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様式第３

会 議 録

会 議 名 平成３０年度第１回野田市まち・ひと・しごと創生専門委員会議

議題及び議題毎の

公開又は非公開の別

地方創生推進交付金の交付を受けた事業及び地方創生応援税制に係

る地域再生計画の効果検証について（公開）

日 時
平成３０年８月２９日（水）

午前１０時から午前１１時３５分まで

場 所 市役所低層棟４階 職員控室

出席者氏名

議 長 内山 久雄

委 員 齊藤 達夫 髙須賀 晴子

中村 旬治 箱森 弥生

事務局 今村 繁 （副市長）

中沢 哲夫（企画財政部長）

生嶋 浩幸（企画財政部次長兼企画調整課長）

中村 正則（企画調整課主幹兼課長補佐）

小澤 映典（企画調整課企画係長）

関係課 佐久間 進（自然経済推進部次長兼

みどりと水のまちづくり課長）

平野 健一（農政課長）

山中 巌（農政課副主幹兼農政係長）

欠席委員氏名 山田 亮 石川 友紀

傍 聴 者 １名

議 事 次のとおり
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議 事 １ 開会

２ 副市長挨拶

皆さんおはようございます。

連日、暑い日が続いています。本日は過ごし良くて、また明日か

ら猛暑が戻ってくるようでございます。本当に早朝から連日暑い日

が続く中お集まりいただき、誠にありがとうございます。

本日は、平成 29 年度に地方創生推進交付金を活用して実施いた

しました事業と地方創生応援税制に係る地域再生計画につきまし

て、市の総合戦略のＫＰＩである平成 31 年度の目標値を達成する

のに有効であったかどうか、委員の皆さんに評価していただくこと

としております。

市といたしましては、目標値の達成に向け、全力で取り組んでき

たと考えております。事業の内容につきましては、この後、担当課

から説明がございますので、皆さんの御意見を頂きたく、よろしく

お願いいたします。

３ 議事

（１）地方創生推進交付金の交付を受けた事業及び地方創生応援税制

に係る地域再生計画の効果検証について

内山議長 議事に入る前に報告。今日の会議に、山田 委員、石川 委

員が所用のため欠席している。

○議事について

まず、本日の議題、「地方創生推進交付金の交付を受けた事業及

び地方創生応援税制に係る地域再生計画の効果検証について」 を議

題とする。

内山議長 議事の進め方については、資料１について事務局より交付

金の概要説明を行い、資料２により検証する事業について、順番

に、担当課から説明を受ける。委員による質疑、事業の評価を行っ

ていただくのでよろしくお願いしたい。

事務局 (資料１について説明)

地方創生推進交付金及び地方創生応援税制の概要は、資料１番と

２番に記載のとおり。対象事業は地方版総合戦略に位置付けられた
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先駆的事業、あるいは先導的事業とされている。各事業について

