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木更津市農業振興総合計画策定検討委員会 

第４回委員会 議事録 

【概 要】 

日 時：平成２５年３月４日（月）    午後２時～午後４時００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 × 

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】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開   会 

２ 議   題 

  (1) 地区説明会及びパブリックコメントについて 

(2) 木更津市農業振興総合計画（案）について 

(3) 質疑応答・討議 

(4) その他 

３ 閉   会 

 

配布資料： 

・ 資料 1「委員会次第」 

・ 資料 2「座席表」 

・ 資料 3「様式 3（パブコメ結果）」 

・ 資料 4「地区説明会対象者及び出席状況」 

・ 資料 5「木更津市農業振興総合計画に係る地区説明会での意見要望及び質問等一覧」 

・ 資料 6「第３回検討委員会の検討案から変更修正を行おうとする事項について」 

・ 資料 7「木更津市農業振興総合計画（案）」 
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【議 事 記 録】 

１．開 会 

  （事務局：平野） 

２．議 題 

【事務局より配布資料について説明】 

（１）パブリックコメント及び地区説明会 

資料３，４に基づき、パブリックコメント及び地区説明会の結果報告を行った。 

パブリックコメント及び地区説明会に関する質問・意見等は出なかった。 

 

（２）木更津市農業振興総合計画（案）について（事務局） 

資料「木更津市農業振興総合計画（案）」において、第３回委員会で配布した検討案からの修正箇

所に対する説明を行った。 

 

（３）質疑応答、討議 

（糸長 委員長） 

今回が最後の委員会になる。感想を含めた意見でも、それぞれの立場で個人的に関係する項目につ

いてでも結構なので、指名で恐縮だが、順番に意見を頂きたい。 

（五十嵐 委員） 

市独自の施策を取れないというのが計画全体を通して伺える。これについて、もう一つ踏み込んだ

言葉が使えないか。確かに、予算をつけて施策を展開するのには、段階を踏む必要があるが、計画の

中に全体的に難しいという言葉が全体に入っている。もう少し、こういったことをするということが

見える言い方ができないか。せっかく計画を立てても、あれもできない、これもできない、とりあえ

ず考えますといったイメージの文章に見える。 

（事務局） 

文面的にそういった読み方をすれば、そういう読み方もできる。この計画の中ではないが、市では

振興基金の設置を検討しており、それらを使って何か一つ実現できないかということを、皆様からご

指摘いただいている中で、内部で実質的な検討をしている。計画そのものについては、民主党政権か

ら自民党政権に代わった事で、国の施策についても、施策の名称や内容が変更になって、今まででき

たものができないといった変更が予想される。 

あまり、そういったことを明記すると、今後動きが取れないといったことが起こるため、実質的に

は「検討」ということは、内部的に前向きに実施していくという方向で進めている。そういった表現

をしているところは、現時点で表に出せる部分ではないということである。 

（糸長 委員長） 

県と組めばこういったことができるなどの提案もあると思うが。 

（五十嵐 委員） 

補助金を活用するといったこともあるが、政権が変わって新しく細かい制度も出てきている。国の

全体の動きを見ると、担い手（認定農業者）を伸ばすという方向で、施策については細かい補助金も

対応しましょうといった方向付けが見える。政権が変わると施策が変わるといわれるが、行政言葉で
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はないが、「検討する」を「前向きに検討する」などの言葉を使うなど、一言加えるだけでも印象が

