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平成２８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２８年１０月５日（水）午後２時から 

３．開催場所： 我孫子市役所 議事堂第一委員会室 

出席委員  

（11名） 

宮久保委員、染谷委員、鈴木委員、飯田委員、谷澤委員、大井(隆)

委員 

細渕委員、齊藤(徳剛)委員、田村委員、成島委員、斉藤(剛広)委員 

欠席委員 

（3名） 

根本委員、大井(栄一)委員、中野委員 

事務局 

（7名） 

丸山農政課長、大井課長補佐、中野主査長、大野木主査長、斎藤主

査、飯塚主任、影山主任 

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）議題   副会長の選出について 

（２）報告事項 

    報告第１号 我孫子市農業振興地域整備計画の一部変更について 

          ・高野山新田多目的広場整備事業による農用地区域から 

           除外（軽微変更） 

          ・我孫子ゴルフ倶楽部ホール拡張による農振区域から 

           除外（県案件） 

 報告第２号 水の館（農業拠点施設）改修工事スケジュールについて 

 報告第３号 農業拠点施設の管理・運営方式の変更について 

 報告第４号 江蔵地地区の人農地プラン及び農地中間管理事業について 

（３）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 

① 会議次第 

② 委員名簿 

③ 我孫子市農業振興地域整備計画の一部変更について（資料 1） 

④ 手賀沼親水広場施設改修及び農業拠点施設整備工事全体工程表（資料 2-1） 

⑤ 手賀沼親水広場等活用計画（資料 2-2） 

⑥ 農業拠点施設の管理・運営方式の変更について（資料 2-3） 

⑦  江蔵地地区の人農地プラン及び農地中間管理事業について（資料 3） 

⑧  我孫子市農業振興協議会条例 
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８．会議の概要 

（１）開会 

（２）会長挨拶 

（３）委員・事務局職員紹介 

（４）副会長選出 

（６）議事 

（７）閉会 

 

 

午後２時 開 会 

〇事務局（大井課長補佐） 

  本日、進行を務めさせていただきます。農政課の大井です。よろしくお願いいた

します。傍聴者はおりませんことを報告します。 

 続きまして配布資料の確認を事務局よりお願いします。 

〇事務局（中野主査長） 

― 配布資料の確認 ― 

〇事務局（大井課長補佐） 

これより、平成２８年度第１回我孫子市農業振興協議会を開会いたします。 

本日はお忙しい中、本協議会にご出席いただきましてありがとうございます。 

それでは次第にしたがいまして、進めさせていただきます。 

本年度、農業委員会の委員の変更に伴い農業振興協議会委員の変更がありました

ので、新たに委員になられた方への委嘱状の交付になります。委嘱状のご確認をお

願いいたします。よろしく、お願いいたします。 

それでは会議に入ります。鈴木会長よりご挨拶をお願いいたします。 

○鈴木会長 

１０月に入ってもお天気が安定しておりません。台風９号、10号が続いて発生し

て私達農家は、稲刈りの作業に大変苦労しました。東葛組合長の視察で北海道へ行

ってきましたが、人参、じゃがいもの作付面積が１０～２０町歩と広大で、台風で

の農作物の被害は甚大でした。被害があった農家は大変ですが、一方、被害がなか

った農家は人参の価格が２倍になるとのことでした。我々、農家は天候に左右され

農作物が、需要の１割多ければ半値、1 割少なければ倍になります。そのような中

で農家は頑張っているわけです。私は農協の組合長を仰せつかって 8年目ですけれ

ど、就任当時から今まで農協では組合員のために良いサービスができないと思い、

職員の意識改革に取り組んでまいりました。資格の取得を奨励し、資格取得職員が

一般職員を指導することで、事業も安定しました。 

国の農業改革により農業所得の増大、地域の貢献できる農協になるような方針が

示されております。その一環として、東葛の農協が一つになるように進めている状

況です。組合員には、不安がないように支店の職員を育てておますので、心配しな
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いようにお話しております。 