は、地域再生計画で定めた重要業績評価指数（ＫＰＩ）達成のため

に、どれほどの効果があったか等について、外部有識者等による効

果検証が重要。また、その結果を国に報告するとともに、公表する

ことになっている。

地方創生推進交付金については、地域再生法に基づく法律補助と

いうことで、この交付金を受けるためには、ＫＰＩ等を定めた地域

再生計画を作成し、28年度に内閣総理大臣の認定を受けている。制

度上、この地域再生計画に関するＫＰＩの達成状況についても皆様

が検証されたものを、同様に国に報告、公表することになってい

る。

今回、効果検証を行う事業は、３番に記載された３事業で、地方

創生推進交付金を受けて実施した「新規就農支援事業」及び地方創

生応援税制を活用するために作成した地域再生計画における「生物

多様性をキーワードとする野田市の魅力発信事業」、また、「農産

物ブランド化事業」である。新規就農支援事業は平成 28 年度より

実施し、「生物多様性をキーワードとする野田市の魅力発信事業」

と「農産物ブランド化事業」は平成 29年度より実施している。

「新規就農支援事業」は、平成 27 年度に地方創生先行型交付金

を受けて実施した事業を、地域再生計画の認定を受けて、引き続き

実施したものである。都市部に潜在する若手の就農希望者を、第３

セクターの野田自然共生ファームが雇用し、農業後継者として育成

するとともに、遊休農地の解消と雇用者の定住を図るという事業

また、「生物多様性をキーワードとする野田市の魅力発信事業」

については、野田市の自然再生、生物多様性のシンボルであるコウ

ノトリの保護増殖、野生復帰の推進に引き続き取り組むに当たり、

「生物多様性」をキーワードとした、豊かな自然を再生する野田市

の取組等の市の魅力を市内外の人に知ってもらうため、新たに市民

参加による野田市の魅力発信事業の企画を募集し実施したもの。

「農産物ブランド化推進事業」は、農薬の代わりに殺菌効果があ

る玄米黒酢を使った玄米黒酢農法による「黒酢米」の米作りを市内

全域で推進するため、黒酢の空中散布費用や広報啓発活動の実施費

用を各実施団体へ補助を行う等、環境に優しい農産物として他産地

の米との差別化を図り、黒酢米のブランド化を進めることで農家 所

得の向上を目指す事業である。

資料の２ページについて。それぞれの事業の事業費やＫＰＩを載
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せている。これらを基に効果の検証をしていただく。

これらの対象事業については、地域再生法に基づく支援措置とさ

れている「地方創生推進交付金」及び「地方創生応援税制」を活用

するために、地域再生計画を作成している。委員におかれては、 こ

の事業で定めたＫＰＩと地域再生計画のＫＰＩは同じものなので、

事業の効果検証をもって、地域再生計画のＫＰＩの検証も行ったこ

ととする。

内山議長 事務局の説明に対しての質問、意見は挙手でお願いする。

内山議長 資料１の２ページ目に事業実績額というのが表の２列目に

あるが、そのうちの括弧が交付金を受けた額ということか。 新規就

農支援事業は 830 万円、生物多様性の事業は 30 万円、農産物ブラ

ンド化事業は全然交付を受けていない。交付金は受けてないが、委

員として検証しなければならないのか。

事務局 地方創生応援税制は、一般的に企業版ふるさと納税と言われ

るもので、地方創生応援税制の活用に基づく地域再生計画にて示し

た事業について、企業がその事業を応援したいとして寄附を受けた

場合に、その寄附額を地域再生計画に示した事業の経費として利用

できるものである。平成 29 年度に受けた寄附については、生物多

様性をキーワードとする野田市の魅力発信事業の経費の一部として

利用させてもらった。地方創生応援税制を活用するためにはこのよ

うな事業検証も行っていただかなければならないということであ

る。

内山議長 その他に御質問等のある方は。

ないようなので、各事業の検証に移りたい。資料２について。始

めに、「新規就農支援事業」について、農政課より説明をお願いす

る。

農政課副主幹兼農政係長 （資料２ 新規就農支援事業について）

○事業の概要、目的について

都市部に潜在する若手の就農希望者の受皿として、株式会社野田

自然共生ファームが借り上げる遊休農地を活用して、就農希望者を

雇用し実践的な研修等を受け、新規就農者として育成することで、
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遊休農地が農地としてよみがえり、農作物の販売収入を生み出し、

