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那珂市議会産業建設常任委員会記録 

開催日時 平成 28 年５月 26 日（木）午前 10 時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 寺門  厚  副委員長 木野 広宣 

     委 員 花島  進  委  員 遠藤  実 

     委 員 福田耕四郎  委  員 須藤  博 

欠席委員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     議   長 中﨑 政長  事務局長 深谷  忍 

     事務局次長 寺山 修一  書  記 萩谷 将司 

会議事件説明ため出席者の職氏名（総括補佐職以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美     産業部長 佐々木恒行 

     農政課長 加藤 裕一    農政課長補佐 柏  正裕 

     農業振興Ｇ長 大内 正輝 

会議事件と概要 

     （１）地方創生加速化交付金による米ゲル技術を活用した産品開発に係る今後の取

り組みについて 

        概要：米ゲル技術を活用したアイスの試作などの産品開発の経過と今後の展

開について執行部から説明を受けた。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

     開会（午前９時59分） 

委員長 皆さん、おはようございます。 

５月26日、産業建設常任委員会を始めたいと思います。 

きょうは、委員の皆様には閉会中のところ、もう６月の議会も間もなく始まりますんで、

何かとお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。 

会議は公開しております。傍聴可能とします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送いたします。 

会議内での発言は必ずマイクを使用し、質疑・答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いいたし

ます。 

携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただくか、マナーモードに変更してください。 

ただいまの出席委員は６名でございます。 

欠席委員はおりません。 

定足数に達しておりますので、これより産業建設常任委員会を開会いたします。 

会議事件説明のため、副市長ほか関係職員の方の出席を求めております。 
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職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

ここで、議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 おはようございます。 

今、寺門委員長からお話がありましたように、議会閉会中のところ産業建設委員会にご

参集いただき、ありがとうございます。 

本日は特産品開発ということで、米ゲルの議題だそうですけれども、慎重なるご審議を

お願いして議長の挨拶といたします。 

本日はご苦労さまでございます。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

続きまして、副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

副市長 はい。改めまして、おはようございます。 

本日は閉会中にもかかわらず、大変お忙しい中、産業建設常任委員会を開催していただ

きまして、誠にありがとうざいます。 

本日の報告でございますが、米ゲル技術を活用しました産品開発の今後の取り組みにつ

きまして、農政課のほうから報告をさせますので、慎重なご審議をお願いしまして挨拶と

させていただきます。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

本委員会の会議事件は別紙、会議次第のとおりでございます。 

初めに、地方創生加速化交付金による米ゲル技術を活用した商品開発に係る今後の取り

組みについてということについて、議題といたします。 

農政課より説明をお願いします。 

農政課長 農政課課長の加藤と申します。 

ほか２名が出席しております。 

よろしくお願いいたします。 

それでは、地方創生加速化交付金による米ゲル技術を活用した産品開発に係る今後の取

り組みについてご説明いたします。 

米ゲル技術による産品開発を推進するため、３月定例会において、追加補正予算として

国の地方創生加速化交付金を活用して６次化産業推進事業を立ち上げ議決をいただいたと

ころですが、今回はその取り組み内容がまとまってまいりましたので報告させていただく

ものです。 

それでは、お手元の資料に基づき説明させていただきます。 

まず、１、現状としまして、これまでの経緯をご説明いたします。 

１）になります。国の地方創生加速化交付金事業計画策定時の、本年１月時点なんです
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が、米ゲル技術を活用した産品開発に着手して間もないことから、当該交付金を活用し、

引き続き産品開発を進めるとともに市内事業者への展開を図るため、商工会を通しての補

助金交付や推進組織を設置する方針で事業を進める内容としていたところです。 

２）としまして、本年２月に行われました市内産品開発事業試食会及び３月に幕張メッ

セで開催されたＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ 2016への出店において、試作品であるアイス

クリーム等が好評を得ております。 

２ページをごらんいただきたいと思います。 

２月24日に行われました米ゲルセミナー＆市産品開発事業試食会の資料になります。 

場所は芳野農産工房で、参加者は商工会や農協などの関係者や水農の学生など、65名の

参加を得ております。 

まず、セミナーとして農研機構の杉山先生による米ゲルの説明をいただきました。引き

続き、市産品開発事業で作りましたアイスクリームをはじめ、うどんやパンなど９品目を

試食していただいております。 

３ページをお願いいたします。 

３月８日に行われましたＦＯＯＤＥＸ ＪＡＰＡＮ 2016への出店の様子になります。 

千葉県の幕張メッセで行われ、期間全体で７万6,532人の来場者がありました。 

出店は、公益財団法人米穀安定供給確保支援機構主催のブースにおいて、試作品でつく

りました３種類のアイスクリームを来場者に試食していただきました。その後、販売等に

関する問合せが来るなど、高い関心を示していただいております。 

１ページに戻っていただきたいと思います。 

３）としまして、新聞記事等から、経済界や他自治体における米ゲル技術に係る取り組

みが進んできている状況にあると考えております。 

４ページをお願いいたします。 

新聞記事になります。 

先ほど、２で説明しました市で行われました米ゲルセミナー＆市産品開発事業試食会の

記事となっております。 

「ゼリー状加工のゲル、那珂で普及へ取り組み」と題しまして、詳しく市の取り組みを

紹介していただいております。 

５ページをお願いいたします。 

米ゲルを取り上げた新聞記事になっております。 

３月６日の茨城新聞では、米ゲルの特性から小麦やゼラチンなどの代替としてパンやう

どんなどさまざまな食品に応用できるとして、米の消費拡大につながる新たな食品素材と

して６次化産業に取り組む事業者や自治体の注目を集めていると紹介されております。 

また、３月24日の茨城新聞では、河内町で米ゲルの大量生産実証として、施設を無償提

供し、地方創生加速化交付金を使って研究の補助を行っていくとしております。 
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１ページに戻っていただきたいと思います。 

