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木更津市農業振興総合計画策定検討委員会 

第３回委員会 議事録 

【概 要】 

日 時：平成２４年１１月２９日（木）    午後２時～午後４時３０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（案）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「座席表」 

・ 資料 3「木更津市農業振興総合計画（素案）」 

・ 資料 4「総合計画策定スケジュール（予定）」 

・ 資料 5「木更津市農業振興総合計画 将来像について」 

・ 資料 6「第２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」 
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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）木更津市農業振興総合計画（案）について（事務局：中島） 

資料「木更津市農業振興総合計画（案）」の説明及び振興総合計画の将来像、第二回委員会の検討

案からの修正箇所に対する説明を行った。 

 

（２）質疑応答、討議 

（糸長 委員長） 

事務局から説明があった将来像については、今回の委員会で確定をしたいので、一番最後にご議論

いただきたいと思う。事務局から修正等を含めて提案があった事項について最初のほうから順番に確

認したい。２１ページの空白に、将来像の絵ではなく説明文が入るということでいいか。 

（事務局：平野） 

将来像の説明文を入れる予定である。 

（糸長 委員長） 

26ページまでの修正点について意見が欲しい。22ページの「農コミュニティ」の説明が必要。「農

コミュニティ」といってみんなに伝わるか。わかっている人にはわかると思うが、「農を介したコミ

ュニティ」などにしたほうが良いか。 

（佐久間 委員） 

特殊な印象を受ける。 

（安藤 委員） 

農業者だけの印象を受ける。農業者だけでなく、非農家の参加を促す意味でも全体を表す言葉のほ

うがいいのでは。 

（中川 委員） 

農コミュニティを簡単に言うとどういう意味か。 

（糸長 委員長） 

22ページに書いているが、農業者が中心となってそれを支援するグループのことで、消費者、農業

関連団体、行政を全て含めた人たちのことである。このあとの施策とも関連することであるが、いか

に市民が主体であるということを伝えられるかが勝負である。市民という言葉をここに入れても良い。

また、コミュニティを日本語に直すと、「共同体」なので語呂があまりよくない。仲間という言葉も

ある。 

（筒井 委員） 

わかりづらいとも思うが、自分は説明があればそのままでも良いと思う。 
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（五十嵐 委員） 