遊休農地の解消が図られるとともに、新規就農者の市内定住を促進

する。平成 27 年度は地方創生先行型交付金を受け、就農希望者を

４名雇用。農業用倉庫周辺の遊休農地を借り上げて優良先進農家の

下で研修を受けた。平成 28 年度からは、市内で栽培が盛んで、か

つ技術を要し市場動向によっては大きな売上げを見込めるキャベツ

などの重量野菜の作付けを行うとともに、農業経営者として独立す

るために必要な各種知識等をＪＡの研修等を通じて習得。独立の際

は農業経営基盤強化法に基づく認定新規就農者制度による無利子融

資を受けられるようになった。事業開始当初は、遊休農地の確保及

び農機具資機材等の確保が先行し、農作物の売上げがそれほど望め

ないため赤字となったが、若手農業者の熟練度を増していき、長期

的には耕作地を拡大してもらい、野田ブランド農産物の認定を受け

て販路を拡大し、売上げを伸ばしていき農業に魅力を持たせ、新規

就農者を増やしていく。

○重要業績評価指数、ＫＰＩについて

農産物の売上、観光農園の開設による収入については、事業開始

前は０円。平成 29 年度の実施計画の目標値が 700 万円。実際の実

績値が 411万 7千円となっている。

新規就農者の人数は、事業開始前が４名。平成 29 年度の目標値

が１名であるが、実績値は２名となっており、合計６名となってい

る。

遊休農地の解消面積は、事業開始前が 140ａ。平成 29年度の実施

計画の目標値が 30ａ、実績値が 60ａとなっている。ＫＰＩ増加分

の累計は、それぞれ 6,577,000 円、１名の増加、90ａの増加となっ

ている。

○事業の効果について

本事業は地方創生としての効果が概ね達成できたと考えている。

就農支援事業として、野菜の売上額は前年度より上回ったものの、

現状では農産物の生産がまだまだ未熟であり生産ロスも発生するた

め、目標には届かなかったが、市を代表するブランド農産物となっ

ている「えだまめ等」を売上げた。また、27 年度より遊休農地を借

り上げて、着実に面積を増加し遊休農地を解消させ、有効活用を図

ることができている。

○実績値を踏まえた事業の今後について

平成 29 年度は日照不足や降水量不足等が重なり、売上額は目標
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数値には到達しなかったが、今後も生産ロスや生産体系を考え、生

産効率が良くなる方法を構築し、売上額を増加させていきたい。ま

た、遊休農地の解消に向けた取組は目標を達成したが、引き続き面

積拡大に努めていきたいと考えている。なお、今後も就農希望者を

雇用することで、遊休農地の活用が図られ、もって独立した就農者

が更に雇用を生み定住が図られるものと考えている。

○事業報告書について

新規就農者は、平成 27 年度からの継続とすると６名となってい

る。男性が４名、女性が２名。生産については、枝豆の出荷量、

1,488 ㎏、売上 1,341,571 円。ホウレンソウ、675㎏、売上 288,551

円。キャベツ、20,500 ㎏、1,445,685 円。モロヘイヤ、326 ㎏、

203,179 円。春菊、447 ㎏、271,391 円。大根、4,480 ㎏、195,551

円。人参、3,930 ㎏、321,851 円。合計出荷量が 31,846 ㎏となり、

売り上げの合計額が、出荷奨励金というものを含み、4,117,384 円

となっている。

遊休農地の解消については、船形地区と中里地区の合計で

23,614.53 ㎡となっている。事業費の内訳は、資機材等、2,039,026

円。借地料等、511,266 円。資材費等 4,931,273 円。研修費等、

58,868 円。役務費、1,139,305 円。人件費、12,059,771 円。合計で

20,739,509 円となっている。

27 年度以降に導入した主な資機材は、ヤンマートラクター１台。

ササキフレールモアというものが１台。軽トラックが２台。農業用

倉庫兼作業所が 122.89 ㎡。28 年度に導入した資機材は、刈払機１

台。背負動噴１台。29年度に導入した主な資機材は、耕運機１台。

管理機１台。グランドソワー１式となっている。

内山議長 新規就農支援事業について、質問、意見をお願いしたい。

中村委員 観光農園とはどちらにあるのか。

農政課副主幹兼農政係長 船形という所に平成 27 年度に開設してい

る。

中村委員 そこで農産物を販売しているのか。

農政課副主幹兼農政係長 販売は基本的に大田市場へ出荷している。

ただし、枝豆についてはオーナー制で、何区画か選定し、そこにオ
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ーナーとなった一般の方が、自身で枝豆を収穫している。

中村委員 それを買っているということか。

農政課副主幹兼農政係長 植えるのは新規就農支援事業の職員で、枝

豆オーナー制度を活用して収穫していただいている。

中村委員 了解した。

中村委員 事業報告では、売り上げが 410 万円くらいで、事業経費が

2,000 万円以上ということで、赤字となっている。補助金が 800 万

円くらいあって赤字となっている状況である。この事業は 30 年度

まで実施するとなっているが、今後はどのように実施していくこと

になるのか。

農政課長 その後は、野田自然共生ファームという、市の第３セクタ

ーが、新しい事業として、同じような形でやっていく。機械等の投

資はだいぶ減る。第３セクターなので、必ず収益を上げていかなけ

ればならないということはないが、市としては後継者の育成等、 必

要な事業であると判断し、第３セクターへ任せる形で継続していき

たい。

中村委員 赤字の分は市の負担で。

事務局（副市長） 市の委託でその事業を行い、新規就農者を増やし

ていこうという施策で行っている。

中村委員 野田自然共生ファームで研修して、最終的には本物になっ

たら自分でやってもらうということか。

事務局（副市長） 最終的には自分でやってもらう。

中村委員 農地についても自分で取得して農家としてやっていくとい

うことか。

農政課長 手法については、借地という選択肢もある。農地について
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は、借地料が高いというわけではなく、逆にただでも使ってもらえ

