
 

１ 

様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称   水戸市農政推進協議会 

 

２ 開催日時   令和元年７月 24 日（水）午後３時 00 分から午後４時 30 分まで 

 

３ 開催場所   水戸市役所本庁舎５階 農業委員室 

 

４ 出席した者の氏名 

 (1) 委員  

大津亮一，笹沼恭一，根本太濤，渡邉隆文，八木岡努，鈴木光輔，軍地美代，雨谷克己， 

皆川友則，岡崎希圭，大熊哲仁，籾山旭太，田山喜子，川又総江，南林正代，矢口達弥， 

山口英克 

 (2) 執行機関  

産業経済部 部長 小田木健治 

農政課 課長 深澤和広，課長補佐 一木純，課長補佐 谷津光洋，企画係長 長谷川修， 

振興係長 小林真由美，ふるさと農業センター所長 長谷川祐紀， 

農業環境整備課 補佐 皆川定喜，農業技術センター所長 清水健司， 

農業委員会事務局 次長 吉川正浩，一般財団法人水戸市農業公社 事務局長 後藤俊之 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 水戸市農業基本計画（第４次）の進捗状況について（公開） 

(2) 水戸市農業基本計画（第４次）の中間見直しについて（公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数   ０人 

 

８ 会議資料の名称 

   協議会資料① 基本施策の進捗状況について 

   協議会資料② 水戸市農業基本計画（第４次）中間見直し（案） 

   参考資料 本市農業の課題（基礎資料データ） 

 

９ 発言の内容 

 

執行機関 

大変お待たせいたしました。ただいまから，水戸市農政推進協議会を開会させていた

だきます。 

私は，本日の司会を担当します，産業経済部農政課課長補佐でございます。よろしく

お願いします。 



 

２ 

初めに，本日の資料の確認をお願いします。まず，Ａ４版の「協議会次第」でござい

ます。次に，次第以外の資料には，右肩に資料番号を振ってございます。①から②及び

参考資料でございます。「水戸市農業基本計画（第４次）」の冊子でございます。以上，

合計５点の資料について，不足しているものがございましたら，事務局までお申し出く

ださい。 

次に，委員の皆様を御紹介いたします。今回，委嘱します委員の任期は，本日，令和

元年７月 24 日から令和３年７月 23 日までの２年間となっております。なお，委嘱状に

ついては，あらかじめ，机上に配布させていただいております。次第の最後のページに

委員の名簿がございますので，御参照ください。それでは，御紹介いたします。 

  （各委員の所属及び氏名紹介） 

以上でございます。 

次に，行政を代表いたしまして，副市長より御挨拶を申し上げます。 

 

（副市長挨拶） 

 

執行機関 

なお，副市長につきましては，引き続き公務の予定がございますので，大変失礼なが

ら，ここで退席させていただきます。 

ここで，事務局の紹介をさせていただきます。 

（事務局，自己紹介） 

 

執行機関 

それでは，議事に入ります。議事の進行につきましては，水戸市農政推進協議会条例

第６条第１項の規定によると，会長が会議の議長となるとありますが，任期が始まりま

して最初の会議ということでございますので，会長が選出されるまでの間，慣例により

議事進行を産業経済部長にお願いしたく，よろしくお願いします。 

 

仮議長 

会長が選出されるまでの間，進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは，本日の出席状況につきまして，事務局より報告いたします。 

 

執行機関 

委員総数 24 名，本日の出席委員 17 名であり，過半数を超えておりますので，水戸市

農政推進協議会条例第６条第２項の規定により，本日の会議は成立しております。 

 

仮議長 

続きまして，次第２会長及び副会長の選出について，事務局より説明願います。 

 

執行機関 

水戸市農政推進協議会条例第５条の規定により，協議会に委員の互選により会長及び

副会長を置くとなっておりますので，会長１名，副会長２名を互選いただくものであり



 

３ 

ます。 

 

仮議長 

互選の方法について，いかがいたしましょうか。 

 

（議長一任の声あり） 

 

