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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10月27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 

会議事件と概要 

     （１）那珂市商工会及び常陸農業協同組合との懇談を経ての意見交換について 

        概要：懇談を振り返りつつ自由討議を行い、今後の調査について検討。 

議事の経過（出席者の発言内容は以下のとおり） 

開会（午前10時） 

委員長 それでは、おはようございます。 

10月27日、産業建設常任委員会を開催いたします。 

開会前にといいますか、注意事項ということでですね。 

会議は公開しております。 

傍聴可能といたします。 

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してください。 

本日の出席委員ですね、６名、全員でございます。 

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。 

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。 

ここで議長よりごあいさつをちょうだいいたします。 

よろしくお願いします。 

議長 議会閉会中のところ、産業建設常任委員会、お集まりいただきましてありがとうござい

ます。 

また、先日ＪＡ、それから商工会との意見交換会、また、先週土日におきましては、議

会報告会と、大変ご苦労さまでございました。 

本日はそれを受けましての委員会だと思います。 
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慎重なるご審議をお願いしまして、あいさつといたします。 

ご苦労さまです。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

では、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。 

議事ですけれども、本日は、那珂市商工会及び常陸農業協同組合との懇談会を経ての意

見交換ということで、こちらを議題といたします。 

９月28日にですね、那珂商工会及び常陸農業協同組合との懇談を行いました。直接です

ね、那珂市の産業に直接携わっている方からですね、さまざまなお話を聞くことができま

して、我々としても大変貴重な機会を得たところでございます。 

その懇談内容ですね、皆様が感じた那珂市の発展性あるいは課題などについてのご意見、

ご感想をいただきたいと思います。 

また、今後の調査など、今回の懇談を当委員会としてですね、どのように生かしていく

ことができるかについても検討していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

では、まず商工会、那珂市商工会さんとの懇談会ということで、それにかかわる皆様方

のご意見等お聞きしたいと思います。 

よろしくお願いします。 

遠藤委員 はい。 

先日は２団体さんとの意見交換会が大変充実した形でできたんではないかなというふう

に思っています。先日、私のほうでもいろいろと疑問であったところ等々、お聞きして答

えもいただいたのでよかったなと思うんですが。 

先だって私のほうで話をしたのは、例えば商工会さんのほうではナカマロちゃんの店で

すね、あれがあのままあそこでいいのか、あの形でいいのかなというふうな話をさせてい

ただいて。どうしてもあそこは地元の方、とんがりはっとの併設ですから地元の方が多い

のであろうと、ただ、対外的なところで言えばバイパス沿いのほうに場所を移転して周知

等を図っては、もしくは今のままやるにしてもプレハブの建屋ではなかなかお客さんが入

りづらいであろうから、ものを外に陳列して、女の人たちがぶらぶら見て回れるような形

にしてはどうかとか、そういうご提言をしました。それなりに地元の方へ認知度を図ると

いうふうなお話はいただきました。 

また、試食などをすればいいのではないかという話をしたら、保健所がなかなかうるさ

いので、そういう施設を今つくってもらうように市に要望しているということでございま

したので、それはまた今後の推移を見ていきたいというふうに思っています。 

また、教育委員会などと組んで子供たちにも職場体験をさせて、売り子をやってもらっ

てはどうかという話もして、参考にしていただくことができるかなと思います。 

あと、商工会さんからの話で、補助金ですね。補助金が1,300万。これは商工会さんから
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の話ではありますけれども、要望もこれ以上は出さないでくれと市から言われているとい

うふうなことをお聞きしました。要望は要望としてですね、きちんと、当然、団体さんか

ら出していただくべきものであろうと思いますから、こういった審議のほども確認した上

で、後でまた市のほうとも話をしていきたいというふうに思っております。 

また、商工会さんのほうでは、条例の制定ということで、小規模企業振興に関する条例

制定をお願いしたいというふうな要望がございました。これに関して、まだ当委員会でも

特段の検討を加えていることはなかったと思いますので、せっかくの商工会さんからの要

望でございますのでひとつ検討に加えてもいいのかなというふうに思っております。 

また、商工会長さんからもですね、地元産を使うことによるメリットを感じさせるよう

な補助金制度ができないのかなというふうな話もありましたので、こういったところも今

後検討の一つかなというふうに思っております。 

とりあえず以上でございます。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

それでは、ほかにございますか。 

花島委員 私はインターネット販売等について非常に関心があって、聞いたんですけれど、一

応のことはやっているという印象を受けているんですけれど、その特徴をね、生かすやり

方じゃないかなと。 

ただやり方を教わったり、指導をしているだけで、懇談の場でも言ったんですけれど、

インターネットを使って、人によって違うんですけれど、やはり遠いところからアクセス

するので、特徴とかね、どういうものであるかということがはっきりわかるようにするの

が非常に有効だと思っているんですよ。 

そういう点で、あまりそういう認識がないかなと。ただその販売の手段としてだけ考え

ているという感じなんで。 

例えばお菓子であれば、このお菓子はこういう特徴があるんだよと、例えば減塩とかね、

油分少なくとか、味がこういう味ですとか、こういうものを使っていますとか、そういう

特徴をはっきり出して、ただ単においしいですよじゃなくて。 

ものの部品なんかでいえば、詳細の図面とか、特徴とか、そのデータなんかを、きっち

りあるかないかで外からアクセスするときの買おうという気になるかどうか、全然違うん

ですよね。 

そういう点をもっと工夫してほしいなと思いました。 

それから、何というのかな、単に販売の促進だけじゃなくて、レベルの高いものをつく

るという努力をしていかないとね。やっぱり特徴を自信を持って訴えられないし、販路も

減るかなと思います。 

そういう点で商工会としていろんな、例えばお菓子ならお菓子屋さん同士でもいいです

から、協力し合ったり、あと市民のいろんな声を聞きながら、特徴のあるお菓子をつくっ
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て。 

