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平成２９年度第１回我孫子市農業振興協議会 会議概要報告 

 

１．会議名称： 我孫子市農業振興協議会 

２．開催日時： 平成２９年９月２６日（火）午後２時００分から 

３．開催場所： 我孫子市役所 議会棟第１委員会室 

出席委員  

（11名） 

根本委員、宮久保委員、阿曽委員、鈴木委員、飯田委員、谷澤委員、

相馬委員、齊藤(徳)委員、田村委員、須藤（一）委員、須藤（映）

委員 

欠席委員 

（３名） 

大井委員、齊藤(剛)委員、髙田委員 

事務局 

（９名） 

丸山農政課長、大井課長補佐、岩井主査長、大野木主査長、斎藤主

査長、飯塚主査、美濃主任主事、永井主事、成嶋農業委員会事務局

次長 

オブザー

バー 

千葉県東葛飾農業事務所 井月次長 

４．議 事 

（１）「農業振興協議会」の役割（概要）について 

（２）会長・副会長の選出について 

（３）報告事項について 

    ・地産地消担当 

     ①水の館及び農業拠点施設の概要について 

     ②環境保全型農業（あびこエコ）について 

    ・農業振興担当 

     ①集落営農について、飼料用米の推進について 

     ②人・農地プランの進捗状況について 

     ③手賀沼沿農地について 

     ④農業振興地域整備計画変更相談等について 

     ⑤農業委員会処分取消請求訴訟について 

     ⑥その他 

（４）その他 

５．公開・非公開： 公 開 

６．傍聴人及び発言者： 傍聴人 なし 

７．会議に配布した資料 

＜会議資料＞ 

①会議次第 

②我孫子市審議会等の会議の公開に関する規則 

③傍聴要領 

④委員名簿 
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⑤席次表 

⑥農業振興協議会出席職員名簿 

＜説明資料＞ 

 ①水の館及び農業拠点施設の概要について 

 ②我孫子市飼料用米取り組みの推移 

 ③人・農地プラン 

 ④手賀沼沿い農地排水対策事業 

 ⑤農業振興地域整備計画変更相談等について 

＜参考資料＞ 

 ・我孫子市農政の体系・統計データ関係 

 ①我孫子市の農業振興にかかる計画・施策体系（平成２９年度版） 

 ②我孫子市の農業（平成２９年度版） 

 ・市の総合計画関係 

 ③基本構想（抜粋） 

 ④第三次基本計画（抜粋）（平成２８年度～平成３３年度） 

 ⑤第８期実施計画（抜粋）（平成２８年度～平成３０年度） 

 ・農政関係の主な計画 

⑥我孫子市農業振興地域整備計画書 

⑦農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

⑧あびこエコ農業推進基本計画 

⑨我孫子市手賀沼沿い農地活用計画 

・農政関係の主な条例 

⑩我孫子市農業振興資金融資条例 

⑪我孫子市農業振興協議会条例 

⑫我孫子市市民農園条例 

⑬我孫子市農用地等の保全活用に関する条例 

⑭我孫子市農業振興基本条例 

・農政関係の主な補助事業 

⑮有機栽培等農家支援事業補助金交付要綱 

⑯我孫子市認定農業者施設整備事業費補助金交付要綱 

⑰我孫子市ふれあい体験農園補助金交付要綱 

⑱我孫子市新規就農者補助金交付要綱 

⑲我孫子市農畜産物加工販売施設整備費補助金交付要綱 

⑳我孫子市手賀沼沿い農用地等活用事業補助金交付要綱 

㉑我孫子市担い手農家等農地集積奨励金交付要綱 

㉒我孫子市集落営農組織活動支援事業補助金交付要綱（案） 

 

・参考資料 

㉓農林業センサス等に用いる用語の解説（農業関係） 

㉔平成２９年度予算（農業関連） 

㉕平成２８年度主要事務事業の実績と評価 

㉖あびこ型「地産地消」推進協議会(規約)(総会資料) 

