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木更津市農業振興総合計画策定検討委員会 

第２回委員会 議事録 

【概 要】 

日 時：平成２４年１０月４日（木）    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 ○ 

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) 木更津市農業振興総合計画について 

(2) 質疑応答・討議 

(3) その他 

３ 閉   会 

 

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「施策の整理表」 

・ 資料 6「君津農業事務所からの総合計画に対する意見書」 

・ 資料 7「総合計画策定スケジュール（予定）」 
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【議 事 記 録】 

１．開 会 

  （事務局：平野） 

２．出席者紹介 

（事務局：平野）第一回委員会で欠席であった出席者（山下氏）の紹介を行った。また、筒井委員

を（有）ネットビジネス代表取締役社長としていたが、特定営利活動法人コミュニティワークス

理事長も勤められていることを加えて紹介した。 

３．議 題 

【事務局より配布資料について説明】 

（１）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）」の説明及び千葉県君津農業事務所からの計画に対する

意見書の説明を行った。 

【内容】（説明については、説明者の発言をそのまま掲載しています。） 

 

（事務局：中島） 

   それでは事務局の方からお手元の資料についてご説明させて頂きます。まず、Ａ３の資料をご説

明させて頂きます。この資料は左側が前回お配りした、総合計画の素案の中に入っていた施策と施

策内容となっております。以前の計画の中では、担い手育成、生産基盤・施設、農地の適正利用等々

で、８つの柱ということで項目立てをして、それぞれの項目に対してそれぞれの施策が入るという

ような形で取りまとめを行っていました。前回の委員会で、あまりにも５０の項目の施策は多すぎ

るのではないかというような指摘もございましたので、今回見直しを行いまして、それぞれの項目

を５つに絞って５つの柱ということで整理をさせて頂いております。まず、１番上の担い手育成で

すけども、黄色で左の方で色をつけている、認定農業者の育成、農業経営者の育成、農業後継者の

活動支援、高齢者の持つ豊かな経験と円熟した農業技術の伝承、農業プロデューサーの育成支援、

これらは全て担い手育成にはまるのではないかということで、今回の見直しで担い手育成というこ

とで一本化させて頂いております。また、同じように生産基盤・施設こちらの茶色に塗っている施

策につきましては、これを全部取りまとめて、低コスト化・多角化・高付加価値化ということで、

柱としてあげさせて頂いております。また、以前の計画では生産基盤・施設と農地の適正利用とい

うことで２つに分けていたのですが、緑で色をつけております農地利用集積に、以前の計画に入っ

ておりました農地の適正利用に関するものを、全てここに集約したということで取りまとめており

ます。また、ここの表題はこれが適正かどうかということはありますけれども、今のところ農業生

産・農業施設・農地という形で項目を立てさせて頂いております。その中、遊休農地対策、また再

生可能エネルギーや新技術の導入、植物工場や農業関連企業の誘致というような形で施策を取りま

とめております。次に３段目の安全・安心、また生産者の顔がみえる農業ということですけれども、

水色に色づけしてあるもの、例えば地理的優位性を活かした販路の確保、園芸の販売体制強化、ブ

ランド化、安全基準の周知徹底等々、これらをすべて１つに取りまとめまして、農産物・加工品の

販売強化・ブランド化ということで一本化しております。ここの大項目としましては、安全・安心

な農産物の販売・加工ということで言葉を加えております。その下の６次産業化というとこに横棒
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が全て引っ張ってあると思います。こちらの方は項目ではなくて、１つ施策だというような考え方

