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鈴鹿市農業基本計画策定委員会議事録（概要） 

日時 平成２２年９月１５日（水）午後２時 

場所 鈴鹿市役所 ５０３会議室 

出席者 

＜委員＞（項不同・敬称略） 

  長谷 康郎  鈴鹿市農業委員会会長 

  森  義明  鈴鹿川沿岸土地改良区理事長代理 

  森谷 育郎  鈴鹿指導農業士連絡協議会副会長 

  長谷川敦也  鈴鹿地区青年農業士連絡協議会会長 

  藤田はる美  ヤングウェーブ女性の会会長 

  三谷 徵尚  鈴鹿市自治会連合会会長 

  豊田栄美子  Agri ロマン三重会長 

  北川 友代  鈴鹿市生活学校代表 

  内山 智裕  三重大学生物資源学研究科准教授 

  長屋 祐一  三重大学生物資源学研究科准教授 

  近藤 誠   三重大学生物資源学研究科助教 

  西田 悦造  三重県四日市農林商工環境事務所鈴鹿普及課長 

＜オブザーバー＞ 

  岡本 隆   鈴鹿農業協同組合営農部長 

＜事務局＞ 

  林  治門  産業振興部長 

  酒井 秀郎  産業振興部次長 

  舘  隆克  農林水産課長 

  永田 覚   副参事兼畜産ＧＬ 

  佐野 項章  副参事兼農林振興ＧＬ 

  永田 眞澄  農政Ｇ主幹 

  赤塚 直樹  農政Ｇ主幹 

  花井 晋平  農政Ｇ 

＜欠席者＞ 

  伊藤 康生  鈴鹿農業協同組合専務理事 

  明石 孝利  鈴鹿商工会議所常務理事 

 

１．開会 

２．あいさつ 

３．議事 
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（１） 委員長選出 

（２） 委員会開催趣旨と審議の進め方について 

（３） 農業基本計画の骨子について 

 ４．閉会 

 

配布資料 

第１次鈴鹿市農業基本計画 

  第２次鈴鹿市農業基本計画の骨子案 

  第１次鈴鹿市農業基本計画実施計画目標達成状況 

 

 

開会 

【事務局】 

 ただいまから，第２次鈴鹿市農業基本計画策定委員会を開催させていただきます。 

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。わたくし，農林水産課

長の舘でございます。委員長が選出されますまで，司会進行を務めさせていただきます。

なお，本日の会議は，おおむね１６時ごろまでを予定いたしております。どうぞよろしく

お願いします。 

本日は，第１回目の委員会でございますので，皆様に委員の委嘱を行わせていただきま

す。本来であればお一人お一人に委嘱状を市長からお渡しさせていただくべきところでは

ありますが，大変恐縮ではありますが，あらかじめ机の上に置かせていただいております

ことを，お許しいただきたいと存じます。 

ここで，産業振興部長の林から委員の皆様方にご挨拶をさせていただきます。 

 

あいさつ 

【産業振興部長】 

 みなさんこんにちは。産業振興部長の林でございます。日頃は鈴鹿市行政，とりわけ農

林行政に関しましていろいろとご指導ご鞭撻をいただいております。ありがとうございま

す。お礼を申し上げたいと思います。本日は，第２次鈴鹿市農業基本計画の策定に当たり

まして，第１回目の委員会を開催させていただきましたところ皆様方には，大変お忙しい

中をご出席頂きましてありがとうございます。御礼申し上げます。また委員の皆様方にお

かれましては，このたび委員としてご就任をお願い申し上げましたところ，心からご快諾

をいただき，誠にお忙しい中就任していただいたこと厚くお礼を申し上げます。 

さて，皆様方は私が言うまでもなくご承知のことと思いますが，最近の農業を取り巻く

環境といいますと担い手不足や耕作放棄地の増加，農業生産額の減尐など，依然厳しい状

況であります。当然，本市におきましても同様なことが言えるかと思っております。しか
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し，このような中，多角的な経営を実現して所得を伸ばしている農業生産法人もございま

すし，また地産地消による農商工連携の取組により地域経済の活性化に結び付けている事

例など，最近力強い動きもございます。また，消費者側から見ますと安心で安全な国産農

産物に対する消費者の高まりなども見直されておりますし，地産地消というような農林水

産業に対する期待の高まりなども見受けられます。私どもといたしましては，こうした現

状を好機として捉え，農業の潜在力を最大限に発揮させていければと考えております。 

したがいまして，これから策定を進めてまいります農業基本計画は，今後１０年間の鈴

鹿市農業の基本施策を推進していく上で，極めて重要な役割を果たすものと考えておりま

す。各界各層を代表する皆様方のご議論を通じて，鈴鹿市の農業政策の発展に向けた計画

にしてまいりたいと考えております。 

委員の皆様，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【事務局】 

 続きまして，委員の皆様方をご紹介させていただきます。 

（委員全員とオブザーバーの紹介） 

委員の皆様方，よろしくお願い申し上げます。 

 

委員長選出 

【事務局】 

 次に，当委員会の委員長を選出していただく必要がございます。鈴鹿市農業基本計画策

定委員会設置要綱第５条の規定によりまして，当委員会の委員長の選出は委員の互選によ

ることとされております。つきましては，委員長の互選につきまして，何かご意見がござ

いましたらお願いいたしたいと思います。 

 

【長谷委員】 

 まことに僭越でありますが，今，農業を取り巻く情勢は相当厳しく，また，国から補助

事業はたくさん出ておりますが，なかなか補助事業に取り組むことができないのが実態だ

と思います。そうした状況の中， 食料・農業・農村について幅広いご見識をもっておられ，

さらに国や県の各種委員をおつとめいただいております，三重大学の内山先生に委員長を

お願いすることについて提案をしたいと思います。 

 

【事務局】 

 ただいま長谷委員から，内山委員に委員長をお願いしてはどうかという提案がございま

したが，いかがでございましょうか。 

 

【委員】 
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 異議なし 

 

【事務局】 

ありがとうございました。ご異論ないようでございますので，皆様の互選により内山委

員が委員長に選出されました。それでは，内山委員，委員長席の方によろしくお願いいた

します。 

 

【事務局】 

 それでは，ここで内山委員長からご挨拶をいただきたいと思います。なお，これからは，

内山委員長に議事をお進めいただきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 

【内山委員長】 

 ただいま，本委員会の委員長に選任されました内山でございます。委員長就任に当たり

まして，一言ご挨拶を申し上げます。 

 皆様よくご存じの通り，昨年政権交代が起こりました。政策にかなり大きな変化が行わ

れています。また国際的な農業の情勢におきましても，穀物高騰とよく言われますが実際

には穀物の価格が乱高下している状況であります。それから，ＷＴＯ等の貿易自由化の流

れというのも非常に不透明になっております。さらに我が国を見た場合，我が国社会全体

の先行き不安がございます。こうした情勢を踏まえたうえで，鈴鹿市の特徴を生かした農

業の基本計画を作っていきたいと考えています。鈴鹿市の特徴を生かすといいますと鈴鹿

市の立地や鈴鹿市の農地の持つ条件，産地としての長所を生かした農業基本計画というも

のをこの委員会を通じて策定できればと考えております。 

簡単ではございますけれども，委員長就任に当たりまして，私の挨拶とさせていただき

ます。 

 