変わる。 

（糸長 委員長） 

パブリックコメントでも今と同様の意見が出ている。より先が見える内容にしてもらいたい。 

（安藤 委員） 

農業振興総合計画を立てることで、推進体制の中にも農業関係者全員、市全体で農業振興に向けて

活動していこうという雰囲気を感じている。この計画を作りっぱなしではなく、絵に描いたもちにな

らないよう研修会や情報発信の機会を捉えて、市が先頭に立って頑張って欲しい。市にリーダーシッ

プをとってもらいたい。 

（糸長 委員長） 

農業委員会として計画の中で一番気になることはあるか。 

（安藤 委員） 

担い手育成や遊休農地対策である。4 年間の間農地利用状況調査を行っているが、依然として厳し

い状況である。 

（山口 委員） 

計画自体が安物の選挙の公約のように聞こえる。項目が多すぎる。計画の中の多くの言葉尻が前向

きに捉えることができない。 

（神谷 委員） 

推進体制については、注記で関係者を明確化してもらったので、すっきりしている。反対意見では

ないが、特産品について、公の数字を把握していないのに、ブルーベリーを一番最初のブランド作物

として持ってくるのはどうか。説得力がないのでは。 

（事務局） 

公の数値が公表されていないというのはご指摘のとおりである。しかし、私どもで公表している数

字ではないが、農協の協力を得たり、観光ブルーベリー園などからの協力のもと得られている情報に

よると、市内では、推計値で約 50 トンの生産量があると聞いている。ブルーベリーは、これから伸

びるもの、伸ばせるものとして捉えている。また、機能性、加工しやすいなどの特徴からもブランド

化しやすい魅力がある作物と考えている。市内においては、ナシなども市民に広く知られる認知度の

高い作物はあるが、対岸住民においては、ナシもブルーベリーも、認知度は差がないといった状況で

ある。 

（竹内 委員） 

自分の地域において考えると、今後５～10 年でほとんどの農家がリタイヤする。後継者や跡継ぎを

考えていかなければならない。野菜・ナシは後継者がいる。企業の参入についても方法はともかく、

企業等の担い手が増え、市民農園などが現実的に増えてきている。 

（事務局 森 部長） 

補足的な説明をすると、財政的な担保について、総合計画の 3 ヵ年プランに載せることを考えてお

り、産業振興基金を活用してソフト的な対策を行いたい。地域的なリーダーシップを育てるようなこ

とに使って行きたい。 

どうしても、施策の中には未確定なものが多いため、表現が後ろ向きに捉えられがちだが、農政課

としては、全ての項目に対して前向きに検討していきたいと考えている。 
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（佐久間 委員） 