から６次産業化を安全・安心な農産物の販売・加工の中に取り込んで１つの施策というような形で

項目分けをさせて頂いております。次に都市と農村の交流ですけれども、こちらにつきましてはそ

のまま横滑りで施策が入っております。ただ１点、グレーで色がつけてあります、すみません、こ

ちら私の不手際でちょっと字が隠れて見えないのですけれども、後ほど計画素案の方でご説明を申

し上げます。こちらのグレーで網掛けさせて頂いています、遊休農地の有効活用ということを、都

市と農村の交流の中に盛り込ませて頂いています。左側の以前の計画ですけれども、農地の適正利

用の中にありました、遊休地を活用した交流事業。内容といたしましては、市民農園の開設による

活用と、生産者の顔がみえる農業の中にありましたオーナー制度の研究というようなことも遊休農

地の有効活用ということで、こちらの方にまとめさせて頂きました。ちょうど真ん中のところに赤

で囲んだものがありますが、まずオレンジで色づけさせて頂いています生産基盤・施設の項目の中

で、用水・排水設備の整備という施策がございました。こちらの方はどちらかというと環境保全、

農村環境の保全という意味合いが強いということで、一番下の環境保全に施策として盛り込んであ

ります。またその下の鳥獣被害防止設備の整備については遊休農地対策の中で取り組む施策の内容

ということで整理をしております。また農地の適正利用の一番下の、農地・水・保全管理支払交付

金事業を活用した農地保全というのも、同じく環境保全の方に入れております。生産者の顔がみえ

る農業の一番下の３６番目の項目で農情報・収穫体験ガイドマップの作成・更新という項目がござ

いましたけれども、こちらの方は削除というようなことで扱わせて頂きたいという風に考えており

ます。最後になりますが、４１番の農村女性起業活動支援、この施策内容としましては行政、農業

関係団体との連携による支援ということで、こちらは担い手育成ということで、１番目の担い手育

成の方に入れさせて頂いております。それではこちらの総合計画の素案の冊子の方をご覧になって

頂きたいのですが、１６ページまでの内容は以前と全く同じとなっております。第１回目では将来

像をご説明させて頂いたのですが、もう少しこちらの将来像を今後、木更津市がどういった農業を

目指していくのか、またどういった将来像をここで掲げるのかというのが非常に大きなことという

風に考えておりますので是非こちらの方もご議論頂けたらなと思います。また２０ページに移りま

して、こちらに今回整理しました基本施策の体系がございます。以前とちょっと変わっていますの

が、持続可能な農業経営の確立ということを基本施策の頭に置かせて頂いております。１回目の委

員会でも、去年の調査研究でもそうですが、儲かる農業、持続できる農業を確立していくというこ

とが大前提にあるのではないかということで、利益だけではないですけれども持続可能な農業経営

の確立ということで、これを目指してそれぞれ人、もの、コミュニケーションのつながりで取り組

んでいくということで、以前は８本あった柱が今回は５本の柱とうことで担い手育成、農業生産、

安心・安全な農産物、都市と農村の交流、環境保全ということで取りまとめを行っております。そ

れに基づきまして２１ページの基本施策の一覧が内容としてはこういった形になってございます。

２３ページからですが、以前は担い手育成、それぞれ細かい項目としてこれが全部入っていたので

すけれども、担い手育成の認定農業者、農業経営体の育成、こういったものを小項目として現在記

載をさせて頂いております。順番でいくとまず１番上が担い手育成、２番目に新規就農者支援、３

番目に経営体の組織化、４番目に都市住民の農業参画支援、５番目にシンポジウム、フォーラムの

開催というような施策を掲げております。２６ページ目の農業生産・農地・農業施設でございます

けれども、こちらの施策の方針としましては持続可能な農業経営の確立を目指しまして、農業生産

基盤や生産施設の整備を図り、農地または農業関連施設の有効利用を図っていきます。また、担い
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手や組織経営体への農地を集積することで農業の効率化を図り、農地の流動化による遊休農地の発