26ページの表で、行政が農業者を支援するとある。また、農業者が農業関連団体と直接連携するよ

うに見える。農業者がここまでやれないのではないのか、というのが正直なところ。また、行政が市

民に直接声がけをしていくのも困難なことが予想される。 

全体を巻き込むような体制で、逆に農業者に問いかけていく形でなければ難しい。農業者を支援す

るとあるが、農業者がここにある施策を全て行っていくことは不可能である。 

（糸長 委員長） 

今、ご指摘もらった部分は一番重要である。（ホワイトボートを用いて推進体制を説明）施策の流

れとつながりがわかる体制にする必要がある。それぞれの主体をつなげる推進体制が作れなければこ

の計画を実現していくことは難しい。 

（筒井 委員） 

先ほどの 22ページに戻ると、「農の連携コミュニティ」、「農の絆コミュニティ」でもいいのではな

いか。農の絆は、絆バブルの様相もあるので、どうかという面はあるが、連携、つながりという言葉

があれば、意味を明確に伝えられるのではないか。農業者だけが全てを負担するのではなく、行政、

市民、企業も全ての関係者が連携して木更津農業を盛り上げていくことを示せばいいのでは。 

（糸長 委員長） 

委員長案として「農コミュニティ」から「農とつながるコミュニティ」に変更する。説明文の農業

者経営者主体という言葉をもう少しやわらかくする。また、26ページの現時点の推進体制では、木更

津市の役割が不明確である。農業者、行政、市民が農コミュニティを囲むような形で推進体制を改め

る。次は、４章からの施策の展開、重点プロジェクトについて順番に議論したい。29ページの担い手

の育成についていかがか。 

（今城 委員） 

農業者自身が担い手の育成をできるのか。現在、研修を行っているのは、関係団体などから農業者

にお願いしている。あとは、農業大学校などがある。 

（糸長 委員長） 

各施策に入っている関係者をどういう主体なのか明確化して説明すべき。農業者、行政（国、県、

市）、市民（ＮＰＯ・企業）、関係団体（農業者団体等）の主体で分ける。目標値は、累積のものは累

積値であることを明記する必要がある。また、新規就農者は、農業委員会ベースの数値であることを

明記する。 

（今城 委員） 

市で認定農業者はどのように把握しているのか。 

（事務局：平野） 

経営改善計画を提出してもらっているから、そこで把握できる。 

（今城 委員） 

認定農業者の認定基準からすると、若い農業者の認定農業者が少ない。また、今の決まりだと後継

者の若い農業者が認定農業者になりづらい場合がある。この前聞いた話だと、認定農業者しか制度資

金を使えない場合が多いと聞いている。もう少し、若い世代に使いやすい制度にする必要がある。 

（糸長 委員長） 

市で認定農業者の平均年齢は把握しているか。平均年齢を下げるという目標もあるのでは。 
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（佐久間 委員） 

家族経営協定を締結することで、家族みんなを認定農業者として承認ができる。 

（糸長 委員長） 

家族経営の推進を担い手育成に反映することが必要ではないか。農業女性支援の数値目標は入れな

くて良いか。 

（佐久間 委員） 

数値目標を入れるのは難しいだろうが、支援していくという文言は入れておいて欲しい。 

（糸長 委員長） 

31ページの一口メモは、ここにあるのはおかしい。掲載場所を変更して欲しい。4.2の農業経営の

確立にある、耕作放棄地の減り方はこのくらいでいいのか。10年間で 20ha程度の解消となっている。

農業委員会としてはどうか。 

（安藤 委員） 

現状維持すら難しい状況である。 

（糸長 委員長） 

土地持ち非農家が所有する耕作放棄地面積が平成 22年度で 265haとなっている。全体の 450haの

約半分は、土地持ち非農家の持っている農地のため、これをどうするかという対策を謳うことが重要

である。 

次に、4.3安全安心な農産物についてはいかがか。個人的な意見だが、安全・安心の保障をどうす

るかという問題がある。安全・安心の保障を市独自で作るかどうか。残留農薬、放射能汚染等の問題

に関係してくる。国県の検査結果が出たら周知するとなっているが、市で独自に基準を作るか、県が

出す前に市が何をできるのか。また、施策にはこういったことは盛り込まないのか。 

（事務局：平野） 

まず、放射能の件だが、市が放射性物質の検査を行った場合、結果の活用方法がないというのが現

状である。実質的に、出荷停止、出荷自粛なりの要請権限は、市は持っていない。結果を受検者に通

知するだけにとどまってしまう。このような状況なので、県が充実した体制で行っていることに準じ

て市が活動することが現実的である。 

当然、市が取組むことにより、農家に対して安心感を与えるということは可能であると考えるが、

今の体制では、それだけにとどまるということである。よって、現状では、市単独で放射性物質の検

査体制などを整えることは考えていない。 

（糸長 委員長） 

具体的には、農業者は市に検体を持ち込んで検査しているのか。 

（事務局：平野） 

確かに、他の市では実施している市はある。木更津市はまだやっていない。 

（糸長 委員長） 

これは長期化する問題であるため、危惧している。また、安全・安心という面での市としての体制

作りである。放射能だけでなくほかのものも同様である。特に、木更津ブランド、木更津産農産物の

安全・安心をいえばいうほど、自信を持っていないと木更津ブランドということを言えない。 

例えば、有機農業の取組みで有名な九州の宮崎県の綾町では、独自に自分たちで調べて、ラベルを

作って組合が認定する仕組みでやっている。そういう意味で言うと、別に国や県がトップダウンでや
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ることだけではなく、地域ベースでやっていき、ブランド化することはいくらでも可能である。そう