本日は平成２８年度の第 1回農業振興協議会ですが、この農業振興協議会は我孫

子市の農業をより良くする。また、市が活性化するための協議会でありますので、

忌憚のないご意見を頂きながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

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、次第の２番の委員の紹介ですが、新たに

委員になられる方もおりますので、順番に自己紹介をお願いいたします。宮久保委

員から時計回りでお願いいたします。 

― 委員自己紹介 ― 

〇事務局（大井課長補佐） 

ありがとうございました。 

本日、３名の方が欠席しております。農業委員会の根本博さん、５号委員のかあ

ちゃんのかまどプラス１の中野美代子さん、我孫子市認定農業者協議会の大井栄一

さんの３名の欠席を報告させていただきます。なお、任期につきましては、平成２

９年６月３０日までの残任期間となっておりますので、よろしくお願いいたします。

次に事務局職員の紹介をいたします。 

― 事務局自己紹介 ― 

〇事務局（大井課長補佐） 

以上で事務局職員の紹介を終わります。本日は、東葛飾農業事務所から井月次長

様をオブザーバーとしてお招きしておりますので、よろしくお願いいたします。 

― 井月氏自己紹介 ― 

〇事務局（大井課長補佐） 

それでは議事に入ります。鈴木会長お願いします。 

○鈴木会長 

それでは議事に入らせていただきます。議事の１番目、「副会長の選出について」

お諮りいたします。現在、農業委員会委員の変更に伴い副会長が欠員となっていま

す。我孫子市農業振興協議会条例第５条で、会長、副会長を各１名、委員の互選で

選出することとなっています。副会長の選任方法は立候補で行いたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

― 委員より異議なし ― 

立候補する方は、挙手をお願いします。 

いないようですので、私から指名したいと思いますがいかがでしょうか。 

― 委員より異議なし ― 

それでは根本委員を指名いたします。本日は根本委員が欠席ですので、事務局か

ら連絡をお願いいたします。 

〇事務局（中野主査長） 

根本委員は本日欠席しておりますが、立候補者がいない場合、根本委員に副会長
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をお願いする事を事前に打診をして、了承を得ております。 

