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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１２月１０日（金）午前１０時 

場所 鈴鹿市役所 １２０１会議室 

出席者 

＜委員＞（順不同・敬称略） 

  長谷 康郎  鈴鹿市農業委員会会長 

  伊藤 康生  鈴鹿農業協同組合専務理事 

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 德尚  鈴鹿市自治会連合会会長 

  豊田栄美子  Agriロマン三重会長 

  明石 孝利  鈴鹿商工会議所常務理事 

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 

＜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 順章  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 

 

１．開会 

２．議事 

（１） 農業基本計画素案について 

 ３．閉会 
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配布資料 

  事項書 

  第２次鈴鹿市農業基本計画の素案 

   

開会 

【事務局】 

 本日はお忙しい中，第２回の第２次鈴鹿市農業基本計画策定委員会にご出席いただきま

して，ありがとうございます。本日の委員会で使用します資料としましては，事項書，第

２次鈴鹿市農業基本計画（案）でございます。これらの資料は事前にお配りをしておりま

すが，本日お手元にございませんでしたら，お配りさせていただきます。 

それでは，議事の方を内山委員長，よろしくお願いします。 

 

【内山委員長】 

 ただいまから，第２回鈴鹿市農業基本計画策定委員会を開催いたします。本日は皆様，

ご多忙の中お集まりいただきまして，ありがとうございます。本日の出席委員は，私を含

めまして 14名の出席となっております。長屋委員は，11時頃から委員会に出席していただ

けることになっております。また，本委員会は公開されております。本日の会議の終了は，

12 時を予定しております。委員の皆様におかれましては，活発なご議論をよろしくお願い

いたします。それでは，早速ですが，議事の方に入りたいと思います。 

まず事務局の方から資料の説明をお願いしたいと思います。 

 

計画案説明 

【事務局】 

 それでは，わたくしから計画案について御説明させていただきます。前回，第１回の策

定委員会において，骨子案でご検討いただいた内容をお手元の第２次鈴鹿市農業基本計画

(案)としてまとめさせていただいたものでございます。 

まず，構成といたしましては，第Ⅰ章 策定のねらいと位置づけ，第Ⅱ章 鈴鹿市農業

の特徴と課題，第Ⅲ章 鈴鹿市農業の役割と基本目標，第Ⅳ章 基本目標の実現に向けて

の課題と方策，第Ⅴ章 作物別農業振興方策，それから 30 ページから 48 ページは資料編

でございまして，前回同様の構成となっております。今回新たに用語の解説を 49ページ以

降につけさせていただきました。Ⅳ章の７つの基本目標については，前回の基本目標とし

て枠組みを大幅に変えることはしない方針として第２次鈴鹿市農業基本計画を策定させて

いただいていますので前回と同じでございます。 

 そして，第１回の策定委員会において，骨子案の検討いただいた際，市の特色が出る分

野は，地域である程度完結できることとして， ５つの重点分野について，御承認をいただ

きました。その点について御説明させていただきます。 
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１番目としまして，まず地産地消でございます。これは，P16 の目標５市民生活と共存

する農業づくりというところで(1)地産地消の拡大の項目で取り上げています。新たに，○

の二つ目で，安心安全への関心が高い消費者への分かりやすい表示方法の検討を謳ってお

ります。それから P19の目標７発信する鈴鹿農業というところの(2)多様なネットワークの

形成で農産物直売所を地産地消の核として活用を図ります，として生産者，それから消費

者の立場から利用しやすいものを目指してまいります。 

２番目としまして，耕畜連携など循環型農業としまして，P12 の目標２の人と自然にや

さしい農業づくり，(2)循環型農業の推進の項目で取り上げ， (3)地域の未利用バイオマスの

有効利用の検討を新たな項目として明記しています。 

３番目としまして，産地戦略。これは P10 の目標１力強くふところの深い農業づくりと

いうところで(1)競争力のある総合産地づくりの項目で取り上げ，○二つ目で，茶植木につ

いては，産地戦略の構築で競争力の強化を謳っております。それから，P19 の目標７発信

する鈴鹿農業 の項目すべてが産地戦略の取組の一環であるとの位置づけをしております。 

４番目としまして，農商工連携・６次産業化につきましては，P10.11 の目標１力強くふ

ところの深い農業づくりのところで(4)市場立地を生かしたマーケティングの展開の項目で

取り上げまして，○三つ目で，マッチングや交流会開催などの支援，特に食品関連業者と

の連携推進を謳っております。さらに P19の目標７発信する鈴鹿農業では，(2)多様なネッ

トワークの形成の項目，○二つ目で，多様な担い手グループ，商工業者，消費者グループ

との交流を進める旨謳っています。 

５番目としまして，市民参加型農業というところでは，P15 の目標４農地の保全と生活

環境づくりの(1)優良農地の確保・保全の項目で○三つ目の，市民農園など市民的利用の推

進として耕作放棄地対策の推進を挙げております。P16 の目標５市民生活と共存する農業

づくりの(2)ふれあい・体験型農業の推進で市民が気軽に農業に触れ，参画できる体制を構

築することや，(3)食農教育の推進のところでは医療・介護の場としての農業・農地の活用

の推進，(4)美しい農業景観の保全と形成では，市民ぐるみでの花いっぱい運動の支援など

を謳っております。それから P18の目標６快適な農村生活環境づくりのところでは(2)美し

い農村づくりでは，鳥獣被害対策において，行政と市民が一体となった対策の取組を挙げ，

市民参加型農業について明記しているところでございます。 

さらに，これら，５つの重点分野を実現するための組織づくりとして，P13 の目標３多

彩な鈴鹿農業の人づくり・組織づくりの項目で，(5)農業振興体制の確立の○二つ目で産地

戦略，農商工連携，循環型農業，地産地消，市民参加を実現するための組織づくりを推進

します。と定めております。 

そして，これら，５つの重点分野に取り組み，また，その方策を実現することにより市

民の食や環境への関心に応える農業と地域農業へ思いをめぐらせる市民と有機的に連携さ

れた市民を顧客に据えた農業。そして鈴鹿ブランドを確立し，産地としての競争力を持つ，

全国区で勝負する農業が鈴鹿市農業として目標年次であります１０年後に確立されている
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という構想となっております。 

以上が今回新たに重点分野として５つ増えたところの説明です。 

続きまして，前回，第１回の策定委員会でいただいた意見について，対応させていただ

いた点について説明させていただきます。 

まず，基本計画に関わるのは，農業者，消費者，食品関連事業者などさまざまであり，

対象となるのも農業・環境・農村地域など幅広い。これらの関係を明示しないと，計画

そのものがわかりにくいというご意見をいただきました。これにつきましては，P1 の

ねらいと位置付けのところで，農業の持つ多面的機能を明記しました。それから，P2

で前回基本計画では農業者と市民という区分がされていたものを，農業者と消費者とも

に市民である旨を明記しました。また，基本計画の位置づけとして，農業者，消費者だ

けでなく関連事業者の参画のもと推進する旨を明記しました。そして P7の○５番目と

６番目につきまして，市民参加型農業と，農業と他産業との連携推進を挙げ，本基本計

画が網羅すべき対象を明確化しました。 

それから２つ目のご意見で鈴鹿ブランドの対象品目は何かということですが，これは

全国区での競争が必要となっている茶・植木を主な対象品目としていますが，本市では

多様な品目が生産されていること，総合産地づくりを志向していることから，必ずしも

品目を限定するものではありません。 

次に，消費者が減農薬・減化学肥料を求める一方で，土作りのためにほ場に投入され

る堆肥には近隣住民から臭いの苦情が出る。食の安全・安心を求めるのであれば消費者

の理解も進めるべきではないかというご意見ですが，これは P6の環境保全型農業の対

応のところで消費者が正しい知識を得ることの重要性も指摘し，目標５のところで農業

側の取り組みと消費者の理解の双方が必要であることを明記しました。 

そして，未利用バイオマスの利用を検討するだけでは消極的ではないかというご意見

ですが，前回基本計画では，バイオマスに関する記述そのものがありませんでした。本

計画では取り組みを一歩進め目標２のところで明記しまして，バイオマス賦存量の把握，

その利用可能性の検討から開始したいと考えております。 

それから，耕畜連携の推進に際しては，耕種農家，畜産農家の意向を踏まえることが

重要である。耕種農家からすれば，飼料米よりも麦・大豆の方が得策という状況もある

のではないかというご意見ですが，耕畜連携の推進につきましては目標２やⅤ章のとこ

ろで記述させていただいていますが，米プラスアルファ（新規需要米，小麦・大豆など

の戦略作物や野菜などのこと）の複合経営の推進であるとか，麦・大豆・新規需要米の

販売先確保に向けた支援など，飼料米だけでなく，麦・大豆を含めた水田農業の幅広い

支援を行う旨を明記しました。 

次に，新しい担い手に対する育成支援に重きを置くとあるが，既存の農業者は支援し

ないのかというご意見ですが，当然既存の農業者も支援対象に含まれますので，P13の

目標３であらゆる担い手を対象にした育成支援活動，持続可能な農業所得の確保を目標
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にした経営診断等の実施を行う旨を明記しました。 