それで、ちょっとお菓子のことを話したら、やっぱり、売るためにはみんなに受けるよ

うなと。 

それはそれで必要かもしれないんだけれど、このお菓子はこういうのだよと、全ての人

が欲しがるようなものじゃなくていいけれど、欲しがる人は欲しがるみたいなやつは、特

にインターネットを使った場合に、もう広い範囲から客があるので、みんなに受ける必要

はないんですよね。 

そういうことを考えて今のインターネット技術の時代を生かしてもらうようにしたいな

と思いました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

それでは福田委員、よろしいですか。 

何かありましたら。 

福田委員 非常に、新商品、そういうことで努力しているのは評価したいと思うんですが、あ

のね、ここ過去を振り返ってみるとね、一つの食べ物、いわゆる何というんですかね、余

りこれは言いたくないんですが、まんじゅう関係にこだわっちゃっているのが過去ずっと

なんですよ。 

いわゆるカボチャ。材料を、カボチャを材料とした、いわゆるその、何というんですか、

糖分のあるもの、そういうものにこだわっているということがね、もうちょっと工夫をし

て、幅広い商品開発、こういうことをやっていけばいいんじゃないかななんていうことを

非常に感じましたね。 

今、特にこの何といいますか、日本人に多い糖尿病。そういうことで余り糖分のあるも

のとの距離がね、大分皆さん敬遠していますよね。 

ですからやっぱりね、産品を利用した加工品も、もうちょっと幅広い、そういう工夫を

していただければなというふうに、非常に私は感じてまいりました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

遠藤委員 ＪＡさんのほうですけれども、まとめていいんですよね。 

商工会だけ。 

じゃあ、いいです。 

いや、１点だけ。 

商工会さんのほうでも話になった産業祭の件ですけれども、これは市と商工会さんとＪ

Ａさんでの三位一体でやっていただくということで、那珂市産品を対外的に大いにアピー

ルするとということで、非常に意義のある事業だというふうに思うわけですけれども、商

工会さんのほうでも、この三者一体という部分では、もう少しこう、連携の仕方が、少し
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何というか、現状ではうまくいっていないかなというふうな声もあったように聞きました

ので、そこらのところを議会としても、というような形で、今後、サポートというか、手

助けをするか、そういった部分は考えなきゃいけないなというふうなことを感じました。 

以上ですね。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

じゃあ、後は、木野さんいきますか。 

副委員長 今回の商工会さんのほうで、かなり、やっぱり先ほど福田委員も言っていましたけ

れども、お菓子関係がやっぱり特に多いのかなという。菓子博覧会をやってほしいとか、

またスイーツフェアをやってほしいとか、やっぱりそういったことが多くて、商工会のほ

かの部分がちょっと見えないのかなというのが、少し感じました。 

また、今遠藤委員も言っていましたけれども産業祭、やっぱり市の中心でやって、商工

会が入っているわけですから、その予算をしっかりと出してほしいという、そういうよう

な要望もありましたし、また、助成金がどうなっているのかいう部分もあったんですけれ

ども、やっぱりその辺をしっかり、私たち議会としてもですね、その話を聞いた中で、し

っかりとまとめていかなくちゃいけないのかなと思いました。 

また、あとそのブランド認証品のためのランチパスポートとか、またそういったものを

やってほしいということもありましたので、やっぱりこの、しっかりと私たちも皆さん、

商工会の意見をですね、聞いた上で議会としてもまとめていきたいと思っております。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

皆さんからさまざまな意見が出ましたのでですね、私も大体皆さんと同じといいますか。 

特にブランド認証品を開発して、商品が、ブランド品ができました、じゃあ、那珂市内

の方、市外の方に認知をしてもらって、買って、最終的にはビジネス化になればいいと、

ビジネスですね、商売拡大ができればいいということにはなるんですけれども、その過程

で、認証品はできたけれども実際にＰＲする場所がナカマロちゃんの店、とんがりはっと

しかない。 

そこはちょっと建屋も、先ほど遠藤委員からも出ましたようにですね、なかなか一般の

方が入りづらいという傾向も、実際そういう建屋になっているということもあるんでです

ね。 

商工会のお話では、とんがりはっととナカマロちゃんショップを合同して、まちなかプ

ラザという販売拠点をつくってほしいということで、もう市長にも要望していますよと、

なかなか回答が来ませんという話もありましたので、これは当委員会でもですね、やっぱ

りきちんと議会で検討すべきだなというふうに思います。どういうふうにするかですね。 

要望は要望として、進捗状況はどうなっているというのは聞きますけれども、当委員会

としてじゃあどういう、まちなかプラザですね、要望されている、どういったものがいい
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のかというのもやっぱり検討する必要があるのかなという気はしております。 