ただいまご説明しましたように、米の消費拡大につながる新たな食品素材として、６次

産業化に取り組む事業者や自治体の注目を集めているという中、本市としましてはほかに

先んじて取り組みを進め、米ゲル技術を使った産品の開発やさらに精度のいいものをつく

り、試験的にでも産品を販売していく必要があると考えております。 

このようなことから、今後の取り組みとして三つの取り組みを考えております。 

まず、１）としまして、好評を得た米ゲル技術によるアイスクリーム等の試験開発及び

試験販売をパイロット事業として実施してまいります。 

こちらにつきましては、当初計画しているものではございませんでしたが、先ほど説明

した必要性等からですね、大きな柱になっていく取り組みと考えております。こちらにつ

きましては平成27年度に米ゲル技術を活用した産品開発に取り組んだ事業者に委託し、製

造していきたいと考えております。 

なお、販売に必要な保健所許可に係る機器整備につきましては市が対応していくものと

します。販売となると、保険所等の許可が必要となり、そのためには、アイスクリーム等

の場合、単純にアイスクリーム製造機だけではなく、加熱滅菌器やカップへの充てん、ふ

たをする機材が必要となってまいります。これらを整備していくとしております。 

基本的には加速化交付金を使ってですね、枠内で対応してまいりたいと考えております

が、どうしても基金の予算に不足が生じてしまうことから、６月補正で不足分の対応をす

るということを予定しております。 

２）としまして、市内事業者の展開支援になります。 

こちらは当初の計画どおり、さらに米消費拡大に向け、米ゲル技術を使った産品を開発

していただくために、商工会へ補助・支援してまいります。 

これら１）と２）の産品につきましては、10月の産業祭で披露販売することを考えてお

ります。 

次に３）としましては、これらを推進するため、組織を立ち上げてまいります。 

米ゲル技術の推進を図るため、商工会やＪＡ常陸、水戸農業高等学校、茨城県、認定農

業者等の皆様をメンバーにして組織を立ち上げ、検証してまいりたいと考えております。 

以上、６次化推進事業における米ゲル技術を活用した産品開発に係る今後の取り組みに

ついて、説明になります。 

よろしくお願いいたします。 

なお、この後、試食会でつくりましたアイスクリームを試食していただきたいと思って

いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

委員長 はい。 

以上で農政課の説明が終わりました。 
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これより質疑に入ります。質疑ございませんですか。 

花島委員 花島です。 

おもしろい製品ができたらいいと思うんですけれど、これ見て、私、残念ながら今まで

の展示会とかセミナーとか全然聞いていないんで、幾つかお伺いしたいんですが、一つは

これの栄養的な面の特徴というのはないか。 

例えばアイスクリームだと、基本はあれですよね。牛乳からとった生クリームがあって、

糖分があってというのがあって、例えば太ることを心配している方なんかは油分を余りと

りたくないとかいう人も多いんですよ。そうすると、こういうものでつくって脂肪分が少

ないと、そういう一つの売り文句になるというふうに思うんですね。 

ただ味がどうこうっていうだけじゃなくて、何か、これはこういう特徴があるんだよっ

ていうのものがあれば、それを売り出しの言葉に使えるんじゃないかと思うので、その辺

をお伺いしたいのですが。 

農政課長 はい。確かにですね、こちらは米でつくったアイスということになりますので、乳

製品とか小麦とかアレルギー体質の方がいらっしゃるかと思うんですけれど、それらに対

してですね、米ということで、そのアレルギーフリーの対策ということで、一つのＰＲに

はなった商品になるんじゃないかというふうに考えております。 

今回試食していただくものもですね、豆乳とイチゴを使ったもので、分類的にいうと氷

菓という形になりますので、そのような部分で特色のあるアイスクリームというか、それ

になるかと考えております。 

花島委員 もう一つお聞きしたかったのは、アイスクリームといっても、さっきお話がありま

した氷菓って、昔はアイスクリームと呼ぶには非常に基準が厳しかったんだけど、最近や

わらいでいるとは聞いているんですが、これをアイスクリームと呼べるのかというのがち

ょっと、はい。 

農政課長 はい。ただいまありましたように、確かにアイスクリームというのは何種類かある

ということで、種類別に分けますと、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、氷

菓というふうに四つに分かれるということで、アイスクリームというのは乳固形分が15％

以上、そのうち乳脂肪分が８％以上、アイスミルクは乳固形分が10％以上、うち乳脂肪分

が３％以上、ラクトアイスは乳固形分３％以上ということで、今言ったもののほかが全て

氷菓になるという形になっております。 

あとですね、衛生規格としまして、殺菌の数というのも中にはあるみたいなんですけれ

ど、アイスクリームについては１グラム10万以下、アイスミルクについては１グラム５万

以下、ラクトアイスにつきましては１グラム５万以下、そのほかの、これから試食してい

ただくものは１ミリリットル当たり１万以下というような基準の中で、厳しくというか、

分類されているというような形になっているということです。 

花島委員 わかりました。 
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福田委員 まず１点目がね、地方創生加速化交付金。これは那珂市の場合は、ちょっと資料持