それから，耕作放棄地対策として市民農園が出てくるのは違和感があるというご意見

ですが，遊休農地・耕作放棄地対策の取り組み方には市民農園だけでなく，様々な手法

が考えられます。本計画では P15 の目標４のところで遊休農地・耕作放棄地対策を推

進と明記し，その具体的な方法については，３月までに策定する実施計画のほうで検討

していきたいと考えています。 

そして，美しい農業景観の保全と形成は削除されるのかというご意見ですが，前回基

本計画を踏まえて，本計画においても削除せず，目標５のところで掲載しております。 

それから，伝統食には具体的なものがあるのか，そして，伝統食を伝えていくのであ

れば，対象として子供たちという文言を加えるべきではないかというご意見ですが，具

体的な品目が特定されているわけではありませんので，伝統食の発掘を含めた計画に改

めました。そして，子供たちが重要な対象であることは間違いありませんが，もう少し

広い対象とする必要もあると考え，次世代へとの記述としました。 

次に獣害対策について国、県、試験研究機関で行うとあるが，市や地域の人は出てこ

ないのかというご意見ですが，P18目標６で国，県，試験研究機関と連携しながら，住

民と行政が一体となり獣害対策に取り組みますと記述し，市と住民の役割を明確化しま

した。 

それから，農地・水・環境対策に関する記述はどこまで踏み込むのかというご意見で

すが，国の施策が必ずしも永続的ではないことに鑑み，P18目標６で農地・水が育む美

しい景観や地域環境・地域資源の保全・向上を図るため，地域住民による集落活動を支

援しますと記述しました。仮に国の施策が打ち切られたとしても，地域住民の主体的な

取り組みは何らかの形で支援したいと考えています。 

次に，若い世代に対しては，農業の姿や直売所の情報などをインターネットや携帯を

通じて伝えていくことが有効ではないかという意見ですが，これは，P19目標７のとこ

ろで情報化への対応を進め，農業者・関連事業者による情報発信を支援する旨を明記し

ました。 

それから，農業基本計画の存在そのものを多くの農業者は知らないのではないかまた，

文面を見ただけでは理解し難いというご意見ですが，広報の方法について，より多くの

農業者・消費者に周知できる体制を整えるとともに，その内容も理解しやすいものとな

るよう，要約版・リーフレットなどを作成する際に十分に検討してまいります。 

それから，農業をめぐる現状と基本計画が掲げる理想との格差には十分に留意すべき

である。現状と計画がかい離しすぎているというご意見をいただきましたが，それにつ

きましては現状を正確に把握した上での記述に心がけました。原案完成後もパブリック

コメントを募集するなどし，市民の声を直接反映した基本計画づくりをめざしていきた

いと思っているところです。 

以上，５つの重点分野と，前回の第 1回策定委員会で頂いた意見に対応するところに
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ついてご説明させていただきました。以上です。 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございました。最初に確認ですが今日はこの第２次鈴鹿市農業基本計画案

が事前に皆様に配布されていると思いますが，これのこの委員会としての原案を固める

というのが今日の目標です。もちろん今日で承認というよりは，ここを直したら承認と

いう形になると思いますが，それが今日の委員会の目標ということになります。分量が

大変多いものですから事務局からはかいつまんだといいますか，前回ありました骨子を

文章化し，前回皆様からいただいた全部で１５個ほどのご意見をこういう形で文章化し

ましたと解説していただきました。 

 これからの議事につきましては，この案につきましてご意見をいただくということに

なって行きますが，皆さんどういった形がご意見を出しやすいですか。前回と同様にお

一人ずつコメントいただく形でよろしいでしょうか。 

はい，それでは最初で申し訳ないのですが長谷委員よろしくお願いします。 

 

【長谷委員】 

 全体の中で落ちている内容で，どうなっているのかということでもいいのですか。今

の説明の中から落ちているとか，方向が間違っているとか，これから実施計画の中でど

うするのかという回答まで考えているのかという問題も。 

 まず他市の農業・農地は，地域防災の中で必要と位置付けされているのですが，ここ

では防災という物が一切出てこない。 

というのも現実的には鈴鹿市は今それほど土地基盤が農地法を利用しながら防災を

守っていく，防災を必要でないと考えているのか，あるいは防災は十分できているので

農地・農業の関係の中でそういう施設に位置付けしないでもいいのかという考え方なの

か，防災についてどう考えているのか。 

 もう一つは，今言っているように農地・水・環境保全対策と集落排水対策とそこにも

う一つ入ってくる中山間。今農業を守ろうとしたときに鈴鹿の中で中山間をどう守って

いくのかという話ですね。遊休地対策の時に中山間をこのまま放っておいて行くのかと

いう問題があると思います。中山間を止めないと鳥獣被害が止まらないという状況があ

るのですが，これは日本全国的に鳥獣被害が出ているという問題が少しわかりにくい。 

それから鈴鹿市には，全国でも珍しい地区委員会という物が設置されています。この

委員会というのは我々が行政でしゃべる際に本当に進んだ組織です。ここの１５０人か

ら１８０人くらいの人間が平素，農林関係の仕事を大方負っています。一般住民の入り

口・接点として。その人達の位置が全然記載されていないのはいいのかという問題です

ね。それが全然謳われていないです。 
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【内山委員長】 

 ありがとうございます。まず，防災についてですが，これについては，事務局から何

かご意見ございますか。 

 

【事務局】 

 防災については，前回の基本計画の中でも触れていない部分でもありましたし，今回

もそこまで踏み込んでは作っていない部分ではあります。当然，農地の持つ洪水を予防

したりする，多面的な防災面については認識していますが，その部分については今のと

ころ記述がしてございません。 

 

【内山委員長】 

 ちなみに防災計画というのは別途あるものなのですか。 

 

【事務局】 

 はい，あります。 

 

【内山委員長】 

 確かに防災に関しましては，多面的機能の中に当然，防災機能も入ってくるわけなの

ですが，それを多面的機能の中でしっかりと具体例で書いていくのか，それともむしろ

それは防災計画としてしっかり農地を位置付けるべきなのであって，この農業基本計画

というのは，それを入れなくてもいいというお話なのか，そこはどうですか？ 

 

【長谷委員】 

 関西では，完全にこの基本計画の中に防災的な活用という記載が入っています。現実

的には関西はあれだけの被害が起きたので，それをみて何か起きた時には農地はこうい

う風に利用するという防災を含めたビジョンが出ているわけです。要らないなら要らな

いでいいのだけれど，現実的にはそれは，こういう理由で要らないという形で行くのか

ですね。それは防災でやるということで行くのか，そのために農地をこういう形で保全

していこうという。今の防災だけでいえば，こうやって利用するというのが防災の利用

の仕方ですよね。けれど，農業面から言ったらこうやって残していくのだと，防災の関

係からにおいても。ここらを全部埋めてしまうことはこういった危険性があるからとい

うことは，当市における今の農業被害が起きる問題もあるかもしれませんが，そういう

風に農地は守って行くという，それと農業が絡んだところが出ているわけです。それが

必要なのかどうなのか，検討して要らないのであれば，それで構いません。 
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【事務局】 

 今のところは位置付けのⅠ章の策定の狙いのところで，国土の保全と多面的な機能と

いうところで水源の涵養であったりですとか，美しい景観などは別としましても，そう

いう防災面でも農地が機能しているというのは，当然これからも推進していくことであ

ります。農地がどんどん荒れていくという面からも，その点に関しては農地の保全と確

保というのは必要であると思っておりますので，この１番目のところでのこの文章でご

理解いただきたいなと思っています。それから，さらに踏み込んだ記載については，今

の原案の中では防災については，鈴鹿市防災計画がありますので，そのものについて農

業基本計画とのリンクは今のところ考えていないといいますか，明記はしていないとい

う状況です。一度これについては検討させていただくという風には思っておりますが，

今の現段階ではこのままで行きたいというのが正直なところです。 

 

【内山委員長】 

 事務局のご意見でしたが，基本的には先ほどおっしゃったようにⅠ章のねらいのとこ

ろにどうきちんと明記するのかという話，それから場合によっては目標４のところに優

良農地の確保・保全というのがありますので，この中でここでは食料生産・農業の大切

さや農地の重要性の理解というのが(1)の最初の○に書いてあるのですが，この中に防

災といったことも入れ込んでいく。 

 

【長谷委員】 

 農業として完全に無視してやっていけるものではないので，そこにうまく組み合わせ

ていかなければいけないのじゃないかと，何か入れなければならないのじゃないかと。 

 

【内山委員長】 

 そういった，意味では今私が指摘したようなところに入れていくということも検討し

ていただくということだと思います。 

 次に，２番目に中山間のお話がありましたが，私の理解では鈴鹿市は，中山間にカテ

ゴリーされるところが大変少ないので中山間という言葉を使わずに，ただしその他に農

地・水であるとか獣害という言葉は使いましたが，というのが私の理解なのですが事務

局としてはどうですか？ 

 

【事務局】 

 私どももそのように考えています。一般的に中山間として理解される地域がすべて鈴

鹿市の対象になるわけではございませんので，それにこだわらず，当然獣害対策につい

てもこれから重点を置いて取り組んでいくというのも進めていきたいと思っておりま

すので，中山間については特に明記をしなかったというところでございます。 
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【長谷委員】 

 今，中山間が農地として利用できにくいという時代が来ているので，やはりここには

見えないかもしれないが鈴峰なり庄内なり椿方面の人たちは，もう農業が，ここらの人

が市民農園などをやろうと言っているのに，そこらの人たちは全く意欲も出てこない。

それで昔どこにでも田んぼ作れ，畑作れという時代につくったものが，そのまま中山間

に，パーセンテージとしては知れているとしても，鈴鹿市に現実的には全部見ていくと

中山間という言葉がかなり出てくる，その農地は中山間の位置でやって行かないと一般

農地の耕作放棄地として扱うのは難しい，分類的には中山間に類する耕作放棄地という

物が多少なりある。そのあたりをどこに入れていくのか，１個や２個，市民農園を作っ

たりしているが。西の方の人たちの土地を放っておくのかという話にならないかという

意見です。 

 

【事務局】 

 長谷委員がおっしゃられた，放っておくというようなことは全く考えておりません。

獣害対策も含めて活用を図っていくというのが当然，本基本計画の中では推進すべきこ

とですので，ご理解いただきたいと思っております。 

 