これから 10 年間の実施するための計画が出来上がった。初めてこのような具体的な計画検討に携

わることができた。大きな視点で、いろんなものを見ることができた。いろいろやりたいこととやら

なければならないことがある。具体的にどこから手をつけるのか、何がどう進んでいくのかが一番重

要なポイントであり、本当にこれを全部やれるかなというのが正直なところである。 

一番大切なのは、農業が継続していかなければならない。農業を継続してやっていく人材が育つ地

盤を作っていく必要がある。女性が農業を支えている部分を励ましていく施策が必要である。次の世

代をどう育てるかが重要である。直売体験を通じて 1 年経つが、ネットワークができつつある。この

ネットワークを最大限生かしながら、農業の振興に努めていきたい。 

（金萬 委員） 

私は漁業をメインにやっているが、生まれたときから親が農業をやっている。こういうふうにやっ

てもらうと、農業はまだまだ魅力があるなと感じた。こういった計画は漁業でもやっているのか。 

（事務局 森 部長） 

これを作る発端というのがあって、順番は間違ったが、木更津市産業基本条例というものを本来作

らなければならなかったが、これの次にできた。市、県あるいは関係団体の役割をうたったものが基

本条例としてある。その条例に基づいた産業振興であるため、商工業、企業立地を含め、農林水産の

振興計画を作ろうということになっているので、当然農業を作ったので漁業も作っていかなくてはな

らない。ただ、漁業については県が作ったしっかりしたものがあり、現時点で予算的にも難しい状況

ではある。 

（金萬 委員） 

漁業も大変な状況で、農業がこのような形で活力を出してもらえるのならば、漁業も合わせて活性

化を図りたい。非常に勉強になった。 

（中川 委員） 

農業者として言わせていただくと、事業を行うにしても、補助金のメニューで使えるものが少ない。 

国は、集落の農地をみんなの資産として活用していこうという取組みがある。米よりもいい作物は

何かということになるが、大面積で植えられるような作物になると思う。木更津市とは関係ないが、

袖ヶ浦でレタスの販売方法を変えてやっている。直接販売も増えてきている。 

木更津では、水稲以外になかなかないという現状で、新しいことをやろうとしても技術がない。担

い手を育てながら農業振興に取組みたい。 

（山下 委員） 

今回の地区説明会でもいろんな意見が出てきている。富来田地区では、担い手の組織が必要である

と感じている。市や農協が音頭をとり、若い世代が集まって将来について語るべきである。水稲、ブ

ルーベリー、ナシなどの作物別で組織や部会を作るべき。 

（今城 委員） 

計画について異論はない。一次産業と商業がともに伸びていくべきである。自分で売り場を探した

り、市場を通さず、仲買を通さないやり方は確立されてきている。これらのことを実際にやっていく

ときに重要になるのは、やはり担い手である。新しいやり方を積極的に進めて、担い手の確保を図っ

ていくべき。農家のせがれも、何か行動したいが、やり方がわからないという人がたくさんいると思

う。こういった需要にも応える方策があればよい。現実的に、農業を目指す人材が少ない。何らかの

きっかけづくりが必要であり、一番担い手が欲しいものは、制度資金である。しかし、制度自体の設
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計によって、担い手が使いづらい現状がある。例えば、制度資金の情報を得て申請しにいくと、期限