ってこなかったけれど、どのぐらい金額的にきているのか。 

それと那珂市のことしの米ゲル、これの作付っていうのはどれぐらい面積的にあるのか。 

その２点、ちょっとお伺いしたい。 

農政課長 はい。27年度の加速化交付金の総額でございますが、1,249万8,000円となっており

ます。そのうち今回説明しております６次化産業推進事業につきましては、504万7,000円

という形になっておりまして、そのほかにつきましては静峰ふるさと公園魅力向上事業に

なっております。 

二つ目の作付なんですが、今年度ですね、市内において３軒の農家の方にですね、約２

ヘクタール作付をお願いしているということで、品種につきましてはモミロマンという形

になっております。 

以上です。 

福田委員 そうすると、この交付金のほうはこの米ゲルに対してはどれぐらい使うのかな。 

それとね、米ゲルというのは加工米でしょう。それでこれ見ると、いろんな加工をして

パンとかあるいはうどん、あるいはアイスクリームということで、那珂市は何をメインに

これからやっていくのかなっていうのが一点。 

それからこれはアイスクリームと、あるいはソフトクリームってあるよね。ソフトクリ

ームというのはできるのかな。これは何かやわらかいというようなことが新聞記事には書

いてあるようだけど。 

その二点、ちょっとお伺いします。 

農政課長 はい。まず一つ目のですね、三つあったかと思うんですけれど、この加速化交付金

でどのくらい使うのかということなんですが、今申しましたように500万なんですが、その

うちこの機械の整備につきまして約280万ぐらい使いまして、あとは委員会の報酬とか、い

ろんなものを使ってまいりたいというふうに考えております。 

二つ目に、何をメインにやっていくのかということなんですが、今回の産品開発におき

ましてはアイスクリームをやっております。今回、そのことからアイスクリームをパイロ

ット事業ということでやっていくわけなんですが、そのほかにパンやシュークリームとか、

いろんなものをつくったわけなんですが、そちらの部分については商工会への補助という

ことで、商工会の部会の方に依頼してつくっていただきたいというふうに考えております。 

あと、ソフトクリームにつきましては、今回はカップに入れたアイスなんですが、加水

量とか、いろんな形でゲルの状態がやわらかくなったり少しかたくなったりするみたいな

んで、そういった部分で工夫すればソフトクリームもできるということになっております。 

以上です。 

福田委員 交付金がすこし少ないね。那珂市の場合ね。 

これ河内なんかでは8,000万くらい予算があると。 
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こういうことで、例えばソフトクリーム、今言ったアイスクリームか。アイスクリーム

つくるのにだってそれの費用、経費、これどこかに委託しているの。それじゃないとそれ

なりの設備があるもんね。 

そういうことで、その今言った金額で賄っていけるのかな。 

農政課長 はい。製造の部分については市で直接できませんので、今おっしゃられたように委

託してまいります。 

この部分について、機械についてはやはりアイスクリームの、そういった専門の工場と

いうところではないんで、今回27年度に産品開発をしていただいた事業者にお願いするわ

けになっているんですが、そこは特にアイスクリームということではないので、機器につ

いては市がそろえてその中で貸すような形になるかと思うんですけれど、その機械を使っ

て委託していくという形をとっておりますので、委託料につきましてはそういった企業に

対してではないので、ある程度の人件費等とですね、原材料分のものというような形で金

額を算出した中でお願いしているところです。 

福田委員 わかりました。 

委員長 はい。ほかにありませんか。 

遠藤委員 今後の取り組みについてというところで、今後これパイロット事業として実施とあ

りますけれども、平成27年度、米ゲル技術を活用した特産品開発に取り組んだ事業者に委

託、これはどちらのほうに委託ですか。 

農政課長 はい。企業名としましてはビートップインターナショナルでございます。 

ビートップインターナショナル、鴻巣の。 

遠藤委員 はい。ビートップインターナショナルですね。 

これは鴻巣ということは、新聞記事に出ていたこの貿易商社っていうことになるんです

か。 

農政課長 はい、その通りです。 

遠藤委員 貿易商社でこういう、何というんですか、生産ができるような資格なり許可なり設

備なりがあるんですか。 

農政課長 はい。ビートップインターナショナルについては設備とか、そういった部分はござ

いません。 

ですので、市が機器を整備した上でやっていただくという形で、製造に伴う資格等につ

きまして、資格というか、そういうものについては持っていますので、保健所の基準に基

づくものは持っていますので、その部分は大丈夫かと考えております。 

遠藤委員 はい。じゃあ、先ほど私も聞きたかったんですがこの交付金はわかりました。 

機器整備は今回６次化の504万の交付金のうち、280万でまず整備をするというようなこ

とで、ただこれだけでは足りないんで６月の補正にも出てくる可能性があるということで

すか。 
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農政課長 はい。加速化交付金においてはですね、180万円分がこれの機械ということで、残り