生抑制・解消を図り、農地の適正利用を推進します。ということでここには生産・農地・農業施設

ということでそれぞれの施策を記載させて頂いております。６番から１０番のこれらがここに当て

はまるということでまとめさせて頂いております。２９ページが販売または加工に関わる施策とい

うことで農産物加工品の販売強化・ブランド化、地産地消の促進、トレーサビリティシステムの構

築、食育活動の推進、１５番目に６次産業化の推進ということでこちらの方に綴じこんでおります。

３１ページに移りまして都市と農村の交流促進、こちらの方は１６番から２０番の５つの施策とい

う形でネットワーク形成、農業公園などの交流拠点の設置の検討、グリーンツーリズムの推進、「農

的暮らし」の多彩な交流事業の展開、遊休農地の有効活用という形になっております。３３ページ

目、これが最後の項目ですけれども環境の保全、こちらは２１番から２５番のこれが最後の施策と

いうことで、全部で２５項目の施策で取りまとめております。施策の内容といたしましては、自然

環境や田園景観の保全・形成、地元住民に対する緑地空間の提供、エコファーマーの育成、山間谷

津田の保全に係る地域の取り組みの後押し、環境にやさしい資材の導入促進という形になっており

ます。 

次からが重点施策、３５ページですがこれは内容の修正が多くなっております。まず１番目の担

い手育成につきましては、大きく分けて３つ、認定農業者支援、農業経営体・法人の育成及び農業

経営体の組織化、３番目に都市住民の農業参画支援というような形で考えてございます。こちらの

２番目の木更津ブランド推進。こちらについては第１回でもだいぶ深い議論があったと思いますが、

もう少し具体的に記載をしたものが４番と５番になります。１番・２番・３番・６番は以前も重要

な取り組み内容が入っていましたが、今回は新しく４番目に富来田地域における「道の駅農産物直

売所」の有効活用ということを加えさせて頂いております。また、５番目に癒しを提供する農業公

園などの交流拠点設置の検討ということで、木更津市では緑の基本計画で農業公園の検討というよ

うなことが位置付けられておりますので、ここで重点項目の中で検討を行うということを書かせて

頂いております。重点項目の最後の農地有効活用がありますけれども、こちらの方は前回と同じで、

担い手への農地利用集積促進、農村環境の保全、遊休農地解消の取り組みというような形で記載を

させて頂いております。地域別基本施策の方向性ですが、４３ページに今後の考え方として、赤文

字で記載をさせて頂いております。今回は地域でシンポジウムですとか、ワークショップなどを開

催してはどうかというようなご提案がございましたけれども、今回は飽くまでも木更津市全体の総

合計画ということで位置づけておりまして、この施策を実現していく為には必ず個々の取り組みの

集合体が本市の農業振興の潮流となるということで、本計画では方針又は方向性を示すということ

で今後実行計画、又はその事業の実施に結びつけていくということでこの文章を記載させて頂いて

おります。以上が前回の計画からの変更事項でございます。以上で説明を終わらせて頂きます。 

（糸長 委員長） 

   ありがとうございました。それでは１回目と２回目で変わったりしていますので、質問・意見と

いうことで頂けますか。この君津農業事務所の説明は。 

（事務局：中島） 

   お手元にございます君津農業事務所様から頂きました、本計画に対する意見ということで、まず

１ページに総括がございます。まず１つ目に木更津農業のブランド化とあるが具体的な内容がない
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ということでイメージがつきにくい。木更津市の主力産物（レタス、いんげん、ブルーベリー、梨