執行機関 

それでは，事務局より議長案を発表いたします。 

これまで，本協議会の会長につきましては，水戸農業協同組合代表理事組合長，副会

長につきましては，水戸市議会産業水道委員会委員長及び水戸市農業委員会会長のそれ

ぞれの職にある方にお願いしておりました。 

こうした経緯を踏まえ，会長に，水戸農業協同組合代表理事組合長，副会長に，水戸

市議会産業水道委員会委員長，水戸市農業委員会会長にお願いしたいと存じます。なお，

本日欠席の委員には，事前に御了承いただいております。 

 

仮議長 

本日欠席の委員にも，御了承を得ているとのことでございますので，事務局案につい

て，皆様，御異議ございませんか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

仮議長 

異議ないものと認め，本協議会の会長には委員，副会長は，委員と委員の御二人にお

願いいたします。 

それでは，会長，副会長が決定いたしましたので，仮議長の席を降ろさせていただき

ます。 

 

執行機関 

ここで，代表して会長に御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

（会長挨拶） 

 

執行機関 

ありがとうございました。続きまして，本協議会宛て諮問がございます。 

産業経済部長より，会長に諮問書をお渡しします。 

 

（諮問書の交付） 

 

執行機関 

それでは，本協議会条例第６条第１項の規定に基づき，以降の議長を会長にお願いい



 

４ 

たします。 

 

議長 

それでは，協議事項に入ります。 

なお，本協議会につきましては，水戸市附属機関の会議の公開に関する規程により公

開とします。 

また，同規程により，会議録を作成することとなっており，附属機関が指定する者２

名以上の署名を得ることになっております。署名人を２名選びたいと思いますが，いか

がいたしましょうか。 

 

（議長一任の声あり） 

 

議長 

議長一任との声がございましたので，指名いたします。署名人につきましては，水戸

市農業委員会会長代理の委員と委員にお願いいたします。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長 

それでは，市長からの諮問書に基づき，協議を始めます。 

協議事項（１）水戸市農業基本計画（第４次）の進捗状況について，事務局より説明

願います。 

 

（事務局より説明） 

 

議長 

事務局から説明がありましたが，御意見，御質問等がありましたらお願いいたします。 

それでは，協議事項（２）水戸市農業基本計画（第４次）の中間見直しについての説

明を聞いてから，併せて質疑をお受けいたします。 

協議事項（２）水戸市農業基本計画（第４次）の中間見直しについて，事務局より説

明願います。 

 

（事務局より説明） 

 

議長 

ただいま，事務局より説明がありました水戸市農業基本計画（第４次）の中間見直し

について，御質問，御意見等がありましたらお願いいたします。 

 

委員  

さまざまな支援策があり，生産施設及び機械等の補助金などありますが，それから先

の支援はあるのですか。生産されたものをどういう流通，物流に乗せるのか，流通販売

の支援策は何かあるのですか。 



 

５ 

議長 

学校給食では，８年前は，地元産物の使用率が 32％だったが，急速に 56.3％まで増

えました。地元産食材での学校給食ということで，市長に大きく力を入れていただいて

いて，市の予算も年々増額していると思われます。子どもたちに地元産食材を食べてい

ただくため，学校給食にも力を注いでいただいているのではないか。 

 

執行機関 

かつて農業行政というと，農家のための支援を中心にしていたが，現在の農政におい

ては，それ以降の加工，流通，消費に至るまで広範囲に，いわゆる食糧産業と消費者で

ある市民に対するサービスという点でも，非常に幅広い施策を実施しております。 

その中で，支援策としては，流通・消費まで農家が取り組むことに関して，農業の６

次産業化という中で支援があります。また，既存の流通業，飲食店等とコラボレーショ

ンして，農業者の収入向上を目指すことも６次産業化に入りますので，支援を行ってい

ます。 

また，納豆に関して，農業者，納豆事業者，福祉施設関係者が協議協力して課題解決

していく取組がありますので，引き続き支援してまいります。 

 

委員 

私は卸売市場関係者ですが，新規就業者の方が，作物を作って，新しく流通に乗せる

ことに，相当に苦労しています。先駆者がいるので，すぐに参入することは大変なこと

です。生産以降の支援が，やはり必要ではないかと考えています。 

 