は来週などといったケースもある。情報提供の迅速化が必要である。原油高や環境の変化は、刻々と

進んでおり、タイムリーな周知が必要である。制度が立ち上がったら、担い手への早めの公表、情報

提供に努めて、要望を聞いてもらいたい。農業事務所、農協と連携を図りながら、農業者の意見を聞

き取り、それらを取り入れながら計画を推進してもらいたい。 

（糸長 委員長） 

10 年先が全て見通せるわけではなく、あるシナリオのもとにこの計画を作ってきたので、それを進

める戦略室が本当は必要である。 

（梅澤 委員） 

私は、一回目に私の考えと（音声が不鮮明）欠席させていただいて、 

農協は１経済団体であるということを行政側からはっきり言われた。農家の実態を一番把握してい

るのは我々である。またその責任があると考えている。残念ながら、委員長も国際航業も市内最大の

農業を把握している農協に意見を聞きに来ないということである。私は他の委員もやっているが、他

の都市整備なんかは、委員長に私が現場を見てくれというと、委員長自ら私が案内して現場に赴き、

私が現状をこうだ、こうだと事細かに説明して回った。それをこういうふうにやればこういった課題

が出てくる、それをどうするというのをやっていただいた。 

そういう中で、私どもは、毎年、来年の農業の課題を解決するにはどういうのがあるかということ

で、10 項目毎年出している。それを、国際航業も委員長も見ていないと思う。農業委員含めてやった、

報告書を見ると出席率が非常に悪い。そこで出た意見を見ると、我々の 10 項目要求しているものを

反映していれば、相当数、現実に課題が処理できるはずである。そこでの行政側の答えが検討する、

努力するとなっており、やむをえないところもあるが、そういうことである。 

農業は、人といっても専業農家だけをどうするかということをブランド化を含めてやるのか、ある

いは、兼業農家をどうするのかといった具体的な方策を出さないと課題の解決にはならない。例えば、

木更津の農地の 77%は水田といわれている。水田従事者が 1000 万円なり 600 万円なりになるには、

規模拡大と食味の良い米を作っていかない限りは、消費者が買おうとしない。世の中はそういう風に

変わっている。流通においても 4 月 27 日に圏央道が東金まで通じるわけだが、もっと延長されると

して、流通形態がどのように変わっていくのか。じゃあ、米をどうするのか。米を高く売るには、所

得を上げるには、食味のあるうまい米を作るにはどういった機械体系が必要なのか。あとは、水が必

要になれば、今の用水形態をどうするのかなど、そういうものを一つ一つ解決していかないと、担い

手を含めて農業をやって生計を立てようとすることは、私は中々難しいと考えている。じゃあ、トマ

トはどうするのだ。レタスはどうするのだ。と作物別に何人いて、これらをどうやってブランドする

のかという具体的な政策がないと、この計画は 10 ヵ年の一般論を述べているだけであって、無駄と

はいわないが、果たしてこれを誰が実行していくのか。私のところには、常にいろんなところから相

談に来るが、つい最近も大規模に水稲をやっている方が亡くなって、子供はできないから、借りてい

た水田を何町歩という単位で返還したいという内容の相談であり、この時期では、種籾の注文をして

いては間に合わない。これは、基本的には地域農業の問題でもあり、地域が先だから、地域の専業農

家を早急に集めて、まず地域でどうするか考えなさいと専務に言った。この前もみんなの前で土地の

植え付け面積と戸別所得補償制度の説明会をやったときに、誰かが言っていたが、市長は 10 ヵ年の

計画ができれば木更津の農業はばら色のようなことを言っているけども・・・、私はそれ以上は言わ

ない。遊休地にしても何をやるにしても、具体性が無ければならない。それには、場合によっては、
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私は市長と直談判をして、公社を指定地域・集落何なりを指定してやらなければならないと考えてい