等）をどう評価して、どのような基準で産地ブランドを構築するか、踏み込むべきではないか。ま

た、産地振興を全面に出すべきではないか。既存の園芸産地の活性化を早急に図るべきではないか。

３つ目に頂いております、調査研究結果、前回の去年行なった結果を反映させたまとめに心がける

べき。４つ目に生産対策や流通・販売対策など、施策分類を再整理する。５つ目に用語の正確な使

い方、用語の統一を図る。というようなご指摘を頂いております。具体的な修正につきましては次

の１ページ、前回は耕作放棄地、遊休地、遊休農地というような用語をばらばらに使っておりまし

たが、今回ご指摘の通りに遊休農地に統一をしております。耕作放棄地の計画につきましては、耕

作放棄地全体調査、また解消計画というのが施策の中に入っております。これは事業名として耕作

放棄地を使っておりまして、あとは遊休農地ということで統一をしております。２番目の指摘事項

でございますが、修正箇所の木更津農業全体をブランド化するというところを、既存特産物の再評

価化とうことで書いたらどうかとご指摘を頂いております。その修正理由につきましては、何を持

って木更津ブランドとするのか。ブランド化というのは消費者の評価によるものであって、また消

費者が具体的なイメージを描けるような戦略品目の選定とボリューム、特徴付けを行うべきだとい

うことで、こちらの方は是非委員会の中でもご議論頂きたい項目として考えてございます。３番目

に要望の修正、また都市住民の農業参画支援。こちらの方は地区別ヒアリングで、専門性ですとか

継続性に疑問があるとして施策としてはどうか、というようなご意見を頂いております。シンポジ

ウム・フォーラムの開催というものを都市と農村交流に入れるべきだと。また３番目の新しい項目

を追加して３２番目に農業経営におけるＩＴ活用といったものを盛り込んではどうか、ということ

でご意見を頂いてございます。２ページに移りまして、前回の項目では安全・安心な農産物の生産・

販売、生産者の顔がみえる農業の中で、生産と販売項目の分離について、安全・安心な農産物の生

産、木更津生産農産物の販売促進というものを項目名で、安心・安全な農産物の生産。これは前回

の施策の２７，２８，２９，３０，３４番の項目を分離するべきだということで、また２４番が販

路の確保、２５番が販売体制強化、２６番がブランド化、３１番が地産地消の推進、３３番が消費

者との信頼関係の構築、３６番がガイドマップの作成、これらを生産と販売項目ということで分類

する方がいいのではないかということで、今回の見直しで反映させて頂いております。真ん中の多

収穫米品種の導入ということを、４．４・安全・安心な農産物の生産へということでこちらの方も

反映させて頂いております。一番下の鳥獣害防止対策が以前４．２、これは農業農村環境保全に移

すべきとご指摘がありましたけれども、今回は、鳥獣被害は遊休農地対策に、今現在内容としては

含んでございます。３ページ目の農コミュニティ、コミュニケーションの整理。こちらの方も今回

の見直しで反映させて頂いております。真ん中のテナント型農場システムの検討というところが、

前回重点項目でございましたけれども、こちらの方は全部削除という形で今のところなってござい

ますけれども、ご提案頂いている「二階建て方式」の地域営農システムの導入ということを考えて

はどうかというご指摘を頂いております。その理由と致しましては、所有と利用の分離ということ

で土地改良区などが間に入って、新しい地域営農システムの構築をするべきだというご意見を頂戴

しております。こちらの方も委員会で是非ご議論頂けたらと考えております。最後下にいきまして、

文章に対して、産地の発展及びということで文言を付け加えてはどうかというご提案です。理由と

致しましては、担い手の減少や高齢化により既存産地の維持はかなり厳しい状況にあるが、既存産

地の維持及び発展への施策の展開は急務であると考えられる。当農業事務所としても、市と密に連

携し産地振興支援を図る計画である。こちらの方もご議論頂けたらという風に考えております。最



 

7 

 

後に４ページ目になりますけれども、土地利用型農業の効率化。これを土地利用型農業ではなくて

土地集約型農業への転換と園芸産地の活性化という風に修正してはどうかというご提案でござい

ます。修正理由としましては、昨年度の調査研究の第７章で方向性の検討のものづくりの報告との

整合性をとって、既存の園芸産地の活性化を早急に図る必要がある。ということで内容を修正して

はどうかというご意見でございます。以上で説明を終わらせて頂きます。 

 

（２）質疑応答、討議 

（質疑応答、討議については、要点をまとめて掲載してあります。） 

（糸長 委員長） 

今回は、基本施策を５つの項目に整理してある。それぞれの項目について意見を頂くようにしたい。

最初の担い手育成であるが、一番関連しそうな安藤委員、いかがでしょうか。 

（安藤 委員） 

農家に夢がないということが問題である。農業に魅力がない。農家の後継者育成といった側面と新

規参入者への育成があると思うが、新規は、何件かあるが収入が少なく苦戦している状況である。 

（糸長 委員長） 

先日、テレビを見ていたら木更津が出てきて、ミスターチルドレンをプロデュースしている小林武

史らが進めている APbankが木更津で農業を行い、収穫体験などの活動を行っているという放映を見

た。 

そういう意味では、純然たる農業後継者のみではなく、もう一つ違う視点での担い手育成というの

もあるのではないか。一方で、農地法の問題などもあると思うが、きっちり教育して情報公開して進

めればいい。 

（安藤 委員） 

それは、「耕す」という組織だと思う。ある意味、新規就農で、はじめから高収入を得ることは難

しい。自然が相手だから、収入が安定しない。何年かの間は、フォローしないと新規就農者は、安定

した収入にはならない。 

（今城委員） 

  担い手が木更津に 3年間くらいいたが、うちにも視察に来ていた。そのなかで、若い人もいて、結

婚しているかどうかと聞いてみたが、誰もいなかった。担い手研修に来ているのは男性が多い状況で

あった。若い世代は、収入がないと結婚できないと悩んでいる。 

 

（佐久間 委員） 

今、直売所を経営していて、野菜などの農産物を集めるのに、若い方含めて周辺の農家に声をかけ

て集まってきている。今やっている若い世代は、皆さん前向きにやっている。皆さん農業をやりたい

農業で生計を建てて行きたいとの思いがある。先ほどの「耕す」さんもそのうちの一つであるが、前

職で新規就農を担当していた。行政に相談していくと「まず無理ですね」、という話から入るという

状況がある。そこで、その若手はやりたかったので、まず、「耕す」に入って技術を高めてやって行

きたいと言っていた。やりたい人は必ずいる。頭から駄目ではなく、やり方によっては、やっていけ

るという体制を整えておくべき。一番最初にあるハードルは、補助金をもらうために、農業者である

ためには５反歩があって、その要件を満たす必要がある。もっと違った形で支援していかない限り、
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農業を継続できる産業に出来ない。自分の子供たちに農業はもうからないと教えて、就農者には、支