議長 

生産部会でいうと，ねぎ部会において，新たに青年部を組織化しました。今まで，我々

の年代でやっていたところに，子弟が後を継いでやっているところもありますが，新規

参入で柔甘ねぎを作り始めたかたも多いので，その中で若い人たちを青年部として組織

化して，部会として支援しています。いくらかなりとも，先輩方のノウハウを伝えて，

市場等との繋がり，技術の伝承もできると期待しています。ねぎ部会，いちご部会でそ

うした支援を行っており，他の部会にも広がっていくとよいと考えています。 

また，多様な担い手として，定年退職，早期退職されて，農業を始めるという人がい

る。そうしたかたも作ることは，見様見真似や先輩がたから教わってできるが，販売す

ることが大変ということがあります。まず，直売所やインショップのようなところから

スタートして，量がある程度まとまってくれば，市場出荷に，部会に入ってくるという

こともあると思いますが，なかなか直売所止まりという人が多い。 

多様な担い手というと，途中から農業をされるかたは増えているところではあります。 

 

執行機関 

ただいま，具体的な課題として御意見をいただきました。新規就農者への生産から流

通，販売までの支援については，お示ししております見直し案に該当するところがあり

ませんので，追記等も含めて盛り込ませていただきます。 

 

委員 



 

６ 

県の事業に，儲かる農業ステップアップ事業というものがあり，最大 80 万円の助成

のなかで、販売流通の促進に係るパッケージ作成，デザイン意匠に対しての支援事業が

あります。水戸市からも何件か採択されています。 

併せて，ハードについても，最大 80 万円助成しております。大規模な農家ですと額

が低いですが，小中規模の農家にとっては，取り組みやすい事業がございます。 

 

委員 

事務局からの説明の中で，農林業センサスから基礎資料データが出されています。資

料からも分かるとおり，担い手や従事者の減少が続いていて，今後についても減少に歯

止めがきかない危機的な状況が予想されます。地場農作物の生産量が減少して，地産地

消どころか市民の食生活にも影響が出ることが懸念されています。 

そうした中，本市農業が国内の食糧生産の一翼を担っていて，農業行政は農業者のみ

のためだけでなく，市民全体のためにあるべきものと思っています。この協議会で協議

した内容を，市長へ答申するに当たり，二点申し上げさせていただきます。 

一点目は，担い手の確保・育成が本市において喫緊の課題であって，今後，特に重点

的に取り組んでいくべきと考えています。 

二点目として，食糧生産を維持するためには，限られた担い手が大規模な経営をせざ

るを得ない状況であり，そのためには農地の集積に加えて，話題になっているロボット

技術やＩＣＴを活用したスマート農業などの新技術の導入にも力を入れていかなくて

はならないと考えています。 

そうしたところをあらためて加えていただいて，より充実したものを市長に上げてい

くことを提案します。 

 

議長 

現在，スマート技術は，進んでいます。さまざまな展示会で，やる度に新しいものが

できています。水田の空中散布が，無人ヘリコプターからドローンに代わっていて，今

まで，ラジコンヘリコプターが 1,500 万円くらいしましたが，ドローンも最初は高かっ

たのですが，だんだん高性能で安いものができています。トラクターも，従来と同じ大

きさ，馬力のものが 130 万円くらい安くなり，だんだんそうした機械が，お手頃とは言

えませんが，より身近になりました。一人一人が全部の機械を揃えるのではなく，リー

スや共同利用のグループをつくるというのが，増えるとよいと思います。 

生産では，梅のジョイント栽培という新技術があります。新技術による生産向上によ

り，今までよりも労力が楽になって，同じ仕事ができるというのが増えていく。そうし

た情報を，我々も早く発信できるようにしたいのですが，県や市も含めて，情報を発信

していただいて，導入につながっていければよいのですが。今は，現場のほうが早い感

じなので，先駆けて導入できるように考えて欲しい，農業公社があるので，農業公社で

うまく導入していただいて，見本となって先端技術の推進につながるようになって欲し

いと考えます。 

 

委員 

基本計画の進捗状況の資料において，農産物加工施設及び直売所の整備・促進に未着

手の表記があります。総合的農産物販売施設が未着手になっています。平成 30 年度の



 