る。その中で、どの品目をブランド化して木更津のものを買っていただけるかということである。ブ

ランドは買う人が作ることであって、売る人がブランドを作るのではない。それを具体的に今やらな

ければ、10 年後といっても今の 60 代の主体の人たちはやれなくなる。それを具体的にやるにはどう

するのか。規模拡大と何をやるのかという具体策が無ければ、これを 3 ヵ年で修正するといっても農

業というのは、農業をやった人でなければわからない。机の上でいくら考えてもうまくできない。私

が親方だったらこんなのは却下する。何百万も金掛けて、頼み方が悪いのかもしれないが。具体的に

困っていることをどうやって解決して、所得を上げるか。こういうことをやらなければ遊休地もなく

ならないし、うまくいかないと思う。こんなものはいくらでも書ける。みんなしょうがないから、検

討して書いたのはいいけど、来年どうなるかわからない。１，２品目は過去にないくらいの販売努力

をしているが、物が足りない。だから、木更津の農業はリスクを避けるために、ﾊｳｽ農業をどんどん

導入していく必要がある。今、袖ヶ浦・君津と比較して木更津は 10 分の２くらいしかない。露地だ

けでは、所得は上げられない。その辺をどうするかという具体策がないと、私どもは、経済団体とし

て、農業者を守るという位置付けからすると、それをやらなければ、農協なんてのはいらなくなる。

所得補償のときも、減反の総面積を 3,300 人に出して、実際水稲をやっているのは何人かという実態

をつかめていない。農協は、全部とは言わないが、誰が何を作って、出荷はどこにどう出してという

ことを 100%とは言わないがつかんでいる。専門家の意見、一番情報を持っている機関の意見を入れ

なければ、せっかく何百万というお金を使って、これだけの人数をかけてできましたといっても。文

章は総花的にできているが、これを実際活かして実行して、農業やりたい人。今日も農業大学校から

私のところへ面談にきたが、途中で仕事をやめて農業をやりたいという人が勉強に来るが、問題は、

卒業した後、あてがない。どこがどう動いて、農地のあっ旋をするか。私どもは企業参入をやってい

るが、ある業種で、将来を見込んで、鎌足のほうで農地を借りてやっているが、やってみたけども、

生産量も価格も上がらないという実例が出た。私どもの職員を使うのであれば対価を求めるしかなく、

法人でやったとしても中々うまくいかないのが現状である。経済的にうまくいくのは 100 あったとし

たら 10 うまくいけばいいほうである。そんなに農業は簡単にいくものではない。それをどうやって

知恵を使って、要するに、農業で生活できるという環境にしなければ、いくら口頭で担い手だ遊休地

だといってもやらない。得体の知れないものが法人作ってやられてもどうにもならない。認定農業者

も計画どおりにきちっとやったら、5 年の内、3 年目ぐらいでちゃんと調査をやって、認定農業者と

して相応しくやれと言えば、少しずつやってくれたから、認定農業者を見ればそれなりの層が何人も

できている。人数を追えば良いというものではない。本当に真剣に農業をやって、地域を荒らさない

で、農業をやって、生活をして、環境保全をやるかということである。専業農家の計画書なのか。兼

業農家の計画書なのか。作目別にはどうなのか。それを具体的にしなければ、誰が具体的に何をどう

するのか。委員長も国際航業も日本農業新聞は毎日読んでいると思うが、この新聞が一番網羅してい

るが、金掛けなくてもいくらでもできる担い手育成の事例はいくらでもある。専業農家に奨励して、

市が事務局になって、少しずつ土地をあっ旋して、作り方から全部教えて生きられるようにしようと

いうのは、全国に例がいっぱいある。金掛けなくてもやれることは一杯ある。それを今やらなければ、

この変化の激しい時代においていかれる。 
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（糸長 委員長） 