それから産業祭もですね、今お話が出たとおりなんですね。 

やっぱり市とＪＡさん、商工会さん、三位一体でというところで、現状は１回目やった

ところで資金面等の問題も含めて、ちょっとバランスが崩れているよということなんで、

どうも商工会さんが負担が多いんじゃないかなというお話だったようなので、後ほどＪＡ

さんの話も出ますけれども、商工会さんについてはやっぱりバランスをとっていくのと、

どうあるべきかというのを、やっぱりもう一度、我々議会としてもね、きちんと提案をし

ていく必要があるのかなというふうに思いました。 

あとは、先ほど補助金についてもですね、やはり遠藤委員のほうからお話がありました

けれども、補助金についてはもう要望を出さないでくれというのはちょっと、やっぱり余

り言ってはいけないことかなというふうに思いますけれども。 

やっぱりね、きちんと事業展開をきっちりやって、活性化をしていくんだということで

あればですね、要望はやっぱりどんどん出していただくほうがいいのではないかなという

ふうに思いますよね。その辺はやっぱり当委員会としても要望を伝えたいというふうに思

います。 

それともう１点、小規模商業振興条例を制定というようなお話もありましたので、これ

もしっかり当委員会で、後は議会全体でですね、考えていく必要があるのかなというふう

に思います。できれば我々のほうで提案ができればというところもありますので、しっか

りとこれは検討していきたいなというふうに思います。 

あとはブランド認証品の開発について、やはりお菓子系統にちょっと偏っているのでは

ないかなという部分と、できたものを販売する、産品ですね、これについてはインターネ

ットを使ったりしていますけれども、もっとその特徴をきちんと明示をして、ぱっと見て

わかるような、そんなイメージで販売手法をね、展開していくべきだという意見もありま

したんで、まさにそのとおりだと思いますので、こちらもＰＲについてはどういうものが

いいのかというのは一応ちょっと、内部で検討して、提案をしていったほうがいいのかな

という気がしました。 

商工会さんについては以上です。 

次に、ＪＡさんのほうとの懇談を終えてですね、ご意見等伺いたいと思います。 

福田委員 今回、ＪＡさんとの懇談をしてね、まず最初に感じたのがね、非常にＪＡさんは消

極的ですね。これは一番、私が感じた点。 

もうちょっと、やっぱり昔の農協さんですか、農業協同組合、あの頃というのは本当に

親しみのある、そういう農業協同組合であったというイメージが強いんですよ。 

それと、今は本当に消極的で、皆さんも、各委員の方々も感じたと思うんですが、いわ

ゆる農業に対しての営農指導員、こういう方がいるというのが、我々この懇談会に行って

初めてわかった、そういう、非常にね、何というか、行政とＪＡの連携というのもちょっ
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と何か乏しいような、そういう感じが非常に強かったですね。 

ですからね、もうちょっと、やっぱりそういう農業、いわゆる基幹産業と位置づけをし

ているんですから。もうちょっと、やっぱりそういったＪＡ、あるいは行政では窓口はど

こだっけ、農政課、この辺の連携というのをね、もうちょっとしっかりやっていただきた

いな、そういうふうに思いましたね。 

それと、いわゆる今言ったようなことが、どうもやっぱり不足しているというようなこ

とで、農業後継者不足、いわゆる後継者の不足、足りないということは、もうちょっと、

やっぱり積極的にね、そういう団体等が行政との連絡を密にしていれば、もっともっとや

っぱりこの基幹産業につながる、こういうことを本当に感じてまいりました。 

その中ではね、後継者の育成ということというのは今、実際には行政としては取り組ん

でいるんですかね。専業農家の方はもう、本当にみずから積極的にこの農業に対して取り

組んでいますけれど、兼業農家を導くような施策というのが私には見えてこない。 

ですから、やはりこういう後継者不足ということにどうしてもやっぱりつながっていく。

こういうことにやっぱり積極的にね、やっていただきたいなと。 

ちょっと何か、ＪＡと行政という距離がありすぎるような感じを非常に強く持ちました

よ。 

そうかと話を聞いてみると、ＪＡさんはそれほどではないんですよね。 

そこに何かがあるのかななんていうこともね、勝手な想像ですけれど、そういうことも

何か感じてきたのがね、非常に頭に残っていますよ。 

ですから、やはり基幹産業と位置づけをしているのであれば、もうちょっと、やっぱり

積極的な対応が必要かなと。 

なぜそういうことを言うかというと、今基幹産業である農業に対しての当初予算組んで

いますか。１銭も組んでいないですよ。 

これではね、農家は消極的になっちゃいますよ。 

そういうことをね、今後、やっぱり、しっかりこれを訴えていく必要があるかなという

ふうに感じました。 

以上です。 

遠藤委員 今福田委員おっしゃることまさにそのとおりかなと、私も同じように感じました。 

農業政策は農政課が主管ですけれども、そこらのところとＪＡさんがどこまで話ができ

ているのか。 

やっぱり基本的な農業政策が、それぞれが、ちょっとお互いがお互いの部分でやってい

るのかなという感じ。 

それと、同様にＪＡさんと商工会さんのつながりもほとんどないというふうに感じまし

たね。 

これはちょっと、やっぱり那珂市の産業全体として非常によろしくないなというふうな
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ことがこの間の実感です。 