【内山委員長】 

 学術的な立場から言いますと，中山間という言葉を使ってしまうと逆にかなり限定さ

れてしまいます。我々が一般的に使っている中山間よりもいわゆる統計上の定義に入る

ところは大変少なくなってしまいますから，下手にこういう行政で使う文書で中山間と

書いてしまうとそこから漏れてしまう。われわれの感覚で言うと中山間だけれど定義上

はずれてきてしまうというところが増えてしまうので，あえて中山間という言葉を使わ

ずにやったほうがむしろ網羅できるかなというのが学術的な立場からの意見です。 

 ただしこれは中山間という言葉を使わないからといって中山間が外れているという

わけではないです。中山間と言う言葉には，定義がありまして。 

 

【長谷委員】 

 じゃあ，その人達はどうしてくれるんだという話ですね。中山間は，どんな場所であ

っても，あるいはその場所が小さくても大きくても中山間にあてはめてもらわないと困

る。鈴鹿市は独自の中山間に従事する者の対策を作るならいいですが，現実的には中山

間農地の対策というのは無理なんです。こんなことを言ったら怒られるかもしれません

が無理な部分があるけど，ここでは農地としてみなすのでそこの地域の人たちから見た

ら中山間を放っておくのかという話になってくる。鈴鹿市２３地区あって，そこらの半

分くらいはダウンするわけです，現実的には将来見通しがないという状態になって，そ

ういうのはどうするのですか。たしかにパーセンテージで言ったらある方ではないです
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が，ここで遊休地を市民農園にする話までそこまで細かく話をしているのに，そこらを

どうするのかというのをここへは書いておくべきではないかいうことを聞きたいです

ね。集落営農でもそう，集落営農という定義があるので集落営農という形から話が前に

進むのです。中山間を放ってしまうと現実的には進みようがない，そうしたら遊休農地

にはまるのかということですね。遊休農地にはめていくとなるとあそこら辺では行く人

がいない。そんな感じです。 

 

【内山委員長】 

 今のお話を考えると例えば目標５の中に美しい農業景観の保全と形成というのがあ

るのですが，この中に今言った中山間という言葉を使うかどうかは非常に行政上難しい

ところがありますので，言葉の使い方の問題はありますが，今言われたように本当に条

件が悪くてこのままだと今の生産者も現に放り始めいていて，今後放る人がどんどん増

えていく。それをそう簡単に再利用することは難しいだろう農地についてもしっかりと

考えましょうという項目を１つこの美しい農業景観と保全の中に位置付けていくとか

そういった形で検討していただくのがいいかなと思います。 

 ３番目に地区委員会のお話がありましたが，これについてはいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 日頃，長谷委員にも農業委員会の方でお世話になっておりまして，地区委員会は鈴鹿

市独自で立派な組織として機能していただいていると認識しておりまして，農業委員会

の皆様は，農業者の代表の方であると認識しておる中で，各項目の中でそれぞれ農業者

という表現の中で当然，農業委員会の皆様もその中のおひとり，またその地域をリード

していただいている方ということで認識はしております。例えば具体的な表現の中で私

どもこの基本計画の中の P14 で下から二つ目の○の地域農業振興のための体制整備を

支援し，農業者の組織化・ネットワーク化を進めますというような中にも当然農業委員

会の皆様が先導していただいてこういう物を推進していただくと，そのように認識して

おりますので引き続きご協力いただきたいと思っております。 

 

【長谷委員】 

 それが入っているならいいです。 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございます。それでは伊藤さんからよろしいでしょうか。 

 

【伊藤委員】 

 私，JA 鈴鹿でございまして，全般的に私どものする仕事がみな組み込まれておりま
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す。ただ，今農業の現状が厳しいその中で特に農業としては販売関係ではお茶ですね，

こういった関係の物が鈴鹿農業の特産という物が下がってきているその中で消費拡大

に向けた情報発信などいろいろ書いてもらっていますし，我々も当然生産者も行政とも

ども協力しながらそういった方向に進めていかなければいけないと思っておりますの

で，行政と一緒に取り組んでいきたいと思います。また，最近は地産地消ということで

ファーマーズマーケット関係，おかげさまで私ども果菜彩も好評いただいておりますし，

安全安心という意味でも定期的に抜き打ちで月数回検査もしております。そんなことで

今後も，もう少しこういった方面増やしていきたいなという計画ですのでよろしくお願

いしたいと思います。いろいろな面で，ここにたくさん書いてあることはその通りだと

思いますので，極力行政と一緒になって進めていきたいと思っております。 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございます。この基本計画の一つの重点分野の地産地消というのがありま

すので，おっしゃられたファーマーズマーケット関係，方向性としては JAさんの方向

と特にずれているところはないということでよろしいでしょうか。 

 事務局の方から何かご意見はありますでしょうか。 

 

【事務局】 

 当然この今農業が疲弊している状況でございますので，JA さんとご協力いただいて

ともに進めていきたいと思いますので，今以上にご協力お願いしたいと思いますし，い

ろんなところ指導面ですとか，市の組織の中ではできないところがありますのでその面

に関してはよろしくお願いしたいと思います。引き続きよろしくお願いします。 

 

【内山委員長】 

 それでは森委員，お願いします。 

 

【森委員】 

 この第２次の基本計画案については，読ませていただき，今日の説明でおおむね理解

はしておるところであります。これが実際に現実に進めて実行していく中において非常

に難しいであろうと思います。しかしながら，心配ばかりしていてもいけないのでこの

ような案に，ただいまいろいろ出た意見を取り入れていただければいいと思います。私

は，土地改良関係で出ておりますが実際に現実，行政がいろいろ仕事をしていくにしろ，

排水にしろ，道路，地区境，いろいろなそのような場合に土地改良区が関係する問題が

多いにあると思います。特にそういう関係で市の行政のいろいろな政策について今後と

も行政と関係を取りながら地権者等の，この頃非常に立ち会いなどいろいろな問題が，

そして環境面においても水を流す，特に一番多い鈴鹿川沿岸土地改良区では，パイプラ
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インが進行しておりまして一般の人から環境のために一年中水を流せというような要

望はあっても水利権の問題があって４月から８月までは流すけれどもそれ以降は使え

ないといろいろな問題はあると思います。そうした面を行政が中に入ってよりいっそう

市民のために，また地域の発展のために力を尽くしていきたいと思いますので，今後と

もみんなの力を合わせてできることに期待するところであります。 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございます。今の意見に事務局から。 

 

【事務局】 

 大変力強いお言葉をいただきまして，ありがとうございました。当然市としましても

基盤整理に関しましては，改良区にお世話になっておりますので今後ともよろしくお願

いしたいと思います。それとこれを実行していくにあたってはかなり厳しい難しいと思

うという意見をいただきました。たしかにこれをどのように進めていくかに関しまして

はこれから３月までに約３年先を見越した実施計画を作ってまいるところでございま

すが，それについても十分ご意見を反映したものになるように努めていきたいと思って

おりますので今後ともご協力よろしくお願いいたします。 

 

【内山委員長】 

 それでは，森谷さんお願いします。 

 

【森谷委員】 

 本当に多くのことに触れられているので概ねいいかなと思うのですが，２，３質問し

たいのですが。農地保全の方向性というところで最近耳にしたのですけれど，ここに書

いてあるのももちろん結構なのですが，逆の意味でそれは農地を持っている人なのです

が，それが農地転用して自分の次男三男に簡単に家が建てられないというのを結構そう

いう苦情，要望を言う人が多い。それは私たち農業者にしてみたら畑の真ん中にポンと

家が建って非常に困ると，作業上困るとなかなかご理解いただけない部分がある。そう

いう事も少し，ここには消費者の立場からも，優良農地を適切に保全し，有効に利用す

ることが求められますということで，一応そういうことだとわかるのですが，所有者に

もう少し農地法の趣旨やあるいは農業を営む上で非常に困ると，それは自分のところの

土地だけれども困ると，消毒を自由に，自由にできないという言い方は少しおかしいの

ですが，消毒をするときにも非常に気を使ってやらなきゃいかんとか，騒音，臭い等も

ありますので，もう少しそのあたりを啓発していただくような文言も少し入れていただ

きたいと思います。 

 それと，僭越なのですが実は文学部の出身でございまして，マーケティングという言
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葉に非常に引っ掛かっておりまして，横文字が一般のレベルと比べてそれほど得意なレ

ベルではないのですが，この意味が今一つ分かりづらい。というのも，ウィキペディア

でも見ていたのですがかなり幅のある言葉で，幅があるから使っているのかなという気

もしますけれどかなり出てきますので，他の横文字は大丈夫だと思うのですが，ちょっ

とマーケティングに頼りすぎ，もう少しこなれた，普通の人が読んでも分かる言葉に変

えていただけないかなと，マーケティングはたぶん便利な言葉なのだと思いますが，そ

う思います。 

 

【内山委員長】 

 ちなみにマーケティングに代わる候補となりそうなものはありますか。 

 

【森谷委員】 

 これは，意味がいくつかのところで違いますよね。普通マーケティングといえば，ぱ

っと思いつくのは，マーケットは市場ですから市場化が原義に近いのかなと思いますけ

れども，分かりづらいので意見をあげているわけで，その時その時でマーケティングは

いくつも書いてありますが後ろの用語解説ももちろん読ませていただきましたが，しっ

くりこないマーケティングもあるので，その辺ちょっとなんとかならないかなと。皆さ

んがよくおわかりならいいのですが。 

 