７ 

実施状況にも説明がないのです。 

ここで気になりますのが，施設整備の青写真はできているのでしょうか。想定があっ

て，どこの地域に建てたいということが，もう進んでいて未着手という段階なのか，ま

だ設置場所も分からない，未定の状態で項目として挙げている段階なのか。なぜ，未着

手なのか，青写真はできているのか，御説明いただきたいです。 

 

委員 

併せて，同様に，未着手の事業は，今後，実施する予定があって見直し計画に載せて

あるのか教えてください。 

  

議長 

ただいまの御質問でありますが，農政課か農業技術センターが担当になるかと思われ

ますが，当初計画の中での未着手について，何かありますか。 

 

執行機関 

この計画を策定しました４年前の段階では，さまざまな会議を通じまして，関係団体

と協議をしております。その時に，可能性があるという話が出たものについては，協議

を重ね計画に載せてありますが，４年間が経過する中で情勢が変わりまして，総合的農

産物販売施設については方向性が変わっております。 

主体となる農協においては，総合的直売所を１か所で展開するという考え方から，小

さく拠点を増やしながら展開するという考え方の二つがあったのですが，総合的な方は，

農協においてペンディングなさって，現在では，スーパー内でのインショップの方へ展

開を変えてなさっているので，そうした理由で未着手となっております。 

これを除外しなかった理由としては，やらない，できないから取組を除外するという

考え方で，見直しを行っていないためです。 

 

議長 

ただいまの説明は，他のところで，大規模なファーマーズマーケット，直売所があり

ます。私どもＪＡ水戸管内には直売所が８か所，市内には６か所あります。それに，イ

ンショップが管内に 16 か所，半数が市内にあります。目標値に９か所とありますが，

このように，小さい場所でいくつもあった方が，集約して大規模なファーマーズマーケ

ットよりも，常連での利用者にはよいこと。また，野菜を大量に使わない飲食店をされ

ているかたには，ＪＡ等の直売所を利用されているかたもいるので，そうした固定客も

増えており，直売所の数が多い方がよいというのも一つの考え方ではあります。 

他では，道の駅が県北で２か所できましたが，そうすると他の直売所の利用が一気に

減ってしまいます。 

そうしたこともあり，水戸の場合は，規模が小さくても数が多くあったほうがよいと

いうのが，利用者の声と思っております。 

 

委員 

そうすると見直す必要はないのでしょうか。この項目を残して，未着手，未着手とな

るのでしょうか。 



 

８ 

 

執行機関 

ただいまの総合的な農産物販売施設に関しましては，農政課長より説明のありました

とおり，当初の協議の中でのＪＡが考えていた総合的な施設ではなくて，他の事業主体

による道の駅等の可能性もあります。 

現時点では，誰が事業主体になるとは決まってはおりませんけれども，この手法とし

て可能性のあるものについては，残りの計画期間が５年間ありますので，その期間内に

検討していくということで，やはり計画書には位置付けておくべき事業という考えであ

ります。 

また，観光果樹を活用した加工・販売施設につきましても，山根地区の観光果樹組合

の皆様と，こうした施設の必要性等の協議を進めていくと。やはり，この計画から削除

してしまうと，そうした協議を進めるステージ自体もなくなってしまいますので，可能

性のあるものについては，残しておいた上で，計画の最終年次に，達成できた，できな

かった結果をもとに，今後の事業を実施していくか否かを最終的に判断していく，とい

うことを考えております。 

 

委員 

消費者団体なので，県内の道の駅などを視察しようと企画しております。最近では，

先日，筑西市に施設ができたと聞いております。そこは，まだ視察していませんが。し

かし，県都である水戸市が，地産地消と言いながら，小さい規模の直売所が，常澄地区

にもあり，すごく賑わっているのは分かっています。たしかに，近くにあるので助かっ

てもいます，地域の直売所が元気にやっていて，地域のかたがたによって繁栄するのは，

望ましい姿だとは思いますが，他の地域に大きな施設があるので，県都の水戸にないの

も寂しい感じがします。 

検討の余地があるのであれば，事業を削除するには当たらないと思います。 

 