ですから、市民の代表である我々議会として、そういうふうに我々所管の委員が感じて

いるわけですから、ぜひですね、これは行政がしっかりと間に立っていただいて、ＪＡさ

んと商工会さん、そしてまた、その三者一体で市の産業政策をきちっとつくっていくとい

うことは、我々議会としても後押しをしていかなきゃいけないのかなというふうに、つく

づく実感をいたしました。 

産業祭の考え方も違うんですね、やっぱりね。 

商工会さんのほうは行政と一体となって盛り上げていこうというふうなことがあります

が、この間の懇談の中でＪＡさんの話は、産業祭は１日であって、ＪＡとしてできること

をやっていきたいということでございましたが、それとは別にＪＡまつりが２日間でとら

れているんですよね。 

これはＪＡの事業の一環として、収益性を確保するために取り組んでいるので、農機具

の展示会などをやったりするということで、また別個に考えているんですね。 

ですから、どうしてもその、がっぷり三者で組んで、何とか市全体を盛り上げていこう

というふうな部分の意識ではないような感じがしましたですね。 

なおかつ、例えば産業祭としてやるとすると場所も非常に狭いという、狭いと感じたと

いうようなＪＡさんの話もありましたんで、総合運動公園などでできないのかなという話

を私も両方にあの日したわけですが、商工会さんのほうはそういう場所でも出店はできる

だろうと。 

ＪＡさんのほうでもそういう、あれぐらい広くないとね、逆に農機具の販売、展示会な

どをやるとすればやっぱりそれぐらい広くないと当然無理だろうと、今の場所では狭いだ

ろうというふうなお話は聞くことができました。 

なので、今後の産業祭のあり方というのがそのまま、今後の那珂市の中においての市と

商工会さんとＪＡの連携のあり方が、一つの形として産業祭というのが出てくると思うの

で、産業祭の取り組みをきっかけに、この三者が今後ですね、しっかりタッグを組んで、

那珂市の産業を盛り上げるために頑張ってほしいなというふうに思ったところです。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

花島委員、ありますか。 

花島委員 私は二つあります。 

一つは、一応那珂市の基幹産業という位置づけているらしいんですけれど… 

委員長 位置づけています。 

花島委員 すみません。 

全体から見ればね、産業全体の中でいえば、農業というのはやっぱり相対的なウェイト

は減りつつあると思うんですよね。 
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それはある程度、僕はやむを得ないと思っているんです。 

ただ、その中で、やっている人が元気にやっていけるということが非常に大事で、農業

の形も昔は小規模な田んぼだの畑だのやっていたのが、だんだん集約されて専業でやる人

と兼業をやっている人も減っていっていると思うんですよね。 

専業でやる人はちょっと大きくしないとなかなかやっていけない。そういうある種の構

造転換みたいな、農業の中でのね、あるんで、その中で、どう市が今働いている人たち、

それから将来の人たちを元気に働いてもらうかというのは難しいことかなと思っています。 

それで、農協が言っていた、もっと農協を使ってくれという部分の話もありましたよね。 

それは確かにその通りで、僕も機会があるごとに宣伝していこうと思うんだけれど、農

協は消極的とおっしゃっていましたけれど、やはりその構造転換で、ある面で人数的に交

代する部分があるんです、農業従事者が。 

その中で、農協に元気出せというのはなかなか難しいんでね、単純に、それを意識しな

がら協力していく必要があるかなと思います。 

一方、まずいのは農協は農協で一つの独立した資本を持った、企業じゃないんでしょう

けれど、そういうようなものになっているので、どこまで農業振興とか、そういう点でね、

やってもらえるかを促すというのが大事かなと思います。 

もう一つは、最後に彼らが言っていたＴＰＰですよね。 

やっぱりＴＰＰに対する不安が非常にあって、不安どころか、彼らは間違いなくマイナ

スだと思っている。 

それは議会としてもしかるべき対応があるべきかなと私は思っています。 

以上です。 

福田委員 あのね、ＴＰＰなんかというのはここ何年か前からの問題であってね、過去を取り

上げるというとね、いわゆる農家とＪＡのね、いわゆる距離がね、隔たりがあり過ぎます

よ。 

それはなぜなのかということを私は先ほどから言っているんです。 

ＴＰＰとか何かということはね、これは国会の、国の政策としてやっていることで、我々

はいわゆるＴＰＰなんていうのは確かにね、問題がある。それから、いろいろ検討する余

地がある。これは我々も認識はしています。 

でも、それ以前から農協と行政の、ＪＡですか、隔たりがあり過ぎるということ、こう

いうことを私はね、今回非常に感じたわけなんです。 

いわゆるＪＡというのは、農家の人がいてあれだけの規模になったということ、初心を

ね、もうちょっとやっぱり考えていただきたい。 

今はどっちかというと金融関係、そういうのに非常に力を入れているように、私らは感

じられます。 

ただ、やっぱり原点ということが、私はもうちょっと考えてほしいなと、こういうこと
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をつくづく思います。 