㉗あびこ農力発見プロジェクト(規約)(事業実施体制図) 
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㉘我孫子市農業拠点施設周辺環境変化に関する調査業務（農業拠点施設の集客       

プラン） 

㉙高野山新田地区利用構想（案） 

８．会議の概要 

（１）開会 

（２）市長挨拶 

（３）委員紹介 

（４）事務局職員紹介 

（５）議事 

   ①「農業振興協議会」の役割（概要）について 

   ②会長・副会長の選出について 

   ③報告事項について 

（６）閉会 
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〇事務局（大井課長補佐） 

これより、平成２９年度第１回我孫子市農業振興協議会を開催いたします。 

本日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。 

農業振興協議会につきましては、我孫子市農業振興協議会条例第６条に基づき、

会長に招集していただくところですが、任期満了後、初めての協議会ということで、

市長より招集させていただきました。 

次第に従いまして進めさせていただきます。 

それでは，会議の開催に当たりまして星野市長からご挨拶を申し上げます。 

○星野市長 

― 挨拶 ― 

〇事務局（大井課長補佐） 

ありがとうございました。 

続きまして、６月３０日をもって任期満了に伴いまして、本協議会の委員が改選

となりました。なお、委嘱状につきましては各委員の資料とあわせまして机に置か

せていただきましたのでご確認をお願いいたします。 

それでは、前任期に引き続き委員となられている方もおられますが、改めて委員

となられた方もいらっしゃいますので根本委員から時計回りで一言ずつご挨拶を

お願いします。 

  ― 委員挨拶 ― 

○事務局（大井課長補佐） 

  ありがとうございました。 

  なお、本日３名の欠席となっておりますので名前のみ紹介いたします。 

  利根土地改良区からご推薦の「大井 隆」様、北総農業共済組合からご推薦の「齊

藤 剛廣」様、かあちゃんのかまどプラス１からご推薦の「高田 きくゑ」様の３

名が本日欠席となっております。 

  任期につきましては平成３１年６月３０日までの２年間となっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  また、本日は、東葛飾農業事務所から井月次長をオブザーバーとしてお招きして

いますので、井月次長、一言ご挨拶をお願いします。 

○オブザーバー（井月次長） 

  ― 井月次長挨拶 ― 

〇事務局（大井課長補佐） 

  ありがとうございました。 

  次に事務局の職員を紹介いたします。 

  ― 事務局職員挨拶 ― 

  星野市長におかれては、次の公務がありますので、ここで退席させていただきま

す。 

  ― 星野市長退席 ― 
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  それでは、次第に沿って進めさせていただきます。 

初めに、この農業振興協議会の役割についてですが、参考資料⑪の我孫子市農業

振興協議会条例第２条に規定する５つの事項について、市長の諮問に応じて調査審

議するものとしておりますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、次第の２番目になります、会長・副会長の選出についてお諮りします。 

  参考資料⑪の我孫子市農業振興協議会条例第５条において、会長・副会長を各 1

名、委員の互選で選出する事となっています。選出方法は、どのようにしたらよろ

しいでしょうか。ご意見がございましたら挙手の上、お願いします。 

〇田村委員 

  前回は、どのように選出したのですか。 

〇事務局（丸山次長） 

  前回の会長・副会長の選出につきましては、１号委員と２号委員、５号委員の農

業関係者の方の中から、会長・副会長を選出いただいております。 

〇事務局（大井課長補佐） 

  事務局より前回の選出方法について説明がありました。他にご意見はございませ

んか。 

〇飯田委員 

  前回の選出方法と同じように会長・副会長を選出していただければと思います。 

〇事務局（大井課長補佐） 

  飯田委員から発言がありましたが、皆様他にご意見がございますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶものあり。） 