【内山委員長】 

それでは，これから議事を進めさせていただきます。まず，最初に，鈴鹿市農業基本計

画策定委員会設置要綱第５条の規定によりますと，委員長の職務を代理する委員について

は，委員長があらかじめ指名することになっておりますので，私から指名させていただい

てよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 異議なし 

 

【内山委員長】 

ありがとうございました。それでは，委員長の代理につきましては，長谷康郎委員にお願
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いしたいと思います。長谷委員，よろしくお願いします。 

 

議事 

【内山委員長】 

 本日は，初会合ということもあり，平成１２年に策定されました第１次農業基本計画と

今回第１次農業基本計画をベースに改定します第２次農業基本計画の骨子について事務局

から資料をいただいておりますので，まずその説明をお願いし，質疑等の時間を設けたい

と存じます。 

その前に，委員会の開催趣旨の確認と今後の審議の進め方についてご相談したいと思い

ます。事務局の方で，ご提案ください。 

 

【事務局】 

それでは，委員会の開催趣旨及び今後の審議の進め方についてご説明申し上げます。鈴

鹿市におきましては，平成１２年３月に平成２２年度を目標年次とする「鈴鹿市農業基本

計画」を策定し，「たくましく・やさしい鈴鹿農業づくり」を基本目標として掲げ，農業施

策を展開してまいりました。しかしながら，農業を取り巻く情勢については，食料自給率

の問題，国際貿易交渉，さらに農業従事者の減尐・高齢化といった構造的な課題による耕

作放棄地の増加に加え，平成１２年に現計画策定以降も，原油・配合飼料などの価格高騰

による経営コストの上昇や地球温暖化の進行による生産活動への影響など，多くの課題が

発生しております。また，国においては，「産業としての持続性の再生」「安定的な食料供

給力」「農村の活力の再生」といった３つの観点から，農政改革の検討が行われ，その具体

的な姿が，新たな「食料・農業・農村基本計画」として，本年３月にとりまとめられまし

た状況であります。 

これらのことから，農業・農村をめぐる情勢の急激な変化と新たな政策課題に対応すべ

く，現計画である鈴鹿市農業基本計画を第２次鈴鹿市農業基本計画として改定し，魅力が

あり誇りのもてる儲かる農業にすることを基本とした鈴鹿市農業の実現を目指すとともに，

消費者ニーズに対応した安全で新鮮な農産物の供給といった消費者等の視点も十分加味し

ながら，市民の理解と期待に応えられるような鈴鹿市農業の将来展望を明らかにできる計

画にしたいと考えております。第２次鈴鹿市農業基本計画が，市民の皆様の意見を反映し

たものとするために，本日は委員の皆様方からご意見をいただきたいと思っております。

また，最終の計画原案については，更に広く市民の方のご意見を伺うために，パブリック

コメントを実施する予定でおります。 

 なお，この委員会は，本日を含めて３回開催させていただく予定でございます。本日１

回目は，お手元にお配りしております，計画の骨子についてご意見をいただき，そのご意

見を踏まえ，基本計画素案を１２月に開催させていただく第２回目の委員会で提案させて

いただき，ご意見を頂戴したいと存じます。第３回目として計画案の最終確認をしていた
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だくために来年２月に委員会を開催させていただく予定でおります。よろしくお願いいた

します。  

 

【内山委員長】 

 ありがとうございました。もう一度確認しますが，平成１２年に策定されました第１次

鈴鹿市農業基本計画を１０年たった現在のバージョンに改めるということですね。もう一

つ，この委員会の役割としては，本日を含め３回開催させていただく，今日は１回目，２

回目の１２月に基本計画素案に対して意見をいただく。第３回目の来年の２月に最終確認

をさせていただくという形でご説明いただきました。これでよろしいでしょうか。 

 

【委員】 

 異議なし。 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございました。 

 

基本計画の骨子の説明 

【内山委員長】 

 次に資料に基づきまして今回の第２次農業基本計画の骨子について説明をお願いしたい

と思います。事務局の方でご提案ください。 

 

【事務局】 

資料の説明をさせていただきたいと思います。事前に，１０年前の「鈴鹿市農業基本計

画」，今回の「鈴鹿市農業基本計画の骨子案」をお配りしております。 

また本日，机の上にお配りしております「鈴鹿市農業基本計画 実施計画 目標達成状況」

ですが，これは，農業基本計画に目標数値を設定したもので実施計画と呼んでいるもので

す。鈴鹿市農業基本計画の取組を具体化し，施策達成の目安にすることを目的として，目

標数値を設定して作成したものです。目標達成状況も記入してありますので，またご覧い

ただければと思います。よろしくおねがいします。 

それでは，本日の議題に入らせていただきます。 

  （資料をもとに事務局より説明） 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございました。これからご意見，ご質問を出していただきたいと思うのです

が，一応簡単に二つに分けたいと思います。一つは今ご説明いただきました内容について

の疑問点，質問を出していただきたいと思います。一つはここに新しい論点，今出てこな
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かったがもう尐しこういうことを書いたらいいじゃないかという提案ですね。この二つは

きれいに分けられないかもしれませんがだいたい分けていきたいと思います。 

 まず，今説明された内容に関しまして疑問点，質問等をあげていきたいと思います。項

番にお答えいただいてもよろしいですか。それでは，長谷さんからお願いします。 

 

【長谷委員】 

 まず，特に気がついた点についてですが，新しい農業施策として，農地・水・環境向上

対策が出ていますが，これを入れておいて内容はそれを繋いでいくのか新しい内容で出す

のか，どこかにわかるところがあるのですか。それと全体が大きい表現の仕方になってい

るので，これは全体をこのように書いていくのはいいことだと思いますがここから落ちる

ものもかなり多いと思いますがそれはどう考えていますか。この文章で省略する変更点な

どで落ちているところがあるのかが今の説明では分かりにくいので，この２点が，気がつ

いた点ですね。遊休地対策でも同じですが国が打ち出している施策をそのまま第２次計画

の中に入れていくものなのかなと思いました。 

 

【内山委員長】 

 施策としてはそのまま国の施策はできるようにある程度，明示的にした方がよいという

ご判断ですか。それとも必ずしもそうではないという方向性があるということですか。 

 

【長谷委員】 

必ずできないでしょうということはですね，国が予算をつけなければできない今現在載

っているのが国の事業です。市が単独でやるなら良いですがここに載っているのがすべて

国の施策の名前で載っているので，その国の施策が切れたらどうするのか。この 10 年で国

の施策が切れると思いますし，予算がつかなかったらだめだと思うのですがそのあたりは

どのように考えているのですか。鈴鹿市独自で行って国なり県なりが終わっても鈴鹿市の

みで行うのでしょうか。 

 