委員長 わかりました。 

はい、遠藤委員。 

（「自由討議で」と呼ぶ声あり） 

いいですよ。 

じゃあ、フランクに。 

では、ただいまより議員間討議をいたします。 

自由におっしゃってください。 

遠藤委員 はい、遠藤です。 

先ほどの、福田さん、そこらってよく私もわからないのは、何でＪＡが今までの農協さ

んとね、違って農家さんとの距離が、隔たりが出てきちゃったのか。 

それってすごく私もよく聞く話なんですよ。 

それをどういうふうにすれば、今後もっと農家に寄り添えるようなＪＡになっていける

のか。 

というのは、この間別に広報委員会で若手の農業者の方と懇談したときに、やっぱりそ

のＪＡさんは当てにしないというかね、もう独自でやっぱりやっていくしかないというふ

うなお話も結構聞こえていたので、やっぱり、それはやっぱり一方でＪＡという大きな母

体があるわけなのに、何でそれがうまく一人一人の個人の農家とはそういうふうに違って

きちゃっているのかというのが、そこらってどういうことなんですかね。 

委員長 じゃあ、議長。 

議長 今、ＪＡもいろんな、大規模合併して、茨城で二つとか三つとかになってきましたよね。 

それ以前は那珂町に農業協同組合があったわけですよ。 

そうするとね、木崎地区に支所があり、戸多地区に支所があり、横堀にその拠点があっ

て、本所が菅谷にあったわけです。 

各地区に支店があって、今福田委員が言ったように、変な話、ゴボウの出荷をするとき

には農協職員が夜、間に合わなきゃならないから７時とか夜８時頃までゴボウの出荷を手

伝ったわけですよ。一緒にやったわけですよ。 

そして、市場の要望にこたえた。 

今、それなりの何ですか、収益も上がった。 

ところが、だんだんその価格の低迷、米が要するに60キロが玄米で２万円を超えていた

時代から、今のような時代になってくるというと、農家のやっていた人がこれは自分の息

子らに後を継がせたらば大変だと。収益が上がらなくなってくる。 

そうすると、今度は農協も農協で、今度は売り上げ上がらないですから合併、支所を廃

止するわけですよ。二つぐらいに集約してくるわけ。 

そのときに言ったのは、説明会がありますからね、これはやっぱり金融もそう、それか
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らお年寄りが足を運ぶ回数もそう、それから我々と農家との距離が遠くなると。 

年寄りでは飯田まで金を下ろしに行けまいとか、そういう話がいろいろ出たんだけれど

も、これは時代の流れでしようがない、そうやって合併して、そして今度はまた大規模に

合併していく。 

そうすると、今言ったように金融、それから購買、保険、農機具、こういうものに農協

がシフトして、もうかるものにシフトしていっちゃう。 

営農指導をしても、なかなかそれだけのあれが、利益が上がらなくなってきちゃう。 

それがより顕著にあらわれてきているのが今だと思いますね。 

それで、この組合法でもって特別で、これ、我々が出資しているの、農家が。 

それで那珂市が、農協が大変なときには、変な話、今まで５万円出資していたのをあと

15万円出資して、何とかその資本金を確保したいということで、農家にお願いして、その

資本は我々が出しているわけ。 

資本金の一部だけれどもね。 

そういう経過でございます。 

福田委員 あのね、今回もこれ取り上げている農業法人、今那珂市にも大分こうありますけれ

どね、じゃあ農業法人を設立してやっている方々が、例えば肥料をね、買うという場合に、

ＪＡさんから買っていますか。 

買っていないですよ、これ。買っていないです。 

それはね、一つには時代の流れということも、これはあると思うんです。これはやむを

得ないですよ、今の社会は。 

ただ、やっぱりね、農業協同組合という時代とね、かなり違ったということは、本当に

農家と農協、ＪＡの距離が、本当にね、もうちょっと、やっぱり狭まる、もうちょっと親

しくなる、そういうことにやっぱりね、農協さんも考えていただきたいなと思いますよ、

これは。 

それは時代の流れといえば確かにね、今やはりＪＡだって、ＪＡあるいは全農ですか、

全農の下にＪＡがあるわけだから、そういう組織、いわゆる利益を考えた場合にはやっぱ

り金融関係に行くというのも、これは理解はできるんですよ。 

でも、やっぱり今こそ、このＪＡという、この何というんですか、見出しでやっていま

すけれども、昔は農業協同組合と農家といったらね、本当に密接だったんですよ。 

それと、やっぱりその指導、あるいは協力、いろんな面でね、本当に切っても切れない

ような、そういう時代がずっと続いてきたんですが、今規模が大きくなって、しかも今度

は、先ほどお話が出ましたけれども、各支所、そういう身近な拠点がなくなっちゃった。 

それだけに、やっぱり距離がね、できちゃった。 

そういうことでね、特に兼業農家の方は、余りＪＡというのを頼っていない。 

むしろ、例えば農家で困ったときには各個人の肥料屋さんとか、そういうところへ行く
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と指導をちゃんとしてくれています。 