いう動きをきちんと作るかどうかということである。 

（森 委員） 

今委員長が言われた、ブランド化するための試験、認定基準をどうするかという話と思うが、この

話に放射能を乗せてしまうと話がおかしくなってしまうので、別に考える必要がある。放射能につい

ては、先ほど事務局から説明したとおりである。最終的に補償問題に行き着く。市が数値を出して、

国が出す基準を超えた場合に、出荷制限などの措置が取れるかどうかというと、現在の制度では、市

には権限がない。県に対応をお願いした場合でも、どうしても認定まで一定の期間がかかる。その間

の出荷停止などの責任問題まで派生することが予想される。市としては、制度が変わってそういった

権限を与えてもらってやることは、ありえると思うが、現時点の制度は先ほど申し上げたとおりであ

る。他の市町村でやっているので、そこにそのあたりの責任問題などを聞くと、わかりませんとの回

答しか返ってこない。 

ブランド化の独自の数値の基準や認定基準を、独自に持つことは、これは特にやぶさかではない。 

（糸長 委員長） 

テーマが二つあって、ブランド化の数値目標を持って取組むことを、一部入れて欲しいことと、も

う一つの放射能に関しては、部長が言われるような答えがある。市としては、ある意味で言うと、国

や県を動かせばいい話なので、独自の権限と補償問題に関する独自施策を検討するなどの方向性はあ

ってもおかしくはない。これは個人的な意見で、委員長としての意見ではない。 

（五十嵐 委員） 

県の立場から言わせてもらうと、県でモニタリング検査をやるということは、最優先で県民に知ら

せる意味も含まれているので、ここであえて県の結果を市のホームページで改めて迅速に公表します

ということを、施策に盛り込むのはどうかと思う。これはやって当たり前のこと。なるべく早く市民

にお知らせするといった文言に改めてもらえないか。 

（糸長 委員長） 

これは余談だが、福島のローカル新聞では、お米の検査結果が全て出る。100を基準としているが

それ以下でも数値自体がすべて載っている。しいたけ、野菜、大豆にしろ、全て毎日産地別に公表さ

れているのが現状である。検査の下限値が 3～5であるため、それ以下は不検出かそれ以上は細かい

１桁の数値までが掲載されている。 

一方で、福島県外で、ちょっとでも出たら公表になるといって、100ベクレル以下であれば検査結

果状況を公表しないというのは、国際的に見ても異常である。汚染されているところで、苦労しなが

ら細かい数値を出しながら売っている状況の中、県外のそうでないところで抜き打ち的に調べている

としても、ホットスポット的なことがあるにもかかわらず、細かい数値が公表されないのは、国際的

に見ても不思議な国である。 

（森 委員） 

法的な制度もあるが、農産物の測定自体はどこがやっているのか。 

（糸長 委員長） 

県や県のいろんな施設が測定した結果である。 

（中川 委員） 

去年の米は、自分たちで独自に測定した。公的な機関で調べたものであればやはり安心である。 

（森 委員） 
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個人の農家が、数百円のものを売るために、何万円も掛けて検査はしない。 

 

