。 

（梅澤 委員） 

   いいですか。農協がなくても農業は…成功する事例はあります。農業は所得にしても、弱者…。 

（糸長 委員長） 

   いや、ですから、農協の論議をしているわけではないので、それまた別の時にしっかり改めてし

なければなりません。だけど主体論でいうときに、今私が申しあげたのはそういうことです。 

（梅澤 委員） 

   時間の無駄。経費の無駄。 

（糸長 委員長） 

   それは逆に言うと、今日来てらっしゃる皆さんに対してある意味失礼にあたることだと思います。 

（梅澤 委員） 

   いいえ。そういう風になりませんよ。私は責任ある立場で。 

（糸長 委員長） 

   いやいや、皆さんそれぞれが時間を費やして、木更津の農について考えようとして来ているわけ

ですから。私の司会の進め方が悪かった、私個人としては謝りますけれども、委員の皆様はそれぞ

れのマナーで来て…。 

（梅澤 委員） 

   考え方はわかったからもういいです。 

（糸長 委員長） 

   ちょっと時間も過ぎてしまいましたけれども、初めて来られた方、あるいはそれぞれの考え方で

農業振興どうしようかという視点で、そういう中から前向きに受け入れることができればそれにこ

したことはないと思います。私は全国色々な農村地域を回って見てきています。いつも感じている

のは閉じてしまうとそれでおしまいですから、できるだけ広がるという、広がるためには自分達自

身の考え方を含めて広げていい仲間をどんどん作って、という風に考えて頂ければ。かつ、自主計

画的な、具体化のできる、組合長さんもおっしゃったような、今まで色んなできなかった事に対す

る課題があると思いますので、それを含めてぜひ前向きに皆で頑張って木更津の農を活かしていく

ことをしていくシナリオができる。私もある意味頼まれ仕事で去年から来ているわけですけれども、
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でも私が木更津に来たいといってあるので座長をやって下さいよと。関われば関わった中で責任も

