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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２３年２月２１日（月）午後２時 

場所 鈴鹿市役所 １２０５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 

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 

＜欠席＞ 

  明石 孝利  元鈴鹿商工会議所常務理事 

 

１．開会 

２．議事 

（１） 第２次鈴鹿市農業基本計画案について 

 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（案） 

   

開会 

【事務局】 

 本日はお忙しい中，第３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。昨年，９月１５日にこの第１回の策定委員会を開催させて

いただきまして，本日が最終の策定委員会となります。どうぞよろしくお願いいたします。

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ので，お申しつけください。 

それでは，本日は議事に入ります前に，産業振興部長の林から挨拶を申し上げます。 

 

挨拶 

【産業振興部長】 

 皆様こんにちは，産業振興部長の林でございます。日頃は私ども鈴鹿市農林行政に対し

まして各方面からいろいろとご指導またご理解を賜っておりますことをこの場を借りて心

からお礼申し上げたいと思います。また本日，最後の策定委員会となります，第３回の鈴

鹿市農業基本計画策定委員会の開催に当たりまして，一言ご挨拶を申し上げます。  

一昨年９月から開催しております策定委員会も本日で３回目の開催となります。過去２

回，各委員の先生方から活発な，またそれぞれのお立場からの本当に貴重なご意見をいた

だきまして，大変感謝いたしております。今日は，基本計画の見直しにかかりますこの委

員会も，いよいよ大詰めということで，委員の皆様におかれましては本当にお忙しい中，

長時間にわたりまして基本計画に関するご議論をいただいてきたことに，重ねて厚くお礼

を申し上げたいと思います。以前からご議論いただいております基本計画案に，委員の皆

様のご意見を，できるだけ反映させていただいております。同時に市役所内の他の部との

関連が出てくるところもございますので，そういう庁内間の調整、そしてまた，鈴鹿市議

会での説明やパブリクックコメントを実施し意見をいただき，修正したものを，本日，案

として配布をさせていただいておるところでございます。過去２回、委員の皆様から，非

常に示唆に富んだご意見を幅広くいただいており，最大限それを反映させていただいたこ

とによりまして，市民の皆さんに対しましても，今後の鈴鹿市農業の方向性を示すものと

して，恥ずかしくないものとなってきたと考えております。本日は，この基本計画の案に

ついて最終のご意見をいただいた上で，基本計画を完成させて３月には公表していきたい

と考えております。 
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今日の委員会は，目安として４時に終了するということになっており，時間は十分かど

うか分かりませんが，多くのご意見をいただくことを、お願い申し上げまして，ご挨拶と

させていただきます。本日はどうもありがとうございます。 

 

【事務局】 

 それでは，議事の方を内山委員長，よろしくお願いいたします。 

 

議事 

【内山委員長】 

 ただいまから，第３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，１名欠

席で １３名の出席となっております。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，１６時を予定しております。さきほど，部長からの挨拶にもありま

したように，本日が最後の策定委員会となります。委員の皆様におかれましては，本日に

おきましても活発なご議論，忌憚のないご意見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。本日の議題は，これまで２回議

論を重ねて参りました基本計画案でございます。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。 

 

基本計画案説明 

【事務局】 

 これまでいろいろご意見をいただいたところを私の方からお配りさせていただいた

基本計画案をもとにご説明させていただきますので，よろしくお願いいたします。 

 まず，ご意見をいただいた中で項目別に分けまして農地に関してでございますが，農

地を防災に生かす視点が重要である。と言うご意見をいただいた点でございますが１ペ

ージの基本計画の策定のねらいの中で，多面的機能の１つとしまして３行目のところに

国土の保全，その次に災害の防止という文言を入れさせていただいて，多機能面の１つ

として明記しました。 

 それから農地の保全については地権者も含めた啓発が必要ではないか。と言うご意見

をいただきました。これは１５ページをご覧いただきたいと思います。１５ページの方

策(1)優良農地の確保・保全の○の１つ目で以前は食料生産農業の大切さや農地の重要

性について云々と書かせていただいていたのですが，食料生産にとって不可欠の資源と

して守られるべきと言う文言を加えまして明記をし，地権者も含めた啓発として対応し

ていくところです。 

 それから３点目ですが農地の活用について，定年退職者などからのニーズもあるので

農地付き住宅なども考えられるのではないか。と言うご意見をいただいております。こ
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れにつきましては１６ページをご覧いただきたいと思います。方策(2)ふれあい・体験

型農業の推進，ここで消費者や学生と言う文言を追加しました。そして学童，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，体験学習と続きまして

