
開会回数

秋葉委員 小林部長 洞田課長 柳町
石澤委員 坂口室長 中村事務局長 橘田
下平委員 柳嶋課長
両澤委員 荒井課長
渡邉委員 西澤課長

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

意見 委員 農林課長

意見 委員 農林課長

意見 委員 農林課長

意見 委員 農林課長

意見 委員 農林課長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

展開

展開

1 審議会委員 策定委員 事務局

開催日時

令和３年10月４日（月）
9:30～12：00

開催場所

501会議室

事前意見シート№19

出席者　＊欠席者には取り消し線を引くこと

資料が手元にない。
（※事務局より　次回データをお示し願います。）

展開 家族の病気等で人手がなくなってしまい農業を続け
られなくなってしまった状況を聞いた。次世代を見据
えての農業政策を考えなければならないのではな
いか。

【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

お米を作ろうとする人が減ってきている中で、新規
にお米を作ろうという人がいるとは思えないがいか
がか。

中山間地の農業維持については、農業で食べていく（稼ぐ）
というよりは、荒廃農地を増やさないということが主な目的
になってくる。

今の時代に合った特色ある農業を打ち出すべきだ
と思うがどうか。

千曲市における農業の特色といわれるとトルコギキョウや
あんずが考えられる。あんずは気候に左右されるが、プレ
ミアム化に取り組んでいる。

新規就農者より、離農者の方がはるかに多い状況はある。
国の政策では、中核的な担い手農家への農地の集積や、
特色ある農業で生き残ること等を進めているが、中山間地
の小規模農業については支援がなく、定年帰農者等の新
規就農支援など手厚い支援を行う必要があると考えてい
る。、

今年度、千曲市の食料農業農村基本計画の見直しを予
定。その中では、有機農業や定年帰農者の就農支援がメ
インになってくる。みどりの食糧戦略（国）では目標年度が
2050年になっており、国からは目標年度と方針が示されて
いるだけで具体的な施策が示されていない状況の現時点
では難しいと考える。

新規就農については、少しでも魅力ある農業を目指してい
るが、農業はすぐに収入に結びつかないので、厳しい面も
ある。新規就農者の定着に向けては既存の枠組みの中
で、花きやリンゴなどを推奨している。

4-2-1の３ポツ目
「新規就農者の確保ならびに・・・」の前に「高付加
価値化志向や若手の」を入れるよう修正との意見に
対する回答で、「時期尚早」とあるが、ではいつやる
のか。若い人を増やさないといけないという根本的
な考え方があるかと思うが、新しい価値観を取り入
れていかないと新しい若者を定着させることは望め
ないと考えられるがいかがか。５年計画なので次の
計画策定時だと、2030ターゲットには間に合わな
い。

市内で農業従事者の人口はどのくらいか。展開
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【千曲市総合計画】　第４部会会議録　　（　審議会・策定委員会合同部会　）

基本計画　素案について（意見・質問のみ）

ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

意見 委員 農林課長

意見 委員

意見 委員 農林課長

意見 委員

意見 委員

意見 委員 農林課長

意見
（まと
め）

委員 農林課長

確認 委員 農林課長

意見 委員

意見 委員 農林課長

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

展開

展開

展開 産業としての農業の継続を個人に委ねるのは限界
だと思う。6次産業を担う企業を誘致するなど組織と
して取り組むような儲かる農業を推進していく必要
がある。

展開

事前意見シート№20 3行目は誤植ということで良いか。

農協と行政の連携はどうなっているか。 市と農協は連携して取り組んでいる。ただ、現在は農協を
通さずに販売する農家も増えている。

付加価値を求めて農家が努力することは好ましいこ
と。農業は戦略次第で非常に可能性のある産業。
新規就農者として若い人がどんどん入ってきている
地域もある。作物の品種ではなく、農業のやり方そ
のものの特色に着目する方法もあると思う。

ご指摘のとおりです。

展開 農協との連携についても踏み込んで示していただき
たい。

千曲市の市としての特色を打ち出していくにあたっ
て、農業の位置づけをどのようにするか。極論では
あるが、農業をやめてしまうという選択も考えられ
る。

第２次総合計画では産業振興の一部という位置づけであっ
たが、今回は農林業振興として新たに項目出しした。ワイ
ン用ブドウなどでは、農家が自分たちで努力してどんどん
前に進めている状況があり、市としても支援を続ける。ま
た、国、県で進めている新規就農者支援の制度はハードル
が高い部分がある。千曲市独自の受け入れ態勢を費用対
効果も考慮しながら検討したいと考えている。