【事務局】 

 例えばですね，今お話に上がった農地・水・環境保全向上対策が上がっておりましたが，

これなどは，今は国の補助事業などもあるので事業があるうちは利用できればと思ってい

ますが，ただ農業自体が農家の方だけが農村を支えるというわけではなく，地域ぐるみ町

ぐるみという考え方がこれから農業の上で必要なことであるとする意味からすれば，事業

がなくなった後もこの考え方を元に鈴鹿市で施策を展開していく必要があると考え，記載

してあります。 

それともう一点，説明が不十分で申し訳なかったのですが，基本的には今の農業基本計

画の内容の頄目を生かしながら現状に応じて，また合わないような表現に関して書き改め
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ていきたいと考えていますので，今載っている内容についてそのまま引き続きしていきた

い。しかし今回は骨子を示しているので皆さまからご意見をいただいた中でこの頄目はお

かしいですとか，この頄目は必要だというのであれば，農業基本計画案を策定する段階で

新たに書き加えたり削除していきたいと考えています。 

 

【内山委員長】 

 おそらく具体的に事業名称を書きすぎるとそれが終わった時にどうするのかという意見

が出てくると思うのですが，逆に抽象的に書きすぎると何をしたいのかよくわからなくな

ってしまうところがありますので，そのあたりは事務局と共同研究の三重大学と相談しな

がらどういった書き方がいいのか，例えば先ほど上がった農地・水・環境保全向上対策，

ご存じない方のために簡単に説明しますと，国の事業で農地，水，環境を保全する活動に

ついて国が補助金を出す制度です。これがずっと続くとは国は言っていません。そういっ

た意味では切れた時になくなってしまう可能性があります。したがってあまり農地・水・

環境保全向上対策と具体的名称を書くとその事業がなくなったときに鈴鹿市の単独事業と

して続けられるのですかということになりますが，今の事務局の答えとしてはお金をつけ

る以外の住民の活動としての取組をある程度支援する，お金以外の支援もあるということ

が私の理解です。そういった形で抽象的すぎず具体的すぎずといった文言で書いてくこと

だと思います。 

 長谷さんから他にございませんか。 それでは森さん 

 

【森委員】 

 こういう基本計画の骨子としてはこのような文面になるだろうと思います。私たちの口

から言うのはおかしいのですが農業に対しての若い人たちの意欲とか，現在している私た

ちは，稲作一辺倒であっても他の物には生産者としては手を出すより手っ取り早くほかの

仕事にしたいというのが全体の現況ですので，それをいかに骨子から基本計画を作って農

業の振興を進めていくとしても，現況を見ていると現場で見ているのとここで作る骨子と

の格差というか非常に難しいものがあると思う。私たちはところどころ意見を述べて，現

実はこうだということだけ言わしてもらって計画することと現実の対応するものを近づけ

ないといけない。実際に農業に従事しているのが６０才から７０才以上の人で，西部のお

茶や植木と違って水稲一本でなく合間に仕事に行っているのでなかなか全体を考えるのは

難しい情勢です。現実と骨子案を近づけなければならないということについてどのように

考えているのか。 

 

【事務局】 

 大変現実的なご意見をいただいたと思っております。それについては，現場の方へのア

ンケートなどで意見を聞き，計画に反映していきたいと考えております。今もうすでにい
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ろんなアンケートを取らせてもらって，現場の方の意見を聴かせてもらいましたので，そ

れを取り入れ，文章的なところでうまく表現したいと考えています。 

 

【内山委員長】 

 今ご指摘いただいた現実をどのように計画に生かしていくかですが，これはどうしても

計画として文章にするときれいな書き方になってしまうので本当に現実を踏まえたものな

のかとういう指摘はその通りだと思うのですが，これを書くにあたっては現場の方のご意

見を頂戴したうえで書いています。字面はきれいかも知れませんけれど，あくまで現実的

なものとなっています。今頂いた意見を踏まえてあくまでも現実性を持った計画としたい

と思います。 

 

【森谷委員】 

 何点か疑問点を。１５ページの一番下のところ，地域の未利用バイオマスの有効利用に

向けた検討を行いますとあります。１０年間，検討を行うというのは尐し腰が引けている

のではないか。続きまして１７ページ，経営改善に向け，担い手育成支援活動を充実させ

ます，とあります。字面から考えますと今農業を行っている経営者は経営改善するに及ば

ない，新しい担い手育成支援活動に重きを置くという風に取れるのですがいかがでしょう

か。次に１９ページ，耕作放棄地対策ですが私も重要なことだと考えていますがここに市

民的利用の推進（市民農園）とあります，市民農園については２１ページの一番下にあり

ますね。それと対立するものではないが市民農園が耕作放棄地対策と言うのはちょっと言

ってみただけみたいな感じですので，耕作放棄地対策の大きな対策となるとは思えないの

ですが。それと企業の農業参入の推進につきましては，具体的にどのようなことを考えて

いますか。以上です。 

 

【事務局】 

 １５ページですが検討を行うというのが尐し引いているのではないかというご指摘をい

ただいたのですが，バイオマスにつきましては市内でも一部動きがあるようなのですがそ

れに向けた行政の支援についてのことですので検討という言葉になっていますがもう尐し

考えさせていただきたいと思います。 

 

【森谷委員】 

 どの程度利用できるものがあるかという調査ぐらいは，できているのか。何トンぐらい

あるかだとか残渣がどれぐらいあるかだとかいった基本的なことはどうなのか。 

 

【事務局】 

その調査にも至っていない状況です。可能性としては，剪定枝や収穫残渣，食品残渣を
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有効利用できればと言う形で表記させていただいています。 

 

【事務局】 

これに関しまして骨子の最後４０ページに鈴鹿市の飲食店に対しまして食品残渣をどの

ように処理をしていますかといったような内容ですでに実施したアンケートの結果が載っ

ております。このアンケートは２０１０年７月から８月にかけて商工会議所に登録のある

４３１件にアンケートを配りまして，９８件より回収したものです。今回その一部のデー

タしか載せていないのですがアンケートはすでに実施しています。書き方が検討とはなっ

ていますが，できるものなら食品リサイクル等も含めて踏み込めればと思っております。

ただこれは基本計画ですので，さらに踏み込もうと思うと実施計画であるとか，法律的に

クリアしなければならない問題などもリサイクルがらみのことにはありますので，検討と

書いて今回皆様にお示ししたという内容になっています。 

それと担い手育成支援活動につきまして関しましては，現状で農業をされている方はも

ちろん，私ども農林水産課としては当然のことながら支援をしていく必要があるというの

は当たり前のように思っております。ただ前の方に書いてありましたように農業者の人口

が減っていっている現状を踏まえますと，農業に参入意欲のある人を育成し支援していか

なければ鈴鹿の農業は成り立たないのではないかという気持ちを込めまして，このような

表現になっております。 

 

【森谷委員】 

 それだと経営改善に向けという文言が尐しそぐわないのではないか。 

 