援するといった考え方では中々うまくいかない環境が出来てしまっている。自分が担当した 2名が袖

ヶ浦で就農しているが、当時は市の担当者が一生懸命使える農地を探してくれた。微力であるかもし

れないが、地域の人が温かくサポートしていく体制をつくり、地域のつながりでうまく施策の中に盛

り込めたらと感じている。 

（山下 委員） 

君津に銀行に勤めていた若手がビニールハウスでイチゴ栽培を始めている。3000万円くらいの初期

投資だったと聞いた。１反１万円の賃料でやっているが、中々、結果が出ず、地域の人も皆で応援し

ている。 

（糸長 委員長） 

今回の施策の担い手育成の中に、５方策があるが、複合的に担当する、責任持つような役所の担当

者を専属で一人置かないとたらい回しになる可能性がある。 

（山下 委員） 

親の農業機械や施設を活用しながら農業をやっている人がいるが、そういった人に対しては、国の

政策で 40歳以下であれば、150万円の 3年間の助成がある。同様に定年退職した人に対しても何らか

の対策が無いかと個人的には考えている。 

（糸長 委員長） 

農業塾のようなものはいかがか。そこに、駆け込めばいろんな情報が入手できるたまり場のような

ものが無いのでは。先ほどの話では、APbankがたまり場のような存在になっている。運動や動きは

NPOででてくるけど、受け皿として、木更津には行政からの支援があるということになれば、アピー

ルポイントになる。農村の不動産屋さんが必要である。例えば、鴨川でふるさと支援センターが商工

会などとの連携で農地プラス空き家の紹介を行っていた。 

（竹内 委員） 

新聞に掲載されていたが、南房総市と JA安房が新組織を立ち上げて、広範囲な担い手支援体制を

とるとの事である。具体的な支援機関・情報・支援体制を多面多様な受け皿だけではなく、その活用

が求められている。 

（糸長 委員長） 

個々の施策の中にも担い手育成があるが、重点施策の中で総合的な担い手育成が謳われていない。

全体をまとめる施策が必要である。先ほど君津農業事務所さんから都市住民の農業参画支援を削除し

たほうが良いとの指摘があったが、真意を教えて欲しい。 

 

（五十嵐 委員） 

この計画でいっている農業者の定義が何なのか。農業を趣味で捕らえている住民と農業を生業とす

るプロ農家では、枝豆の収穫はしてくれるけど、草刈はしてくれないなど、視点が全く違う。就職で

きないような人や農業に戻ってくる人、会社を辞めて農業を始める人の中で、私どもで経営体育成と

いうことで、3件ほどやっているが、その人たちは、かなりやる気のある人が来ていただいているの

で、成功していたり、落ち着いてきているケースがほとんどである。その方たちがグループを形成し

て情報交換などを行っている。どういうことを目的とした支援であるとしておかないと、全て支援し

ますとすれば、先が中々見えない。 

（神谷 委員） 



 

9 

 

高齢者を活かした政策は、非常にいいと思う。今まで農業をやってきた人は、能力的には大切な人

材であり、その人たちが持っている能力を活かす方策は必要である。例えば、なぜ農業を辞めていく

かといえば、体力の問題もあると思うが、販売方法が量を中心とした大規模農家しか対応できないよ

うな状況になってきて、自分たちの出番がなくなってきている。直売や四国の葉っぱ産業などの販売

にあるように、高齢者を活かせる場面はいくらでもある。そういったものを支援できるような輪を広

げていくべき。 

（糸長 委員長） 

新規参入する若手が通る道はほとんど決まっている。それを、地元の高齢者が元気なる起爆剤とし

てカップリングすると、様相が変わる。頑張れる地域が１，２箇所出てくれば、それだけでも変わっ

てくる。出来れば、人材バンクなどがあれば、一箇所で対応できるが、木更津にはそういった取組み

はあるのか。名人認定制度など。できれば盛り込んで欲しい。 

（神谷 委員） 

もし、そういった整備が難しい場合には、重点施策の都市住民の農業参画などで一緒に出来ればい

いのではないか。実地講師として呼ぶなど。 

（今城 委員） 

若い人で農業をやりたいといった人がいた場合に、先ほどから話に出ている、農地をたくさん持っ

ているとか、後継者がいないとかの高齢者とやる気のある担い手をマッチングしていく仕組みがある

と良い。 

（筒井 委員） 

私は福祉関係なので、福祉計画にも携わっているが、障害者を持つご家族などの考えを主として作

成されるものなので、農業振興計画についても農業者中心の意見で形成されるべきであると考えてい

る。計画の中で、障害者が積極的に関与できることは、販売や６次産業化の作業などがあるので、も

う少し福祉施設との連携なども踏み込んで記載していただくとありがたい。 

（糸長 委員長） 

次は、農業生産・農地・農業施設に関して意見を賜りたい。君津農業事務所さんからの提案で土地

利用型から土地集約型への転換が必要であるというご意見は、大きな展開になる。五十嵐委員いかが

ですか。 

（五十嵐 委員） 

低コスト化と高付加価値化はなかなか相容れない考え方であると思う。高付加価値化とは、コスト

をかけてその価値に対して価格を稼ぐというのが産業界の常識である。集約型は、効率を上げて価値

の高いもの、ほかで作っていないようなものを作ろうという考え方である。 

（糸長 委員長） 

木更津市の有効活用という面で園芸産地や集約型に持っていくのか、そうではなくて、環境・保全・

体験は、土地利用型として必要になるが、木更津のバランスとしていかがか。 

（五十嵐 委員） 

それは、最初に戻るが、木更津のブランドとは何であるかというところに集約される。先日、木更

津は、昔、駅のところにすごい蓮田があったとの話が出た。また、竹林を開墾してブルーベリーを作

付けしている農場も見に行ったことがある。木更津の向かう方向は、どのようなものであるか。施設

園芸といった言葉に特化するのであれば、千葉大学で研究が進められている植物工場のような考え方

もある。木更津が進む方向性がないと、必要な展開する施策も的が絞れない。また、環境に配慮する



 