【内山委員長】 

 マーケティングという言葉についてですが，たしかに市場販路の開拓の話もあれば，

すでにある販路に対して販売促進をかけるという話もあって，本当にいろんな意味でマ

ーケティングという言葉が使われますので，ご指摘の点はおっしゃる通りだと思います。

たしかに，この基本計画ではマーケティングという言葉は，おっしゃったようにいろん

な意味があるので便利だから使っていると思いますけれど，この点については事務局の

ほうで，言い方についてはマーケティングという言葉を安易に使わずにもう少しわかり

やすいというか意味を特定するよう検討していただくということでよろしいでしょう

か。 

 また，農地の地権者の方への啓蒙活動についてですけれど，これについて事務局の方

でいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 これは P6のところで消費者の方については，環境保全とか，生産活動とか，食の安

全に対する正しい知識を得ることも重要ですという風に一歩踏み込んだ記述をしてあ

るのですが，農業者の方の自分の土地に云々ということに関しては書いていませんので

それがうまく表現できるような，農家の方については環境に対する取り組みであるとか，
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そういう保全をしていくためのというようなことも上に少し書いてあるのですが，後ど

こかでそのような土地についての農業者自身の方への部分も文言的に入れられればと

思うのですが，検討するところかなと思っております。 

 

【内山委員長】 

 これは率直な質問なのですが，書いていいのですか。いわゆる啓蒙が必要だというこ

とを。気持はよくわかるのですが，どうでしょうか。 

 

【森谷委員】 

 まあ，啓発くらいで。啓蒙はちょっと。 

 

【内山委員長】 

 いわゆる計画の趣旨としてそもそも，そういうことになっていますのでいわゆる農地

を所有する者の義務というものをきちんと文中にも書きたいですので，そのあたりをし

っかり啓発していこうというのは書いても差し障りないと思います。そういう形で検討

していくということでいきたいと思います。あくまで農地法等の法律の趣旨についても

しっかり理解していただいたうえで農地の保全を図っていくと。 

 

【事務局】 

 私どもが農振法に基づき農地の保全の業務を直接やっております。たしかに森谷委員

のおっしゃる業務にあたっている者として，森谷委員の言われる意見というのは大変あ

りがたいわけです。私ども農振法を業務としてやっている者としては，森谷委員のよう

な意見の方ばかりではありません。例えば先ほどの耕作放棄地の問題や中山間地域で農

地が荒れている現状の中で，いろいろなご意見をいただいております。そんな中でなぜ

自分の農地に家が建てられないと言ったご意見をいただいております。先ほど内山委員

長もおっしゃられた通り，この辺の記述というのは非常に慎重に，ある意味農家の人に

とってマイナスになる部分もあるかもわからないと思います。農家住宅，分家住宅が建

たないという現実もあります。その辺が直接業務をやっている者としたら，どう表現し

ようか非常に悩ましいと思っております。ただ少なくとも農業振興地域内の農用地とい

うのは，農業投資をする場所だと法律上位置付けされていますので，その農用地に関し

ましては，安易に開発が行われないように誘導を図っております。農用地以外の部分で

農地をお持ちの方であればそっちに家を建てて下さいと言ったお願いをしております

ので，現実的な問題としてはこの程度の表現が妥当であり，後は私どもを信じていただ

いて，農業者の皆さんが安心して肥料散布ですとか農薬散布が行えるような環境づくり

に今後も努力して行きたいと考えております。 
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【豊田委員】 

 自治会長の会議の時でも，やっぱり次男三男は建っても，よそから買いたい人がおっ

てそれを何で許可しないのかと出ていた。私たちでも自治会長をやっていてマンボのそ

ばに家を建てられて，なんで市役所は許可をおろしたのか。子供が落ちるのでマンボに

ふたをしろと言ってきたのです。それはないだろうという形で。それからいちいち電話

ですよね，消毒するのに電話してくださいとか。それからポンプの音がうるさいとか，

あんたらが後から来たんやろと土地が安かったやろと言うんですけれど。そういうのが

よくあるんです。何で市役所は許可を下すのか，自治会長をやっていてそれが一番のネ

ックですよね。いちいち電話かかってきますからね，農地法あるのになんでだと思うの

ですけどね。 

 

【事務局】 

 そうですね，最初に，私どもに家が建つのか建たないのかという相談がありますが，

農用地には家を建てることができないと説明しています。それから他市からやってくる

方であったり，サラリーマンの方というのは基本的には調整区域は都市計画法の許可が

おりませんので，またそこも建たないという現実があります。また地域の方からすれば

過疎化が進むので他から人を入れるために都市計画法の基準を緩めて欲しいというよ

うなご意見をいただくこともあります。そのあたりも私どもが非常に苦労しているとこ

ろではあるのですが，そこは法律に基づいてきっちりと運用を引き続きさせていただき

たいと思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 はい，ありがとうございました。続きまして長谷川委員，お願いします。 

 

【長谷川委員】 

 青年農業士の長谷川です。この農業基本計画案，大変ボリュームがありいいと思うの

ですが，その中で青年農業士の立場として，担い手の話なのですが，担い手で認定農業

者等の意欲あるというところがあるのですが，等だけで指導農業士さんや青年農業士，

認定農業者の入っていない方を等だけの一括りにしていいものかどうかというところ

がありまして。後，認定農業者って上っていくつくらいまでが基準になっているのです

かね。 

 

【事務局】 

 年齢はないです。 
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【長谷川委員】 

 年齢はなしですか。まずその一点と鈴鹿ブランドの強化を図りとありますが，鈴鹿ブ

ランドって例えば食べ物とかならいいと思うのですが，例えば花，木，お茶なら一括り

で終わりますよね。そういう部類に入って行く方，やっている農業者の方はどういう風

な，例えばブランドってすればいいんですかね。例えば私は花木を生産しているのです

が三重サツキとかでブランド登録すればいいかとかそういう話を少しお聞きしたいの

ですが。 

 

【内山委員長】 

 まず一つ目ですが，これはわたくしから少しコメントいたしますと非常に書きにくか

ったのだと思います。というのは，それこそ１０年前と今では一番大きいのは政権が代

わりまして，担い手の概念と言うのが１８０度変わっておりまして，それこそ前政権時

代は担い手と言うのは基本的に認定農業者を中心にやって行くというのが国の方針で

した。それが今は，農業者はすべからく担い手であるという形で認定農業者についても

基本的に宙ぶらりんです。これから認定農業者を推進していくのか辞めるのかについて

も基本的に国の方針としては定まっていません。そのため出てきたのが等と言う文言な

のだと思うのですが，その点，事務局からどうでしょうか。 

 

【事務局】 

内山委員長が言われるようなことでして，認定農業者中心に以前から農業投資と言う

か国の補助金等を，認定農家に対して中心的にお金を出すなり，資金を借りていただく

というのはすべて認定農業者という条件が付いていました。今言われる通り政権が代わ

って多少その辺の方向性が変わりつつある中での表現でして，このような書き方にさせ

ていただきました。先ほど言われるように青年農業士や指導農業士と言ったいろんな職

責があるのですが，ここの書き方と言うのは認定農家と言う位置付けの中にほとんどみ

なさんが入っていますので，そういう意味からするとそこから特別に表に出してこのよ

うな書き方にさせていただいたと，ここはまさに内山委員長のおっしゃられる通り苦労

した表現の部分ではあります。 

それと鈴鹿ブランドの確立のところなのですが，こちらのほうも例えば植木の話もあ

るのですが，私どもも例えばお茶でも三重県統一であれば伊勢茶という名前を使いなさ

いということにはなっています。私どもの立場からすれば伊勢茶と言うとどうしても南

の方のイメージがありますので，できれば鈴鹿のお茶と言わず鈴鹿茶ですとかそういう

ようなものにブランドを高めていきたいなと思っているのですが，その辺の問題があっ

てなかなか書きにくいという中で，今後１０年間を見据える中ですぐにブランド化がで

きるわけではないと思いますので，そういう意味からしたらどういった表現を使うかは

別にしても鈴鹿と言うような，この物は鈴鹿地域を指すという商品と言うか農産物がで
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きればという思いを込めて，鈴鹿ブランドという表現にしてあります。それで，具体的

に三重サツキがいいのか鈴鹿サツキがいいのかというのは，今後またいろんなところを

調整しながらひとつひとつブランド化を進めていければと言うことでこのような表現

にしてあります。 

 それから，青年農業士，指導農業士は県の方で認定をしていただいているという現状

がございまして，当然市の方でもそういった方がたくさん増えていただくというのはあ

りがたいことですし，今後の農業にとっても有意義なことですのでそれは進めていきた

いと思っておりますが，いかんせん県の認定と言うことで市の計画の中ではなかなか謳

いにくいというところをご理解いただきたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 よろしいでしょうか，それでは藤田委員。 

 

【藤田委員】 

 なかなか難しいことはわからないのですけれど，この文章を読ませていただいて以前

よりはわかりやすく書いてもらってあるかなと思いますのでこれをもう少しわかりや

すくしていただくといいかと思います。 

それとちょっとこれに関係あるかわからないのですが鈴鹿フラワーパークでよく植

木まつりとかやりますけれど，あそこはあんなときしかたぶん使っていないような気が

するので，せっかく施設があるのですからあそこをもう少し植木やお茶の，普段から市

民の方が来ていただけるようなものを考えられないかなと思うのですがどうですか。 

 

【内山委員長】 

 今のフラワーパーク等の有効活用について，事務局どうでしょうか。 

 

【事務局】 

 確かにおっしゃられるような活用と言うのは大変有効だと思うのですが，公園は都市

整備部の方が管理しているところですので，なかなか基本計画の中にはうちの主導では

書きにくい部分がありますので，その活用については今後農業者の方と連携を取って進

めていけるような活用法について検討してまいりたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 PR活動の強化で，観光施設やイベント等と連携し，と言うのがあるのですが，そう