の約100万円、99万9,000円なんですが、100万円が補正でお願いしたいというような形にな

っております。 

遠藤委員 そうしたら、あとこの米についてですが、米は新聞によると高アミロース米という、

飼料向けの米ですね。 

これは先ほどの質疑で、市内３軒、２ヘクタールお願いしているということですが、こ

れやっぱり、何というんですか、私も詳しくはわからないんですが、このモミロマンとい

うものっていうのは市内でかなりつくれるものなんですか。特殊なものなんですか。 

農政課長 特に特殊なものということではなく市内、このあたりでもつくれる品種という形に

なっております。 

遠藤委員 はい。じゃあこの米ゲルがある意味成功してそれなりに生産できるとなれば、那珂

市内の米の消費にもつながるということで、地産地消も含めて地域資源の開発につながる

というようなことになるわけですね。 

じゃあ、これ前３月のときにご説明いただいていたしどりの湯の施設との関連性はどう

いうことになりますか。 

農政課長 しどりの湯との関連性ですが、今回このアイスクリーム等が本当に売れるかどうか、

売れる商品になっていくのかということがまず第一ですのでそれを重点的にやってまいり

ますが、その結果ですね、売れる商品になっていくということであればしどりの湯の改修

を行って、製造、加工とか行っていくことも考えられますし、あとは農協とかにも委託と

いうか、お願いするような形にもなるかと思いますけれど、まずはこのアイスクリームを、

本当に売れるものになるという確証を得ない限りですね、なかなかその、しどりの湯を改

修するとまた多額の経費がかかりますので、そこら辺を十分踏まえた中で今後詰めてまい

りたいというふうには考えております。 

遠藤委員 私の記憶が定かではないですが、３月の時にはしどりの湯を使って、この米ゲルの

機械を入れて、そこで生産、研究というか試作品開発に取り組んでいくんですよと、そう

いうしどりの湯の活用の仕方をしますよという説明をいただいていたと記憶していますが、

ちょっと説明が違うと思いますけれども、そこらはどうなっていますか。 

農政課長 最終的には本格製造という形になれば、しどりの湯の、３月に説明したような形の

ところになるかと思いますけれど、保健所の許可をいただくためには施設がちゃんとして

いなくてはいけないことからですね、現時点でしどりの湯を使ってこのアイスクリームを

製造、加工するということはできませんので、現時点では試作品つくった中で試験販売し

ていくということを考えておりますので、ここの部分については農産工房の施設を使った

中で行っていきたいと。 

売れるめどというか確証がつけば申し上げたようにしどりの湯のほうの部分を使ってと

なっていくのかなというふうにも考えております。 
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遠藤委員 私はだからね、３月のときにそう言ったんです。 

生産、試作をしたりするのは各事業所でしょうと、市内の。事業所にお願いするんだろ

うから、しどりの湯をあそこで使う機械を入れてやることはないんじゃないんですかって

私聞いたの。 

でも使いますよっていうふうに言ったから、おかしいなそういう使い方、どうやってす

るのかなって。むしろ私が言ったんですよ。 

だからこれ、市内の鴻巣のビートップインターナショナルっていう、市内のそういう事

業所にこれから委託するわけでしょう、その試作をね。私はそう思っていたの。 

だけど、いや、しどりの湯を使うんですよって言っていたからおかしいな、どういう使

い方するのかなっていう。だから私は質問したんです。 

ここは部長に答弁もらったほうがいいですね。 

産業部長 はい、お答えいたします。 

しどりの湯を利用するということを、農政課としてはこれは課題ですので、その再利用

するときの一つとしては、そういう食品の加工だったり製造だったりというのを考えては

おります。 

あと、米ゲルというのが27年度にうまく方向性が出てきたというところで３月の議会で

の説明だったわけです。 

一方で、実際に製造したり、試作段階だったらいいんですが、これを外部の人に食べて

いただくとかっていうことの段階になりますと、やはり衛生面というのが必要だというこ

とも一つの課題ですので、その辺をまず進めるためには、農産工房の加工室は最適である

ということがわかったもので、まずはそこで品物をつくって食べてもらえるようにすると

いうことです。 

次の段階としては、しどりの湯の施設、加工、厨房の部分だとか、あそこでとれなけれ

ば別なところ、別な部分で、改造するとかですね、というのを考えていきたいと思ってい

ます。 

ですからしどりの湯がなくなったということではありませんので、まずはその衛生面が

クリアできるところで新年度はスタートしたいと、このように考えております。 

もう一つ、商工会の事業者に取り組んでいただいて、このアイスだけではなくてですね、

先ほどもお話があったような27年度の試作品のほかにもできるものがあればそういうもの

に取り組んでいくと。 

そういういろいろを見据えて今年度、次年度につながるか、今年度すぐできるものにつ

いては皆さんにご報告しながら推進していきたいと、そのように考えております。 

遠藤委員 わかったような感じもしますが、ちょっともう少し。 

これを使って、那珂市の地場産品をね、使って那珂市を売り出していくためのものにし

たいわけですよね。 
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まずは市内の事業所さんに、商工会さんはいろんな事業所がありますから、飲食もあれ