10 

 

ということを考えると、山間農地をうまく使うべきなど、施策展開がある。木更津の方向性が欲しい

なと感じている。 

（糸長 委員長） 

五十嵐委員は、木更津の方向性としてどのようにお考えか。 

（五十嵐 委員） 

千葉県として支持しているのは、木更津市はブルーベリーと梨である。イチゴは君津でやっている

ので、けんかすることは中々出来ない。 

（糸長 委員長） 

三つ目の大きな基本施策である、ブランド化はいかがでしょうか。 

（神谷 委員） 

ブランド化といっても、香川や静岡のレタスみたいなブランドは、量を出してブランド化もあると

思うが、こういった形のブランド化は難しい。トマト・イチゴはある程度のものが日本中にある。こ

れらと一味違ったものを木更津ブランドとすべきである。 

（五十嵐 委員） 

ブランド物にも市場規模がある。出荷量が制限されるが、おいしくて価格は高いものは、売れるほ

どの需要があるというものでないと製品として市場価値が継続できない。泥付き大根の需要があると

の事で取り組んでいるが、必ず需要はあるが、量は限定的である。 

（山下 委員） 

ブランド化に取り組むならば、農業関係者だけでは駄目である。君津の場合には、他の機関が連携

して取り組んでいる。例えば、枝豆のオーナー制は、観光協会、農協と一緒に取り組んでおり、宣伝

をして、現在は 600～700名の地元オーナーがいる。他の 600～700人は、千葉県内・東京・神奈川か

ら来ている。オーナー制は、一口 3,000円で、2,000区画がある。６次産業化も行っており、豆腐は、

1丁 250円もらわないと採算に乗らない。 

（糸長 委員長） 

木更津市の米のブランド化は？ 

（安藤 委員） 

農協で取り組んでいる。ブランドは、６種類ほどある。 

（中川 委員） 

後継者育成では、安定した農産物を安定していかに売るかが秘訣である。袖ヶ浦の農業活性化プロ

ジェクトがお遊びになっている。泥んこ遊びである。これでは、農業は活性化しない。 

（糸長 委員長） 

水田のオーナー制はやっていないのか？ 

（中川 委員） 

50haやっていると邪魔になるだけ。小さく１反くらいやって 10万円くらいしか上がらないところ

でオーナー制といってもコストばかり必要で費用倒れになる。生産基盤の整備がしっかり出来るので

あれば出来ると思う。 

（糸長 委員長） 

生産基盤といっても、ほとんど終わっているのでは。これから山間地をやるのか？ 

（竹内 委員） 



 

11 

 