委員 

未着手になっている事業で，４－２環境保全型農業の推進の家畜排せつ物処理施設整

備の検討が，既に対応済で未着手ということは，今後もやることがない，ということか。 

そもそも論で言うと，家畜排せつ物法に基づく管理等は，27 年度以前に義務付けら

れています。では，なぜ，この計画に入っているのか，説明願います。 

 

執行機関 

これにつきましては，内原町と合併したときに，水戸市と内原町の合併建設計画とい

うものを策定しました。その計画に載っている項目で，今現在も項目から外されていま

せんので，当計画においても外しておりません。 

 

委員 

私は認定農業者であり農業委員会委員でもありまして，さまざまな会議で，多様な担

い手の確保の方法について必ず出てくるのですが，具体的にどうしたらよいのか，なか

なか出てこないのです。行政でできることは，これが限界なのかと思いますが，当会に

は，多様な方々がお集まりなので，どういった方法があるのか，検討していただきたい。 



 

９ 

ここ２年程，新規就農者を２度ほど雇用しましたが，大体半年ぐらいしか続かない。

一番忙しい４，５月ぐらいに辞められてしまいます。 

せっかく，鯉淵学園や実践学園があるので，農業者は自ら行って，そうした経験を話

す時間を設けてもらえたらよいのではないか。せっかく勉強して農業をやろうかなと思

っている人がいる，うちにも実践にくるのですが，少しでも農業をやる気になってもら

えればと思い，１，２か月受け入れています。農業従事者が自ら発信する場所を作って，

私も農業を 50 年以上続けてきて，やっと農業がどういうものか，農政的なもの，国際

的なもの，技術的なもの，いろんなことを覚えるには 50 年以上かかります。もっとや

りたいと思いますが，年齢的に限界かと。今は，田を 20 ヘクタールぐらい作っていま

すが，農地バンクに預けて地域でやっているのですが，いかんせん役員がいないのです。

役員をやってくれないかと，私のところにたくさんくるのです。昨日も再生協議会，明

日はＧＡＰや技能実習生の巡回指導等があり，農業をやっている暇がないのです。 

やはり，後継者がいないとこれ以上進んでいかないので，どうしたら後継者等ができ

るのか，皆様と相談してみたいと思います。私も農業をやっている人の話が聞きたいと

いうことであれば，行って話をいたします。 

 

委員 

担い手というと，農業高校があります。農業高校の進学率は悪くないと思います。現

場の先生の話なのですが，農業学校は，今や農業後継者を養成している学校ではなくて，

農業理解者の養成と言いますか，そういう立場の子が多いです，とのことです。農家の

長男ということで，農業高校に入ったけれども，実際就農するのかというと，他の職業

に就くのですと，何年か前に聞いたことがあります。農業学校で，理解者養成でなく，

農業の魅力や儲かる農業ではないですが，農業が一つの職業として成り立てば，担い手

はいると思うのです。農業は楽しい職業とのイメージが作れれば。うちも米農家でした

が，親が，大変だ，大変だと言っている仕事に，子どもが就くのかと思います。大変だ，

儲からない，農機具や肥料にお金がかかる，などではなくて，楽しさが付随すれば。大

変だけど儲かるんだよ，大変だけどこういう面ではいいんだよ，などを伝えることがで

きれば，後継者は期待できるのではないかと思います。 

 

委員 

私は，逆に，農業は大変ですねと言われるのですが，何が大変なのだろうと思ってい

ます。少しも大変だとは思っていません，仕事ですから。私は，それが一番気になりま

す。見ている人は，大変だと言いますが，今，農業をやっている人は大変ではないと思

います。 

うちで何人か，３か月から６か月ほど研修をしていく人もいるのですが，やはり，５

年ぐらいは続けてみたらと言うのですが，大体６か月で辞めてしまいます。 

 

議長 

御専門の中で，アドバイス等があれば，御発言をお願いします。 

 

委員 

農業高校からの出身者がいないというのは，事実です。商業高校からの，要は金銭勘



 