農協さんはそれがないですよね、ＪＡさんは。 

だからそういう、やっぱり何というのかな、心の問題になっちゃうのかな、それとも経

営方針なのかな、その辺はわかりませんけれど、そういうところで、やっぱり行政とＪＡ

あるいは商工会、そういうところのやっぱりこの隔たりというのも出てきているのかなな

んて感じますね。 

ですから、それにはやっぱり窓口になっているね、行政の、そこがやっぱりしっかりし

ていただきたい。 

つくづく感じます。 

遠藤委員 お二方から貴重なご指導ありがとうございました。 

そうなると、ＪＡさんはＪＡさんで、やっぱりそういう組合だから、我々がね、もとも

とものを言えるような構図ではありませんけれども、例えば、やっぱり今の話だと、規模

が大きくなってしまって、支所も廃止されて、やっぱりどうしてもこのつながりが薄くな

った。 

ただ、農家さんのほうとしてのニーズは、やっぱり営農指導をしてほしいですね、営農

指導。昔はあったんだけれど、それが今はない。 

農家の方もご高齢でどんどん、ご自身はできなくなっている。 

できなくなっているけれど、例えばその指導はできるような人というのはいるんですか

ね。自分は農業できなくても指導はできるとかという。 

もしそういう人がいるとすれば、それをＪＡさんのお金で人を雇うというのは、それは

まさにＪＡさんの判断ですけれど、行政の方でそういう、安価にといったら大変失礼です

けれど、そういう地域で指導できる、もうお歳で自分ではもうできないけれど指導はでき

るよという人を各地域で、何かこう集まっていただいてとか、そういうことができるのか。 

というのは先ほど出た新規就農者とか、若い農業者の方を育てるにも、私の知人でもや

りたいという人はいるんですけれど、どうやっていいか分からないという方がやっぱりい

るんですね。 

だから、元気でもわからないという人がいて。 

その、恐らく役所の指導員でも、多分１人や２人ぐらいしかいないので、もっといない

と地域での新規就農者がふえないですもんね。 

そこらはどうなんですかね。 

福田委員 雇用している指導員がいるんだけれども、それもね、ここ何カ月か前にわかったん

ですよ、我々は。聞いて初めて、質問をして、いますということを初めて知ったんですよ。 

じゃあ、兼業農家、専業農家の人がたくさん那珂市にいますよね。わかっているかな、

それ。指導員がいるということ。わかっていないですよ。 

そういう状態でね、位置づけが基幹産業というのはいかがなものかなと思う。本当にね、
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基幹産業としてやって、これからいくのかなという、非常に、何というんですか、疑問を

持ちます。 

ですから、きょうは執行部いないですけれど、これはやっぱりこの常任委員会でしっか

り取り上げていかないと。 

これは那珂市に限らずどこの自治体もそうだろうとは思いますけれど。 

那珂市は基幹産業と位置づけしているんだから、その辺を徹底的にね、そういうことを

積極的にやっていただきたいと思いますよ。 

委員長 そこはやっぱりね。 

おっしゃるとおり、私もそう常々思っていまして、特に基幹産業と言いながらも10年以

上経過していると思いますよね。 

名前だけそう言っておけば、何かやっている感じというのは当然あるんでしょうけれど

も、それなりの施策、国県から下がってきた諸施策については一生懸命、多分やっている

と思います。 

ただし、農業生産額でいうと四十数億円、四、五億円ですよね、那珂市って。 

それで、商工業、商業が確か600億弱だったかな。 

工業が800億弱。 

そういう、それはね、出荷額、生産額の額で言うとそういうことになるんですけれども、

じゃあその45億で果たして、過去は確かに４番バッターですよね。確かに那珂市をきちん

と支えてきました。農業はね。 

ただ、今はそうなってはいないんで、しかも農家さんは、従事者は二千数百人、三百人

でしたかね、います。 

じゃあこの方々は何で飯を食っているかというと兼業ですよね、農業じゃなくて。福田

委員が力説されているように、小口兼業農家です。 

しかも、ほとんどの人が食べる、自分のところでだけ食べる分だけつくっていると。決

して商売として考えていない、もう既にあきらめ切っちゃっている。 

これは米価の問題もあるし、いろんな流通上の問題もあるんですけれども、基本的には、

やっぱり昔は米で飯食えました。 

今は野菜で食べている人も何人かいますね、兼業農家でも。これは、奥さんだけで300

万、200万、やっぱり野菜だけでも稼げる状況はあります。けれどもそういった方はごく少

数ですね。 

これ、例えば野菜つくる方をＪＡさんは応援していますけれども、米についてもそうな

んですが、先ほど出ました営農指導員がいるかというと、専門家を呼んできてやったりと

か、いろいろやっていますけれども、そういう方二千数百人それ全部には行き渡らない状

況なので、やっぱりここは小口農家を育てていく、これを専業にしていく、お母ちゃん１

人でもやれる、そういうその指導の仕組みをね、指導というか経営の仕組みをつくってい
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かないといけないということですね、それを提案して。 

これは農政課のほうでやっていく仕事だろうと思うんですけれども。 

我々はそれを支援していくということでやらなくてはいけないんですけれども。 

それをやっていかないと、基幹産業だと言っていても、もう何も、やっぱりね、この先

明るい話はない状態なんで。 

じゃあどうしましょうというところをね、きちんと農政課さんのほうで政策を出して、

土地の集約化もいいんですけれども、大口農業もそれはそれでやっていく必要もあります

けれども、いずれにしても、那珂市は水戸、ひたちなかの近郊農業ですよね。 

野菜、何でもつくって売れる、市場もある、実際那珂市内の消費もある、ということな

ので、あとはもうつくり手がいないというだけなんですね。 

耕地もある。 

そこを政策的にどう網掛けをして進めていくかというのは非常に重要なところだと思う

んですよね。 

これをやっていかないと、この先基幹産業といってもね、じゃあ大口農家だけでその

4,500ヘクタール耕せるかというと、決してそれは無理な話なんでですね。 

そこを支援していくというのが一番重要なことだろうと思いますので、先ほどから出て

います、当委員会できちっと意見、議論をしてですね、ある程度こうなんじゃないのとい

うところを提案していったほうがいいのかなという気はしています。 

それは法人がいいのか、会社組織がいいのかというのはいろいろあると思いますけれど

も、やり方はですね。 

それはＪＡさんに言っても、一応法人はつくるという話は聞いていますけれど、なかな

か進まないというのもありますし、実際つくっても売り先がないと、販売する先ですね、

こちらもあわせて、だからそのつくり手、つくる場所、それから売る作物ですね、それか

ら売るところ、これ全部連動して一緒に進めていかないと、今はもうみんなそれぞれ単発

でやっていますから、そこはもう連携していかないとだめだよというところだと思います。 

それは皆さん方が今言われていたＪＡさんと農家の連携、あとは農政、行政との連携だ

ろうと思うんですよね。 

それで、ジョイントするのは我々議会のほうで、こういうことでという支援をしていく

のがいいのかなということで。 

また皆さんそのお知恵を、ばんばん議論していただいてね、やっていったらいいのかな

という気はするんですけれども。 

ということで、ちょっと休憩を入れたいと思います。 

11時まで休憩といたします。 

休憩（午前10時50分） 

再開（午前11時３分） 
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委員長 では、再開いたします。 