ばお菓子とかいろんなものがある。 

その米ゲルを使ったいろんなものっていうのは各店舗で開発していただくわけですよね。

お願いをして、いろんなものを。 

ただ、那珂市として交付金を使って整備した機器はアイスですね。アイスに関しては、

まず最初は鴻巣の事業所に試作を研究してもらうけれども、それがある程度めどが立って

成功してきたらばそれをしどりの湯に持ってきて、本格的にこれから那珂市の米ゲルを使

ったアイスはしどりの湯で、本格的に生産を市としてしていくと。 

ただそのほかもいろんな商工会のいろんな事業所さんには、それぞれ米ゲルを使ったも

のを開発していただいて、市としてトータルで米ゲルを使ったいろんなものを対外的に売

り出していくと。そういうためのまず第一歩なんだよと。 

そういうことになるんですか。 

本格的な、つまり最初のこの機器を買ったのは、まず買ってこれをビートップインター

ナショナルにやっておいてもらって、成功したらそれをしどりの湯に持ってきて、本格的

にアイスは市として、機器は、機械は那珂市のものですから、那珂市がアイスを大量に生

産をしていく予定、それにしどりの湯を使う、そういうことになるんですか。 

産業部長 はい。まず米ゲルを米から炊飯して、米ゲル製造機でゲル状にすると。 

それを今度、どうやって加工して食べられるようにするかということがありますので、

米ゲルの機械をある程度そろえて、商業事業者あたりにも貸し出しをして、商工会のほう

でそれをつくってもらうと。 

それが軌道に乗ればその米ゲルの機械のランクを上げるとかですね、それをしどりの湯

でまた、例えばそこで米ゲル製造ができるように改造するだとかというのもあるんだとは

考えております。 

今議員さんのおっしゃられたような形でまずは試作のほうに取り組んで、それの蓄積と

かですね、方向性を見据えてしどりの湯でやるだとか、各事業者でそういったものを製造

したり加工してもらうというのが、今考えている第１段階というふうにとらえております。 

それから、次の段階は白紙ではありませんけれどもしどりの湯も想定していますし、事

業者でやってもらうということも考えていると、そういうことでご理解いただければなと

思います。 

福田委員 もうこれをやっていくんだよという意欲は、これは認めますけどね。 

例えばこれは、ことし３軒に２ヘクタール委託したわけでしょう。これのまず生産。こ

れは例えば買い上げる場合にいくらぐらいしているのこれ、反当。 

これは恐らく新種なんでしょう。これは新しい品種なんでしょう、この米ゲルっていう

のは。今まで流通しているんですか。 

その辺をちょっとお聞きしたい。 
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農政課長 今おっしゃられたように加工用米ですので食用米よりはかなり安いということで、

キロ20円とか30円ぐらいだという話は聞いておりますけれど、その中で、それでは生産が

合わないんで、国のほうの生産調整の中での補助というのがつきまして、１反歩当たり約

９万円の補助がついた中で生産していただくという形になっておりますので、あとはモミ

ロマンが、つくっていただくものが流通しているかどうかというと、流通しているという

ような形になっているそうです。 

福田委員 これ、課題が多いね。生産でね。 

だから、スタートする、もうこれでやっていくんだよというような意欲的なことという

のはわかりますけれど、まずは農家の皆さんがこれを果たしてつくってくれるかくれない

か。 

国のほうからの補助、反当で、10アール当たりで９万円の補助があるの。これ、９万円

の補助っていうことは魅力だよ、農家にとっては。魅力ですけれど、それが果たして本当

にこれが実施できるのかどうか。 

私はこの辺が課題だろうと思いますね。 

それとね、やはり今言った10アール当たりで９万円の補助ということは、今までに例が

ないと思うんですよ、これだけの補助が出るのは。ということはね、恐らく生産コストが

ね、悪いのかなというふうに、直感的に私はそういうふうに思いますけどね。 

いわゆる何俵とれるのか。恐らくとれない品種なのかな、これは。 

その辺をね、しっかり調査していただいて、次のステップの販売あるいは開発、こうい

うことに行くのが私は道順かなと思うんですが、いかがですか、その辺は。 

農政課長 確かにおっしゃられるとおりですので、本当にこの米ゲル技術を活用した中でこの

アイスクリームとか、そのほか商工会に委託、お願いしている中のパンといろんな部分で

本当にその需要があるということであれば、農政課としてもやはり原料が確保されなくて

は幾ら需要があっても足りませんので、そういった中では推進していく必要があるという

ふうには考えております。 

福田委員 もう、スタートはそれですよ。 

果たしてね、これが農家にとって生産コスト、補助は９万円出ますよということですが、

どれぐらいこれ生産的に上がるのか。 

これはここ１年、あるいは、それは２年、いわゆることしの気候にもよってね、農家は

皆さんこう違いますから単年度で計算してもなかなか難しいと思いますけれど、これはや

っぱりもうちょっと長期的な、そういうあれでこれは慎重に考えていったほうがいいよう

な気がしますけどね。 

ことしの場合にはだいぶ、３カ月の長期予報あたりを見るというと平年並み、あるいは

むしろちょっと暑いかなって言うから、水稲関係はとれるのかなと期待していますけど。 

台風とかいろいろありますからその辺は何とも言えないですが、単年度でこれは計算し
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ていくということはなかなか難しいかな。 