（糸長委員長） 

そういう意味でも、市が支援して検査をすれば、市民は安心する。次は、4-4の都市と農村の交流

である。36～38ページの部分である。このなかの農業公園は、中郷と具体的になっていて、10年間

かけて検討するのか。 

（事務局：平野） 

中郷の農業公園については、46ページの重点プロジェクトの中で記載しているとおり、29年度ま

でに実施と今のところは考えている。 

（糸長 委員長） 

今の状態だと、46ページを見ないと実施まで考えているとわからないので、前段でもわかるように

して欲しい。 

（糸長 委員長） 

オーナー制度や援農システムの構築などが消えているが、非農業者や市民とのより積極的な農業と

の関りについていかがか。個人的には、必要だと思っているが。 

（事務局：平野） 

まず、都市住民の農業参画について、都市住民が農業に参画していくというのが、基本的な立場が

難しいというのが当然ある。それから、受け手の側が援農のようなものを必要としないという意見が

結構あったため、これらについてははずしてもいいという判断である。 

（五十嵐 委員） 

都市との交流的な意味も含めて、オーナー制度や、小糸在来の収穫体験のようなものも、農でつな

がるコミュニティの一つかと思う。ただし、木更津ではそういったイベントなどを一切やっていない

という現状の中で、都市と交流するには何をキーにして交流するのかというと、農村公園を作ったか

ら交流できるのかというわけではなく、何かしらのイベントが必要で、昔ながらの御祭りのようなも

ので、交流していくことが求められていると思う。いきなり援農で市民と直接農家がつながるのでは

なく、交流事業でイベント的に交流していくことが始まりのような気がする。 

（糸長 委員長） 

18番の施策でグリーンツーリズムとなっているが、そこで体験、オーナーなどで市民と関っていく

というのがあってもいいと思う。 

（事務局） 

そのあたりは、18、19の施策で取り込んでいける内容のものもあると考えている。 

（今城 委員） 

体験農園とか市民農園は、農家が大型機械を入れて営農する農地ではなく、棚田や小規模の農地が

ある地域の人たちが中心になってやっていけば、農家の人とつながって潤うような取組みが出来ると

思う。 

（安藤 委員） 

何をやるにしてもリーダー的存在が必要である。 

（糸長 委員長） 

誰がやるのかという問題は、そういった取組みを行いたい担い手同士をマッチングするとか、その

ような担い手を育成するなどのことができないものか。その主体をいかに育成するかというのが重要
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であり、場合によっては企業かもしれないし、農を介したコミュニティビジネスの経営者が育てられ