って去年含めてやってきている状況です。そういう点でいうと木更津のことは全て分かっていうわ

けではない。色々勉強しながらやっていきたい。 

（梅澤 委員） 

   最後に一言言っておくけど、今木更津はものすごい変化が、特に商工が流通、起きている。一つ

は金田にベイシアができた。今までの収入がひどいところは５割もいかなくなっちゃう。それを私

どもは、比較的いい値段で、全部売っちゃっている。私どもとしてはものがほしい。それでいい品

物を作る。そういう変化がものすごい急増して、木更津で作ったもの、木更津の市場で出す、直売

所もそうだけど、そういう機会がある。それをどういう風にするか、真剣にやらないと、生きてい

かれない。現実にどういう風に行動起こしてきちんと所得をあげるように。農業ほど資金がかかる

仕事はない、時間もかかる。 

（糸長 委員長） 

   それは意見として言って頂き、まず主要な主体ですから、それは市の方も含めて農家さんも含め

て農協の方にちゃんとヒアリングをしていく。今回の中でそれが不整合であったというのが１つ、

しっかり話してもらえたら。ただ一方で行政は行政としての１３万人に対する責任があるわけです

から、その中で１つやって頂ければと思う。あとスケジュールの話しを。 

（事務局：平野） 

   それではお手元に配布を致しました、木更津市農業振興総合計画策定スケジュールについて予定

でございます。こちらをご覧頂きたいと思います。本委員会につきましてはこの第１回目のあと、

第２回目３回目、それから３月の初旬に４回目ということで委員会を予定しています。ご意見を頂

いたものを反映させるための修正期間等を考慮致しまして２回目につきましては２４年の１０月

４日、３回目につきましては１１月２９日。この１１月２９日の委員会を受けましてパブリックコ

メントを１月の中旬から２月の初旬に実施をさせて頂きたいと考えております。このパブリックコ

メントの意見を受けました最終的な計画につきまして、最後の２５年の３月初旬、ここでご検討、

ご審議を頂きたいという風に考えております。スケジュールにつきましては以上でございます。 

（筒井 委員） 

   これって時間は２時からですか。 

（事務局：平野） 

   申し訳ございませんが、時間的なことはまだ決定しておりません。 

（筒井 委員） 

   ４日は決定ですか。予定は空けておいた方がいいですか。 

（事務局：平野） 

   日付はその日付でお願いをしたいと思います。 

（糸長 委員長） 

   時間は２時でよろしいでしょう。 

（筒井 委員） 

   できれば決めて頂いた方が。 

（事務局：平野） 

   では、１４時からということで決めさせて頂きたいと思います。 

（神谷 委員） 
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   あと２回でしょ。 

（糸長 委員長） 

   ３月にもう１回あります。 

（神谷 委員） 

   それでこれを何とかしようということですよね。早い話しがこの素案を通すためのスケジュール

ですよね。議論するためのものではないですよね。 

（事務局：平野） 

   いいえ。これは飽くまでも委員長もおっしゃいましたけど、たたき台でございますので。 

（神谷 委員） 

   でも、それくらいの時間でできますかね。そういう風に考えてスケジュールを立てたんでしょ。

十分だと考えたわけですよね。 

（事務局：平野） 

   この素案について十分なご審議を頂いた中で修正していきたい。 

（神谷 委員） 

   その十分な審議というのはその時間の中でやれると考えたからそのスケジュールを立てたんで

すよね。違いますか。 

（事務局：平野） 

   十分と言えない時間かもしれませんけれども、予定といたしまして。 

（神谷 委員） 

   だったらもっと回数を増やすとか。どっちなんですか、十分なのか十分でないのかそれを聞いて

います。 

（事務局：石井） 

   今日ご意見頂いているのを聞いていると、昨年は私は出ていないので内容的なのはあれなんです

が、昨年アンケート調査ですとか、そういったものを行った。そういう結果に基づきまして調査報

告書を作らせて頂いているのですが、それに基づいて今後の方向性ですとかそういったものについ

て、こういう根底があるよという形でのご審議があるかと思うんですが。確かにボリューム的には

かなり内容がいっぱい様々な形で原案という形になるんですが。絞込みができている、出来ていな

いという問題もございますけれども、日程的に私の方としてはこういう形でやらせて頂きたいとい

う風なことで考えております。 

（神谷 委員） 

   質問に対する答えになっていないような気がするんですけれども。委員長としてはこの日程はど

うなんですか。 

（糸長 委員長） 

   事前に相談があって、通常この手の計画策定によると４ヶ月あっていい委員会ですよね。あとは

私が提案したのがワーキング的なのを設置してやったらいかがですとか、あるいはシンポジウムに

出したらどうですかと提案を申しあげています。問題は行政の方の進め方ですので、私が全部権限

を持ってやるわけではないですし。あとは来てる委員の皆さんの内、半分くらいは新しい方もおら

れる状況でいうともう少し間をつめるとか、あるいは具体的に来年何をするかみたいのを実施計画

に近いことをやって頂く必要はあるかと。そのためには委員会の中で済ませるわけではないので、

地区毎の実施計画的なものを作って頂きたい。そのためには地区毎に委員会を作って頂いて、地区
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毎に切磋琢磨して下さい、というような話しはしている。総合計画の中の地区別計画というのを作

って、それを各地区で責任をもって作って、それに対して行政は何らかの支援をするという仕組み

で今までやってきています。皆さんは本当に各地区のところでどれだけ頑張れるかということを、

限界はあるでしょうけども、地区毎にそれぞれ作って頂ければそれにこしたことはないと思います。

ただそれが今のスケジュールで厳しいとすればこれは計画策定でですから１０年間どういう方向

でやるか。その次に１０年間の前半の３年間は各地区別計画を作りましょう。それに伴う実施計画

を作りましょう。その中で農協とどうやって連携をとるかということを主要の柱としている。物事

は時間と共に動きますので、まず大まかな方向性はこれで決めて頂いて、あと具体的にそれぞれの

業種なり、あるいはそれぞれの地区でやるべき事に関しては、３年間を期間として決めて下さい。

それで出来る事に関しては支援していきます。今の市の体制等という限りは、仕方ないけれども、

地区で実施計画に近い事を今から集めてやるということはほとんどしない。実際はこの総合計画、

素案の中に地区別の計画は入ってません。課題しか入ってません。ですからそういう意味でいうと、

各委員の地区で３年間くらいとして実施を作りたいと、それを受け入れるという事でいい。という

のが私の意見です。 

（事務局：平野） 

   ありがとうございました。長時間に渡りまして熱心なご審議を本当にありがとうございました。

お疲れ様でございました。それでは、これをもちまして「木更津市農業振興総合計画策定委員会」第１

回委員会を閉会いたします。 

 