この体験学習と言う文言を追加させていただきました。それから市民が気軽に農業に触

れ，参画できる体制を構築します。という記述にしましてご指摘の点も文言を追加した

この中に含まれると考えているところであります。 

 続いて，中山間・獣害対策についてのご意見もいただいております。中山間に関する

記述がないのではないか。と言うご意見ですがこれは１５ページ目標４のところを見て

ください。鈴鹿市には定義上中山間地域に分類される地区がほとんどありませんので，中

山間地域という用語は使用しておりませんが，通念上イメージされる山間部で鳥獣被害が

深刻化している現状を踏まえ，方策(5)獣害対策の推進を新たに設け，被害の軽減を図る旨

を明記しました。これが中山間。獣害対策についての部分でございます。 

 それから，担い手についての部分でございますが，地区の委員会の活用をどう考えてい

るのか。と言うご意見をいただきました。１４ページの方策(5)農業振興体制の確立の○の 1

つ目の地域農業の振興のための体制整備と言うところに地区委員会の活用を考えていると

いうところでご理解いただきたいと考えております。 

 それから，青年農業士などは担い手に含まれているのか。と言うご意見をいただいたと

思うのですが，市町村認定，県認定などの違いはありますが，当然含まれます。 

 それから１３ページに方策(1)先進的な担い手の確保・育成と言う項目と１４ページ方策

(3)多様な担い手の確保・育成と言う項目と２つありますがそれぞれ先進的な担い手，多様

な担い手と言うのは矛盾しないか。と言うご意見もいただいています。厳密にいえば矛盾

と言う部分かもしれませんが，先進的な担い手も多様な担い手もこれからの農業の人づく

り，組織作りにとってはともに重要なことと言うことで支援をしていきたいと考えていま

す。 

 それから，この担い手についての中の意見でございますが，小規模の農家対策をどうす

るのか。と言う意見です。小規模の農家対策としますと市街地の農地の部分で，農地の部

分は入っていますが農業基本計画としましては，大規模も小規模も含めた計画としており

ますので，小規模をどうするのかと聞かれましたら含まれているというところであります。 

 それから，１４ページの方策(3)多様な担い手の確保・育成のなかで男女共同参画と仕事

と生活のバランスに配慮した働き方を啓発します。とありまして前回は推進しますと言う

文言を使っていたのですが，これは担当の部署の方から啓発と言うのが正しいということ

ですので啓発に修正しました。 

 次に実施計画についてでありますが，基本計画を進めていくに当たり，実現が難しいの

ではないか。と言うご意見もいただいておりますし，実施計画についても言及すべきでは

ないか。と言うご意見もいただきました。そこで基本計画を着実に達成するために，概ね

３年ごとに実施計画を定め，計画の実行と検証を行います。と言う文言を P2の３計画期間
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と実施計画のところに記載し対応しています。 

 次に，市場・マーケティングについてのご意見もいただいております。マーケティング

という用語よりも適切な用語があるのではないか。と言うご意見です。これはまず６ペー

ジのところですが，基本的に申しますと幅広い意味で使用する場合のみマーケティングと

いたしまして，その他は販売力の強化と修正いたしております。６ページの○の 1 つ目農

業経営上の課題の３行目で今後も，産地形成や販売力の強化などと言うところで文言を訂

正しているところです。それから，１０ページ方策(3)高付加価値農業の実現の○の 2 つ目

のところで販売力の強化や新用途開発と，ここも販売力の強化と修正しています。それか

ら２２ページをご覧いただきたいと思います。２）振興方策の(1)茶産地としての体質強化

の○の４つ目で産地としての生産数量の正確な把握と販売力の強化につとめます。とここ

も修正しています。次に２４ページですが，２）振興方策の(1)需要に対応した植木生産の

振興の○の 2 つ目のところで産地としての生産数量の正確な把握と販売力の強化につとめ

ます。と言うことで先ほども言ったように幅広い意味で使用する場合のみマーケティング

と言う言葉を使用しまして，その他は販売力の強化と修正をさせていただきました。 

 それから，１１ページで方策(4)立地を生かしたマーケティングの展開とありますが以前

はここに市場と言う言葉が入って市場立地とあったのですが，市場は不要ではないか。と

言うご意見をいただきまして市場と言う文言を削除しております。 

 それから，国際化の視点をどう取り込むのか，どうとらえるのか。と言うことで意見を

いただいたのですが，国際化に絞った記述は行っておりませんが１０ページで総合産地づ

くりと言うのが方策(1)にありますし，鈴鹿ブランドの確立と言うのが随所に出ていますの

で，これについて国際化の視点を取り入れていると考えています。 

 それから，農商工連携の取り組みを具体的に書くとよいのではないか。と言うご意見

もいただきました。農商工連携は，地域資源の活用から植物工場など，様々な視点があり

ます。今後新たな連携の枠組みが提示される可能性もあるため，具体的な取り組みは実施

計画の中で検討していきたいと考えております。 

 それから，実需者と言う言葉が出てまいりますけれど，実需者と言う言葉があまり使わ

れていないということもありまして事業者のことではないのか。と言う意見をいただきま

した。それにつきましては，意図するところは同じだと考えますが，国の食料・農業・農

村基本計画においても実需者と明記されておりますので，国の施策との整合上，実需者と

記述しております。 

 それから，加工などによる付加価値化を明記すべきではないか。と言うことで，１０ペ

ージの方策(3)高付加価値農業の実現の○の２つ目で１つの方法として農産物加工等による

高付加価値化を推進します，と言うことで，農産物加工と言う文言を加えているところで

す。 

 次に市民参加・食育・地産地消についてのところではどうかということで，鈴鹿フラワ

ーパークの有効活用などは考えられないか。と言うご意見がありました。これについては
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１９ページ方策の(3)ＰＲ活動の強化の○の 3 つ目で観光施設やイベント等と連携し，とあ