【事務局】 

 なるほど，わかりました。 

 次に耕作放棄地に関しましては，例えばここで三つほどあげているのですが私どもは鈴

鹿市耕作放棄地対策協議会というものをここにおられます長谷会長のもと去年から立ち上

げまして，市民農園に限らず例えば企業参入，新規営農，地域のボランティア等によって

耕作放棄地をどのように解消したらよいかという提案を受け入れて，私どもと農業委員会

で事務局を持っておるのですが，そちらの方で具体的に進めている最中です。その耕作放

棄地対策協議会でいただいた具体的な対策をこちらの農業基本計画と連携させた形で書き

改めていこうと考えています。 

 それと企業参入の推進という頄目がありますが，例えば今，耕作放棄地対策協議会で出

ている内容としましては市内の大手企業の労働組合等が会社を退職した人が時間に余裕が

あるので農業をしたいですとか耕作放棄地解消に協力したいといった声が上がっておりま

してそれはそれで事業の展開を進めていかなければならないと思っております。またそう

した内容を基本計画の文章化の段階，もしくは実施計画の段階で踏まえていきたいと考え
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ています。 

 

【内山委員長】 

 私の方から尐し補足しますと，バイオマスにつきましては学術的な立場から言うと基本

的に使いがたいものです。たしかに量がバイオマスは全国にこれだけものすごい量があり

ますといいますが，どういうところにどれだけあるのかと考えると，とても使えるもので

はありません。一か所にかたまってあればいいのですがあまりに分散してあるので私も文

章の作成にかかわりますが，学術的立場からすると検討しますくらいの方が現実的かなと

思いました。ただ事務局が言っていたようにもう一歩前に進めたいということは考えてい

ます。 

 ２点目に経営改善につきましてはご指摘いただいたとおり基本的には担い手をしっかり

と育成しましょうということが大事なことで，これはもちろん既存の担い手の方もそうで

すしこれから担い手になる方も含め，そういう方へしっかりと育成支援を行っていきまし

ょうという趣旨をしっかりと誤解のないように書くということが大事だと思います。 

 ３点目の耕作放棄地ですがこれにつきましては先ほど事務局の方から耕作放棄地対策の

有識者検討委員会の内容をご紹介いただきましたが，後であらためて紹介しますが今日は

ご欠席ですが鈴鹿市の商工会議所の明石さんから耕作放棄地対策についてはご意見をいた

だいておりまして，今の骨子案では目標４のところに耕作放棄地対策と書いてありますが，

実は耕作放棄地対策が関連する目標はいろんなところにあるというご指摘もありまして，

この耕作放棄地対策の中に市民農園を入れると違和感があるというのはおっしゃるとおり

なのですが，耕作放棄地対策とはもう尐しいろんな観点から広く見なければならないので，

この耕作放棄地対策を計画の中でどう位置付けるかということを含めてここは検討したい

と思います。 

 

【長谷川委員】 

 現実を踏まえてこの施策を行ってもらいたいと思います。それと骨子案の２３ページの

美しい農業景観の保全と形成という頄目がなぜ全て削除されたのか気になったのですが。

他の施策とかぶっているのかなとも思うのですが。 

 

【事務局】 

 これは，変更点が書いてありませんので，説明で誤解を与えたかもしれませんが基本的

には残していくということで変更点がありましたらご意見いただきたいと説明させ直させ

ていただきたいと思います。基本的に削除しますのは農業集落排水事業のところで，計画

がすでに全てのところで実施あるいは計画が進んでいますので集落排水事業につきまして

は削除させていただきます。右側にないからと言って削除するということではありません

ので訂正をさせていただきたいと思います。 
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【藤田委員】 

 このような会議に出させていただくのが初めてですので，なかなか意見や質問をさせて

いただくまでにならないのですが，１０年前に農業基本計画というものがあったこと自体

知らなかったので，この文章を送られてきたときに初めて読んだのですが，自分ではなか

なか理解できなくて今説明していただいてようやくわかったのですけれど，この基本計画

というものは農業をやっている方は皆さんあるということを知っていることなのか，また

は知っておくべきことなのでしょうか。 

 

【事務局】 

 行政としましては，このような計画があるということは１０年前に市民の方にお知らせ

しているのですが，すみずみまでお知らせできているかと言うと反省すべき点があると思

うのですが。 

 

【藤田委員】 

 文章で書いてあるとなかなか難しいもので，女性や自分たちのようなものには文章を見

ただけで理解できない。だから意見をいうというのも出てこないのですが，もう尐し市民

の方，農業をしている方にわかりやすくできたらいいと思います。 

 

【事務局】 

 皆さんのご意見をいただいて完成した暁には，広報やホームページを利用して農業者の

皆さんによりわかりやすく伝わるように努力させていただきます。 

 

【内山委員長】 

 今のご意見ですが，おそらくこれ（農業基本計画のパンフレット）を読んだこともない

のではないかと思います。わかりやすく広報するために１０年前にパンフレットを作った

のだと思いますが，これを拝見するとただの抜粋なので，藤田委員の意見はパンフレット

をただの抜粋ではなくもっとわかりやすい形にする方がよいということですので，今回は

パンフレットを作りこむということにしたいと思います。 

 

【西田委員】 

 皆さんがいろいろおっしゃってくださっているのですが，尐しだけ２５ページのところ

の新しい計画の獣害に対するところで国，県や試験研究機関と書いてあるのですが市はそ

れだけでやって地域の人が出ていないので，このままだとやってもらえると受け取られる

と思うのですが。 
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【事務局】 

まさにご指摘の通りだと思います。鈴鹿市でも地区において獣害対策協議会を設立して

いただいて現実に活動もしていただいております。その辺の実際の活動も踏まえてこのあ

たりの記述をしていきたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 ご指摘の通りだと思います。どうしても私も大学の人間ですので農家の方からは何か良

い対策はないかと聞かれますので，今回の文書作成にかかわった段階でこういった書き方

がいいのではないと言ったのですが，ご指摘のとおり住民の方と一体となって鳥獣害対策

を行うのが正しいと思います。 

 

【三谷委員】 

 平成７年までこの農林業を担当していたのですが１０年前の基本計画は私が辞めてから

のもので，辞めてから１４，５年経っているので考えがなかなかまとまらないのですが，

獣害なんかも私が担当していたときには菰野で猿を檻で捕まえられると聞いたので補正予

算で檻を買ったら長谷委員にこんなものに猿が入るかいうご指摘をいただいたのですが，

その当時は，岸田と稲生の宮さんに出没するということで２か所，２機作って２０万の補

正予算でしたが，岸田の方は檻に入ったのですが，逃がしに行ったらまた檻に入っていた

んです。そして，昨年西部地域の行政懇談会に出させていただいて猿だけでなく犬や鹿，

猪の害も増えているという話を伺っておりましてそんなに急激に増えてきたのかと。それ

から南の三宅の方でも猿や狐，狸が出てきて作物を食い荒らすということも聞いておりま

す。獣害については，原因はわかりませんが何とかしないといけない状況だと思います。 

 それから農業集落排水につきましては，私が関係していたころよりだいぶ進んで，もう

３年くらいはかかると思っていたのですが，こんなに早く終わったのも皆さん方のおかげ

で，大変喜んでいる次第であります。 

 また農業的なことに関しまして，私は離れてだいぶ経ていますのであまり言えることは

ないのですが，森委員もおっしゃっていたのですがこういう基本計画と言うのは非常に目

標が高くなってしまうと思うので現実との格差に気をつけてほしい。 

 