先ほど、農業、基幹産業の農業ということでいろいろお話が出ていますけれども、あと、

中﨑議長、何か。 

さっき言われていた、あの。 

議長 農業後継者あるいは新規就農者に関してはですね、一番早いのは先進地へ研修に出すこ

と。 

要するに、半年とか１年、一所懸命技術を習得させるために、例えばキュウリあるいは

トマト、ピーマン、そういう専門的な技術を持った農家に研修生として出すことが、一番

早いのかなと。 

自分の特性に合ったものを選ぶまでには大変かと思いますけれども。 

そうして戻ってもらって、そのあとの処理を、方策を考える、那珂市として、それが一

番早いのかなと。 

要するに農家としての技術が先に身についていないと、途中で挫折しちゃうようなこと

もありますから。 

今、新規就農者には、変な話、生活するあれ支給されますよね、きっとね。１年とか２

年。 

委員長 150万。 

議長 そういうバックアップがあると非常に楽かなと思いますけれど。 

先進地での研修が一番大事かなと思います。 

それを市なんかであっせんできれば一番いいのかなと。 

遠藤委員 じゃあ、そうすると、討議していていいんですか。 

大丈夫ですか。 

そうすると、それが効果的なのであれば、先ほど、ちょっと私市内でいろんな営農指導

できるような方を、みたいな話をしましたが、やっぱり一番いいのは、やっぱりやれてい

る先進地にもう出しちゃうと、勉強してきてもらうと。 

勉強してきてもらって、１年なり２年なり３年なり、その品種によるでしょうけれども、

技術を習得して那珂市に戻ってきていただいて、そういう若い人がそういう技術を持って

どんどん精査をしていただくということは確かにいいのかなというふうにも思いますので、

そうすると、そういう、農政課でそういう仕組みができているかどうかですよね。 

今そういう、新規でやりたいよという人が窓口にぽっと行ったときに、いや、じゃあ今

ね、そういう、産品によってこことここにコネクトがあって、そういう派遣制度があって、

そういう支援制度もあるから、じゃあここでつないでやるよというふうな話があると、す

ごく頼りがいがある行政だなという感じがするんですよね。 

そういう制度があるかどうか、ちょっと聞いたことはないですが、こういったものをひ

とつ、じゃあこの委員会としても提案をしていくということがまず、いいのかなという感
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じがしますよね。 

そういう制度をつくるというのは、何かこう、どういう課題があるんですかね、そうい

うのというのは。 

議長 私の先輩に、やっぱり、シクラメンの栽培、全然やったことない人が始まる前にやっぱ

りそのシクラメンの栽培をしている農家に行って、１年以上かかりますから、シクラメン

は、そういうのをやったことが、やって戻ってきてやって、県ナンバーワンのシクラメン

をつくるわけですから。 

だから、これは、もちろん茨城県内だったらば理想ですけれども、違う県、神奈川とか

静岡とか、そういうところにやるとね、やっぱり県単位のコネクションがないとなかなか

難しいのかな。 

農家で、変な話、農業茨城なんていうのが、農家のあれがあるんですけれども、その中

にいろいろ紹介されるわけ。 

例えばホウレンソウのプロですよとか、あるいは米作プラスアルファのこの人、チンゲ

ンサイのプロですよとか。 

それで、そういうところでうまくね、大規模にやっている人なんかは特に働き手も必要

ですし、そういうコネクションは市町村単位の、行政レベルでの連絡がとれていれば、割

とスムーズにいくんじゃないですかね。 

福田委員 はい、いいですか。 

例えば本当にね、これから那珂市としての基幹産業として、これからずっと位置づけを

していくというんであれば、今言ったようなことも一つのね、いい方法だろうと思うんで

すが、茨城には農業大学校があるんですよ。 

ですからね、そういうところに対してね、例えば那珂市の方が少し農業を勉強したいと

いうんであれば、そういう人に対しての補助とか、いろいろな方法はあると思う。 

そのぐらいのね、ことがなければ、今後の那珂市というのはちょっと難しいんじゃない

ですか、農業に対しては。 

我々はね、例えば農業に対していろいろなこの薬品、農薬ね、農薬とかあるいはその栽

培、そういうことで戸惑いがあるときには、そこの農事試験場、あそこ行って聞いてきま

すよ。教えてくれるんです。 

あそこは七ツ洞ですか。 

委員長 そうですね。 

福田委員 農事試験場。 

あそこへ行くとね、結構指導してくれます。 

それが今までは農協がやっていたんだよね、そういうことをね。 

いわゆる営農ですよ。営農の指導員、そういう方がこうやってくれていたんだけれど、

どうもやっぱりそういうところで離れちゃって。 
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ですから、個人的には私らはそういうところを利用したり、今後のことといった場合に