山間地以外では、１～２回の基盤整備は終了している。今は、再整備か再々整備かといった状態で

ある。現実的には高齢化をはじめ、人の問題が大きく、リタイヤして自分で作付できないから周辺の

担い手に頼むといった依頼が増加している。あとは、鎌足で 40～50haをやっているが、鳥獣被害（猪

と鹿）が問題になっている。今後は、高齢化に伴い、次世代への引継ぎは、個人の対応が中心になり、

縁故をたどり、場合によっては、地区の対応か市全体の支援による取組みが求められる。 

（安田 委員） 

富来田地区でも多くの依頼がある。しかし、育苗のスペースがあり、苗が足りない状況で、いずれ

地域の水稲を全部賄うことは難しくなる。直播という方法もあるが、草との戦いで難しい。 

（糸長 委員長） 

ツシマヤマネコのブランド化を紹介する。対馬では、ツシマヤマネコに配慮した稲作・環境に配慮

した稲作の確立を推進しており、1,000円/kgで販売している。会費制で年間 3万円払えば、年間 30kg

までもらえる。いろんな要素を入れて、1,000円 kgであれば応援しようという客層を狙った取組みで

ある。東京から一番近い棚田として売り出せないか。これは、地域の力が必要である。 

（山口 委員） 

270haほどある地域で１反区画だが、借り手もいない状態である。 

（糸長 委員長） 

長野県安田村の手作りほ場整備などが参考になると思う。いわゆる自分たちで行う手前田直しであ

る。行政が後押しして、自分たちで手作り型の田直しもあると思う。木更津ならではの方式が生み出

せればいいのでは。 

（竹内 委員） 

農地の権利問題もある。自分たちの農地の姿を変えられないというのが問題である。権利はそのま

まにして、利用だけを自分たちで調整すればよい。 

（五十嵐 委員） 

金田の田は、宅地になれば 6000万円/反の値がつく。馬来田の田んぼは 50～100万円/反の違いが

ある。農地利用調整は、行政として苦しいのは権利の調整である。新しい田だからうまくいくという

わけでもない。周りと一緒にやりたいという意識が出てこないとうまくいかない。最初からまとめて

いこうとすると現実的ではない。 

（糸長 委員長） 

例えば、山間地で２～３枚の田んぼが集まった時点で、生産者が責任を持って農地整備をやるとい

ったらそんな農地を受ける可能性はあるか。 

 

 

 

（今城 委員） 

話を聞いていると、米だけが農業なのか。米以外の作物もある。市場もすぐ近くにある。ほかに変

えていかなければ駄目。梨は自分たちで販売していてうまくいっている。そういったことも議論すべ

き。 

（山下 委員） 

木更津全体が一つにまとまって販売していくべきである。そうでなければブランドにならない。 

（神谷 委員） 
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一概にそうでもないと思う。梨を園地まで買いに行っている人は、木更津山間地の梨を買いにいっ

ているわけではなく、誰々が作った梨を直接購入しに行っている。という視点で考えれば、販売方法

を工夫すれば一人でもブランド化は可能である。今城委員の意見は全くそのとおりであると思う。米

ばかりではないが、山間地の農地をどうして行くかということは非常に大きな問題である。米は一番

労力が少なくて農地として使える手段である。やれるところは、少しでも基盤整備も新しい方法を考

えて、整備していくことが重要である。 

（糸長 委員長） 

もともと、山間地は、米を作付けするために切り開いたのか。畑であったところを田にしたのか。 

（竹内 委員） 

市内では、畑であったところもあるが、自分の地域（鎌足）は、全て田が最初である。 

（今城 委員） 

今の状況では、基盤整備してお金をかけても経営が成り立つのか。 

（竹内 委員） 

現状では、再ほ場整備で平地であれば成り立つ。 

（糸長 委員長） 

先ほどの 270haは全て米で行くのか。それとも野菜プラス米みたいな複合化・多品目戦略をとるの

かというのはどうか。ワンセットで販売するなど。 

（竹内 委員） 

大きな 270haを賄えるのは、米が最初で、そのあと、枝豆、施設の順で複合経営を目指すべき。 

（今城 委員） 

米を作るために一年にどの程度働くのか。 

（竹内 委員） 

統計で数字は出ている。農業機械への投資などを含めるとペイするのかといったらせいぜいである。 

（今城 委員） 

３haあったとして、山間地で田植えから収穫まで何日もかからないと思う。余った時間を有効活用

して、米プラス付加価値のある農業を展開していくべきである。自分の持っているものをどうやって

有効活用していくのかということである。 

（糸長 委員長） 

中山間地の新しい農業転換を図っていくための課題と目標を作って、場合によっては、モデル的取

組みが求められているように感じる。見せることが重要である。大規模水田よりも中山間が課題であ

る。 

次は、都市と農村の交流ですが、今まで発言のなかった金萬委員お願いします。 

 

（金萬 委員） 

木更津農産物・産品に対するブランド化は難しい。自分たちがブランドになるべきである。シンポ

ジウム・フォーラムの開催はいらない。もっと直接的なマッチングフェア（やりたい人と教える人、

売る人と買う人など）が効果的である。都市と交流・環境保全などと農業産業振興を完全に分けて二

方向でやるべき。草取りにお金を支払っているような人もいる。木更津に一泊１万円～２万円払って

農業体験したいニーズはある。皆さんやろうと思えばやれる。忙しいからやらないだけ。若い人がい

れば、若い人たちはやりたいと思う。営農塾のようなものがあれば、そこが受け皿になる。 
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（神谷 委員） 