いったフラワーパークのような施設も入るようにするというのが考えられると思いま

す。よろしいでしょうか。 

 それでは三谷委員，お願いします。 
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【三谷委員】 

自治会連合会の三谷でございます。私は現在の連合会という立場だけではなく，以前

は，行政で農業振興の担当をしておりました。この中で P7の土地基盤の整備と機械化

というところで畑のほ場整備が遅れており，大規模経営や機械化の妨げとなっています

とあるのですが，ここにおられる森委員などの土地改良関係の方のおかげで水田のほ場

整備は進んでおります。畑地整備に関しましては，私が現職の時に三重用水の関係で西

部地域のほう，説明会をしてまわっていたのですが，その時もだいぶ水田地帯と違いま

して，一回畑地をしてしまいますとできるまでにかなり期間がかかるということでなか

なか理解を得られなかった。ここに書いてあるということは妨げになりますけれど，こ

の方向性について私が担当してから２０年以上になりますから時代が変わってそちら

のほうが，そんな方向で進んでいけるのかどうかが一つ疑問に感じています。基盤整備

されれば立派な畑ができると思うのですが，なかなか。この点について時代が変わって

可能性があるのかどうかちょっとお聞かせ願いたい。 

 

【事務局】 

 畑地の基盤整備につきましては，当然ほ場の関係のところについてはあると思うので

すが，当然地元の方でまとまっていただくなりが必要となってきますので，その部分が

若干難しい部分だと思うのですが，まとまっていただければ可能性はあると理解してい

るところです。 

 

【三谷委員】 

 あの当時でも地元が国・県・市合わせて地元負担が５％くらいでできると説明したの

ですけれど，それでも皆さんの理解が得られなかった。そんな中で今財政が厳しい中で

補助費も多くは望めないと思いますので地元の負担が増えると思いますので私は難し

いと思います。もう少し時代が変わらないとできないのではないかと思っております。 

 まあそれはそれでいいのですが，もうひとつ具体的なこととして，課長の方から P15

の遊休農地・耕作放棄地対策を推進しますというところで，具体的な方法を検討したい

という説明があったと思うのですが，これについてひとつ，中山間と言うのも出ていま

したが，農地の比較的単価の安いところでこのごろ第一線を退かれて，退職された方が

今まで農業の経験のない方でも，少しだけの畑を自分で耕してみたいという方も見える。

そういう方に対して住居と一緒にできるような，農地付きの宅地を供給してはどうかと，

それも過疎化が進んでいる地域だといいと思います。例えば私は，合川地区ですが，神

戸に住んでいますが向こうにも家がありましてそちらの畑で家庭菜園的なことをしに

通っています。そこで話をしていますと過疎化で学校の生徒の数も減って，人口も減っ

てきたということから農地付きの住宅地を考えてもらったらどうかという意見も聞き

ますので，そんなふうに遊休農地を解消していただく方法があれば進めていただけると
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ありがたいなと思います。以上です。 

 

【事務局】 

 耕作放棄地につきましては，今ここにおられますけれど長谷委員には農業委員会の会

長として耕作放棄地対策協議会の会長としてご尽力いただいておりますし，その下部に

あります検討委員会と言うところでは明石委員の方が座長としてこれからの取り組み

の模索なり，どうやって進めていくかの具体的なところまで踏み込んだ協議をしていた

だいております。市としてもそれについては支援をしていきたいと思っております。 

 それから三谷委員の言われた住宅付き農地の斡旋については，たしかに非常にいい考

えではあると思うのですが，いろんな法の規制などがありましてなかなか難しいのでは

ないかと思っておるところです。 

 

【内山委員長】 

私の方から補足しますと，耕作放棄地につきましては前回明石委員からいただいた文

書にあったと思うのですが，いろんなところにこの耕作放棄地と言うのは絡んでくる。

ということでこの基本計画の中にはあまり書き込まず，１行耕作放棄地対策を推進しま

すと書いておいて農業委員会さんでありますとか，耕作放棄地対策委員会でありますと

かいろんなところでの取り組みを整理するというか体系化するといった形でやるのが

一番いいのかなと思います。もうひとつ実は P16 の方の目標５市民生活と共存する農

業づくりというのがありますがこの(2)の初めの○に消費者や学童，高齢者が農業とふ

れあうことが出来る家庭菜園や体験農園，市民農園などを通じて，市民が気軽に農業に

ふれ，参画できる体制を構築します，と書いてあるのですが，これに今三谷委員がおっ

しゃられたようなものも検討課題に含みつつ，考えられるのかなと思います。あえて体

制と書いたのは，かなり法律の問題が，先ほど事務局からもありましたがございますの

でそういうところも含めて可能性としては当然検討課題に入ってくるだろうと思いま

す。だから，けして基本計画から落ちているわけではないということです。 

 

【三谷委員】 

 そのような方向で検討していただきたいと思います。それからさっき森谷委員がおっ

しゃられたような支障，妨げとなるような地域ではなく，住宅地として利用できるとこ

ろを地域の住民の方と相談の上で進めていただければ一番いいかと思います。 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございます。豊田委員，おねがいします。 
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【豊田委員】 

 P6 の３の○農業の総合産地化と言うところで鈴鹿市には多種多様な農産物とあるの

ですが，ばらばらにあるということですよね。昨年埼玉に行ったときには，深谷ネギと

きゅうりを作っているだけでやっていけます，とそれはやっぱりそばに東京があるから

ですね。鈴鹿も大阪と名古屋があるので何かをやれないのかなと。他県の方から三重県

のサツキが安いので私たちは困っていますとこないだも言われました。三重県からはす

ごく安くサツキが出ていくのですかね，他県の人がやりにくいとそんなことも言われま

した。もうちょっと高く三重県も売らないといけないのかなと。なんかやっぱり東京と

言うのはすごいところだなと，埼玉，茨木，千葉，群馬の人たちから話を聞くと。そし

て，これからは野菜も加工してきざんだものが売れる時代，ネギの加工で乾燥ネギと言

いましたかね，それも下からネギを抜いていると洗わないといけないので上だけ切るん

ですよ。それを毎日出荷していく。そういう大きな機械を農協が持っているのですかね。

それで女性がすごくやりがいがある。ネギも抜かなくていい，洗わなくていい。ですか

ら鈴鹿も名古屋と大阪に近いですからできないかと思います。きゅうりでも家族４人だ

と４反しかできない。４反のハウスと深谷ネギでやっていける。そこらはそれが７０軒

ほどある，深谷市は人口少ないですが。その出すところが共同出荷場なので夜まで仕事

をしなくてもそこに働く人たちができる場所がある。何で鈴鹿は，鈴鹿という名前はブ

ランドですよね，鈴鹿で何とかできないかと。よその県に行くとすごい農業が儲かって

いると聞きます。でも一番いけないのは米だと言われます。千葉県の人も米はだめだと

いわれる。なんかもう鈴鹿と言う名前のブランドがあるので，私たち外に出ていくと三

重県って使いませんね。鈴鹿ですと，どこに行っても鈴鹿で通じますからね。だから何

か鈴鹿でも，最初に起こったのはお茶とサツキだと思うのですが，でもペットボトルで

すからねこのお茶。 

 

【伊藤委員】 

 鈴鹿は農業においては，なんでも取れるところなんですよ。なんでもあるという感じ

なのですが，今ちょっと植木関係やお茶関係の方も厳しい状態で少しずつ野菜方向にも

目を向けているという状態なんですよ。さっきカット野菜の話が出ましたけれど今試験

的な段階では加工用の漬物用に白菜を西部地区の方で少しまとめて作ろうかという方

向が出ている。現実にやっていて加工業者と提携はしてはいます。そういう風な方向で

少しずつ，ブランドと言うのは一気にできるものではないので，いいものを見つけて長

く，その中で鈴鹿というイメージを作っていけるものを探していかなければならないと

思っております。 

 

【長谷委員】 

 とにかく農業で儲かるものを探してもらわないと，遊休地がどれだけでもできていき
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ます。はっきり言って，農業者が農地をおこしたら金になる，生活ができるなら遊休地

は出来ない。品目がないからいけない。遊休地の対策はそれだけですよ。それだけあっ

たらどこでもおこしますから。それを探してくれと，県，市，農協に言っているのです

よ。 

 

【伊藤委員】 

 かつて，サツキはこんな猫の額みたいな土地でも，みんなやっていましたからね。ぼ

くもよう作らなくなっても植木サツキがあれば大丈夫と思っていたのですが。なかなか

難しいですな。 

 

【内山委員長】 

 今のコメントにつきましては，位置付け等でも，もしくは鈴鹿市農業の特徴のところ

でもやはり大阪なり名古屋なりの都市に非常に近いというお話は，網羅はされています。

例えば先ほどのカット野菜ひとつとっても，可能性は非常にあるとは思います。可能性

はあるのですがそれを書いたときにどうなるのかわかりませんからなかなか具体的な

ものを書き込むのは難しい。おっしゃられたことは，本当におっしゃる通りだと思いま

す。せっかくのブランドをしっかり生かしましょうですとか，この大阪にも名古屋にも

近い立地を生かしましょうとか，売れる品目をしっかり見つけてそれを振興していきま

しょうですとか，それらは計画の中には網羅されているかなと私は，理解しています。

その点について事務局から。 

 

【事務局】 

 まさに今豊田委員が言ったのがマーケティングと言う物だと思うのですが，それにつ

きましては P11 のところでマーケティングの展開と言うところで，これは文言を考え

ますが，記述しておりますし，我々も十分その点は理解をしておるところです。しかし，

その先がもう一歩踏み込むということができない部分でもどかしい思いをしていると

ころではあります。今の計画の記述についてはこれが精一杯なのかなと思っております

のでよろしくお願いしたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 よろしいでしょうか，では北川委員おねがいします。 