〇事務局（大井課長補佐） 

  それでは、１号委員と２号委員、５号委員の中から、立候補していただける方は、

挙手をお願いします。 

  いらっしゃらないようですので、どなたかをご推薦される方はいらっしゃいます

か。 

〇田村委員 

  私のほうから、できれば前回に引き続き、ちば東葛農業協同組合からご推薦の鈴

木哲夫委員にお願いしたいと思いますが、どうでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

〇事務局（大井課長補佐） 

  異議なしとの発言がございました。他にご意見はありますか。 

  無いようですので、鈴木委員、お受けいただけますか。 

〇鈴木委員 

  前回に引き続きにはなりますが、お引き受けいたします。 

〇事務局（大井課長補佐） 

  続きまして、副会長を決めたいと思いますが、ご意見ございますか。 
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〇宮久保委員 

  鈴木会長に一任したいと思います。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

〇事務局（大井課長補佐） 

  「異議なし」との発言がありました。他にご意見がありますか。 

   （「なし」と呼ぶものあり） 

  無いようですので、鈴木会長の指名でよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

〇事務局（大井課長補佐） 

  それでは、副会長につきまして、鈴木会長、ご指名をお願いします。 

〇鈴木会長 

  須藤映二委員にお願いします。 

〇事務局（大井課長補佐） 

  須藤委員、ご指名ですのでよろしくお願いいたします。 

〇須藤（映）委員 

  はい。 

〇事務局（大井課長補佐） 

  それでは、会長、副会長はこちらの前方の席に移動していただきますようお願い

いたします。 

  ― 会長、副会長移動 ― 

  それでは、会長と副会長に一言ずつ、ご挨拶をお願いいたします。 

〇鈴木会長・須藤（映）副会長 

  ― 挨拶 ― 

〇事務局（大井課長補佐） 

  ありがとうございました。 

  では、議事の進行につきましては、我孫子市農業振興協議会条例第６条の規定に

基づき、会長が議事を執り行うこととなっておりますので、鈴木会長よろしくお願

いいたします。 

〇鈴木会長 

  それでは議事を進めさせていただきます。報告事項のうち、地産地消担当の①・

②について関連がありますので併せて事務局から報告をお願いします。 

〇事務局（斉藤主査長） 

  ― 「①水の館及び農業拠点施設の概要について ②環境保全型農業（あびこエ 

コ）について」説明 ― 

〇鈴木会長 

  説明が終わりましたので、ご意見、ご質問がある方は挙手をして発言して下さい。 

  ― 質問、意見なし ― 

ないようですので、質疑を打切ります。 
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  次に農業振興担当①・②について報告をお願いします。 