１０ 

定ができる人が，農業を学びに来ています。時給換算で労働時間を考えたときに儲から

ないと，すぐ計算できてしまいます。だから，農業は大変と言われます。見た目の数字

に動かされない。時給で考えて，アルバイトで時給 1,000 円が当たり前の中で，農業の

アルバイトは 750 円で，勉強になるからでは通用しません。学校で学ぶ勉強は勉強で，

アルバイトはアルバイトで別です。農業の勉強になるから時給が安くてもよいというの

は，できません。そこは，私たち 30 代 40 代の農家から見ると，今の若者は，全く違う

ものと考えていただけないと，担い手というのはできないです。 

 

議長 

では，今，就農するとなるとどういうことをするとよいか，何か御意見はありますか。 

 

委員 

やはり，時給換算がよいのではないでしょうか。 

月 20 万円の収入だと，次，生産するために出していくお金と残るお金がいくらか，

今の学生はすぐに計算できてしまいます。なので，普通に働くサラリーマンより儲かる

経営をちゃんと見せていけないと。その中でも，すぐは無理でも３年後はできると，夢

を持たせることができるのであれば。１年目は時給 800 円でも，２年目は 1,000 円，３

年目は 1,500 円になりますと，どんどん上がっていくということを示せれば。３年やっ

ても 800 円以上にならないとなると難しいと思います。 

 

委員 

農業は，今，効率よくスピードでやっていかないとならないので，よい物を作るだけ

ではなく，計算できる人がよいと思います。 

 

委員 

うちも，学生数が低迷していまして，転換期ではあるのです。 

一つの方針としては，原点回帰と言いますか。創立者が，労働は尊いという部分を職

員と学生が一緒になって，農業生産をやっていくのが本筋だろうということで。計算も

大事なのですが，農業労働そのものを楽しめる人材育成というところに変えようと考え

ています。 

農業は大変という話があったのですが，今，どのような仕事も大変だと思われます。

大事なのは，農業で夢を描けるかどうか，というところが大事だと考えていまして。 

今，食べ物に困らない，むしろ，フードロスという問題がある。食べ物を作るだけで，

それに対して若い世代が夢を描けないでいるのが現実なのではないか。 

そうした中で，今，面白いと思っているキーワードが，ＳＤＧｓという，国連の目標

と農業生産を関連付けて進めていくと非常に面白いのではないか。 

水戸にもフードバンクというところがあって，生活が困窮して食べられないという人

たちへの食べ物が足りないという話が午前中の会議であったのです。 

いろいろな問題を農業が解決していくんだというところに夢をつくっていく。今，ホ

ームページのアクセス分析をしていまして，東京，大阪，福岡などの都市部からのアク

セスが多い。そうしたかたをいかに引っ張ってくるか，というところで。 

ただ自分が儲かる，儲からないだけではなく，やはり，夢を描くことができる，労働



 

１１ 

は楽しそうという部分を訴えていかないと若者はついてこないかと。だから，ＳＤＧｓ

という考えで，いろいろな団体とパートナーシップを提携していくことで，夢を描いて

いくような地域にしていったら面白くなっていくのではないかと考えています。 

 

議長 

多様な担い手というのは，若い人を目指しているし ,定年されてからという人もいま

す。業としてやっていく，若しくは，年金と合わせて，体を動かしながらとの考え方も

あろうかと思います。それが，多様な担い手だと思います。 

 

委員 

私たちの活動を紹介したいと思います。私たちは，食育を中心に，センターごとに活

動しています。子どもたちへ野菜のおいしさと農業体験をしていただいて，いろいろな

工夫をしながら活動しています。 

大根の種まきをしたり，ジャガイモを植えたり，いろいろ収穫体験をしていただき，

本当の美味しさを分かっていただく。収穫したらすぐに食べるものですから，ジャガイ

モが嫌いだった子が，家で食べられなかった子が，お母さんがびっくりして，食べられ

て喜んで帰っていただいています。 

中学校で，年に一回，600 名分を作る。若いＰＴＡのお母さんたちと作ります。お母

さんたちに，私たちが昔からやっている味付けを教えてあげると，お母さんたちが喜ん

で帰ります。家では食べないのに，３杯も食べましたという生徒がたくさんいます。 

野菜の本当の美味しさを分かっていただくような活動を中心にやっています。スーパ

ーで，一年中，野菜は買えます。トマトなどは一年中出回っているのですが，私たちは

旬の美味しさを伝えたいので，一生懸命やっています。子育て中のかたも私たちの行事

に，どうぞ参加なさっていただきたいと思います。 

 