りそれの一環として取り組んでいきたいと考えています。 

 それから，食育の部分でありますが，鈴鹿でどのような伝統野菜があるのか。と言うご

意見をいただいたと思いますが，前回の委員会でいくつかの例示をいただいたと思うので

すが，これについても実施計画を通じて発掘を図って行きたいと考えているところであり

ます。 

 それから同じように地産地消のところで，コミュニティバスで直売所をめぐるようなル

ートを設定することはできないか。と言うご意見をいただきました。新たなルート設定は

難しいですが，地産地消の推進は本基本計画で主要な目標ですので，実施計画の中で検討

していきたいと考えています。 

 それから，学生のインターンシップなどとの連携を明記したらどうか。と言うご意見で，

先ほども長谷先生からご説明いただいたところでありますけれど，１６ページ方策(2)ふれ

あい・体験型農業の推進の○の１つ目のところで学生や体験学習と言う文言を加えて対応

しています。 

 次に景観形成と言うところで，美しい農業景観と美しい景観は違うのか。と言うご意見

をいただいております。本計画の中では景観，農業景観，農村景観，田園景観と表現にば

らつきが見られましたので，市域全般の景観につきましては景観と表現し，農村部の特有

のものを農村景観として整理しました。これについては１７ページの方策(4)美しい景観の

保全と形成の○の２つ目で緑豊かな美しい景観や環境を保全する活動を促進し，市民の農

業に対する理解を深めるための活動を進めます。と言うように修正しています。 

 次に生産面についてのところで，肥料面など，水産業や林業との連携も視野に入れるべ

きではないか。と言うご意見をいただいたと思います。これにつきましては１２ページの

目標２の一番上の人と自然にやさしい農業づくりというところに水産業や林業とともに，

第一次産業が形成する二次的な自然を適切に維持しながら，という文言を加えまして，水

産業林業との連携を明記しました 

 それからすずかの卵の地産地消は明記しなくてよいのか。と言うご意見をいただいたの

ですが，これは２９ページ(8)養鶏の○の３番目で生産者組織による鈴鹿たまごのＰＲ活動

を支援し，地産地消の推進を図ります。と地産地消の推進を明記しました。 

 次に全体としましては，９ページで７つの目標と５つの重点分野と言うところで５つの

重点分野を列記しておりましたが，それの関連性がわかるように表があった方がよいので

はないか。と言う意見でしたが，７つの目標と５つの重点分野の関連がわかる一覧表を記

載し，分かりやすく対応させていただきました。 

 それから５つの重点分野のうち，①地産地消と②循環型農業を強調すべきではないか。

と言うご意見をいただいたと思いますが，５つの重点分野のうち，①と②が特別に強調す

べき事項では必ずしもありませんので，①から⑤を並列の関係で記しております。 

 それから魅力があり誇りの持てる，所得確保が可能な農業をキーワードとして活用して
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はどうか。と言うご意見をいただいております。これについては８ページ第Ⅲ章鈴鹿市農

業の役割と基本目標の８行目で，文言を入れさせていただきました。 

 それから鈴鹿市の文化や歴史と農業の関係について盛り込むべきではないか。と言うご

意見をいただいておりますけれど，このことについて記述すると膨大な量になることから，

農業基本計画には，記述しないこととしています。なお，鈴鹿市発行の鈴鹿市史や青年会

議所発行の新編鈴鹿市の歴史改訂版に記述されています。 

 それから用語の解説を４５ページから付けさせていただいてありますが，この用語解説

が付いているということを分かりやすいようにしたらどうか。と言うご意見をいただきま

した。そのため用語の解説をしているものにつきましては本文中の右肩に※印を入れさせ

ていただいて，その文言については用語の解説があるとわかりやすく示しております。一

例を示しますと５ページを見ていただきますと○経営感覚に優れた農業経営者の存在とい

う項目があり，この中で認定農業者の右肩に※印をつけております。これで用語解説のナ

行を見ていただきますと認定農業者と載っています。このように注釈を入れております。 

 それから，修正忘れがありましたけれど１５ページ目標４のところで方策(3)土地基盤整

理の推進というところで，ほ場整備を推進します。とほ場整備と言う言葉を使っています

がこれを農道・水路などの基盤整備と修正をさせていただきます。 

 以上が第２回でのご意見，農業委員会，市議会等でのご意見をいただいたところを修正

させていただきました。以上で説明を終わります。 

 