るかということである。一番最初に戻ると、ただ単なる農業者の育成ではなく、担い手の育成にこう

いったことを盛り込む必要がある。農を介したコミュニティを形成していくリーダーの育成みたいな

ものである。 

（今城 委員） 

農業、漁業、観光、環境、木の加工だとか全てひっくるめてつなげる独自のプラン会社ということ

はできないものか。そうすれば、潮干狩りして、なし狩りをやって、食事はどこでするかとかのこと

をやってくれる会社ができて、そこが全てのとりまとめをやるようなイメージである。なかなか、農

業なら農業だけ、漁業なら漁業だけ、町なら町の商店街だけといった具合に、なかなかこれらがつな

がることは難しい。 

（金萬 委員） 

とりあえず、そういったつながりを川の流域でやっているが、なかなか、木更津市で見つけるのが

難しい。どうしても君津地域であったり、中間でよそから来た人で興味のある人と一緒にやったりと

いうのが現状である。自分たちで食のイベントをやるときにも、米は木更津産のものがいい。子供た

ちが海苔巻きを作るときに、海苔は木更津産だけども、米は別のところのものを使っている。本来で

あれば、木更津市の農業者と連携して、来てもらって米の話を聞くなどの協力は欲しい。 

（糸長 委員長） 

そういう組織、受け皿を育成するために、一番進んでいる主体がひっぱることや地域の高齢者と組

むとか、具体的にどこがリーダーシップをとって取り組むのかといったことをここの主体育成の中に

入れてもらえるといいと思う。 

（今城 委員） 

市でそういったお願いはできないものか。 

（森 委員） 

相談を受けているというか、視察を兼ねて訪問したところの話によると、そういう方がいる。春夏

秋冬なんでも自分のところで収穫体験ができるところを作ってあるが、他の生産者と連携しながら、

地区全体が観光農園的なものになればいいということを言っていた。また、あわよくば、金田の潮干

狩りのあとに、農産物の収穫をして、農家に泊まってもらうようなルートを作りたい人はいる。 

そういった考えを持った人たちが御見合いをして、うまく進んでいけばいいと思う。 

（今城 委員） 

その窓口を市でやることは可能か。 

（森 委員） 

是非やりたい。 

（糸長 委員長） 

それは、市の職員では無理と思う。 

（今城 委員） 

市の職員は無理かもしれないが、きっかけができるまで、どこがが旗振りをしないといけない。 

（森 委員） 

いきなり知らない人に、うちの企画に参加しませんかと声を掛けても、中々手を挙げる人は少ない。 

なんかしら市が御手伝いをできればと考えているが、その形がまだ見えてこない。むやみに紹介して

も、効果的ではないと思う。 
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（糸長 委員長） 

行政の中で観光振興課もあると思うが、農業振興のほうでこの件については、担当者を決めて窓口

を創設するなりして、そういう役回りをやる職員を 5年間つけることも必要かもしれない。長崎県対

馬市では、5人の若者を 5年間限定で市が雇って「しまおこし隊」として取組んでいる。 

その中の一人の女性が、NPOを来年立ち上げると言っている。これらの人材は、行政の臨時職員と

して雇用していたが、今後は島のツーリズムとか、つなぎ役として今後活躍していくと思う。 

主体の育成のところにこういった人材育成を入れて欲しい。農とつながるコミュニティの旗振り役

の育成である。 

（金萬 委員） 

1点だけ伺いたい。10年こういった交流事業をやってきているが、収益にはならない。農家も同様

で収入にならないから継続性がないから進まない。全国の事例を見て、大きな目的はどういったもの

があるのか。商品開発で進めていってみんなが恩恵を受けるとか、何かがないと、交流ベースで進め

ると助成金頼みで終わってしまう。 

（糸長 委員長） 

ボランティア交流イベントではなくて、経営ベース、経営者マインドをもってテーマ性を持ってこ

れらは取組んでいく必要がある。私が関係した事例では、兵庫県豊岡のコウノトリ共生米がある。行

政ともども取組んでいる件であり、付加価値が付いて 5kgで 3500～4000円の米である。行政の支援

体制は、コウノトリ共生部コウノトリ共生課がある。 

農業者間や異業種の経済交流が重要であり、木更津でいえば、パッケージでこういった体験ができ

るということを前面に出して、これだけの値段が付きますということをやればよい。ボランティアベ

ースでなく、金儲けベースで質を上げた取組みが求められる。質を上げて代金が高くなる代わり、客

は満足して職員が食っていけることが必要。そうならないと絶対に続かない。ヨーロッパのあるケー

スで、イギリスでは、ボランティア団体と儲かる団体が一緒に動く仕組みがある。税金対策を含めて

収益団体が NPOを組織して、収益をそういった活動にまわす取組みが多い。儲かることに踏み込んで

いく必要がある。そのためには、付加価値を付けて、相応の値段をつけないといけない。 

次の 39～40ページの環境の保全はいかがか。 

（委員 全員） 

特になし。 

（糸長 委員長） 

41ページからの重点プロジェクトの担い手の育成について、認定農業者の若返りとか斬新的な経営

戦略の支援とかが入ると元気が出る。農業塾のようなものは開けないものか。農業に関する問題につ

いて農地問題、農業の将来とかそういったものを市民を交えて学べるようなことはできないか。取っ

掛かりではないが、農業振興に向けた機運や意識を高める取組みが重要である。 

（五十嵐 委員） 

先ほどと一緒で、重点プロジェクトの推進体制だが、市の計画なので市が主体となったもの、市の

立場、役割がみえる推進体制にすべき。 

（糸長 委員長） 

木更津市地域農業再生協議会が、中間で農業者に直接支援していくような組織ではないのか。 
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（事務局：平野） 