委員 

わら納豆というのが出てくるのですが，わら納豆の 2023 年度の目標値というのが，

すごく大きな数字が出ているのですが，この意義，推進させていく根拠，必要性などを

教えてください。 

 

執行機関 

わら納豆のわら苞用のわらの生産が減っていまして，わらを確保しようということで，

わらについては，生産組合に生産していただいています。今までは，おだ掛けをしてい

たのですが，おだ掛けをする農家が減っているので，わらの収穫が少なくなってしまっ

ています。おだ掛けは手間がかかるので，コンバインで収穫すると，わらが裁断されて

しまうのですが，裁断しないコンバインを使うことで，わらをそのまま収穫して，ほ場

で何日か乾かしまして，ハウスに取り込んで乾燥させる。わら苞に使うわらを農家に作

っていただく。農福連携ということになるのですが，次に，障害者施設で，それをわら

苞に使うわらに加工するという作業をしていただいて，それを納豆業者に納めていただ

いています。 

 

議長 



 

１２ 

需要は多いのですか。 

 

執行機関 

水戸市に４社の納豆業者があります。納豆業者から，まず相談がありまして，市で協

議会を設置しまして，29 年から取り組んでいます。 

 

執行機関 

かつては，100 万食以上の生産をしていたそうですが，今は，わら苞の減少などによ

り，90 万食を下回っている状況ですので，この取組により 16 万食上乗せしていければ。

わら納豆の生産業者のみならず，農福連携として，長く支援を続けていきたいと考えて

います。 

 

委員 

農福連携という言葉を入れておいたほうがよいのではないか。 

20 ページの取組においても農福連携とありますが，28 ページにも入れておいた方が，

農福連携への熱意が伝わるのではないかと思います。 

 

委員 

担い手の確保について，気の遠くなるほど長期的なことなのですが，ふるさと農場で

の農業体験や単発的な体験事業がありますが，もっと狭いスペースでよいので，一人一

人が自分で好きなように，ある程度枠組みだけを作って，中身をどうするかは，自分で

自由にできるようにすれば。そうしたことを，小学生の頃から自分でやってみる，体験

できる場所を作ることはできないかと思います。それは，強制するものではないので，

興味がなければやらないし，やりたい子だけが来ると思います。全て自分で計画を立て

て，失敗しながらも収穫できたことが，そこまでの過程での経験で，興味を持った子は，

続けるし，成功した子はまたやる。そうした中で，一人一人が，この野菜はどういう種

から，どういう土で，肥料など，基本的なところから考えて，失敗，成功を繰り返しな

がらやると，職業としての農業とは別になってしまいますが，作物を作ることへの理解

を持ってもらえると，漠然としておりますが，思っております。 

 

議長 

農業委員会において，アグリメイトいきいき農業体験事業というものがありまして，

年々参加する学校が増えてきています。農業委員会と農協やいろいろな関係機関が連携

して，学校菜園のような形でやっています。 

他にも，農協では女性部，青年部が中心になって，出前講座として学校へ行って，例

えばバケツで稲づくりやミニトマトつくりをやっています。 

そこから，もっと発展的にやりたいという人には，市民研修農園があります。 

以前は，農業を始めるとなると結構大変だったのですが，現在は，農業をやりたいと

望めばできる環境になりつつあります。土地も，生産までとはいかなくても，家庭菜園

ができるところもあります。 

自分で作るだけではなくて，勉強しながらアルバイトになるというのが，農業公社で

のパートバンク，農業ヘルパーがあります。登録いただくと，手伝いをアルバイトとし



 

１３ 

てしながらできます。 

今は，そういったことで，やり易くハードルが低くなってきていると思います。子ど

もたちは，自分のところで体験することができるのではないか。我々も，学校給食への

地場産物の使用率が 56.3％になっていますが，水戸産の柔甘ねぎを使用するとなると，

ねぎ部会の部会長や生産者が学校へ行って，給食の材料を説明します。そうしたことを，

年に何回となく，特に女性部が中心になってやっています。 

 