【内山委員長】 

 ありがとうございました。 

 冒頭に申しましたように，今回がこの委員会での最終の議論となりますので今事務局の

方からご提案いただいた基本計画案について，時間の関係もありますので，ぜひここはと

言う部分，あるいは前回ご意見いただいた個所があると思いますが，そこについてそうい

う修正ではなくこういう修正がいいのではないかといったご意見を頂ければと思いますの

でよろしくお願いいたします。それではどなたからでも結構なのですが，いつもと同じよ

うになってしまうのですがよろしいでしょうか。長谷委員お願いします。 

 

【長谷委員】 

 全般的に大体取り入れていただいておりますのでいいのではないかと思います。大体細

かく取り入れてもらっていてよいのではないかと言う意見です。 

 

【内山委員長】 

ありがとうございます。伊藤委員よろしくお願いします。 

 

【伊藤委員】 
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 さきほど事務局の方からかなり細かく説明していただきまして，前回の意見もかなり詳

細に反映していただいておりますので，あえて言うことはないのでこの方向でいいのでは

ないかと思います。後は実行でしょうね。 

 

【内山委員長】 

 確かに実施計画が課題になってくると思います。ありがとうございました。つぎに森委

員おねがいします。 

 

【森委員】 

 説明をいただき，別段ないのですが，今言われるようにいかに実行していくか，これが

実になるようにしていくかが今後の問題だと思います。案については別段，異議はありま

せん。 

 

【内山委員長】 

 はい，ありがとうございます。森谷委員お願いします。 

 

【森谷委員】 

 私も前御三方と同じような意見なのですが，１つだけ１６ページ方策(2)ふれあい・

体験型農業の推進の下のところに茶・植木まつり等のイベントを開催します。とありま

してこれは現実に行われているので，それをより応援していこうということだと思うの

ですが，あと１９ページ目標７発信する鈴鹿農業，これは非常に良いと思うのですが，

いっそのこと最終目標年度 2020年には作物別ではなく鈴鹿農業と言うモノがあるのだ

から鈴鹿農業まつりくらいまで持っていけるような，そうすればよりうれしいなと言う

感じなのですが。 

 

【内山委員長】 

 なるほど。今のご意見事務局の方からいかがでしょうか。 

 

【事務局】 

 確かに，森谷委員がおっしゃられる通り，今のところ大きなものとしては茶・植木ま

つりがございまして，鈴鹿全体の農業まつりと言う物がございません。ご意見としまし

て鈴鹿農業まつりを最終的な目標にしてはどうかというお話ですが，これは実施計画の

中で検討させていただいて，可能な限り進めていければと思いますので，よろしくお願

いします。 

 

【内山委員長】 
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 森谷委員，何か追加でありますか，よろしいですか。 

 

【森谷委員】 

 はい。 

 

【内山委員長】 

 では，長谷川委員おねがいします。 

 

【長谷川委員】 

 皆さんと同じ意見で，いろいろ修正されていていいと思うのですが職業柄，用語の説

明のところでちょっと補足してもらいたいなと言うところがあるのですが，４９ページ

のカ行でグランドカバーのところで，地表を覆うために植栽する植物。とあるのですが

これをもう少し掘り下げて，背の低い植物と言う言葉を入れてもらえればとありがたい

なと思います。 

 

【事務局】 

 わかりました，一度調べまして分かりやすくしたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 これは，基本計画案の本文と言うかを修正していただくということで，よろしいでし

ょうか。では藤田委員お願いします。 

 

【藤田委員】 

これを見せていただきまして，なかなか難しいことはわかりませんけれど，修正して

いただいているのでこれでいいと思います。後は，前にも伺ったようにもう少しわかり

やすいものも作っていただくということでよろしくお願いします。それと１０年後には

これになるだけ近づけるように実施計画の方をよろしくお願いします。 

 

【内山委員長】 

 今のわかりやすいパンフレットのようなものについて事務局の方から何か。 

 

【事務局】 

 初めの第１回の委員会でご意見をいただいておりますし，なかなかこの５０数ページ

にわたるものを市民の方が見られても分かりにくいと思いますので，これについてはま

ずこれをまとめてから，そうすると４月以降になってしまうかもしれませんが，分かり

やすいパンフレット的なものを作って市民の方によりわかりやすいようにしていきた
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いと考えています。 

 

【内山委員長】 

 はい，ありがとうございます。よろしいですか。それでは三谷委員，願いします。 

 

【三谷委員】 

 別にこの全般的なことについては気になったことはありませんが，先ほどどなたかが

おっしゃったように実施計画の時にはもう少し具体的な事柄について述べていってい

ただければいいかなと感じています。以上です。 

 