 

【北川委員】 

 私は消費者の立場として，今の豊田委員とも関連するのですが，この前農協で話があ

った時に伝統野菜の話があったんですね。鈴鹿で伝統野菜ってあるのですか。で，ある

っていうのは私，種を保存していかないとダメになるというのを聞いたのですね。私達
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でも作っているけれど店に行ってもその種ってないですね，そういうものこそ伝統野菜

なのかなって思うのですが，そういう伝統野菜を守っている方が全国には見えるのだな

と種を残していく話をしていて少し気になったので話をさせてもらいました。 

 それからですね，地産地消の発信の仕方ですが私達消費者は，ネットとか携帯とか使

える方はそれでいいのですが，やはりお年寄りの方はアナログしかだめとか，やはりそ

ういうこと。そして，あんまり直売所と言うと交通の便が案外不便だと思います。それ

で，コミュニティーバスなんかをうまく利用してたとえ日曜日にでも直売所を回わると

か，そういうことができないものかなと思います。やはり消費者の立場としてはそうい

うことが気になりました。 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございました。まず伝統野菜についてですがこれは事務局の方で何か掴ん

でいる情報はありますか。 

 

【事務局】 

 鈴鹿独自の伝統野菜については掴んでいないですね。まさに加賀野菜なんかは一つの

ブランドになっていますので，そのような形で，鈴鹿の方でもあると思いますので継承

できればと思っております。 

 

【内山委員長】 

 JAさんのほうで何か把握されているものはありますか。 

 

【伊藤委員】 

 伝統野菜と言われると伊勢たくあんとかひのな漬けなどですが，それを伝統野菜と言

われると，ほとんどが日野ですので。 

 

【北川委員】 

 私達でもキヌサヤ一つにしてもうちでとった昔からのキヌサヤ，そんな種は売ってい

ないですし，やっぱり林崎瓜の種，そういう物がよそに行くとないかなと思っています。 

 

【内山委員長】 

 もし何かあれば野菜茶業試験場がありますので種は持ち込まれていると思います。 

 

【長屋委員】 

 今の伝統野菜について一つだけ，日本だけではなく世界中各地の伝統野菜，今の種と

言うのは F1とか育種された種で世界中にいろんな人がいて，世界組織だとシードセイ
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バー種を守るという会があって，三重県でも一人女性の方で会員の方がいて，それで自

分で種を取って保存していくというのをやっている方がいます。その方は農家ではあり

ません。ある会社に勤めていて農業が好きでおやめになったのですけれどそういう方が

いて，たぶん自己採取ハンドブックという本が出ています。ちょっと名前はあやふやで

すが。その中に一人三重県の会員の方がいるので，実際には農家じゃない方，農業に興

味を持っている一市民の方でも自己採取をしていこうという動きはあるので，そういう

のと関係を持っていくというのが一つあるのではないかと思います。 

 

【内山委員長】 

 今おっしゃった話を計画に書くと発掘の一言で終わってしまうのですが，その奥には

そんなことがあるということです。 

 

【長屋委員】 

 後，農家さんが種を取らずに全部買わなければならないという仕組みに変わっている

というのが一つ大きなところだと。 

 

【内山委員長】 

 あと二つ目にご指摘いただいた，情報発信についてはインターネット等だけではなく

ネットをあまり利用されないような高齢者のかたに対してもきちんと情報発信しなけ

ればいけないという話と，実際に足を考えた時にコミュニティーバスと直売所と連携し

ていくことも考えられないかというお話でしたがこの点についてはいかがですか。 

 

【事務局】 

 情報に関しましては今後進めていくうえで北川委員がおっしゃったことを十分加味

して，デジタルだけではなく，インターネットや携帯だけではなく，アナログでの情報

発信がいかにしたらできるかというのを含めて検討していきたいと思います。 

 それから，Cバスで行ける直販所ですけれども今のところは厳しいのではないかなと

思いますけれども，ただいろんなところの方が直販をやっていますので，Cバスのそれ

ぞれの停留所の近くに直販をされている方があれば，そういう物も含めた PRをしたい

と思います。大きな農協さんの果菜彩であるとか，大地さんであるとかは，なかなか今

Cバスではいけませんので，その点については今のところ厳しいのではないかと思いま

す。 

 

【内山委員長】 

 そういう意味では新たなルートを作るというのはなかなか現実的ではないと思いま

すが，今，走っているルート上でここにあるというようなマップを作るとかそういった
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ことは出来るのかなと思います。今のお話については目標７の中でうまく表現できるこ

とは表現していくということで納得していきたいと思います。 

 では，明石さん。 

 

【明石委員】 

 商工会議所の明石です。前回の会議では所用が入りまして，今日初めてでございます

がよろしくお願いいたします。私の方は，この第２次鈴鹿市農業基本計画の内容につい

ての意見と，これについて外から見た場合にこういった視点を入れたらどうかという２

つの意見を述べさせていただきたいと思います。 

 まず，中身の方についてなんですが非常に膨大な量で，中身的にも精査していただい

ていると思います。その中で一つですね，例えば P6のところを見ますと鈴鹿市農業に

内在する諸問題と言うところがございますね。そうすると例えば第Ⅱ章の１の方につき

ましては特徴と課題が書いてあって，その中で諸問題が書いてある。そして諸問題の中

には，例えば農業の総合産地化というのは，最後には農業の総合産地化が必要ですとい

う文言に終わっているのですが，実際には読み手から見ればじゃあこの問題についてこ

の基本計画ではどういう風なレスポンスをするのかというのが分かれば一番いいかな

と思いますと，例えばこの農業の総合産地化についてのレスポンスは P10 のところの

目標１のところですねふところの深い農業づくりのところの(1)競争力のある総合産地

づくりでたぶん対応されると思うのですね。そしてなおかつ環境保全型農業の対応と言

うのは，これは目標２の方策の中の(1)環境保全型農業の推進という部分で問題定義を

し，これに対しての方策をとっている。ということはこのところの方にただ単に諸問題

を羅列するだけでなく，農業の総合産地化であれば対応策としては目標１の方策１であ

るとか，そういう風に書くと読み手の方はより理解をしやすいのかなと言う風な形で思

いました。それと最初に事務局から７つの目標というのが，そしてなおかつその中で５

つの重点分野を説明されましたよね。この重点分野を説明したときに例えば①は目標何

番のどこに書いてありますと説明されましたけれど，これは私達がここにいるからわか

るのであって，もし本当にこの農業基本計画をもっと身近に理解してもらうとなるとや

はり重点目標も，例えば①地産地消については，ここに全部書いてありますので，これ

は何に対応していますということを書いていけば読み手側としては非常に理解をしや

すいのかなと思います。 

 それと，もう一点は用語説明ですね。先ほどマーケティングの話もありましたが，せ

っかく P49 から用語説明が書いてある。これを見てみるとどこに用語説明が書いてあ

るのかわかりにくい。例えば，この文を読んでいった中に用語説明がこっちに書いてあ

りますというようなことが分かるような明記ですね。例えば P5のインショップってあ

りますよね，これは用語説明の P49 あ行のところに書いてあります。例えばここによ

くあるのが注意書きなんかで何ページの何番というのが書いてある，そういうものがあ
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ると非常に親切だと思います。 

 そして，次に対外的な形でというか，この農業基本計画の中でちょっと外から将来見

た場合にどういう風な観点が必要なのかといいますのも，この農業基本計画については

2020 年がターゲットですよね，そうなってきますと今僕らがよく新聞で見ているのが

TPP ですよね。これっていうのは農業の国際化を仮に視点に入れると，今の鈴鹿市の

農業基本計画はいうなれば内なる農業基本計画ですよね。そうするとあくまでも 2020

年が目標年度と言うのであれば，これは国際化というような視点も入れていったら面白

いのじゃないかなと感じました。例えば昔，大分県の平松知事と言う方がいらっしゃい

ました。あの方のキャッチコピーの中にグローカルという言葉があります。グローバル

とローカルなのですが要するに，グローバルに考えローカルに行動せよという，合わせ

てグローカルという視点なのですが。そうするとこの農業の基本計画の中にも将来

2020 年を考えていく場合であればグローカルな視点と言うのも必要かと，例えばグロ

ーバルに考えて鈴鹿のローカルな農業としてはどう行動すべきなのか，その辺のところ

が入ると結構面白いかなと思いました。 

 それと後一つは，農商工連携ということなのですが，農商工連携のこの文面を読ませ

ていただきますと，たぶんいろんな食品工場などでやっていこうとしていると思います。

今，農商工連携をさらにさらに産業化しようということで食物工場ですね。そういう風

なことを農商工連携の中で取り組んでいこうというのは，すでに長野県あたりでは，や

っています。ですからこの中の農商工連携において例えば交流会の開催ですとかコンプ

レックスですとかによって新しいものや食材を作って行こうというのも当然重要なの

でしょうけれど，しかしその中で工業化，いうならば農業と工業がコンプレックス，連

携することによって例えば食物工場ができるとかそういう風なものも入れてもらえれ

ば面白いのかなと思いました。 

 そして，最後に私は耕作放棄地の委員長もやらせてもらっていたのですが，遊休農地

と耕作放棄地は何が違うのですか，例えば年数によって違うのですか，それとも遊休農

地と言うのは遊んでいる農地ですよね，また耕作放棄地とは完全に名前の通り放棄をさ

れた農地なのですよね，そうするとその違いというのは一体どういう物なのでしょうか。

例えば 3年以内だと遊休農地で，３年以上だと耕作放棄地だとか，それの定義と言うの

はあるのですか。あるならば教えてほしいのですが。 

 