この部分について、もう少し書きぶりを工夫して次
回までにご検討いただきたい。（４－２成果指標にも
関連する。）

戦略的に取り組んでいる農家と小規模な農家両方を想定
して取り組んでいかなければならないという事情はご理解
いただければと思うが、修正案を検討する。

展開

展開

定年後に農業をやりたい人は多くないのではない
か。

定年帰農者の希望はそれほど多いわけではないが確実に
ある。姨捨の棚田を企業として維持するような取り組みも
始まっている。

成果指標
（4-2）

展開 項目によって年次なのか累計なのかわかりにくい部
分もあるので、統一感のある形に修正をお願いした
い。

ため池はこれから始まるところなので5年後で10箇所として
いる。新規就農者については毎年認定していくが、5年ごと
に更新することとなっており、そこで継続しない人もいるた
め1年1件とした。

新規就農者の目標値は1件とあるが、これは5年間
で1件か。ため池は5年で10箇所と読める。

承知しました。
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ページ
番号

区分
発言
委員

回答
部課長

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員 日本遺産
推進室長

意見 委員

意見 委員 事務局

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員 観光交流
課長

展開

そのようなデータを取ることは必要ではないか。

展開 あんずホールやスポーツ施設を利用した人の戸倉
上山田の宿泊状況のようなデータは取っているか。

展開

展開 月に関する日本遺産はほかにもあるのか。

令和4年に再開予定である。

必要であると考えている。展開

月に関するものは千曲市だけです。

箇所 質問・意見・要望事項等 回答・処理事項

展開

事前意見シート№21 市営野球場を建設すれば観光面でメリットもあり、
現在（総合運動公園構想を）策定をしているところと
いうことだが、現時点での状況を教えてほしい。

野球場ができるとすれば、観光誘客に取り組んでいきたい
が、現時点ではスポーツ振興課や都市計画課にて検討を
進めている状況である。

〈事務局柳町〉
野球場の建設については第４部会のテーマではないため、
回答すべき部課長が出席していないことをご了承ください。

推進協議会が中心となっているものは2か月に1回くらい実
施している。詳細は次回の部会でお示しする。

今、日本遺産のイベントはいくつくらいあるか。

あんずホールはいつ再開するのか。

現在は取っていない。

今ご提案いただいた、宿泊者へのアンケートは大変
重要であると考える。公共政策はエビデンスベース
が主流となっている。フォームをつくって簡単なノベ
ルティを用意するなどインセンティブを用意しておく
だけでよい。ぜひICTを活用してデータ収集を行って
いただきたい。

検討させていただきたい。
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ページ
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部課長

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員 観光交流
課長

意見 委員

意見 委員 観光交流
課長
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事前意見シート№23

展開 成人式やコロナ応援小包などでも良いのではない
か。

展開

長野びんずるなどは実行委員会形式で開催しているが、ど
んしゃん祭りは市の直営で運営していた。踊る場所が狭い
ことや行政主導から民間主導への誘導が難しかったことも
原因と考えられる。

以前のようなすべて行政任せのお祭り開催ではな
く、にぎわいを生み出すための新しい仕組みをつく
りだすことはこの5年間でできるのではないか。大き
なイベントを経費をかけて行うのではなく、小規模の
イベントを散発的に実施できるような環境をつくるこ
とも検討すべき。可能であれば書きぶりを修正して
みていただきたい。

（※事務局より　修正を検討し次回に検討結果をお示し願
います。）

展開 にぎわいの創出はイベントだけではないはず。一番
大切なのは商工業も大きくかかわるが駅前だと思
う。詳細は達成方針4-1のところで議論することにな
るが。

展開

事前意見シート№26 ここで言いたかったことは、大学進学や就職で市外
に出ていった人たちと何らかの方法で関係をつない
でおいて、いつか戻って来られるふるさと千曲に
持っていければ良いという思いであった。

つながる良い方法があれば検討したい。

にぎわい創出のためのお祭りについてもう一度検
討し、考えを聞かせてほしい。（上田市・長野市の状
況も参考にお示しいただきたい。）

（※事務局より　お祭りに対する考え方を検討し次回に検
討結果をお示し願います。）

展開 行政、学術機関と金融機関がタイアップして奨学金
制度を設けて卒業後地元に就職してもらう仕組みを
実施している自治体もある。

展開 これまでの議論を拝聴していると、4-3-1の記述内
容はそれほどずれていないと感じる。書きぶりにつ
いて再検討いただけるようであればご一考いただき
たい。

（※事務局より　修正を検討し次回に検討結果をお示し願
います。）

かつて開催されていたどんしゃん祭りは賑わいを感
じる良いものであったが、やめた理由について「行
政主導によるお祭り運営の限界」とあるがどういう
意味か。

コロナ応援は実施した。
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