【事務局】 

 獣害対策ですが，つい先日も猿が２匹檻に入りまして，発信機をつけて奥の方に放した

ということがありました。それから，おっしゃられたとおり行政懇談会でも３年連続でご

意見をいただいておりまして，またいろんな形で県の方から補助をいただきまして，資材

的な補助になりますが，防護柵や防護ネットの補助をいたしまして，市の方も県が２分の

１，市が残りの５分の４出しまして，残り１０万円ほどを地元に出していただいて総額８

０万円で大久保の方でもモデル事業で取り組んでいただいております。今各地区で，地元
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ぐるみで対策を講じていただくというような動きを行政と一緒になって進めているところ

です。これはこれからも進めていかなければいけないと考えています。 

 

【三谷委員】 

 犬の害というのを初めて聞いたのだけれど，どういうことなのですか 

 

【事務局】 

 野犬につきましては，獣害対策は農作物に被害が出るということで農林水産課が担当し

ていますので。 

 昨年も一昨年度も土鳩の捕獲駆除も入れますとだいたい２６０頭から３００頭ほどでし

た。鹿については２３頭捕獲した年もありますし，猿については１０頭くらい捕獲して放

したというところもありました。結構な数を猟友会さんにご協力していただいて駆除なり

捕獲をしているという状況であります。 

 集落排水事業につきましては，最終の三宅徳居が今年から計画をしていくということで，

最終の地区がそのような形で立ち上がりましたもので本計画からはありがたい話ですが省

かせていただくということでございます。 

 

【豊田委員】 

 ３つほどお尋ねしたいことがあります。１４ページの鈴鹿ブランドの確立，２７ページ

の鈴鹿ブランドの強化とありますが，鈴鹿ブランドと言うとお茶とサツキかなと思うので

すが，もっと違った植木類や果物類何かを考えての鈴鹿ブランドなのでしょうか。 

 それから１５ページの耕畜連携で，食べるお米以外に飼料作物の米を作ったらどうかと

ありますが森谷委員は畜産をやっていますが買われますか。 

 

【森谷委員】 

 その下の飼料メーカーとの連携支援が取れれば使うにやぶさかではありません。 

 

【豊田委員】 

 ずっと買ってもらえれば米は作りますが，外国の方が安くなってきたらどうですか。 

 

【森谷委員】 

 利用しやすいようにしていただければおおいに使いたいと思っております。 

 

【豊田委員】 

 ありがとうございます。つぎに１９ページの耕作放棄地と鳥獣被害ですね，やはり猿，

鹿，猪ですね。椿神社のあたりは鹿の被害がものすごいですね。私たちのグループ員さん
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は，今から咲いてくるパンジーの花を鹿が全部食べていく。いくら柵や網を張っても駄目

で鹿の被害がすごく多いですね。今朝の農業新聞に２つ出ていました，三重県で集落ぐる

みでやりましょうという記事と和歌山県では銃の購入に助成をしましょうという記事が。

銃も尐し怖いのですがこういうものの考え方もあるのかなと思います。やはり，猪，鹿を

撃たなくなったそして人間が食べなくなったというのもありますし，今，犬の話が出まし

たが昔は犬が放し飼いになっていました。でも今は犬が繋がれているので猿が出てくるの

だと思います。 

 それから２１ページの地産地消，最終的には鈴鹿の自給率を上げようという話でしょう

けれども，よく言われるのが鈴鹿はサツキ見ながらお茶づけでご飯が食べていけるといわ

れますが，野菜類が鈴鹿はないのでビタミンが取れませんよね。この間会議で愛知や岐阜

の方に聞いたのですが，岐阜県は自給率２０％，理由を聞いたら鳥獣被害で全然作れない。

三重県はまだ４０％でよろしいですね，愛知県も４０％，私愛知県はもっと高いと思って

いたのですがあまり三重県と変わらない。鈴鹿より南西の方でお野菜類，果物類は作られ

ているのですが，鈴鹿を基準にするとないのかなと思います。 

 それから２２ページの鈴鹿地域の伝統食の復活・普及を図りますとありますが，伝統食

とはどういうものがあるのでしょうか。 

 

【事務局】 

 質問の項番通りに答えられないかもしれませんが，まず伝統食，鈴鹿ブランドの農産物

は関係のある共通の話題かなと思うのですが，鈴鹿ブランドと言えば今豊田委員がおっし

ゃられた通り，お茶，植木はもちろんのことなのですが，現状私どももお茶，植木はさら

なる発展をもちろん願っています。だからさらに鈴鹿ブランドの確立をしたいとは思って

いるのですが，ただお茶，植木だけでは今後どうなっていくのか不透明な部分があります

のでもちろん大事にはしていくのですが，鈴鹿市においてそれ以外に何かないかとあるの

であれば考えていかなければならないなということで，ここに鈴鹿ブランドの確立を目指

しますと記述させていただきました。そうなると何か具体的なものはあるのかと尋ねられ

ると思うのですが，この場で具体的にこんな農産物がありますとはお答えできません。耕

作放棄地対策協議会でも鈴鹿のお米を使ってお酒を作ることですとか，農商工連携ですと

か，鈴鹿の小麦を使ったうどんですとかいろんな活動をみなさんにやっていただいていま

すので，そのあたりの物を何か日の当たる形に私ども農林水産課も基本計画に位置付けて，

お茶，植木のように育てていければという願いを込めて記載させていただいておりますの

で具体的な話は相談しながら進めていきたいと思います。 

 伝統食の部分ですが，私も尐しピンとこないのですが他の自治体では，その土地で昔か

らある野菜等を使っていますので，そういったものが発掘できればと思いますし，それか

ら昔から鈴鹿で食べている漬物などを伝統食として鈴鹿ブランドとして展開できたらと思

いまして，そのあたりで皆さんと相談しながら鈴鹿ブランドそして伝統食の復活といった
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ことを考えていけたらと思いまして記入させていただきました。 

 それから獣害対策の銃の補助でございますが，銃自体には補助はないのですが地域の方

で獣害対策の主になっていただける方に罠の免許を取得するのに補助がありますので活用

していただきたいと思っております。 

 それから昨日あった獣害のフォーラムに協議会としてうちの職員が一人参加しておりま

す。私も参加したかったのですが市議会がありましたので参加できなかったのですが，協

議会として一人職員が行かせていただいております。 

 地産地消の野菜につきましては，野菜を市内で作られている方はお見えになるのですが

ごく尐数でして，野菜については地産地消と言われると難しい部分があるのではないかと

危惧をしているところです。ただ，いろんなかたちで小松菜であるとか水耕栽培であると

か，そういう形を取られている方もお見えになるのでそういう観点からも推進をしていき

たいと思っておりますが現実としてはなかなか難しいのではないか思っています。 

 