執行機関 

貴重な御意見をいただきました。 

多様な担い手の確保・育成に，そうした農業体験が，将来的に有望であるとの御意見

であったと思います。農業体験の推進につきましては，43 ページの食育の推進にあり

ますが，多様な担い手の確保・育成にも追記させていただきます。 

本来であれば，この食育の全事業が，将来の担い手の育成につながるとの考え方では

あろうかと思うのですが，特に，農業体験が重要であると，事務局においても認識して

おります。 

 

委員 

食育の推進については，ぜひ強力に進めていただきたいと思います。 

流通の立場から，私個人の予測で申しますと，野菜，果実の原体販売はなくなるので

はないかと思います。現在，肉や魚がそうです。今まで成果物は，どちらかと言うと原

体で販売していますが，数年後には，多分，カット販売になると思います。そうしたこ

とにならないように，食育の推進をよろしくお願いします。 

 

委員 

理解できなかったのですが，原体販売とは，どういったことですか。 

 

委員 

レタスなど，まるまる一個です。 

 

委員 

分割されて販売とは，少子化だからですか。 

 

委員 

それもありますが，量を食べなくなったこともあります。 

 

議長 

出前講座で，ニンジンの下と葉を別の写真にしておくと，合わせることのできない子

どもがたくさんいます。大根の葉と根が一緒にならない。特に，サツマイモは，地上の

形と地下茎が分からないという人が多いです。ですから，野菜の形のままというのが，

やはり大切だと思います。 

 

委員 



 

１４ 

世の中は，カット野菜に移行しつつあるのではないか。農家もできるだけ業務用野菜

との契約栽培ということで，経営を安定化して，大規模経営をやっていこう，そして，

規模が大きくなり家族経営でできなくなれば，法人化して，何千万円といった所得のあ

る農家さんを何人も知っています。だから，農家が儲からないというのは，やり方なの

です。時代の流れに乗ったやり方で。 

いちご農家でも，ＩＣＴという手法で，収量を 1.5 倍にして，毎年所得が上がってい

る。そういった農家さんもいるのです。 

やり方で，いくらでも儲かる方法はあります。やはり，原体にこだわるというのも大

事ですが，時代の流れに合わせて，農業も変化していかないと。市内でも，輸出米を開

拓して，取り組む農家がでてきました。米は一粒たりとも輸出しないとの時代ではない。

米が余れば輸出して，富裕層に食べてもらって，お金を得るという時代でもありますか

ら，グローバル的な視点で。 

 

委員 

野菜を契約栽培しているのですが，最初は，レタスやキャベツを何ケースだったので

すが，今は，レタス何枚となっている。それをやらなければ，野菜が売れない。なぜな

ら，ファストフードで，ハンバーガーが 100 個売れるとなるとレタス 100 枚あれば，誰

でもハンバーガーを作ることができる。それをケースで買ったのでは，硬い葉があった

り，上手に剥けなかったりするので。キャベツはごみが出ないように，４分の１カット

にしなければならない。それをやらないと売れないので，何人もパートさんを雇ってい

ます。そういった時代です。 

 

議長 

今の御発言のような形態もあり，いろいろな考え方，経営の仕方があろうと思います

し，それらを網羅しなければならない基本計画だと思います。 

多様な考え方があろうかと思いますが，一つだけ言えるのは，地元の生産振興をして，

地元を大切にしていくということが基本だと思います。 

本日は，様々な御意見をいただき，たいへん活発に議論を進めることができたかと思

います。感謝するところであります。 

それでは，皆様からいただいた御意見を中間見直し（案）に加えて，市長に答申した

いと思います。 

これまで出された意見をまとめ，答申に付すことしますが，答申書の文案につきまし

ては，私と副会長に，一任していただきたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声あり） 

 

議長 

それでは，答申の文案については，一任していただき，後日市長に答申することとい

たします。 

以上で本日の審議が終了いたしました。慎重な審議ありがとうございました。 

以上をもちまして，議長の席を降ろさせていただきます。 

執行機関 



 

１５ 

会長ありがとうございました。 

以上をもちまして，水戸市農政推進協議会を閉会させていただきます。ありがとうご

ざいました。 

 

 

 

 

                       

 

 

                       