○鈴木会長 

根本委員に副会長をお願いすることでよろしいでしょうか。 

― 委員より異議なし ― 

異議なしで、ご承認をいただきました。 

それでは議事報告事項の２点目の「我孫子市農業振興地域整備計画の一部変更に

ついて」事務局から説明をお願いします。 

〇事務局（中野主査長） 

― 我孫子市農業振興地域整備計画の一部変更について説明 ― 

○鈴木会長 

説明が終わりました。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

それでは、私から伺ますが多目的広場について、鳥の博物館の駐車場と今回の駐

車場を併せると面積はどのくらいになりますか。 

〇事務局（大野木主査長） 

既存の水の館の駐車場面積等は把握しておりませんが、今回の多目的広場の整備

の概要について、説明させていただきます。新たに多目的広場として整備する面積

は、概ね６,０００㎡です。盛土を概ね６,０００㎥行い、多目的広場という位置付

けで整備を行い、その半分を駐車場、半分を多目的広場という形で、イベントなど

に活用できるような広場として整備します。駐車場については、現在、水の館と鳥

の博物館を併せて９８台分の駐車スペースがあります。今回の整備にあたり、大型

バス４台分を含めて、全体で１９７台の計画で整備を進めています。なお、整備の

内容として駐車場は、今年度は砕石のみで整備して来年度以降、舗装するというこ

とで考えています。広場については、盛土したままで終わりにして、来年度以降、

芝等を張る予定です。工事の発注は手賀沼課ですが、そのような形で進めていく計

画です。 

○鈴木会長 

ご意見がありましたらお願いします。 

ゴルフ場の除外面積はどのくらいですか。 

○事務局（中野主査長） 

農振区域からの除外区域の資料のみで、面積の資料は手元にありません。 

○鈴木会長 

現況はどのような地形ですか。 

〇事務局（丸山課長） 

ここは、岡発戸市民の森があり、市で維持管理しているのですが、ここの土地と

ゴルフ場の土地を交換して、１３番ホールのショートホールを長くて、スペースを

広げてゆとりを持たせたと我孫子ゴルフ倶楽部から伺っております。 

○鈴木会長 

ご質問、ご意見がありましたらお願いします 
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○谷澤委員 

資料２の２の７ページが多目的広場のイメージ図ですか。 

〇事務局（丸山課長） 

Ａ３の図面の最後の図面が、多目的広場のイメージ図です。 

○鈴木会長 

ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

― 特に質問、意見なし ― 

○鈴木会長 

ご質問等がないようですので、質疑を打ち切ります。 

次に報告事項の２番目、「水の館（農業拠点施設）改修工事スケジュールについ

て」事務局から説明をお願いします。 

〇事務局（斎藤主査） 

― 水の館（農業拠点施設）改修工事スケジュールについて説明 ― 

○鈴木会長 

説明が終わりました。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

○谷澤委員 

駐車台数が多いので、右折と横断歩道の計画については、どのようになっていま

すか。 

〇事務局（大野木主査長） 

右折帯については、鳥の博物館の信号がある所の１箇所を考えています。 

横断歩道については、今ある鳥の博物館の所ともう１箇所を考えています。 

○鈴木会長 

ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

○飯田委員 

  信号機を増設する考えはないのですか。 

〇事務局（大野木主査長） 

  一つ追加になるような形状です。 

○鈴木会長 

私から伺いますが、図面では三車線に見えますが、実際はどうなのですか。 

〇事務局（斎藤主査） 

 イメージ図ですので、道路に関しては三車線にはなりません。 

○鈴木会長 

ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

― 特に質問、意見なし ― 

○鈴木会長 

ご質問等がないようですので質疑を打ち切ります。 

次に報告事項の３点目、「農業拠点施設の管理・運営方式の変更について」事務

局から説明をお願いします。 
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〇事務局（斎藤主査） 

― 農業拠点施設の管理・運営方式の変更について説明 ― 

 