【内山委員長】 

 鈴鹿ブランドについては事務局の方がおっしゃったとおり，今お茶と花木が盤石である

という状況でしたらこの２つでいいということになるのですが，現実としてこの２つは大

変厳しい状態ですので当然それ以外の物を作りたいというのがあると思います。そういっ

た意味でも先ほどお野菜の話がありましたが，今，花木であってもお茶であってもこれは

研究者の無責任な発言ですが今の栽培面積をおそらく維持できない，減らさざるをえない。

そうなったときに耕作放棄地を出さないためには何か作らないといけない。そういった時

には何か野菜を，野菜でなくてもいいですが果実でも，何か新しい動きをしっかりしてそ

れをブランド化していきたいと思っています。そういった意味では今何点かご指摘いただ

いたものは連携した繋がった話だと思います。 

 飼料米につきましては先ほど森谷委員のおっしゃったとおり，ただたんに作りましょう，

畜産の皆さん買って下さいでは話はすみませんので，どうしても間に入る飼料メーカーさ

ん等との連携ということを考えるとどうしてもＪＡさんとの話が必要になってきますので，

これは市が勝手に決めましたではできませんので，ＪＡ鈴鹿さんと方向性を一致させなが

ら畜産農家さんにとっても使いやすいし飼料米を作る生産者さんにとっても作りやすいと

いう状況を作ることが大事だと思います。 

 

【北川委員】 

 私は消費者の立場として出席させていただいているのですが，今豊田委員の方から伝統

食の復活ということが出たのですけれど，まだ伝統食が何かというのはわかりませんが，

伝統食の復活普及を図るのであればこれから伝えていくという意味で子どもたちと言う文

言を付け加えていただけたらと思います。 

 それからもう一点，２１ページの学校給食の地場農産物利用率を向上しますとあるので
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すが上の地産地消の拡大を通じた自給率・自給力向上を目指します，こちらは向上を目指

しますとあるのですが，向上しますというのはどうなのでしょうか。 

 

【事務局】 

 伝統食の部分ですが，当然次世代を担っていく子どもたちにも当然伝えていくものだと

思いますので。子どもたちという文言を加えさせていただきます。 

 それから，たしかに学校給食の部分で利用率を向上しますというのはおかしな言い方で

すので向上を図りますといった文言に修正させていただきます。 

 

【内山委員長】 

 伝統食については，私個人的な理解としてはかなり広くとらえたほうがよいのではない

かと思います。和歌山のある村では大きいおにぎりが伝統食です。昔この集落で大きなお

にぎりが食べられていたので珍しくない普通のおにぎりですが，こういったちょっとした

ことでも伝統食と言っていいと思います。そういった意味では，鈴鹿にしかないといった

ように狭くとらえないで大きくとらえた方がいいと思います。また子どもたちと言う文言

についてはおっしゃるとおりだと思います。 

 もうひとつ学校給食につきましては，今の第一次基本計画では学校給食等への利用を検

討しますとなっているのをもう一歩進めて，きちんと向上させていきたいと考えています。

また今日事務局から配られた目標達成状況というのも，利用率と数字で計りますので，そ

ういった意味では達成状況が計りやすいと思っています。 

 

【長屋委員】 

 全体的な確認をしたいのですが，これは農業という産業についての基本計画ですよね。

これを見ますと農業の中で生きている人，農業従事者ですとか，あるいは農業でできたも

のを使う人も入ってくる。使う人については，加工したり，料理に使ったりする業種の人

が入ってくるし，消費者としてできたものを使う。今度は農業と言う産業が環境にかなり

大きな影響を与えるので，農村とか地域といった環境も考えなければならない。そういっ

たこと全体をざっくりと書いてあるので，先ほどわかりにくいとあったのはそういったも

のがごちゃごちゃになっている可能性があるので，新しいガイドブックでは尐し変えてお

伝えできればと思います。 

 

【事務局】 

 三重大学との共同研究ですので，その意見を受け止めて一緒に考えていただきたいと思

います。当然藤田委員が言われたご意見も分かりにくいといったところから出てきたもの

だと思っていますので，新しい基本計画の周知をする方法については，皆さんにわかりや

すいものにしたいと思っています。 
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【近藤委員】 

 １０年の計画ということで２０１１年から２０２０年までかかるわけなのですが，２６

ページの発信する鈴鹿の農業と言うところにホームページのポータルサイトを構築し，農

業者による情報発信をサポートします，とありましてその下にも直売所のことが書いてあ

りますけれど，農産物として作られたものを購入する側ですね，今の１０代，２０代のか

たも当然１０年たてば２０代，３０代になりますので，今の若い方は携帯電話もインター

ネットも生活の中に浸透している世代が今後購入者になってきますので，新基本計画の変

更点が大事ではないかと思います。若い世代は，農業自体にかなり距離のある人口として

増えてきていますので，直売所の情報など農業の姿といったものをインターネットや携帯

のサイト等を利用して発信し，伝えていくことが消費の促進にもつながるのではないかと

いう印象を持ちました。 

 次に下にある６次産業化・農商工連携に向けたマッチングというところで，６次産業と

言うことで販売，消費が関わってくるわけですけれど，鈴鹿市の中で特に大きな観光施設

として鈴鹿サーキットがあるわけですけれど，旧基本計画の内容で鈴鹿サーキットなど既

存観光施設と連携し，鈴鹿農業のＰＲ活動を展開しますとありましたが，実際にこれはど

のようにされて，当時計画をたてられたものがこの１０年間でどのように行われてその結

果どうなったのか教えていただきたいのですが。 

 

【事務局】 

 サーキットの施設との連携につきましては，地場の野菜を使っていただくように，お願

いをして連携に努めているところです。実際にデータとしてサーキットで使う物のうち地

場産がどれだけという数字は把握していませんがこのような形の連携はしているところで

す。またいろんなイベント等で鈴鹿農業のＰＲ活動はさせていただいております。例えば

今週の土曜日から始まるバルーンフェスティバルと言うイベントがあります。これも農協

さんからお米をいただいてご飯を炊いて，そこで鈴鹿の養鶏農家さんからいただいた卵と

鈴鹿で作られた醤油で鈴鹿の朝ごはんと言う形で提供して，バルーンですと全国発信がで

きますので，ＰＲ活動をしています。 

 

【事務局】 

 加えて鈴鹿サーキットでイベントがあれば私どもは植木の組合，お茶の組合の２点の事

務局を持っていますので，事務局として伊勢茶の接待であるとか，植木の紹介等をしてい

ます。また鈴鹿のお茶というペットボトルのデザインが鈴鹿サーキットのレーシングコー

スをイメージしたものとなっていたりと，いろんな場面をとらえてＰＲ活動，連携を図っ

ています。 
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【長谷委員】 

 私は農業委員ですので，今言われていることすべてに関わっているのですが，計画を作

るためにどれだけ現状をつかんでいるのか知りたいのですが。現状をどのようにつかんで

いるのか。例えば鳥獣対策なら今，鈴鹿市でどういうことがあるのか，先のことを言わず

に今の問題をどれだけ処理できるのか，全てができない状態なのですか。そういった現状

をどのようにつかんでいるのか，研究してきた今の現状を。遊休地対策についてもそうで

すが，現実的には遊休地対策は，次の利用できるものがないのにどれだけ遊休地をおこし

てもなんにもならないということもありますので，現状をつかんでください。そしてそれ

に則って計画にのせてもらう。現状だけを回避してもらったらそれだけで鈴鹿市の農業は

よくなる，新しいことを考えなくても。そういったこともありますので，現状の問題をし

っかりと加味しながら前を向いてもこれほどのことはできないのではないかと思います。 

 