それで、さっき言いました反当９万円っていうことは、ことしはそれで９万円が補助さ

れると、こういうことでしょうけど、来年のあれはないでしょう。これずっと９万円出る

んですか。単年度だけの９万円と違いますか。 

だからそういうことを考えていった場合にはね、農家の人というのはやっぱりね、皆さ

ん慎重ですから、主食米をやっぱり主流にしていく、こういうこともね、やっぱり慎重に

検討をする大きな私は課題だろうと思います。 

以上です。 

須藤委員 この品種だけれども、正式にはどういう品種をつくられるのか。 

それから、認定農家の方にお願いするんだろうけれども、もうことしどのくらいかそれ

についてお願いしてあるのかどうか、その辺はどうなんですか。 

農政課長 はい。品種的には、普通のコシヒカリなんかが低アミロース米に対して、加工用の

このモミロマンは高アミロース米という形になっております。 

実際、市のほうでは今回３人の方に２ヘクタールですので、それはこの秋にしか収穫で

きませんので、それまでの間はですね、県南のほうで生産したものがありますので、そち

らのほうを買い取った中でこういった形の試作品をつくっていくと、原料にしていくとい

うふうにしております。 

須藤委員 先ほど言ったように農家の方にいくらかお願いはしてあるのかな、もう既に。 

農政課長 はい。今３人の方に２ヘクタールというのはお願いしてありまして、つくっていた

だけているということになっております。 

委員長 ほか、何かございませんか。 

福田委員 さっきこれ、キロ20円から30円と言ったよね。そうしたら１俵幾らになるの。 

もみで50キロ、30円にして１万5,000円。50キロというと。1,500円。 

合わないわ。９万円の補助もらっても合わない。 

そのとれる量というのが生産の、反当たりのあれがどれぐらいとれるか。 

これはまず、ことし初めてつくるわけでしょう。 

だからまずそれが課題でしょう。 

価格は30円にしたって１俵1,500円。だから９万円の補助というのはわかりますよ。わか

るけれど、９万円の補助をもらってもちょっとこれは難しい。 

あとはとれる量がどれぐらいなのか。10アール当たりでどれぐらいとれるのか。これが

まず１年過ぎないと何とも言えないね。 

ことしの作付、これの結果、これを見きわめてからでないと何ともこれは言えないです

ね。 

以上です。 

農業振興Ｇ長 一点補足させていただきます。 
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今３軒という話のうち、お話ししましたけれども、そのうち１軒の農家さんについては

これまでもモミロマンを作付しております。 

ただ、米粉なり、こういう食用にする場合については食管法の規定がありますので、最

初からそういう届け出をしなきゃならないんですけれども、そもそも作付の申請、減反の

補助金の申請の段階で、最初から飼料用米のほうの分類で申請しているので、その分を法

令上食用のほうに転用できないので、今はそういう形で補助金をもらって作付をしている

という話です。 

それを今度は、ことしの作付からについては、そのうちの一部をこの米ゲルのほうで使

えるような形で手続をとってやっていくと。その分がほか２軒の方もあわせて、作付面積

は総額で２ヘクタールを見込んでいると。 

あともう一つモミロマンのほうなんですけれども、通常のコシヒカリと違いまして作付

期間が長い品種になっています。なので、つくっている方が大規模な農家のほうで、要は

作業効率を上げるために幾つか異なる時期に播種して刈り取りをするということで、効率

的なほ場の作付をする中でモミロマンの栽培をこれまで取り組んでいるという状況でござ

います。 

福田委員 今のお話では、いわゆる普通米と、食用と違って期間が長くかかるんだ。 

そうすると例えばね、植えつけは同じでしょうから。 

農業振興Ｇ長 植えつけの時期もずらしている形になっているかと思います。 

福田委員 ずらすというのは、遅く、早く。 

農業振興Ｇ長 基本的には一番メインになっているのがコシヒカリなりの普通食の米になると

思いますので、そのあとになるのではないかなと。 

そうすると当然、刈り取りの時期についても10月に入ってくるような形で遅くなってく

るというような栽培方法になっているというふうに把握してございます。 

福田委員 はい。そうしますとね、これは農政課で一番わかるようにね、水の問題が出てくる

でしょう。自家水なければ、これ作付できないですよ。 

それっていうのは、いわゆる那珂川統合から水が送られてくるのは何月までですか。８

月で終わりじゃないですか、水揚げするのは。 

そうすると２カ月間というのは、いわゆる自家水ですよ。自家水を使うしかないわけで

しょう。 

その場合の２カ月間の水利費、こういうことを計算していったらばいくら９万円もらっ

ても採算合わないですよ。そうでしょう。 

これはやっぱりね、課題が私は多いと思います。 

以上です。 

副委員長 はい。さっき、秋の収穫までに県南のほうからこのゲルを買うということですけれ

ども、それの予算とか、あと今現在のつくっているこれっていうのもやっぱりある程度予
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算がかかっていると思うんですね。 