○鈴木会長 

説明が終わりました。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

○谷澤委員 

  直売所及び加工場の参加資格はありますか。 

〇事務局（斎藤主査） 

  運営をするあびベジに参加していただくことを考えております。 

○鈴木会長 

ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

○飯田委員 

今回の開設にあたり、当初の売り上げと経費をどのくらい見込んでいますか。 

〇事務局（斎藤主査） 

  当初の計画時点では、アリオ柏が無かったので、これからアリオ柏を加味した修

正計画を立てます。あびベジの売り上げに対して、２．５倍程度の施設ですので、

２倍を目標に２億円強の売り上げを見込んでおります。レストランについては、未

知のところがありますので、どのくらいになるかわかりません。 

〇事務局（丸山課長） 

補足しますが、農産物直売所は全国的にかなりできており、珍しい施設ではあり

ません。農産物直売所は午前中にお客様が集中して、野菜が午前中に売れてしまい、

午後に行くと無いということは、往々にしてあるということです。なるべく、その

ようなことにならないように、１１月から出荷農家の募集説明会を行いますので、

野菜の供給が潤沢にできるように多くの農家さんが参加していただき、午後にお客

様が来店されても、新鮮な野菜を提供できるようにしたいと思います。 

○飯田委員 

  我孫子の特産物はないのですか。 

〇事務局（丸山課長） 

  我孫子は農作物の産地ではないので、少量多品目でいろいろな農産物を作ってい

ますが、それが農産物直売所にはメリットで、通常では流通しないような野菜も直

売所であれば少量でも販売できます。少量多品目を生かして、直売所を経営をして

いただければと思います。 

○鈴木会長 

ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

○谷澤委員 

あびベジであびこんに出荷されている方は、何名くらいおりますか。 

〇事務局（斎藤主査） 

  ５２名です。 



 7 

○谷澤委員 

  売り上げはどの位ですか。 

〇事務局（斎藤主査） 

  農産物は１億円を超える売り上げです。 

○谷澤委員 

  一人約２００万円位ですと、出荷組合の方が増えるともう少し増えそうですか。 

〇事務局（斎藤主査） 

  地元農産物が６割、仕入農産物が４割ですので、すべてが収入になる訳ではあり

ません。 

○鈴木会長 

 柏市では道の駅を中心として、水上バスを土日に運営していますので、手賀沼を

中心に活性化するためには、我孫子市も手賀沼公園から道の駅、直売所そして、フ

ィッシングセンターのルートで運航すれば、市外からも人を呼び込んで、活性化で

きるのではないのでしょうか。 

〇事務局（丸山課長） 

  以前、定期水上バスを我孫子市で運営していた時期もありましたが、乗船率が少

なくて休止している状態です。柏市から一緒にやらないかとのお話はありますが、

話しが詰まっていません。 

○鈴木会長 

ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

― 特に質問、意見なし ― 

○鈴木会長 

ご質問等がないようですので質疑を打ち切ります。 

次に報告事項の４点目、「江蔵地地区の人農地プラン及び農地中間管理事業につ

いて」事務局から説明をお願いします。 

〇事務局（影山主任） 

― 江蔵地地区の人農地プラン及び農地中間管理事業について説明 ― 

○鈴木会長 

説明が終わりました。ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

○谷澤委員 

 資料の赤色の部分で所有者さんが、自作している方はどのくらいいるのですか。 

〇事務局（影山主任） 

 所有者さんの自作は、ほぼないと認識しております。 

○鈴木会長 

ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

― 特に質問、意見なし ― 

○鈴木会長 

ご質問等がないようですので質疑を打ち切ります。 
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次に報告事項の「その他について」事務局から説明をお願いします。 

〇事務局（中野主査長） 

その他はございません。 

○田村委員 

この協議会の議事で、３項目は、あびベジに直接関わっている重要な事項であり

ます。審議会の中で協議されていることから、改めて責務の重さを痛感しておりま

す。私ども、この農業振興協議会を通じまして、農業振興を推進してまいりますの

で、ご尽力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

〇鈴木会長 

ありがとうございました。 

〇鈴木会長 

それでは、農業事務所の井月次長さんよりご意見等をいただきたいと思います。 

〇井月次長 

  最近読んだ本の中で、地域興し・地域再生の失敗作の視点は、外の人を満足させ

ようとして地域興ししているが、地域興しで成功しているところは、そこに住んで

いる人が満足しなければ、地域興しは失敗するとのことですので、本日の議題にあ

った地域拠点施設のベースは、そこに住んでいる地元住民の尊厳を守るようなやり

かたをして、運営していくことだと思います。もう一点、消費税について２０１８

年に８パーセントから１０パーセントへ上がりますが、消費税が上がる時に、問題

となるのは施設の中で食べるのか、テイクアウトするのかで税率が変わりますので、

その対応についてレジを含めて考えておかないと後で変更をするのは大変だと思

います。また、小さい話ですが、先ほど植栽について話がありましたが、我孫子は

白樺派が有名ですので、植栽に白樺が向いているか専門家ではないので判りません

が、ここは桜で集まる場所ではない気がしますので、植栽について議論したほうが

良いのではないかと考えました。纏まりませんがこのような感想です。 

〇鈴木会長 

ありがとうございました。 

他にご意見はありますか。 

○細渕委員 

  図面に加工室１・２とありますが、新規就農者個人でも使用できるのですか。 

〇事務局（斎藤主査） 

  水の館で整備している加工室は、保健所の指導もありまして、加工室１は惣菜用、

加工室２は菓子製造用、飲食は飲食製造用であびベジの販売業で許可を取ります。

よって、それぞれ代表の方が衛生管理の責任者を置いて運営する販売用の施設とな

りますので、一般の方への貸し出しは考えておりません 

○鈴木会長 

 ご質問、ご意見がありましたらお願いします。 

  それでは質疑を打ち切ります。平成２８年度第１回農業振興協議会を閉会いたし
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ます。ご苦労様でした。 

午後３時４０分 散会 