るだけで有り難いという農地も沢山ある。

中村委員 最終的には独立してやってもらうということか。

農政課長 そのとおり。

内山議長 ほかに質問はあるか。

齊藤委員 ２ページの事業費を見ると、人件費や研修費はランニング

コストになる。また、資材費は初期投資として減価償却をしなけれ

ばならないと思うが、その部分はどのように考えているのか。それ

から事業実績は、野菜、ほとんどが畑だが、水田は行わないのか。

農政課長 初期投資として購入したものについては、会社の財産にな

るので、必要に応じて減価償却を行っていき、また新しいものが必

要となれば更新していく。人件費の方については、ある程度は見な

いといけないので、致し方ないと考えている。独立すれば、自分の

畑でやっていくので、働きながら収入を得ながら研修し、独立のた

めの準備ができるというシステムである。また、水田に関しては、

田んぼについては遊休農地があまりない。畑については、遊休農地

が相当量あるため、まずはそこをメインにやっていく。田んぼにつ

いて行おうとしたときには、相当の初期投資が必要となるので、と

りあえずは畑の遊休農地対策について行っていこうということ。

内山議長 農水省も転作奨励して水田から畑に変えて、野田市におい

ても水田が減ってきている。元々水田であった所が転作奨励金のよ

うな飴玉を農水省がぶら下げて、畑にしろと言われて畑にした所が

ある。そういう所が遊休農地となっているということか。

農政課長 畑地化した田んぼというのは、田んぼとしては力がない、

機械がない、人がいない、できない、であれば機械を入れて 大豆で

も麦でもやりやすいものをやってくれというのがいわゆる農水省の

言い分であるが、野田市では水田は水田のまま。もちろん転作はや

っていて、麦大豆はやっているが、水田は水田のままということで

やっている。
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内山議長 目標値よりも実際売上高が少ない。目標を高く掲げすぎた

というような反省はあるのか。

農政課長 実際、初めて行う過程でそうそう上手くはいかない。地域

再生計画を策定するに当たっては、やはり右肩上がりのものを目標

値として設定していかなければならなかった。多少の無理はあった

かと考えている。

内山議長 質問がなければ、事業の評価をお願いしたい。委員よりそ

れぞれの意見、評価をお願いする。それでは、順番に斉藤委員より

お願いする。

齊藤委員 これは、大変難しい課題であるが、この事業は息の長い事

業として継続してもらって、実績につなげていってもらいたいなと

思う。目標値の設定についてはどのような根拠に基づいて設定され

たのか伺いたい。

事務局（副市長） 全てが整った時の最大値ということ。希望的観測

も含まれた形の数値となっている。

農政課長 補足として、遊休農地の解消の部分については、計画より

も多く解消できている。要するに現場はしっかり確保できている

が、やはり熟度という部分もあるが、効率良い売却先とか、売る方

の熟度を上げていき、更に頑張っていただきたいと考えている。

内山議長 齊藤委員としては、この事業は有効であったかどうかの評

価についてはいかがか。

齊藤委員 努力の経過は見られると考える。

内山議長 高須賀委員はいかがか。

高須賀委員 事業実績について、私たち主婦からすると、今年は特に

野菜が高かったと感じている。例えば、このほかに今、いろいろな

種類の野菜が市場に出ていると思うが、そういったものを試してみ
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るという考えはあるか。