どれぐらいかかっているか教えていただけますか。 

農政課長 はい。ゲルというよりも米を買うんですが、それらにつきましては委託料の中に含

めてある分だけ買ってもらうような形で算出しておりますので、市のほうでですね、直接

買うということで原材料として10万、約10万円ほど予算を計上しております。 

副委員長 県南のほうから買う部分が全部で10万円ということ。 

農政課長 はい、そうなっています。 

委員長 はい、ほかに。 

（なし） 

委員長 それではちょっと私から一つあります。 

今県南のほうのこういう中で予算的には10万円ということですけれど、これ１キロはい

くらで買われていますか。換算すると。 

暫時休憩します。 

休憩、暫時休憩いたします。 

再開を11時５分といたします。 

休憩（午前10時49分） 

再開（午前11時６分） 

委員長 再開いたします。 

先ほど質疑がありました。 

そのあとですね、今試作品、実際に試食をいたしました。 

そのあと質疑等ございませんですか。 

農政課長 じゃあ、休憩前の質問に対してなんですが、20円から30円というのは飼料米を生産

者から買い上げるときの価格で、今回市として予算をつけて買い取る価格につきましては

普通の市場価格ということで買い取らなくてはいけないので、その分については200円から

300円ぐらいのコストがかかった中での買い上げになっているという形になっております。 

あと、いろいろ先ほどから課題等がたくさんあるということでご指摘いただいてそのと

おりだと思っていますので、それらにつきましては推進会議をこれから立ち上げますので、

その中でもいろいろ協議させていただければというふうに考えていますので、よろしくお

願いします。 

福田委員 今のね、やっぱり単年度で９万円ということ。 

じゃあ来年どうなのかっていうことがちょっと不透明でしょう。これがわからないわけ

でしょう。 

すると、やっぱり農家の皆さんというのはね、やっぱり安定した経営をしたいっていう

のを望んでおるわけですから、これは企業もそうですよね。安定した経営っていうのは、

これは企業であれば当然、当たり前の話。それが一つ。 
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それから今言ったその価格。 

もう一つには、やっぱり時期的な、２カ月、いわゆる水の供給がなくなったときの対応。 

この２カ月間のいわゆる地下水での費用、そういうことを計算していってトータルして

果たしてどうなのか。 

ただね、これは認定農家、いわゆる４町歩以上つくっていれば認定農家に指定されるわ

けですけれども、少なくともこれは30町歩とか40町歩、そのぐらい耕作している人に対し

ては魅力もあるとは思います。 

ただやっぱりね、今度は農家にとっては、いわゆる１台の機械でいろんな品種、加工米

あるいはコシヒカリのような食用米とかってあるわけですよね。そういうときに非常にこ

れは手間暇がかかる。こういうことも一つの課題の一つかな。 

だからトータルしてどういうものかっていうことが、私は非常に、現段階ではね、これ

からいろいろ立ち上げて検討していくんだろうと思いますけど、それに期待をするわけで

すけれども、ちょっと問題が、やっぱり課題も多いのかな。 

慎重にやってください。お願いします。 

以上です。 

花島委員 大事なことを聞き忘れたんです。 

普通の、いわゆる本当のアイスクリームに比べてどのぐらい原料費として安くなりそう

ですか。つまり売るときの価格がどうなりそうか。 

初期の段階じゃなくて、その先の見通しでいいですか。 

委員長 暫時休憩します。 

休憩（午前11時10分） 

再開（午前11時10分） 

委員長 はい、再開します。 

農政課長 はい。大体150円ぐらいのコストがかかっている、今回試作した中でですね。今回試

作したアイスを考えた場合、大体原材料とかいろんな人件費、コスト等を考えると150円ぐ

らいはかかっていると。 

生産数が少ないので実際そんなふうになっているという形になっています。 

花島委員 今かかっているお金はそれはそれで大事なんですけど、将来大量にこれが普及でき

るかどうかっていうのは幾つかの要素もあって、そのうちの一つが値段とおいしさなり効

能との比だと思うんですよね。 

そのときに何というかな、味とか以外にもこのいい面があると僕は思うんですが、やは

り安くできるものでなおかついろいろおいしかったり、効能があったりするほうが売れま

すよね。その辺でちょっと、今のこともそうだけど先のことを知りたいんですけど。 

つまり牛乳とか生クリームを使うと当然高くなるのはわかるんですが、その分幾らにな

りそうかという。 
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原材料の比でもいいですけれど。値段の比というのかな。生クリームだったら幾らにな