〇事務局（岩井主査長・飯塚主査・美濃主任主事） 

  ― 「①集落営農について、飼料用米の推進について ②人・農地プランの進捗 

状況について」説明 ― 

〇鈴木会長 

説明が終わりましたので、ご意見、ご質問がある方は挙手をして発言して下さい。 

― 質問、意見なし ― 

〇鈴木会長 

中里の日秀新田地区で集積を進めていくとのことであったが、今後どのように進 

めていく予定か。 

〇事務局（美濃主任主事） 

現在１５名の方から合計１０haの農地の貸付申込をもらっています。今後地権者 

の意向を踏まえて、経営体に貸し付けていくこととなり、現在貸し付け申し込みを 

されているものについては、１１月１日から貸し付けを開始する予定です。 

〇鈴木会長 

  他に質問のある方はいますか。 

― 質問、意見なし ― 

  ないようですので、質疑を打切ります。 

  次に農業振興担当③について報告をお願いします。 

〇事務局（大野木主査長） 

― 「③手賀沼沿農地について」説明 ― 

〇鈴木会長 

説明が終わりましたので、ご意見、ご質問がある方は挙手をして発言して下さい。 

〇齊藤（徳）委員 

  「高野山新田地区利用構想（案）」を見せてもらい、大変魅力あるものと感じた。

市民の目から見て、高野山新田地区は、人を集めるの適した場所と思うが、一番の

懸念は、水の館までの交通手段はないことである。手賀沼課や農政課に行くのに交

通手段がない。市役所経由のバスで水の館に行けるようにすればよいのではないか

考えるが、何か対応は検討しているのか。 

〇事務局（大野木主査長） 

  この構想（案）をつくるにあたって、交通アクセスに関する議論も出ました。今

現在は週末のみ「鳥の博物館前」に路線バスが停車するようになっていますが、平日

についても同様にできるのか等も含めて検討していきたいと思います。 

〇鈴木会長 

  他に質問のある方はいますか。 

― 質問、意見なし ― 

他にご質問はないようですので、質疑を打切ります。 

次に農業振興担当④・⑤について報告をお願いします。 
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〇事務局（岩井主査長） 

  ― 「④農業振興地域整備計画変更相談等について」説明 ― 

〇事務局（成嶋農業委員会事務局次長） 

  ― 「⑤農業委員会処分取消請求訴訟について」説明 ― 

〇鈴木会長 

説明が終わりましたので、ご意見、ご質問がある方は挙手をして発言して下さい。 

― 質問、意見なし ― 

  ないようですので、質疑を打切ります。 

  次にその他、ありますか。 

〇事務局（岩井主査長） 

  今後のスケジュールについてですが、次回の開催については、１２月議会終了（１

２月２１日）後、以降に開催させていただこうと考えています。ただ、年末にもあ

たりますので、今後の日程を調整させていただきたいと考えています。 

  また当日は、農業関連施設の見学も予定しておりますので、日程が決まりました

ら通知させていただきます。 

〇鈴木会長 

次回開催は１２月中になるのか、それとも年明けになるのか。 

〇事務局（岩井主査長） 

  年内に実施したいと考えています。 

〇鈴木会長 

年内に開催があるということで、委員の皆さんには了解いただきたい。その他、 

本日の会全体の中で質問がある方はいますか。 

〇阿曽委員 

  年度内のスケジュールを教えていただきたい。 

〇事務局（岩井主査長） 

  現在のところ、１２月ともう１回位の開催になるのかと考えています。 

〇鈴木会長 

年度内で合計３回の開催ということか。 

〇事務局（丸山次長） 

  スケジュール上今後何回行うかについては確定しておりませんが、農業振興協議 

会の役割として、農業施策に関する調査を行うという役割もあります。農政課では 

現在、ちばエコ農産物とも絡めて、あびこ産農産物のブランド化を図るための制度 

設計を行っており、今後この協議会でご意見を伺いたいとも考えております。また、 

予算的には５回分の予算を確保しており、なるべく多くの意見を伺いたいと考えて 

おります。具体的な開催日については、今後日程調整をさせてもらいたいと考えて 

おります。 

〇鈴木会長 

  他に質問のある方はいますか。 
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― 質問、意見なし ― 

他にご質問はないようですので、質疑を打切ります。 

最後に、オブザーバーとして、ご出席いただいている井月次長様より一言、ござ

いましたらお願いします。 

〇オブザーバー（井月次長） 

  先ほど齋藤委員からご意見のあったバスについてですが、参考資料㉘の５８ペー 

ジでも触れられており、参考になるものだと思います。 

 また、ふるさと産品については我孫子市民の方が実際に食べているものを PRし 

ていくほうがよいのではないかと思います。我孫子市内にはうなぎ屋も多くあると 

思うが、おにぎり等の商品よりも、もう少しランクアップした商品を開発できれば、 

客単価があがるのではないかと思います。 

〇鈴木会長 

  ありがとうございました。 

  特にないようでしたら、以上をもちまして「平成２９年度第１回我孫子市農業 

振興協議会」を閉会いたします。 

  本日は、大変ご苦労さまでした。 

 

  － 閉会 － （午後３時４５分） 

 

 