【内山委員長】 

 今恐らく全部で６つコメントいただいたと思いますが，まず最後の耕作放棄地，遊休

農地についてはどうでしょうか。 

 

【事務局】 

 用語の解説にもあるのですが，遊休農地につきましては農地法上の定義がされている
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というところです，P53です。それから耕作放棄地につきましては，P49にありまして，

これは農林業センサスが使っている用語と言うことで定義をされている統計上の用語

です。どちらも同類語と言うことなのですが，農地法上は遊休農地，そしてセンサス上

は耕作放棄地，今は一般的には耕作放棄地と言うのが一般的だと思うのですが，一応二

つの言葉が使われておりますので併記をしたというところであります。 

 

【内山委員長】 

 ということで，基本的にはそれほど変わらない，把握する主体によって言い方も変わ

ってくるということですね。 

 それでですね，最初にご指摘いただいた鈴鹿市農業の諸問題と７つの目標の関係，そ

れから７つの目標と５つの重点分野との関係ということにつきましては，これは実際に

調べていく段階でわかりやすいように一覧表などの形で示していくということがいい

のではないかと思います。それでよろしいでしょうか。 

 それから注意書きにつきましても，これもご指摘の通りですのでこれは後に説明があ

りますということで示す形で仕上げていきたいと思います。 

 次に 2020年が基本計画のターゲットですけれど，いわゆる国際化の視点，グローカ

ルな視点というご意見がございましたが，これについては事務局何かありますか。 

 

【事務局】 

 国の動向と言う物が非常に重要になってまいりますし，当然地域の考え方と言うのも

あろうかと思いますが，今回この基本計画の２次を策定するに当たりまして国，県の施

策は市でどうこうするということができませんので，いわゆる市でできること，取り組

めるところ，取り組むべきものと言うものを市において計画しておりますので，そこま

でちょっと踏み込んだ表記は難しいのではないかと言う風には考えております。 

 

【明石委員】 

 あくまでも農業を取り巻く環境の変化ですので，国の施策の中には当然 TPP がある

のですが，今の中を見ると農業を取り巻く環境の変化については国際化というものが押

し寄せてくるのかなと思います。 

 

【事務局】 

 現状としてそういう課題があるというところまでは書けるのかなと思ってはおりま

すけれど。 

 

【内山委員長】 

 確かにおっしゃる通り TPP 等がもし仮に始まったらかなり状況が変わってきますの
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で，今のこの計画はどうなるのだろうとそこまでの話もありますので，おそらく最初の

ねらいと位置付けのところで国際化の視点と言うのは入れられると思いますが，具体的

な施策の中で，目標の中で取り組むというのはおそらくちょっと難しいのかなと言うの

が私からの感想です。 

 実は，私も農林水産省から委託を受けて関する研究をしていますが，研究チームによ

ってまったくバラバラな成果が出ていまして，これをやったら日本の農業の国際競争力

は上がるという成果から，これでもう日本の農業は壊滅するというところまで，本当に

同じお題をもらっているのに研究チームによってばらばらの結果が出ています。ちなみ

に私はわかりませんと言うのが素直な私のチームはどうなるか予測不可能であるとい

うのが回答です。そういった形で本当に何が起こるか分からないという現状ですので，

たしかに現実問題可能性はありますのでそういった意味ではいわゆる位置付けとして

環境の中でしっかりと国際化について考えていかなければならないというところは，も

う一度文面を精査しまして，しっかりと組みこんでいければと思っております。 

 それからですね農商工連携について，いわゆる明石さんはコンプレックスであるとか，

私は理解ですと農業と工業の連携にとどまらず融合と言いますかそういったところま

で踏み込んで書くべきではないかと言うお話でしたけれど，これについては私の個人的

な意見としては連携のさらに発展形としてコンプレックスという言い方もありますし

クラスターという言い方もありますし，いろんな言い方があると思いますがそういった

ところも可能性としても含めつつ連携を進めるという表現で検討していただくのがい

いのだと思いますが，その点はいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 そのような方向で検討したいと思っております。それから国際的な云々という話につ

きましては P1 の３つ目の段落のところで，現状も少しふれておりますし，P2 の２つ

めの段落のところでも国における食料・農業・農村基本計画というのもあるのでそれと

の整合性を図りながら，というところで，少しまた文言として修正できるようであれば

修正していきたいと思っております。 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございました。すいませんが三重大のメンバーは飛ばさせていただいて，

西田さん願いします。 

 

【西田委員】 

 一通り目を通させていただいて，よく書いていただいているなと思っているのですが，

１つだけ鈴鹿の今農業で課題として残っている獣害のことがさらっとほんの数字でし

か触れられていないので，出来れば目標４のどこかに特出しでひとつぐらい項目を作っ
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ていただけないかなと環境を作るのにあたるのじゃないかなという気がしましたので。 

そういう希望です。 

 それと先ほどちょっと伝統野菜，伝統農産物の話がありましたよね。鈴鹿には私ども

ときどき問い合わせがあるのがシロミトリという豆ですね，問い合わせがあります。全

国的にはほとんどなくて，ミトリ豆というのは全国的にあるのですが，シロミトリはど

うやら鈴鹿くらいにしかないようです。どこが違うのか私達にもわからないのですが。 

 

【長屋委員】 

 どうやって使うのですか。 

 

【西田委員】 

 それもあんまり詳しくはわかりません。豊田委員かその辺の人に聞いていただかない

とわからないです。 

 

【北川委員】 

 よくお葬式なんかで，ミトリ汁と言うのを作りまして，おいしかったと思います。今

はもうなくなっていますけれど，白味噌でミトリとかサトイモとかを入れて。森谷委員

なら知っているかもしれませんが，よく作りましたよね。 

 

【森谷委員】 

 あんこの白あんとは違いますよね。 

 

【長谷委員】 

 葬式の話になると地域によって全然違う。西の方とか，ちょっと違うと全然違います

からね。 

 

【内山委員長】 

 それでも一つヒントが。 

 はい，最初に西田委員からご指摘いただいた獣害対策については目標４にも書くべき

ではないかと言うご意見ですが，私としては重複して書いても全く構わないと思います

ので，獣害対策はこの農地の保全と生産環境という側面からも取り組むべき課題である

とここに明記するということで特に問題ないかなと思います。事務局からどうでしょう

か。 

 

【事務局】 

 獣害については当然推進かつ充実させるべき施策だと思っておりますし，今も住民と
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一体となって対策に取り組んでいるところでございますので，目標４での生産環境づく

りという中での一つの項目として入れるというのはいいと思います。さらに実施計画の

なかで，それについてはもう少し踏み込んだ目標としてあげていきたいなと思っている

ところであります。 

 

【内山委員長】 

 はい，よろしいでしょうか。 

それでは先ほど飛ばしてしまいましたが，長屋委員，お願いします。 

 

【長屋委員】 

 全体的に基本計画ですので大まかで大変よろしいかと思うのですが，個別的にこれは

載せるか載せないか別として，雑感というところでお話しさせていただきたいのですが。

まず，やっぱり産地化とかブランド化と言う前に鈴鹿の文化の中で農業をどう位置付け

られているかという歴史的な流れがやっぱり必要ではないかと。そのうえで今があるの

で将来があるのだというのが話として何か魅力のある，過去はこうだった，現在はこう，

これが問題でという風になっていただけると魅力が出てくるかなと言うのが一点です。 

 ２点目は，さっきTPPの話がありましたが，僕が個人的にTPPよりもっと怖いのは，

肥料の輸入が止まるとか，今の農業における大きな資材の輸入が止まった時にどうする

かということも踏まえると，僕は鈴鹿の漁業のお魚，というのは昔から肥料として畑に

入れていたわけですので，そういうことになっても鈴鹿は農業が出来ると。中国はリン

の関税を百数％に上げた，もう売ってくれないと言っている時期でも我々はお魚を取っ

て畑に入れれば大丈夫，というような一つの仮説をたてたうえで鈴鹿の農業と言うのは

地域の中で十分農業生産が保てるというようなストーリーがあると夢があるのではな

いかなと。あるいは TPP の場合，国際貿易を始めた場合にはやっぱり GAP という制

度がないとうまく輸出が出来ないとすれば，鈴鹿地域を全部 GAPにするというような

イメージとか，そういう将来構想のイメージ，ここに書くとそれを現実にしなければい

けないという問題もあるかもしれませんが，そういうイメージがあって農業の夢の部分

を語れる計画もありかなと思います。 

 後は，うちの学生の中で生物資源の学生ですけれど，家が農家でない学生の中で乳牛

の世話をして，泊まり込みでつらい仕事もしたいという学生もいます。大学としてはご

飯さえ食べさせていただけるなら無料で働いてもいいというインターンシップと言う

制度がありまして，出来ればご飯と宿所ぐらいで，家族と同じように接していただくと。

だからそういう若い人たちが，大学ではインターンシップとカッコイイ言葉で言ってい

るのですが，ちょっと農業してみたいなと思うときに，農家さんですとか農協さん，あ

るいは地域がうちだったら３人くらい一週間くらい泊っていいよと，そのかわり朝は５

時から働かせるし夜はご飯とお酒は出しますとそういうのもあるといいかもしれない。
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そうすると素人ですからどんなにつらい仕事でもつらく感じないので，頑張って農作業

を行うと思いますよ。 

 

【長谷委員】 

 どういう風に申し込んだらいいのだろうか。 

 

【長屋委員】 

 資料があってそこに一言書いていただくと，その時に農家さんのセキュリティーを保

つために学生には傷害保険と賠償保険をかけて送ります，ですので農家さんの機械を壊

した賠償保険で補うと，農業中自分に事故があったら傷害保険で補うということで，単

なる A4１枚くらいの紙なのですが，農家さんは書き方がわからないのですよ，だから

行ってどうなのか聞いて書いてあげると，昔の確定申告のやり方と同じですよね，そう

いうお世話を我々やらせていただきますので機会さえあればご利用ください。 

 