市が作る農業振興総合計画であるため、公としての役割と、当然その対象の農業者プラス市民含め

て多様な人たちとの連携をどうとるかというのも重要である。また、梅澤委員がおっしゃるように、

具体化が遅くなれば、関係機関との綿密な連携により、具体的な振興を図っていくということになる。 

この農業振興計画は今年度で一応改定になるが、当然その前にも計画はあったわけである。極論か

らいうと、今もある。そういう意味で言うと、今まで市として農業者、農協などの関連団体と連携し

て、どういう具体的な施策を詰めてきて、今後どうしていきたいか。突然これができたわけではない

ので、長い歴史の中で反省もあれば政局的なこともあったと思うが、そこを含めて新たなものが出来

たと信じている。今の厳しいご意見、叱咤激励を踏まえて、是非、25 ページにある推進体制を新たな

仕掛けそのものにしていただければと思う。 

一応、2 年間ご議論頂きながら、究極としては 3 つのプロジェクトということで、立ち上げてきた

わけだが、パブコメで公にも出していることから、この線で関係団体を含めてどう連携を取れるかと

いうことだろうと思う。今、農協の組合長が言われた、10 の項目があるということだが、昨年の調査

研究委員にも農協から委員に入っておられたので、そういう意味では、連携をとってこれになってき

たという風に理解している。 

それから、この計画の独自性ということで、地域別施策とその方向性及び地域推進団体をきっちり

作っていこう、耕作放棄地の問題や担い手を受け入れる農家の問題についても、地域でしっかり課題

として捕らえて、地域で農地を守っていこう、地域の課題を話し合っていこうという方向性が打ち出

されている。 

母体としては、前には無かった推進体制で、地域農業振興協議会を設置すると市は計画で謳った訳

なので、農協は地域ごとの組織もあるだろうし、農業委員会もいるわけで、そこで連携を図って、地

域推進協議会をしっかりとした形のものにしていただければと思う。これは、お金がかかる話ではな

い。気持ちの問題です。あるいは、それに対する危機感と方向性を作っていく問題である。 

個人的な意見だが、地域推進協議会を束ねる、又は意見を集約する、「連絡協議会」のようなもの

を付加して欲しい。 

最後に TPP に対する対応はどうして行くのか。交渉参加の報道があるが、状況によっては、農家

にとって致命的な打撃をこうむり、地産地消そのものの文化が崩れていく可能性もある。このままで

は、モノカルチャーで進む可能性がある。この計画は、市として、今後、どうやって農家、農業、農

地を守り、かつ、市民に安全・安心なものを責任持って提供していくのかという覚悟の書であると思

っている。それを推進していくときに、関係団体含め皆が同じ方向でいけることが、総花的という指

摘もあったが、カバーされているだろうという期待を持ってこれをまとめてきたということでご理解

いただきたい。100％のものはないが、よりそれに近づくように皆で努力してきた。まずければ、そ

れを修正していけばよい。顔の見える、また、顔をつき合わせながらできる場の提供や推進体制をこ

れからもとっていただきたい。 

委員長として、組合長から叱られたが、私自身が木更津に住んでいて将来的に農業をやっていく、

指導していくという立場ではないので、そういう意味で言うと、第三者的にいえることに関して御手

伝い申し上げてきた。私自身の非力は当然あるわけだが、そこは、ご容赦願うとして、こういう場面

で次の若い世代・女性を含めた担い手が論議できる場を是非作って欲しい。高齢者の知恵を使うにし

ても、やはり担っていくのは若い人たちなので、そういった人がいない限りは、進むものも何も進ま

ない。 
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今、私は、福島県飯館村の支援を 20 年間ずっとやってきている。飯館村は、アンケートを取って

おり、50%以上の若い人たちが村に帰りたくないと言っている。これらの担い手に対してアクション

をとるべきなのに、村長は、残りたい担い手のみを対象に考えている。本来であれば、帰りたくない

担い手に対して何らかのアクションをとっていくべきである。当然なことだが、村の将来を担ってい

くのは若い人たちである。その若い人たちがどういった村にしたいのか、どういったことをやりたい

のかが重要である。 

木更津で言えば、若い人たちが今後の農業をどうしていきたいのか。それが見えないのであれば、

外からどうやって若い人たちを入れるのか。あるいは、これから木更津に住んでいく住民が、農家を

含めて農業に対して関係性をもてるのか。そういった新しい視点を含めて、農業振興、農業環境保全

をやっていく必要がある。それは、他の農業地域からすれば条件のいいところに木更津はある。都市

近郊であり、近場には消費者がたくさんいる。車ですぐに中山間地にいける場所である。この木更津

の環境でしっかりしたビジョンを描けないのであれば、国内の他の農業地域では、全く先が見えない。

そういう意味で言うと、皆さんの覚悟を含めて、この地の利を活かして前向きに進んでいただければ

ありがたい。 

（梅澤 委員） 

これは、市が 70 周年記念だから予算も取ってある。これを検討するために、過去の計画がどうで

あったか、過去の計画と今のどこがどう違うかという検証を前にやるべきではないか。 

（糸長 委員長） 

それは、昨年度やっている。 

（梅澤 委員） 

やっているかもしれないが私は知らない。 

（糸長 委員長） 

昨年度は、農協の人も来ていた。 

（梅澤 委員） 

私がそこにいたわけではない。 

（糸長 委員長） 

それは組織ですから。組織の長がそういったことを言ったら。 

（梅澤 委員） 

例えば、高齢化でこれから人が毎日死んでいく。葬式をやる。菊の花は国産であれば、一本 200 円

から 250 円するものが台湾、中国でできたものが、築地では 70 円で手に入る。そうすると、切花は

木更津では未知の世界だが、こういったことを具体的に見ていかないといけない。我々は、経済人で

自分の力で働いて生きていくので、それができなければ、我々の仕事は無くなる。 

市長もこの計画が出来上がればばら色の農業が待っていると信じているならば、我々も何も言える

ことはない。意見なんか取り上げてくれないのだから。 

（糸長 委員長） 

最終的には、振興計画は行政の仕事だと思うが、こうやって皆さんの意見を聴いてきたし、市民ア

ンケートや地区説明会をやってきたし、対岸の消費者アンケートもやった。 

（梅澤 委員） 

一言言っておくが、現実的には組織の責任者が出てこないと何も決まらない。責任者がその気にな

って動かないと何も動かない。それを良く理解してもらわないと。なぜ責任者を呼ばなかったのか。 
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（糸長 委員長） 