現在は、戸別所得補償制度を中心に活動している。本来は、担い手育成・耕作放棄地の解消なども

農業再生協議会が担うことになっているが、もともとは、水田農業の推進団体として組織化されて、

制度の変更により農業再生協議会という名称になっている。 

（糸長 委員長） 

市としては、この組織の活性化を図ることは難しいのか。 

（事務局：平野） 

現状で再生協議会に活発な活動を求めるのは難しい。 

（糸長 委員長） 

実態として担い手育成の活動が見えないので、推進体制からはずしたほうが良い。現状に即した推

進体制にして、市の立ち位置を明確にしたほうが良い。ブランド推進の 44～46ページまでで意見は

あるか。 

（今城 委員） 

ブルーベリーの観光ブランドは今後とも伸びるものと思う。 

（糸長 委員長） 

6次産業化に関連してくるが、機能食品の開発はどうか。ブルーベリーの持っているいろんな可能

性を開発する。うちの大学は機能食品開発のメッカである。食品が持っている機能を生かして商品化

していくことも戦略の一つとしてあると思う。ここは、もう少し力を入れた文章にしたほうが良いの

では。ブルーベリーの戦略は摘み取りだけか。 

（五十嵐 委員） 

現実の取り組みの中で摘み取りが実際にあるから文書化されているだけなのでは。 

（筒井 委員） 

地産地消の中で、市民は木更津産のものがどこで売っているのか知っているのか。単純ではあるが、

どこに売っているのかを知らせる必要はないか。これはよく言われることである。 

（糸長 委員長） 

道の駅マップや産地マップのような、その手の販売マップは木更津市には無いのか。 

（森 委員） 

産直マップがある。 

（糸長 委員長） 

市民には行き届いていないということか。 

（筒井 委員） 

私は知らない。情報収集能力が無いだけかもしれないが。地消してくださいという割には、木更津

市産のものがどこに売っているのかわからない。 

（中川 委員） 

地産地消だけで進むと、農家は経営が成り立つのか。直売所だけでは、おそらく食っていけない。 

（神谷 委員） 

全ての生産物を、直売所で流通することをいきなり目指しても難しいだろうから、少しでも地元の

消費拡大を目指していくということが必要である。 
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（佐久間 委員） 

海ほたるでは、イベントをやっているときに売れば売れるし、アウトレットで売れたという話も聞

くが、木更津市民に売れたとは限らない。やはり、木更津市民を対象として PRを考える必要がある。

それをもっと強く押し出してもよい。 

（糸長 委員長） 

木更津の人は、どこで野菜を買っているのか。産地直売所もあるが、スーパーではないのか。であ

れば、スーパーに木更津産のものをおくことはできないのか。 

（佐久間 委員） 

スーパーには、そのようなコーナーが作ってある。それが市民に対して周知されない。また、農家

が直接スーパーに持っていくので、売り場の管理が難しい。商品がなくなると、農家に連絡がない。

また、農家自身で持っていくことができないなどの理由で、スペースがどんどん無くなるといった悪

循環に陥っている。 

（中川 委員） 

スーパーの肩を持つわけではないが、年間通して物を供給できる体制が整っていない。スーパーは

それでは困る。 

（佐久間 委員） 

年間出せるものがあるのに、農家は持っていかない。補給は自分でやってくださいというルールで

はあるが、個別の農家で対応するには限界がある。集荷体制があれば、いつでも取組むことは可能で

ある。 

（糸長 委員長） 

次は、道の駅と中郷の具体的な話はいかがか。この程度の書き方でいいか。10年間市が投資してや

る直売施設は、この 2箇所という考えでいいのか。これ以外には予定していないということでいいか。 

（事務局：平野） 

市として進めていくならば、今のところこの大きな 2箇所を進めていくということである。ほかの

場所での計画はいまのところない。 

（糸長 委員長） 

第 5章の地域別基本施策は、方針まで行かずに、各地区の方向性を述べることでとどまっている。

地区主体で検討してもらうということだが、4地域ごとで協議会などを作ってこれを検討して、実現

していくといった推進体制が入っていない。地域農業の振興対策に対する推進体制は触れないまま、

方向性は言ったから、皆さんがんばってくださいということでいいか。 

去年やってきたのは、推進体制を作りませんかということがあったと思う。 

（五十嵐 委員） 

地域地域で特徴があることが良くまとまってきているが、計画は誰が何をやるまで見えてこないと

計画にはならない。理想像を見ているだけに思えてしょうがない。何をやるのということを見せてく

れないと何のための計画かわからない。事務局としてそこまで書ききれないというのは理屈があるの

か。前段の各施策では 10年間の間にやっていくことが書いてあるが、これらを各地区にばら撒くと

いったことはできないのか。 

（事務局：平野） 
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各地区にそれなりの推進体制を作っていくことは難しいのではないかということがある。 

 