【内山委員長】 

 はい，ありがとうございます。事務局の方から何かありますか。 

 

【事務局】 

 その点については十分検討してまいりたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 では，豊田委員。 

 

【豊田委員】 

 ちょっと質問させていただきたいのですが２２ページの茶の振興のところで２）振興

方策のところで，私のところはお茶を作っていて本当に小さい農家でしたので，今は全

部お茶の大きな農家さんに作っていただいているのですが，今大体広瀬町も何軒とか決

まってきたんですよね。それをまた小さく，規模が小さく再編が必要とありますが，お

茶屋さんがそれを望んでいるのかどうか。この意味はどういうことなのかなと思って，

茶農家の人たちがもう少し規模を大きくするためにするのかどうなのか，今のところそ

ういう話は聞いたことがないので。 

 

【事務局】 

 現状の茶工場の規模が小さいために，大きくして集まってもらうということが必要で

はないかなと。 

 

【豊田委員】 

 茶農家さんが希望しているということですか。 

 

【事務局】 
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 そういう意見もあるということです。全てがそうではないですが。 

 

【豊田委員】 

 そう思いますけどね。 

 

【伊藤委員】 

 違うでしょ。経営規模が小さく再編が必要なんです。経営規模が小さく，再編が必要

なんです。ここで切らないといけないんです。小さくて再編が必要と言うことですね。 

 

【事務局】 

 規模が小さいために再編が必要なのであって，小さいように再編するわけではありま

せん。わかっていただけますか。 

 

【豊田委員】 

 わかります。規模が小さいということは，何軒かのお茶農家さんが一緒になるという

ことですか。共同で。 

 

【事務局】 

 共同です。 

 

【長谷委員】 

 小さく再編しますというと小さいように再編しますと読めないこともない。そこは少

し直さないといけない。 

 

【事務局】 

 それは，直します。経営規模が小さいために再編が必要ですという意味ですので。 

 

【豊田委員】 

 その２つ目のところで茶工場一体型などの組織経営（共同経営）で共同経営とあるの

で共同経営を希望しているのかなと思いまして。私のところの広瀬町はそんなこと絶対

思ってないと思うので。 

 

【事務局】 

 経営規模が小さいとですね，コストがそれぞれにかかってきますので，共同に再編し

て，大きな所で共同で集まっていただければ，コストも下がりますので。 
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【豊田委員】 

 私が少し聞いているのは，グリーンつばきさんでも共同で大きくなりましたけれど，

やはりやりにくい。天候が違うと刈るときに順番が自分のところが今日だったと思った

ら雨が降った，そうするとまた最後になる，すると葉っぱが大きくなると。すると本当

に共同と言うのはやりにくいなと言う話を少し聞いたもので，全部共同にしてしまうの

はどうなのかなと。 

 

【事務局】 

 すべてがそういうものではなくてですね。そういうご希望なり，動きなりがございま

したので，こういう風に入れさせていただきました。１つの手法としましては小さいと

ころの再編というものが流れ的にもございますので。 

 

【豊田委員】 

 私達のところみたいなちょこちょこっとした畑は，何十町とやっている大きな所へ全

部行っているので，それはもういいと思うのですが，今残っているお茶屋さん達が共同

にしてしまうのかなと一瞬思ったので。 

 

【内山委員長】 

 少し補足させていただきますと先ほど事務局からお話があったように希望がないか

と言われればないとは言いません。実際そういう希望を持っている方もいらっしゃると

いうことです。もう１つ共同のイメージなんですが，ここにいろいろ共同管理型，連携

型，一体型と書いたのは，用はすべてを全部一緒にやる共同経営だけでなく，ここは一

緒にやりましょうというのがその地域なり人によって共同のやり方がいろいろあるだ

ろうと，ほんとに全部一緒にやるような人もいれば，ここだけは一緒にやるけど後はお

互いに別々でやった方がいいよねといった具合に共同と言っても程度がありますので，

その程度に合わせていろんな形があるということでいろんな何とか型と書かせていた

だいているということです。 

 はい，以上で豊田委員よろしいでしょうか。それでは北川委員お願いします。 

 

【北川委員】 

 私も難しいことはわからないんですけれど，これまた構成をされると思うのですが５

１ページで文字が，下から３行目の改善の善が下に行ってしまっている。それともう一

つあるのですが５３ページの真ん中の辺に周辺のというのがあるのですけれど，のを上

に入れた方がいいのではないかと思います。 

 

【内山委員長】 
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 これは，修正していただくということで。 

 

【事務局】 

 はい，修正します。 

 

【内山委員長】 

 よろしいでしょうか。それでは長屋委員お願いします。 

 