るとか。 

農業振興Ｇ長 今の段階でですね、材料費で見ますと先ほどの人件費も含めて150円ぐらいです

けれども、大体100円弱ぐらいではつくれるというふうには見ております。 

実際の、今後できるだけ、当然安くやるためには原材料費も抑えていくということは視

野には入れているんですけれども、その辺についても製造する量のほうがあくまで今は試

作段階の機器でのものなので、当然大きなものを入れればコストは下げられる形にはなっ

ていくと思うんですけれど、その辺も含めて検証していく。そのためにまず取り組みを進

めていくというふうに考えているので、今現時点で具体的にどれぐらいというところまで

は言えないんですけれども、少なくとも今あるものよりも抑えていくというような形にな

るところも検証していきたいというふうに考えております。 

遠藤委員 将来的にですね、これが売れるようになっていきたいわけですが、消費者から見て、

今おいしいものがたくさんあふれていますけれど、その中でこの米ゲルを使ったこの製品

の売りっていうのはどういったものだというふうに売っていくんですか。 

農政課長 はい。先ほど申しましたようにやっぱり乳製品を使っていませんので、米という形

ですので、そのアレルギー対策という部分での売りは一つだというふうに考えております。 

花島委員 もう一つ、低カロリーになるということはないんですか。 

農政課長 確かに乳製品よりは低カロリーになるということなんですけれど、確か５％ぐらい

低かったような。乳製品よりは。 

議長 福田委員から今生産者の問題点とかいろいろ出ました。 

これは市内の認定農家にお願いしているということで、何とか解決策を見つけてほしい

んですけれども、今試食した限りでは市販のアイスクリームに決して引けを取らない、い

いものだと思います。 

だから特産品と売り出すのには、やっぱり先ほど花島委員がおっしゃったように価格と、

それから売りですよね。 

要するにストーリーをつくって。商品じゃないんです。 

こういうふうな農家さんが一所懸命原材料をつくって、しかも那珂市のあるいは商工会

がこういう苦労をして、そしてこういうものができあがりましたという、そういうものを

全面に押し出してそのコマーシャルしてもらったほうが非常にいいのかなと、そういうふ

うに思います。 

例えば水農の生徒らが試作しましたとか、水農のイチゴを使っていますとか、そういう

物語的な、そのほうに売りのコマーシャルを入れていったほうがいいのかなと、そういう

ふうに感じます。 

那珂市の特産品開発も、もうしばらくやっているんですけれどもなかなかヒット商品が

出ないんで、何とか頑張ってやっていただければと、そういうふうに思っています。 
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委員長 はい。 

以上、ほかはございませんですか。 

（なし） 

委員長 それではこれにて質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

どうもきょうはありがとうございました。 

執行部の方は退席お願いします。 

休憩（午前11時15分） 

再開（午前11時15分） 

委員長 それでは再開いたします。 

本日の議題は全部終了いたしました。 

ここでですね、ちょっと私からお願いといいますか、提案なんですけれども、今年度産

業建設常任委員会としてですね、視察研修あるいは外部との懇談会、意見交換会等々、皆

さんのほういろいろ考えておられると思いますんで、その辺どういう、例えば視察研修で

すとどういうところへ行ってどういうふうなものを見てきたいとか、それからこちらから

出ていってお話、意見交換会といいますと、前回の例でいいますとＪＡ常陸さんと農業に

ついてどうするんですかというところを意見交換をいたしました。 

その折も、昨年の話ですけれどまだ確定しておりませんという段階でしたね。昨年の夏

ですね。ＪＡ常陸として。ということで、もう１年も過ぎておりますのでしっかりとした

ものを確認をする必要があるのかなという気はいたしております、非常に。 

ですからＪＡさんとの、ＪＡ常陸さんとの懇談会ですとか、あるいは農業ばかりでなく

商業のほう、商工会さんについてもですね、一度じっくりお話し合いをして、那珂市の商

業、産業をどうするんだという部分もですね、あわせて意見交換をできればというふうに

考えているんですけれども、その辺いかがでしょうかね。 

次回、６月本会議がありますけれども、その常任委員会の折にまた皆さん方のご意見を

お聞かせいただいて、今後いつごろ行きましょうとかそういう話を決めたいと思いますん

で、ぜひそれまでお考えいただければというふうに思います。 

そういうことでよろしいですかね。 

そのお願いということで。 

遠藤委員 はい。私もこの産業建設はちょっとかなり久しぶりなので、やっぱりＪＡさん、あ

と商工会さん、そういったところともしっかり話をしたいですね。 

議会としては常任委員会として所管なので、そういったところでしっかりね、地域のそ

ういう各種関係団体と意見交換をする議会だというふうなことでいいと思いますし。 

あと視察に関してはまだ皆さんそれぞれだと思いますけど、最近行方のファーマーズヴ

ィレッジでしたっけ。空き校舎を使って、かなりこのゴールデンウィークもかなりお客さ



 - 18 - 

んも来て、行政視察もあちらこちらから非常に引っ張りだこだと。 

非常にマスコミではかなり取り上げられているので、ちょっと興味がありますね。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

ほか、もしありましたら。 

（なし） 

委員長 なければ次の常任委員会のときにまたお伺いいたしますので、それまで検討していた

だければというふうに。 

それでは、本日の産業建設常任委員会を閉会いたします。 

きょうはどうもお疲れ様でした。 

ありがとうございました。 

閉会（午前11時18分） 
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