【事務局】 

 まさに長谷委員のおっしゃられたことを私どもも必要があると当然のことながら理解し

ております。そこで本日，配布しました鈴鹿市農業基本計画実施計画の目標達成状況と言

うのはそのほんの一部ですが農業基本計画をより実効性のあるものとするために職員が数

値化できるものは置き換えて，３年スパンでそれが達成したか実証はしております。しか

しここには数値化できるものしか載っていませんので，長谷委員がおっしゃるようなもろ

もろ全てがここに反映されているわけではないのですが，今後もおっしゃられるように検

証を繰り返しながらより鈴鹿市農業が発展するように努力していきたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 私も共同研究していますので，基本的にこの共同研究は今年度のみですけれど私は過去，

昨年一昨年度鈴鹿市の農業者の方にはお話をお伺いに来ております。どれだけカバーして

いるかと言うと数十人にすぎません。鈴鹿市の農家の数に比べて割合としては非常に小さ

いと思いますが，そういった形で一人一人の農家の方なり農業法人の経営者の方と１時間

２時間じっくりと話し合うということを積み上げることによって現実としっかり組み合わ

せる。数字ももちろんおさえなければいけないのですが，数字で例えば担い手が５人から

４人に減ったとなったら数字で増えた減ったといえるのですが，その一人減った裏にどん

なストーリーがあるのかということも大事だと思います。そういった意味では最終的な案

をまとめるまで半年ほどありますので，引き続き現場に入らせていただきまして農家の方

のお話をお伺いして現実に即したものにしたいと思います。 

 ちなみに，私もこの骨子作成には関わっていますが，基本的には長谷さんがおっしゃっ

たようにあくまで現実の問題があります。例えばお茶の問題，水田の問題，花木の問題，

これを解決するためにはどういった対策が必要なのかといった視線が一番大事だというよ

うに，ここはぶれないようにしたいと思います。 
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【内山委員長】 

 時間はあと１０分ほどになってしまいましたが，先ほど大きく２つにわけると言いまし

たのでこれからフリーディスカッションにしたいと思います。 

 

【事務局】 

 委員長すみません，ＪＡの岡本部長に来ていただいていますので農協さんの意見を伝え

ていただきたいと思います 

 

【岡本部長】 

 今日は専務が欠席いたしまして大変申し分けございません。代わりに現場を担当してい

ます職員の立場から申し上げたいと思います。ＪＡは今日は生産者団体という位置付けで

お呼びいただいたのかなと思いますので，そちらの方の観点から申しますと今一番農業に

求められておりますのは安全安心な食材の提供，いわゆる食の安全安心ということかなと

思っています。この今日示された中で目標の２で人と自然にやさしい農業づくりというの

が今後一番考えていかなければならない，たくさんありますがここにポイントを絞って話

をさせていただきます。やはり環境保全が非常に重要になると思うのですが，ところが反

面，減農減肥といったことになりますと農業生産にとっては非常に厳しい。特に今年のよ

うな高温のときに，ご存じのとおり今年は非常に暑くて米は高温障害が出ております。高

温についてはどうしようもないのですが，鈴鹿はコシヒカリで一等比率が８％を切るよう

な厳しい状況になっています。これにつきましては肥料である程度コントロールすること

も可能かと思うのですが，さらにひどいのがカメムシの被害が多発していまして二等にと

どまらずに三等まで落ちてしまうということも多発しています。全体で２％ほどカメムシ

の被害が出ているということで，これについてもしっかりと防除しなければならないので

すが，やはり環境であるとかいろんな問題，やはり農家の方ももう防除までは考えていま

せんのでこういったことをやっていこうとすると減農減肥と相反する部分が出てくるのか

と思います。それと最近非常に農地も市街地に接した部分が多いので耕畜連携で堆肥等を

散布すると臭い等の苦情も農協にはあまりこないのですが，行政にはたくさん苦情がきて

いると聞いております。耕畜連携は非常に重要なことだと思うのですがこれも頭の痛い問

題で，ある程度食の安全安心ということを消費者さんも求められるのであれば，その辺に

ついてご理解いただくようなアピールもお願いしていきたいと考えています。 

 それと内山委員長からお話がありました飼料米についてのＪＡの取組ですが，今年の戸

別所得補償の中では飼料米について１０ａあたり８万円と言う助成がありますけれど，鈴

鹿市で参加されたのは３農家でした，それが尐ないという理由が飼料メーカーへ持ってい

こうと思うとある程度大きな規格，１トンのフレコンでの出荷と言うことになりますと担

い手農家さんが中心になります。その３農家さんについては全て農協なり行政さんの斡旋
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で個々の養鶏農家さんのほうへ結び付きはさせていただきましたが，今後増やそうとしま

すとある程度の担い手農家さんのうちで増やしていく必要があると思いますが，これも政

策との関係がありまして麦，大豆をつくる方が実質いいかなと言う風な形でして，これが

品目オーダー等が変わってくれば飼料米の方ももっと増えてくると思うのですが現在鈴鹿

市内の農家さんではどちらかと言うと麦，大豆を作る方が面積払いを受けられるものです

からそちらの方を作っていきたいとことが多いようです。ＪＡグループとして大きな餌メ

ーカーを持っていますのでそちらのほうは鈴鹿市の米を全部持っていっても大丈夫な能力

はあるのですがそれでもご飯にふりかけをかけた程度にしかならない量ですが，やはり生

産者さんの判断といった形で尐し尐ないというのが実態です。 

 

【事務局】 

 今言われました減農減肥が生産にとって厳しい，相反するものだと言うのはおっしゃる

とおりだと思いますし，耕畜連携の市街地に堆肥をまいた時の苦情等も，最近非常に暑い

日が続いておりましたので私どもの方へそういった苦情もいただいておるところです。そ

ういう相反する部分ですが食の安全安心を求めるためには市民の消費者の方の理解を得る

ためのアピールについては，非常に大事な部分であると思っておりますので，これについ

ては今からもう尐し研究をして十分できるように努めていきたいと思っております。 

 それから飼料米につきましては，なかなか連携については難しい部分があるかと思いま

すが，これも岡本部長がおっしゃったように農協さんともいろいろ相談をさせていただき

ながら進めていくべきだと思っておりますので，またご意見いただきたいと思っておりま

す。 

 

【内山委員長】 

 この第１次基本計画には，実は第５章という作物別農業振興方策というのがあります。

今おっしゃった飼料米と麦，大豆は私としては耕畜連携というよりはここでいう米ではな

く水田農業の振興方策としてやはり，水田と言っても米を作るだけではありませんので，

今おっしゃられたような飼料米であるとか麦といったものを水田利用計画の中で確立させ

るという観点から書くものかなと考えています 

 