【長屋委員】 

 たくさん直していただいてありがとうございます。ちょっと用語だけ確認したいので

すけれど，特に気になったのが１６ページの地場農産物という言葉ですけれど，これは

５ページには地元農産物コーナー，１６ページには地場農産物利用率，それからその上

には地元の新鮮な農産物，とあって概念はみんな同じような気がするのですが，これは

どれがいいんですかね。ちょっとこれ読んでいて気になりました。 

 そしてこの目標５に関連することなんですが，やっぱり鈴鹿市でつくったものを地元

の方に安全・安心・新鮮・安価でおいしく食べていただくと。これはとても重要な概念

なので出来れば地産地消のほかにもう１つ地元の農産物というか，地場農産物，これを

用語集に加えていただいた方が鈴鹿市の中で自分たちはおいしいものをたくさん作っ

ていくと，安全で，安心で，安価であると。そういうような思いが伝わるのではないか

と思いまして意見を述べさせていただきました。 

 

【事務局】 

 地元という言葉と地場という言葉でございますが，これは。 

 

【長屋委員】 

 用語で言うと地場農産物利用率というのですか。何か専門用語っぽい気がするのです

が。 

 

【事務局】 

 これは特に決まってないですね。専門的に地場農産物という言葉ではなく，地元で統

一していきたいと思います。 

 

【長屋委員】 

 そうしますと，なんか地産地消というと地元らしくないんですよね。なんか地元でな

んかしてあげようというイメージで。僕，地産地消という言葉があまり好きじゃないの

ですが。これやっぱりキーワードはローカルというか地元じゃないかなと，そういうポ
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リシー論的な話もしつつ，ダメですかね。 

 

【内山委員長】 

 さきほどの事務局の話ですと，地元の農産物という形でぶれがあるときは統一すると

いうことでよろしいですね。ちなみに私の業界，業界と言ったら変ですけれど，たしか

に地場農産物，地場産農産物，地物といろんな言い方がありまして，これは論文なんか

も全部ばらばらに使われていて，ちゃんと統一されていないというのが実態だと思いま

す。なので今回の基本計画では，そこはもしぶれがあれば修正していただくということ

でよろしいでしょうか。 

 あと，用語の解説のところですね。 

 

【長屋委員】 

 僕の個人的なイメージですが，地元優先みたいなイメージが伝わった方がよいのであ

ればやっていただいたほうが，地域というとどこまでが地域だということになるので，

そういう思いでつけたらどうかと思います。 

 

【事務局】 

 すいません，地域をどうするのが適当だというご意見なのでしょうか。 

 

【長屋委員】 

 いや，地産地消という用語の解説がありますよね。その下に例えば地場物とか地場農

産物とかそういったキーワードがあれば鈴鹿市は地場というか地元を大事にしている

のだなと。地域というと鈴鹿市だけではなくなってくるでしょう，どこまでの地域です

かと言われちゃうといやだなという心の問題なんですが。 

 

【内山委員長】 

 確かにこの５１ページの地産地消の解説ですが，これはあっているんですよ。あって

いるんですが，おそらく今長屋委員がおっしゃっているのは地域生産地域消費，たしか

に地産地消はこの略語ですが，ここ鈴鹿市の場合はこれではなくて地元の生産物を地元

で消費するという言い方でも，鈴鹿市の基本計画ではそう定義してもいいんじゃないか

というイメージだと思います。たしかに農林水産省等が言っているのは地域で生産され

たものを地域で消費する。あえて地域を指定しないのが地産地消のミソなんですね，実

は。要は人によって県内産は全て地産地消であるという人もいれば，もっと広く国内産

は地産地消だという人もいますので，そこをあえて限定しないのが地産地消のミソなん

ですね，国段階では。国としては最終的には国産であればよいというのが国の考え方で

すので，そういった意味ではこれは鈴鹿市でやるものですから，あえて一般的には地域
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生産地域消費ですが本基本計画ではもっと地元でつくったものを地元で消費するとい

う意味で使いたいとこの解説で書いてもいいかなとは思います。 

 

【事務局】 

 少し検討させていただいてもよろしいでしょうか。 

 

【内山委員長】 

 はい，それでは近藤委員おねがいします。 

 

【近藤委員】 

 すごくまとまってきれいで見やすいということを感じました。ですが僕が個人で気に

なるのが僕が見落としているのかもしれませんが，９ページの７つの目標が上にあるの

はすごくわかりやすいのですが，次の５つの重点分野ですけれど下の表の中の①から⑤

が選ばれているのですが，これは重点分野がどこかに関連しているとか，７つの目標が

あげられていてさらにこの５つの重点分野をここに挙げられていますけれど，この重点

分野の内３つほどが用語の解説のところにある単語だと思うのですが，７つの目標はこ

の後，各目標ごとで説明が詳しく載っているのですが，５つの重点分野というのは特に

いいんですかね，ここの目標との関連性がこの表でわかるというのであれば。 

 