【長谷委員】 

 担い手なんかはこういうのが欲しいのじゃないかな。水田農業している人たちは仕事

にムラがあるのでこういうのが欲しいですよ。 

 

【長屋委員】 

 大学の方も急に来いと言われると休みの間なんかは困りますので。大学としてもイン

ターンシップとして市役所とかは完備されているのですよ。それと同じように農業とい

う業界にインターンシップをもっと増やしていくような，そういうのも大学の学生指導

を通じてやれますので，ぜひともそういう受け皿として。 

 

【伊藤委員】 

 私どものところもいろんなところから一週間くらい泊まり込みで研修してやってく

れと，そういうのはこちらに行っていただければいつでも派遣先を探させていただくの

で，希望者がいたらまた申し込んで下さい。 

 

【森谷委員】 

 正直な話，私も後１０年くらいは営農を続けられるかなと思いますが後継者がいなく

なった場合せっかく施設があるのに，それも補助金をたくさんいただいた施設があるの

に，それもまだ使えるのにどうしたらいいのかと，たしかニュージーランドはシェアミ

ルカーとかいう制度がありますよね，そういうのに学生さんでしたいという方があれば，

とりあえず来ていただいて，そういうことを考えていく人も結構出てくると思いますよ。 
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【長屋委員】 

 大学には就職支援センター，キャリア支援センターみたいなところがありまして，そ

こに申込用紙があります。ホームページにも申込用紙があります。 

 

【森谷委員】 

 農協さんにちょっと書きこんでいただいたらどうですか。 

 

【長屋委員】 

 大学ができることは，いろいろありますが，このインターンシップ制度を利用してい

ただくこともいいのではないかと思います。 

 

【内山委員長】 

 今のご意見なんですが最後のところが一番盛り上がったのですが，軽くとらえますと

P16にふれあい・体験型農業の推進というところに消費者や学童，高齢者等々とかいて

ありますがここに学生と言う言葉を入れたりですとか体験だけではなく実習と入れた

りですとかそういう文言をここに入れるというのもありますし，もっときちんと考えま

すと目標３の多彩な鈴鹿農業の人づくり・組織づくりのなかに多様な担い手の確保・育

成とありますけれどもその中で我々の業界ではファーストキャリアと言ってはじめて

農業と関わるような機会の提供ですとか，キャリアシフトと言うのですがそれを単なる

体験・経験から本格的に職業として変えていく。先ほど森谷委員が言われた話がまさに

そうだったのですけれど，そういった形でしっかりと支援を何らかの形でしたいという

ことをこの多様な担い手の確保・育成のところで，今言ったファーストキャリアやキャ

リアシフトとい片仮名を使うかは別として，そういったところを考えましょうというの

を書くというのがよりきちんと考えた時にはそういう文言がここに入るということも

考えられるかなと思いますがいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 検討していきたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 それから冒頭に長屋委員がおっしゃった水産業との連携の話ですね，これも私すっか

り抜け落ちて，実は水産業だけでなく林業も当然可能性があると思うのですが，こうい

ったことも，やはり，持続型農業と言った場合には，文言として書いてもいいかと思い

ます。これも検討していただくということで。 
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【長屋委員】 

 それと用語なのですが環境保全型と，循環型農業とかちょっと合わないかなという気

もするので検討していただきたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 そうですね，そこはもう一度あらためて検討していただきたいと思います。 

 後，冒頭にご指摘のあったいわゆる鈴鹿の文化・歴史と農業との関係ですが私自身よ

く存じ上げないですので，少し調べて昔こういうことがあったとか風土ですとかそうい

ったところもしっかり特徴なり位置付けなりというところに入れていくということで

ご検討いただければと思います。 

 それでは，近藤委員。 

 

【近藤委員】 

 基本計画の全般的なことに対しては，特別気になるところはないのですが，個々で１，

２点ありまして，ちょっと教えていただきたいことは，P18の目標６の鳥獣被害のとこ

ろで国，県や試験研究機関との連携ということがありまして，後ほかにも P14 の営農

支援システムのところにも試験研究機関や学識者などとの連携とありまして，後 P10

のところに高付加価値農業の実現というところで試験研究機関や農業改良普及センタ

ーとの連携とありますけれど，例えば今までにもどういった風に，市からすると身近な

のは県だと思うのですが，市と県そしてさっきお話にもありましたが野菜茶業試験場も

三重県内にありますけれど，そういった国や県との連携がどのように農家さんのところ

まで伝わるのか教えていただければと思うのですが，ここに連携を図ってというのが今

ですと具体的に３か所上がっていますけれど。大学で研究をやっていて国や県の試験場

に置かせていただくこともありますけれど，そういうところの情報が市へ伝わったりと

か，逆に市の中での課題になっていることが県へ上がって行ったりと言うこともたぶん

あると思うのですが。連携を図りながらというのは具体的には何か，どのように連携が

図られるのか教えていただきたいと思います。 

 

【事務局】 

 まず，試験研究機関と言うのは県の農業研究所あるいは，地域の普及のことを指して

いるのですけれども，その連携が具体的にどのような形でというのはなかなかご説明し

にくい部分があると思うのですが，当然一つの例をあげますと新サツキと言うか，サツ

キとツツジの間にできる新サツキと言う物を開発していただいたというのがあるので

すが，そのような形で生産者と新しい品種に向けてこういう取組と言うのを市としても

支援していったりと言う部分でこのような記述をさせていただいたんですが。 
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【近藤委員】 

 鳥獣害のことで前回の会議でお話に上がったのが鈴鹿市のことだけでなくて三重県

の中でも他の地域で大きな問題になっているだろうとその中で他の市であるとか県と

の連携が。 

 

【事務局】 

 鳥獣害に関しても県の農業研究所の方でいろいろ他市の例ですとか，先進的な例と言

うのは地域に入って勉強会をしたときには紹介をしていただきますけれど，直接，市が

他市との連携の中でそういう情報をつかんだりと言うことはないですけれど，ただ研究

所さんの方から頂いた情報で，当然研究所さんは全県的に回って見えますのでそういう

部分については他市の例であったりとか成功事例であったりそういうのはうかがって

いるところではあります。今の状態はそのようなところです。 

 

【内山委員長】 

 おそらく現実問題としては，連絡を密にとるということに尽きるのかなと思います。

形式としては例えば三重大学と鈴鹿市は協定を結んでいますよね，確か。そうした形式

がありながら実際には本当に連絡を密にとって情報交換をしていくというところに落

ち着くのかなと，今の技術にしろ，獣害にしろ，そういうところかなと思います。 

 

【近藤委員】 

 あと，別件なのですが鈴鹿のブランドの話が出てきたところで例えばこのお茶みたい

に鈴鹿のと言う名前が入るだけでも市民の方たちが注目したりですとか，他の地域の方

も注目すると思うのですが，いきなりブランド化と言うのはお話にもあったとおり難し

いと思いますが，いくつかのつけやすいもの，加工した漬物，先ほど漬物の話も出まし

たが加工したものとかに鈴鹿の名前が入っていることによって浸透していって，これが

今後の１０年ありますけれど１０年見たときには強く残って行ったものが自然にブラ

ンドになる，認識が広がって行くのかなと思いましたので，名前をつけやすい物には表

記するっていうのがひとつのブランド化，いきなりブランド化と言うのは難しいと思い

ますけれど徐々に徐々に浸透していくことかなとこのお茶を見ていてそう思ったので

すけれど，そういう感じはします。 

 

【内山委員長】 

 今おっしゃっていただいたようにブランド化と言うのは本人の努力ですぐに何とか

なるものではございませんので，ブランド化を常に意識しつつ農業振興を図って行くと

いう，表記についても問題はありますが鈴鹿茶と言えないですとか問題はありますので，

先ほど近藤先生が言われたようにしやすいものからしていこうというところ，出来ると
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ころからやっていくということに尽きるのかなと思います。 

 ありがとうございました。今皆様からご意見をいただきまして，若干時間が超過して

しまいましたが，今皆様から本日いただきましたご意見を踏まえまして事務局の方で修

正をしていただき，第２次鈴鹿市農業基本計画という物が策定されていくということで

よろしいですよね。 

 それでは私の方の議事の方はこれで終了させていただきたいと思います。この後は事

務局の方でよろしくお願いします。 

 

【事務局】 

 長時間にわたって熱心なご議論ありがとうございました。今委員長がおっしゃられた

通り今日いただいたご意見をふまえて，第３回の策定委員会の方に修正していきたいと

思います。今後につきましては来週，農業委員会の月例の総会がありますのでそちらで

農業委員会の方にご説明をさせていただきます。その後，市議会の方にも説明をさせて

いただいて議員さん方からもご意見をいただくということを年内に行う予定でござい

ます。そしてさらに，パブリックコメントと冒頭で申し上げましたが１２月末から１月

末にかけてパブリックコメントの方を実施していきたいと考えております。当然今回い

ただいたご意見とそれから先ほど申し上げた今後についてのご意見を踏まえて第３回

の最終になりますけれど策定委員会の資料を作り上げていきたいと思っております。 

 （第３回の策定委員会の日程を決める，２月２１日の午後２時からに決定） 

 また事前に資料の方を，今回は非常に見ていただく期間が短くて非常に申し訳なかっ

たですけれど，第３回についてはもう少し余裕を持ってお配りさせていただきたいと思

いますので，よろしくお願いします。 

それでは，第２回の第２次鈴鹿市農業基本計画の策定委員会の方をこれで終了させて

いただきます。本当にありがとうございました。 