は、やっぱりせっかく近いところに農業大学校があるんですから、そういうところに対す

るね、助成を出す、補助を出すとか、そしてやっぱりそういう育成、これにやっぱり力を

入れていただきたいなと、そういうふうに思いますね。 

議長 茨城町でしたか。 

福田委員 あれは茨城町。 

委員長 農業大学校はそうですね。 

花島委員 皆様おっしゃるようにそういうふうなのは非常にいいと思います。 

私の知り合いで、実は私毎週決まった日に野菜を、向こうの、生産者のつくったやつを

箱に入れてもらって、定期的に買っているんですよ。 

彼は若い人で、大学は農業なんか全然関係ないところを出ているんだけれど、これから

は農業だと言って、２年くらいか、３年か、忘れましたけれど、減農薬の農業を学んで、

師匠について、それで自立してやっています。 

だから、そういうのは必要だと思いますね。 

それはもうだれかを見つけて学ぶものとか、さっきおっしゃったようにね、大学もいい

かなと思います。 

それと、もう一つは兼業的にとか、定年過ぎてね、やっぱり農業をちょっとやってみよ

うというのを円滑にするというのも大事なので、営農指導なんかのね、人がいるなら、も

っとこういう支援をしますよというのを宣伝して、広報とかね、ああいうのにも書いて、

やったらいいかなと思うんですね。 

それから東海村なんですけれど、家庭菜園なんかも含めて、そういう人も指導する講座

みたいなのをやっているんですよ。 

那珂市はやっているかどうかわからないんですけれど。 

委員長 やっていますね。 

花島委員 やっていますか。 

それで幅広く、いろんなルートというんですかね、使ってやっていったらいいかなと思

います。 

私ここのところ、議員になってから大分思ったのは、那珂ってやっぱり農業のことを余

り考えていないですよね。 

大体、ここで率直に言っちゃうと、額田とか、あちこちの地区にまちづくり委員会があ

りますよね。 

ものすごく名前に違和感があるんですよ。まちづくりって何ですかって。 

だからその辺はやっぱりね、発想が町中心かなと正直思っちゃうんですよね。 

多分そんな意識はないと思うんですけれど。 

専業をやっていくのを支援するのと、それから兼業やる方がやりやすくするというのと、
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両方をやっていただきたいと思います。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

いろいろ自由討議しましたけれども、これでやっぱり基幹産業と言いながらも、実はそ

の体をなしていないというのは事実なんで、やっぱりそうですね、後継者育成をきちっと

今から。 

もう後継者といってもね、すぐ来年からできるわけじゃないんで、３年、５年かかっち

ゃうんで、もうすぐ動かないとまずいという話になりますんでですね。 

それは、しっかりと要望をしていきたいと思います。 

以上で自由討議は終了とさせていただきます。 

本題に戻りますけれども、ＪＡさんとそれから商工会さんについての、それぞれ那珂市

にとってどうすべきかという、特にその産業祭も含めて、どんどん活性化するにはという、

いろいろご意見いただきましたので、あとまとめについては正副のほうでちょっとまとめ

させていただいて、また後ほどご案内をさせていただきたいと思います。 

それぞれ、農政課さんへ要望すること、それから当委員会でこれから討議すべきこと等

もまとめてですね、報告したいと思います。 

それでよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 はい。それからもう１点、きょうお話にも出ましたけれども、視察研修ということで

以前から正副でということで、一応一任はされていたんですけれども、いろいろやっぱり

方向性等もありますのでですね。 

また、ちょっと決めかねておりました事情もありまして、きょう改めてちょっと、皆さ

ん方にご意見のほうをお伺いしたいんですけれども。 

視察研修先ということで。 

（「ぜひ魚沼」と呼ぶ声あり） 

委員長 魚沼。 

マイクを入れてどうぞ。 

福田委員。 

福田委員 ぜひ魚沼を見てみたいなと思いますね。 

委員長 魚沼市ですね。 

福田委員 農業に関してですよ。 

委員長 農業に関してですね。 

はい、遠藤委員。 

遠藤委員 はい。 

今福田委員からちょっとお聞きしましたが、農家とＪＡの連携ですね、非常にうまくさ

れているというふうな話を聞きましたので、当然もう一流ブランドですけれども、もうそ
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のブランドつくっていくための、恐らくやり方があるのであろうと、それにはやはり農家

とＪＡの連携、どういうふうにされているか。 

あと、我々も那珂市産品をこれからブランド化していく、ブランディングのための、大

いに参考になろうというふうに思いますので、今できているその経緯を含めてですね、現

状をぜひ見ていければなというふうに思います。 

以上です。 

委員長 わかりました。 

コシヒカリですね、魚沼は。 

はい、わかりました。 

方向性ね、きょう話題にも上っていました農業問題ということで、特に米づくり、ブラ

ンド化ですよね。 

あとはＪＡさんとの、農家との連携も含めて、販売から、生産から販売のところもね、

きちっと。 

時期はいつがよろしいですか。 

冬場になっちゃうので、時期はね。 

（「冬場はだめか」と呼ぶ声あり） 

委員長 もう今は収穫も終わって、あれですよね。 

次年度のそう、もう既に販売。 

今からだと電車ですね、電車はもうそうですね、はい。交通も。 

暫時休憩いたします。 

休憩（午前11時16分） 

再開（午前11時17分） 

委員長 はい、再開いたします。 

時期はどうしますか。 

こちらでじゃあ、決めましょうかね。 

じゃあ、時期と交通手段と視察先ですね、確認をしてということで、正副のほうでお預

かりして、検討いたします。 

（「こっちから行ったって向こうが受け入れてくれるか」と呼ぶ声あり） 

委員長 そうなんですよね。 

はい、じゃあ、正副のほうで預かりまして、検討してまたご報告ということでさせてい

ただきます。 

以上でじゃあ、議題は全部終了いたしました。 

以上で産業建設常任委員会を閉会いたします。 

どうもお疲れさまでした。 

閉会（午前11時18分） 
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