【事務局】 

 それぞれの目標のところで謳っているというところでこの関連性を示していまして，

例えば①地産地消でありますと目標１，３，５，７でそれぞれ謳っているというところ

で，地産地消の拡大というのが目標１(1)競争力のある総合産地づくり○の２つ目で

茶・植木については産地戦略を構築することで競争力の強化を図るとしまして，ここで，

すいませんこれは③産地戦略でしたね，産地戦略を謳っておりますし，そういうような

形で相関図としてこの表をあげさせていただいたところであります。 

 

【内山委員長】 

 私から若干補足しますと，おそらく目標１から７というのは前の基本計画からあげら

れていることで，この７つは基本的には崩さないと，ただし前の１０年と今後の１０年

を考えた時には，やはり重要なキーワードは変わってくるだろう。そういう意味でこの

７つの基本的な目標は変えないけれど①から⑤というのを中心に推進していくことに

よって７つの目標を達成するというイメージだと思います。なので先ほど事務局から説

明があったように目標１のところに①地産地消のことも書いてあり③産地戦略のこと

も④農商工連携のことも書いてある。そういうイメージで，おそらく①から⑤の方が今

の国の事業なりは乗っかりやすいキーワードですね。そういうイメージかなと思います。 
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【近藤委員】 

 ９ページのすぐ下にまた①，②とありますがこれは別ですか。 

 

【内山委員長】 

 これは番号を変えた方がいいかもしれませんね。①から⑤と①，②とあると見にくい

と言われればそのとおりですので。 

 

【事務局】 

 これは表記を改めたいと思います 

 

【内山委員長】 

 ローマ数字とかやり方は色々とあると思いますので。よろしいでしょうか。 

 では西田委員お願いします。 

 

【西田委員】 

 非常に前回までの論議を生かしてまとめていただいて，後は先ほども少しありました

けれどこれからの実施計画をいかにするかだと思います。また先ほど基本計画のパンフ

レットのようなものを作っていただけるという話でしたが，できるだけ今回の資料もそ

うなのですがほとんどが言葉ですので，できれば写真や漫画をいれて分かりやすくして

いただいたほうが。これだけ言葉がつながっていますと見ただけで読む気が萎えていき

ますので，以上です。 

 

【内山委員長】 

 事務局からどうでしょうか。 

 

【事務局】 

 はい，一生懸命努力いたします。 

 

【内山委員長】 

 今，一通りご意見いただきましたが自分の順番が過ぎた後に，これを言い忘れたとか

何かありましたら，いかがでしょうか。 

 

【長谷委員】 

 よろしいですか，TPP の関係があった場合でもこの計画は１０年間，同じ計画で行

けるのですか。 
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【事務局】 

 前回も TPP のお話があったと思うのですが，国策の部分でございまして本来この基

本計画につきましては市の計画ということで市の出来るところを計画としてあげさせ

ていただくということになっておりますので，国策レベルのところにつきましては。 

 

【長谷委員】 

 いや，国策がこの中には入っていないので，今の戸別保障なども入っていないし基盤

整備についても今の国策は違ってきているので，それは入っていないけれど，もう１つ

そこに TPP も前の時から見るとおそらく動きが変わってきたはずなんですよ。そうだ

けれど，それを無視しているならそれでいいのだけれど，無視しているのかいないのか

どうなのかと思って。 

 

【事務局】 

 無視というかですね，そういう状況についてはですね，先ほども申しましたように２

ページのところで，国における部分については国家戦略として位置付けて整合性を図り

ながら鈴鹿市として実施すべきかつ実施できる方針というところで，国の部分について

はあえて触れていないということであります。 

 

【長谷委員】 

 しかしですね，今農業に関しては大方国の施策でボンボンボンボン動かされているの

が事実だから，そのあたり新しいものがボンボンボンボン出てきて変わってきていると

いう形もあるし，基盤整備についてもコロッと変わってきているという形ですので，そ

のあたりはあんまりうちはうちだと言っていても，補助金を取らなかった仕事にならな

いのにうちはうちで行くと言っている，そのあたりを上手に泳げるようにしておかない

と，今どんどんどんどんメニューが出てきている，農林関係の。基盤整備でもこれだけ

変わってきているのに昔なりのことをずっと使っているけれどいいのかという不安で

すね。 

 

【内山委員長】 

 これは若干補足しますと，おそらくこの本文に書いてあることで使えなくなることと

いうのは出てくると思います。ただし，先ほど近藤委員からもご指摘いただいた５つの

重点分野ですね，ここを重視しなければならないと思います。市が出来ることとしては，

これはたぶんぶれないと思います。そういった意味では５つの重点分野といった①地産

地消は TPP があろうとなかろうと進めなければならないと思いますし，②循環型農業

も TPP があろうとなかろうと進めなければならないと思います。そういった意味では
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中身はこの目標のカッコいくつのここ，これは使えないということは十分あると思いま