普及センターがパソコン研究会をやっていて、そこで取り組んだものは、インターネットを活用し

て農業体験ツアーをやった。夏場トウモロコシの収穫体験を行っているが、パソコン研究会で行った

体験ツアーの輪が広がってきている。今考えてみると、あのときに音頭をとってくれる人がいたから

実現したと思う。そういった場の提供、きっかけ作りが必要である。 

（糸長 委員長） 

商工会やそういった場を提供して、若い人に限定してそういうやる気のある人が集まって、農業の

予算を使いながらいろんな取組みにチャレンジするという仕掛けをしてもらえば、若手がいろいろと

取り組んで、大人がそれをウォッチしていくような仕組みが出来上がると思う。 

（山下 委員） 

君津では、農業士同士や農業認定農業者の会でやっている。 

（佐久間 委員） 

広域交流の会が木更津市であったと思う。観光協会が音頭をとっている。体験の取組みをやるとき

には、募集のやり方をうまくやるべき。多様な人とつながってやりたい人や興味を持っている人はい

くらでもいる。体験した人から木更津はアクセスがいいと皆さんから聞く。横のつながりが必要であ

り、場の提供が必要である。 

「たんぼはうす」は、ネット、パンフレット、広告で情報は広がっているが、一番効果があるのが

口コミである。次の一手に移すときには、皆が集まれる場所がないと取り組めない。 

（糸長 委員長） 

農業公園などの交流拠点について意見を賜りたい。場所的には中郷地区を想定している。 

＊交流拠点に関しては、特に意見はなかった。 

（安藤 委員） 

長須賀の蓮田は将来どうなるのか。森部長お願いします。 

（森 部長） 

はすは、冬季間の作業が大変で、水の中に入る必要がある。後継者がいない。蓮田の農家は、農地

としての活用ではなく、土地を手放したい方が多い。他の土地利用・転用が出来ないかを考えている。

高齢化が進む中で蓮田を発展させていくことはなかなか難しいと思う。 

（安藤 委員） 

蓮田は、農振地域は外れていないと思う。総合計画の中で活用方法を考えていくべき。 

（森 部長） 

農業振興地域は、国・県からの指導もあるが、農振地域を外れるには、目的があって、計画があっ

て初めて議論されることであり、何もない中では難しい。耕作に適した土地かどうかという視点で考

えると、蓮田がある長須賀はひざくらいまで沈んでしまう土地である。一方で、平地では、長靴で作

業が出来るような農地もある。農地は、地域性が大きい。 

担い手ですが、観光事業に取り組む農家と既存の農家がどれだけ強い農家になってもらうかという

二つの視点があるが、木更津はどっちで行くのかという難しいことがある。現在、木更津アウトレッ

トに年間 500万人以上の来訪者がいるが、アウトレットのみに訪問するだけではなく、木更津には違

う目的で、ほかに何があるのかといってくる人たちが多い。この人たちをターゲットに観光的なもの

で行くのか。そうではなく、既存の農家さんをいかに強く、いわゆるもうかる農家にしていくのかと

いう難しいところが残っている。例えば、木更津市では、ブルーベリーの加工・観光商品化やアサリ
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の商品化などを木更津市では事業を通して取り組んでいく。地域のリーダーシップを取っていただけ

ると仕掛けもやりやすい。 

（山下 委員） 

認定農業者が多くいるので、そういった人たちの横のつながりを深めていけばいいのでは。 

（森 部長） 

木更津では、いままでそういった会がないので、その中の意見を聴きながら進めたいと思う。 

（糸長 委員長） 

地域別の基本施策について、42、43ページを各地区の代表の方に意見をお願いします。 

（竹内 委員） 

木更津、波岡、鎌足地域では、まず、42ページの地域の概要の最後の文章を「米粉パンや麺などの

製造・販売を実施しています。」に変更して欲しい。交流という面で貸し農園などある。冒頭にあっ

た「耕す」の取組みは、生産地が鎌足の中にあって、彼らと我々農家の方法とは中々相容れないとこ

ろがある。彼らのやり方だけでいいものが出来るのか、生計が成り立つのか疑問はある。彼らがどう

やって生計を成り立てているのか。次の世代と考えればそれもあるのかとも思う。行政の門前払いも

現実であるので、そういった方々も支援していく方策を考える必要がある。 

（中川 委員） 

中郷・清川地区について特に意見はない。単純に「がんばる」という言葉を変える必要がある。 

（安藤 委員） 

金田・岩根地区は、岩根は園芸が盛んで施設園芸を推進するということも盛り込んで欲しい。観光

は難しいと思う。土地区画整理が進んでいて、都市化の最前線にあるが、生産緑地といった視点の農

地活用もある。 

（安田 委員） 

中山間地域を抱えていて、基盤整備及び鳥獣被害の対策が必要である。道の駅の計画があり、JAの

農産物直売所もあるので、既存店舗との兼ね合いもあることに留意する必要がある。 

（糸長 委員長） 

時間も迫っており、次には、事務局から重点施策を進めていくための推進体制を提案して欲しい。

出来れば、一週間前に資料を送って欲しい。また、前回と今回の議事録も併せて送って欲しい。長時

間ありがとうございました。 

（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。

第３回は１１月２９日、１４時からを予定しています。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２回委員会を閉会いたします。 