（糸長 委員長） 

地域別にまとめるということは、農業者の集団が地域にいるということではないのか。その人たち

をどうやって集団化して、どういう方向に向かっていくのかを方向性として見せる必要がある。 

例えば、中郷で農業公園を作るのであれば、これを地域で真摯に検討してもらうなどをきっかけに、

いろんな取り組みにつなげていくことができるのではないか。シンプルにここ 5年間でどうやって農

業公園を活用した取り組みを考えてくださいという一文があるだけでも全く違う。 

重点プロジェクトでも、何を主体として動くか。その主体が動く中で、市は、地域営農集団に対し

て何を支援していくのか。ということが、流れとしては、美しい絵になる。最初から大きな風呂敷を

広げるのではなく、地域単位で小さくても具体的な取組みを計画として描くべき。 

このままで終わってしまうと、勝手にお上が言っているだけということになってしまう。各地区代

表の方がこられているので、意見を頂きたい。 

（山中 委員） 

ここにもあるように、金田は区画整理事業で市街化になっている。水稲がメインでやっているので、

水稲に関して言えば、どうしても悲観的な見方しかできない。水稲は、平均年齢が 65歳を超えてい

るというのが現状であり、育苗の労力を軽減するために直播が一番望ましいのではないかと考えてい

る。直播には収量や対病性など問題があるため、農家に理解してもらうには時間が掛かると思う。 

（安田 委員） 

自分の富来田地区では、道の駅の計画がある。市が中心になって農協、地元商工会などで協議会が

あって、調整が進んでいる。道の駅の悩みは、商品構成であり、地産地消だけで賄うことが難しく、

仕入れ商品がないとやっていけないのが現状である。他の道の駅でも同様の悩みを抱えている。箱を

作りました、はいどうぞというわけにはいかない。 

（糸長 委員長） 

道の駅の戦略は、本当は難しくて、自分が関ったところは、地産地消で進めていない。国道沿いの

休憩をかねるということが目的なので地域の産業振興などは本来は関係ない。箱売りベースの問屋的

なことをやることで、成功している事例がある。そこの社長は、スーパーの支配人を経験している人

である。場所によるが、経営を最優先するのか、地産地消でいくのかでぜんぜん性質の違う推進の中

身になる。富来田の場合には、地産地消でどう付加価値を付けて、地産地消の「地」を木更津に限定

するのではなく、近隣市町村、房総地域、海産物までを含めた意味合いでやっていく方法もある。 

（森 委員） 

成功事例を見てみると、やはりリーダーシップをとっている人によるところが大きい。市から出向

でいっているところは、全く経営能力が無いため、人を集めるのは難しい。民間の店長などが入ると、

いろいろな戦略が生まれてくる。 

（糸長 委員長） 

富来田地区は、そういったことに悩んでいて、検討が必要であるということも含んで書いてもらう

と良いと思う。 

（竹内 委員） 

自分は、木更津、波岡、鎌足の地区であるが、木更津は別として、波岡、鎌足は同じような地区で

ある。波岡は大きなベッドタウンで、消費地が近いということで、市民農園的な展開を企業が実施し
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ているところもある。それと、企業（apバンク、千葉農産、耕す）が新しいベンチャーとして始めて

いるところでもあり、面積を増やしている。地域全体の農業者とこれらの企業が一緒になることはな

いと思う。古い人は保守的である。しかし、昔からやってきた農家はみんな高齢化しており、畑地の

出荷団体もあったが、縮小方向である。それに代わった 30-40代の後継者が組織を運営しているから、

一部はそういった後継者が主体となる可能性はある。水稲に関して言えば、谷津田地域の問題があり、

自然消滅に近い耕作放棄地化が進んでいる。耕作できるところは、個人的な頑張りが必要である。こ

こにあるような市民とのつながりが重要である。 

（神谷 委員） 

中郷、清川地区については、全体的なイメージはここにあるとおりである。もう少し具体的な内容

を付け足していくとしても、ここのニーズは細かくなっていくので、全体の方向性はこれでいいと思

う。地区別の説明会があるときいているので、そこでもっと具体的な意見が出てくると思う。それを

重視したほうが良い。 

（糸長 委員長） 

最後に、将来像についてである。事務局一任としていただくとして、皆さんの意見を教えてくださ

い。 

 

将来像について多数決をとり、次が大勢を占めた。 

「農の絆で笑顔あふれる地域農業」～笑顔が見える 木更津 13万人の農業～ 

 

（事務局：平野） 

今後の予定を事務局から説明。1月上旬から 2月上旬でパブリックコメントを実施し、地区説明会

も同時期に進めていく。地区説明会は、認定農業者、水田農業ビジョンに基づく担い手、農業委員を

対象として行う。会場は公民館を利用する予定である。最終の委員会を 3月 4日 14：00から開催予

定である。 

 