【内山委員長】 

 時間が近づいてまいりましたが，手元に商工会議所の明石委員からコメントをいただい

ております。前段は大変申し訳ないのですが省略させていただいて具体的な提案を２つい

ただいております。 

 目標１のテーマの中、現状のお茶、植木への高付加価値化等への対応も必要ですが、第

２次産業での製造業において、「企業３０年説」があるように、生き残るための構造転換、

業種転換の検討、視座も必要なのではないでしょうか。例えば、健康志向に向けた作物へ
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の転換から、茶畑オーナー制度による消費者との交流、そこからのニーズの把握、さらに

はそれを生かした農商工連携への派生等々が可能なのではないでしょうか。いわゆるお茶

植木につきましては戦略としてこれだけを作るのではなくて，もう尐し柔軟な産業である

ことが大事であるというご指摘だと思います。 

 もう一つは，目標１～７について、これらの目標すべてに共通するものが、「耕作放棄地

対策」に含まれるものではないかと思っております。既に耕作放棄地対策の有識者検討委

員会が設置され、議論された内容並びにその提案は、全ての目標にマッチするものと思わ

れます。即ち新しい農業のあり方、市民を巻き込んだ農業のあり方、農商工連携、農業を

担う人づくりの在り方、市民生活に溶け込んだ農業の在り方、そして農業から生まれた鈴

鹿ブランドの創出等々、こういった耕作放棄地対策の委員会から出ている議論と言うのを

今回の基本計画にうまく合致させていくべきではないかと言うご指摘です。 

 これも今後の検討課題ということでお願いいたします。 

 もう一つ私先ほど新たな論点と言う話を冒頭でさせていただいたのですが，今までの議

論の中ですっぽりとこの論点が抜けているのではないか，今論点出しを行っているところ

ですのでこの事務局提案の中でこれがすっぽり抜けているのではないかと言うご指摘があ

りましたら頂きたいのですが。 

 

【長屋】 

 すっぽり抜けているのか，それとも逆にそれがすべてに入っていて見えないのかわから

ないのですが，やっぱりこれ農業をやっている方も農作物を食べている方も共通した認識

を持つベースが必要になってきます。その言葉が適切かどうかわかりませんが今はやりの

言葉で言うと食育とかいろいろ言われているのですが基本は環境教育，環境をどうやって

それぞれの人が見ていくか，そういうことを踏まえると鈴鹿市民はどういう風に環境と付

き合っていくのだろうかという点があってそのうえで農業と言う産業，工業と言う産業，

サービス業と言う産業があって，だから鈴鹿市の中にもここでは触れられていない別のセ

クションで，鈴鹿の環境あるいは環境教育とか鈴鹿市民はどういう風な環境に対しての認

識を得るのかという情報があれば一度出していただいて，そのうえで農業という産業がど

ういう位置付けになっているのか，ここでいえば例えばその一つが環境保全型農業である

とか，それから安心安全なものであるとか，あるいは高齢者の農作業安全対策，そういっ

たいろんな言葉に紛れているのだけれどもうちょっと深いところの共通認識として，この

場で何かできればこの基本計画がみんなの共通認識の上で，それぞれの分野で重なること

ができればうまくいくと思うのですが。 

 

【内山委員長】 

 今おっしゃられたことは，おそらく前文でこの基本計画というものは，こういうもので

すよとしっかり描くことだと思います。たしかに食育という言葉を使っていないのは，食
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育基本計画と言うものがありますので意図的に避けたところもあるのかもしれませんが，

おそらく前文を我々の中でしっかりと共通認識としてこういうことですよとしっかり文章

化していくということだと思います。 

 

【事務局】 

 食育とか環境教育と言うのは本当に農業だけでなく全体的な行政としても全体で取り組

むべき問題であると思っておりまして，当然食育の一つの方法なりやり方として地産地消

などがあると思っておりますので，農業基本計画の中で食育をどうしろ環境をどうしろと

いう方向付けはなかなかできにくい部分はあると思いますが，それを意識した農業基本計

画と言った形ではまとめていきたいと思います。また委員長が言われたように前文の方で

そういう記述ができるのであればそういう風にお知恵を拝借していきたいと思っています。 

 

【長屋委員】 

 鈴鹿市としては何か環境についての認識した概念みたいなものがあるのですか。 

 

【事務局】 

 環境基本計画と言うものは環境部の方で作っております。 

 

【長屋委員】 

 それが一番のベースとなっているのですか。 

 

【内山委員長】 

 環境基本計画と言うのは，基本的に環境白書に沿ったものですので長屋委員が言ってい

るものとは違いますね。 

 今出していただいた論点につきましては，共同研究を含めて考えていきたいと思います。 

 他にこの論点が大事だとか，このキーワードがないといったことはありますか。 

 

【森谷委員】 

 いろんな方がおっしゃられたので繰り返しになるのですが，私は西の方の大地の方で，

役所の方はもうよくご存じだと思いますが，耕作放棄地プラス耕作放棄地予備軍が大量に

ありまして，私も牛を飼っていますが餌を作っていないような状況でして，その畑地を担

い手それから耕作放棄地対策とあわせてもう尐しそういった論点も，前作った時は，第１

章の策定の狙いと位置付けに尐し大きく取り上げてもらうなり何なり，個々にはこういっ

て対応してありますよ，予算がなかなかないのでうまいことたたないといった役所の事情

はわかるのですが，尐し大きくならないかなといった思いはあります。 
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【内山委員長】 

 まさに基本計画の位置付けというか，全体としての位置付けというかスタートラインを

どうするかといった，長屋委員のものと同様に非常に重い指摘だと思います。 

 

【事務局】 

 私どもも耕作放棄地が増えていけば鈴鹿市農業は行き詰るという認識を持っております

ので，耕作放棄地対策は非常に大事なものだと認識しています。たしかに問題を解決して

いくにはこれはいろんな要素が絡まりあっていますので，簡単にいくというわけではない

と思いますが尐しでもこの農業基本計画の中で内容を位置付け，それを具体的に実施でき

るものになればと思っておりますので，そのあたりの内容を踏まえた基本計画，実施計画

そして実施に移していければと考えております。 

 

【内山委員長】 

ありがとうございました。ほかの論点について何かありますでしょうか。よろしいでし

ょうか。 

 今後についてですが，冒頭で事務局からお話がありましたように本委員会では農業基本

計画案に対してご意見をいただくことを目的としております。この委員会では本日の意見

を踏まえて，計画素案ができた段階で１２月に１回，計画案の最終確認として２月にもう

１回開催することになっておりますのでよろしくお願いします。それではこれで，本日の

議事は終わらせていただきたいと思います。 

この後は事務局でお願いします。 

 

【事務局】 

 長時間にわたりまして熱心なご議論，ご意見いただきまして本当にありがとうございま

した。次回は１２月と言うことでご案内させていただいておりますが，２回目の会議の日

程をこの場で決めていただきたいと思います。 

 （次回の日程を決める。１２月１０日金曜日の午前１０時に決定） 

 また，資料は一週間前にはお届けいたしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

それではこれで委員会の方を終了させていただきます。長時間にわたりまして本当にあり

がとうございました。 

 

 

閉会 