それは、私にはわからない。 

（梅澤 委員） 

そんな屁理屈は通らない。 

（糸長 委員長） 

それをいまさら私に言われても。まだ、少し時間があるが、是非木更津の特性を活かしながら、前

向きに方向性を出していると思うので、具体化するための、資金が無いとすれば、知恵と人の輪を作

って、ネットワークの中に新しい人たちも入れてもらえばと思う。 

（梅澤 委員） 

10 分くらい休憩を取ってはいかがか。 

（事務局） 

それでは、10 分休憩を取った後に改めて集まっていただきたい。 

（事務局） 

それでは、時間になりましたので、始まる前にこれからの予定をご説明します。3 月中旬までに計

画案を修正し、3 月末までには委員の皆様に最終版をお送りしたいと考えている。 

（糸長 委員長） 

今日の委員会で頂いた意見の中には、叱咤激励も頂いたし、もう少し具体的な内容を見せて欲しい

との意見も頂いた。特に重点プロジェクトで動かそうとしているものに対して、多少なりとも突っ込

んだことが言えるようであれば、それは努力をしていただきたい。これは、最終的には市の計画なの

で、市で取りまとめて提示していただくということにしたい。 

（事務局） 

委員会を振り返って一言お願いします。 

（糸長 委員長） 

私は、木更津市とのお付き合いはこれが始めてで、いろいろと勉強させていただいた。当初は、平

成 23 年度からのスタートで、今までの計画がどうで、今後どういったことを目指していけばいいか

ということを、暗中模索的な検討をしてきて、今年度の検討でより具体的な内容になってきたと思う。

私個人的な意見を申し上げると、都市近郊の農地は農業者のものであるが、貴重な都市の資源でもあ

る。あるいは、市民のものでもある。それを未来永劫いいものに維持していく、または、新たな魅力

的な場所として作り出していく。そのためのひとつの計画として、この農業振興総合計画であり、ま

ちづくりであろうと思っている。ただ、これは縦割りの話の中の計画なので、本来は、全体の暮らし

の中での計画に位置づけなおす必要がある。是非、農業者ではない人たちへのアプローチを試みて欲

しい。それが、ひいては、農業振興につながるということである。ますます、ファンを増やしていか

なければどうしようもない。そのファンがどういったものを欲しているのかということを追求して欲

しい。その中で、農業サイドには何が必要なのかを考えていく必要がある。私の大学は神奈川県の藤

沢というところにある。今週末にも農業委員の皆さんとこういった会議を開いて、その地域では、地

域全体を農業公園化していこうとしている。市民アンケートを実施した結果、藤沢という地域特性も

あるが、農に対する関心は高い。以前よりも高くなっている印象である。農業体験もしてみたいとい

った意見も多くあった。一方で、農業者は自信をなくして、農地が荒れている、価格が低い、後継者

がいない、調整区域はずっと調整区域から変わらないなどをいう方が多い。都市部のほうはそうでは

ない期待感を持っている。それをマッチングがなかなかできないということがあるので、そのマッチ
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ングをしようと言っている。商工会議所の会頭は、これから農業塾を開くといって前向きに検討して

いる。是非、木更津も農業振興計画をより具体的に推進して、総合計画にきっちり位置づけて打って

出ていける内容になっていると信じているので、有効に活用していただければと考えている。 

（事務局） 

今年一年、これで 4回目の委員会を開催できまして、皆様には計画の中身についてご審議いただき、

誠にありがとうございます。頂いた意見につきましては、賛否両論いろいろあり、地区別説明会にお

いても、かなりのお叱りのことばも頂いた。こちらにご出席されている農業委員長からも農業委員会

で説明してくれということで、委員会のほうでも説明させていただいた。とかく、皆様から寄せられ

る意見としては、農協の組合長様もおっしゃっているとおり、実態と机上のかけ離れたものになって

しまう、表現が抽象的であるということは、仕方ない部分もあるが、できるだけこの中に書かれてい

る事項については、実現に向けて行動していきたいと考えている。今後とも、ご協力のほどよろしく

お願いいたします。今までありがとうございました。 

 

（事務局） 

それでは、これで、第 4 回木更津農業振興総合計画策定委員会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

閉会 