す。ところが一方で柱のところは実は TPP 等が入ってガラッと変わってもそんなに柱

は崩れないと私は理解しています。いずれにしても③産地戦略もそれこそ TPP が始ま

ったら本気で考えないといけませんし，④農商工連携もそうですし，市民と農業の関係

もそうですけれど TPP 入ったからこそ本気で考えなければならなくなってくる。そう

いった意味では今回の１０年間の基本計画を作るという話と３年ごとの実施計画を作

るという話は，そのあたりはもし政策が国の状況がガラッと変わったら軌道修正できる

体制として整えているなと思います。 

 

【豊田委員】 

 よろしいですか，１５ページで言われた基盤整備という言葉なんですが，方策(3)土

地基盤整備の推進のところで，私が３年間自治会長をやらせてもらったときに農道，水

路を直してほしいという要望がとてもあったのですが，鈴鹿市からの答えは予算があり

ませんという答えで３年間過ごしましたので，ここに予算があればと入れた方がいいの

じゃないかと。 

 

【長谷委員】 

 来年度からは農道・水路の整備については地域がやってもらうなら予算を要求すれば

どれだけでも出てくるような施策が出てきています。ほ場整備と違って地域がやるなら

補助金が下りてくるんです，来年度から。そういうのを市が入れていけば出来る。出て

きたんです農道の整備の話が，それを狙って書いたのかとこれは。 

 

【事務局】 

 それを狙ってというのはなかなか難しいのですけれど。予算が付いたらと言うのはな

かなか多岐にそういう部分がたくさんあろうかと思いますので，その文言を入れるのは

ご容赦いただきたいと思います。 

 

【長谷委員】 

 ２３年度から５年間，２９年までの農道なり水路の補修工事については，地元施工な

らどんだけ出しましょうというか，手をあげたらもらえるというのを今やっていますよ

ね。 

 

【事務局】 

 この農地・水の。 

 

【長谷委員】 
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 農地・水とは違う分野で出てきている。今年のメニューで，耕地課のメニューで。そ

ういうので書いたのかと，これは完全にそこに放り込んでいるように書いているので，

かなり何でも代替できますよ，手をあげれば。 

 

【内山委員長】 

 ようするに使える者は使うということで。 

 

【伊藤委員】 

 そういうことを知らないといけないですね。 

 

【長谷委員】 

 それとやっぱり，事業費の負担割合で国５０，県２５，市２５でしょう。県が２５を

負担しないのならやめておけばいい。県が負担すると言わなかったら事業はできないの

で，必ずやるとは限らないんですね。国の施策はいろいろ作られるが，農業についても

大方は市の負担，県の負担というのがあるので，たくさん国に予算があって国は事業を

推進するように言っても国の予算は使えない。 

 

【森委員】 

 鈴鹿市の場合は，県が一番のネックだな。 

 

【長谷委員】 

 県がネックですね，はっきり言って。そこら辺がもたないんですよね。 

 

【内山委員長】 

 他はいかがでしょうか。よろしいでしょうか。何人かの委員から実施計画についての

コメントがいくつかありましたが，今の段階で事務局のほうからアナウンスできること

というのはございますでしょうか。 

 

【事務局】 

 今，鋭意努力して作成しているところであります。またこれの完成とともにお示しす

ることが出来ると思いますので３月末を目標に今作成をしておりますので御理解いた

だきたいと思います。 

 

【内山委員長】 

 以上でよろしいでしょうか。何か言い残したことがある方はいらっしゃらないでしょ

うか。よろしいでしょうか。 
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 はい，それでは本日いろいろとご意見をいただきまして，ありがとうございました。

この基本計画案につきまして，本日の議論を踏まえた修正をしていただくということで，

事務局にはお願いしたいと思います。また，第２次鈴鹿市農業基本計画が，生産者の皆

さんにとって将来展望が開ける明確なメッセージとなり，そして消費者，市民の皆さん

にとっても食の未来が開けるようにしていくためには，ここで議論していただいた委員

の皆様も一緒になって，今後この計画が実現していくために，皆様も引き続きそれぞれ

のお立場から，ご尽力いただきたいということもお願い上げます。最後になりますが，

皆さんのご尽力に厚くお礼申し上げます。これで議事を終了したいと思います。 

この後は事務局でお願いします。 

 

【事務局】 

 ありがとうございました。委員の皆様方におかれましては，本委員会で大変精力的に

ご議論いただきまして，誠にありがとうございました。この後の進め方でございますけ

れども，本日の委員会でのご意見に対しましては，修正をさせていただき，委員長のご

了解をいただいた上で，３月末に公表してまいりたいと考えております。また，農業基

本計画に係る実施計画ですが，農林水産課において今鋭意努力して作成しておるところ

であります。実施計画は，より具体的な実行する内容を記載したものになりますので，

それぞれの分野で委員の皆様の更なるご協力をいただかなければ，推進していくことが

できないものと考えております。引き続きご支援賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

それではこれをもちまして，第２次鈴鹿市農業基本計画の最終となります策定委員会

を終わらせていただきます。本当にどうもありがとうございました。 

 