農政課副主幹兼農政係長 野菜については、作りやすいもの、作りに

くいものがある。そういったものを共生ファームの職員を中心に検

討して、今回では人参が良くできたという話があるが、そういった

ものはまた大きくしていきたい。そのように、新しいものを研 究し

ながら作っていきたいということは当然あろうかと考えている。

高須賀委員 今の話で人参が出たが、スーパーなどに行くと、枝豆な

どでも多いが、顔写真入りの袋で販売しているのをよく見かける。

この事業で生産された野菜をそのような形で販売することは検討で

きるか。

農政課長 基本的にこの事業では農協への出荷を行っている。売るま

でに手が回らないという状況である。スーパーやあるいは直売所に

直接行って契約することができていないというのが現実で、現状は

農協へ依頼して販売をしているため、ある程度農協の規格にあった

野菜を作っていくための研修を行っている。

高須賀委員 私たちは、名前や顔が入っていると、誰かは分からなく

ても、その土地の名が出ることで、親近感を感じるようになる。手

間は当然あると思うが、書いてあれば、野田市産だから買っていこ

うという意識も出るのではと思う。

内山議長 これは意見という形である。

事務局（副市長） 今の時点では、共生ファームの社員として所属し

ているため、自分の生産というよりは、ファームの生産として出荷

する。将来的に独立すれば、そのような販売の仕方もあると思う

が、今は職員、研修中という立場なので、いわゆる雇用されている

立場。なかなかそのような販売の仕方は難しいと考える。

内山議長 これを踏まえて、高須賀委員の有効かどうかの判断はいか

がか。

高須賀委員 今までやってきた職員がいて、成果もここまで出すのも
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大変だったと思う。今後生産量等が増えていくことも期待して、有

効と判断したいと思う。

内山議長 それでは、中村委員はいかがか。

中村委員 この事業については、売上げを伸ばしていくというより

も、将来農業を行っていただける方の育成という面が強いと考え

る。そういった意味では、計画に対してプラス１名ということで人

が増えており、遊休農地の解消も計画以上になっている。売上げは

天候の関係や市況の問題もあるので、健闘しているのではないか。

現状については概ね有効であったと判断する。ただし、大事なのは

30年度終了した後であって、育てた人材がしっかり独立して、野田

で農業を一生懸命やって、農産物を作って販売できるということを

しっかりと確立できるという部分が大事なのだろうと。その後の支

援についても市の方と協力しながらやっていただければいいなと、

この事業をやった意味があるのかなと考える。

内山議長 それでは、箱森委員にも評価していただきたい。

箱森委員 中村委員と同様に、遊休農地の解消と就農者の問題であ

る。近所の方でも若い方が農業をやらないことで、辞められてしま

った農家の方もいる。農業に従事していただける方を増やす契機に

なっているのかなと思う。そのため、この事業は有効だと思う。

内山議長 ありがとうございました。

内山議長 私としてもこの事業は有効であったと判断する。ただし、

販路促進というところが重要であると考える。この新規就農支援事

業というのは、生産するためのノウハウを教えるということがある

が、作っても売れないということもある訳で、販路を拡大するとい

うことが必要。販路は日本だけではなくて、中国などの外国という

選択肢もある。平成 30 年以降は、生産したものを国内で消費する

といういわゆる保守的なやり方よりも、６次産業化というような今

までとは違う研修の仕方も検討いただけると有り難い。従来型の農

業を続けていくと、農業人口が減ってしまうということを踏まえれ

ば、新規に農業をやりたいという方に対し、新たな知識を提供す
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る、経営の仕方についても研修できるようなやり方を検討いただき

たい。

内山議長 ５人の意見を頂いた結果、この事業は有効であったという

ことで、評価を終わりたい。

内山議長 次の事業検証に移りたい。

「自然と共生するまちづくり推進プロジェクト」について。こちら

については、検証すべき事業が二つあるため、一つずつ事業検証を

行っていきたい。先に、「生物多様性をキーワードとする野田市の

魅力発信事業」について企画調整課から説明、事業の効果検証を行

った後に、二つ目の「農産物ブランド化推進事業」の説明を農政課

から受け、事業検証という形とする。

一つ目の「生物多様性をキーワードとする野田市の魅力発信事業」

について、企画調整課から説明をお願いしたい。

企画財政部次長兼企画調整課長 （資料２ 生物多様性をキーワード

とする野田市の魅力発信事業について）

○事業の概要、目的について

現在、多くの市町村が感じている課題として、人口流出をいかに

食い止め、移住定住人口を増加させるかということがある。このよ

うな中で、野田市では、みどり豊かな自然が多く残されているとい

う現状を一つの魅力として捉え、次世代の子供たちにみどり豊かな

野田市を守り引き継ぐために、様々な自然環境保護の取組や、環境

保全型農業の取組を行ってきた。これらの取組は、市民だけでな

く、市外の方にとっても「住みよいまち」「子育てしやすいまち」

「安全安心に暮らせるまち」として魅力に感じてもらえるものと考

えてのことである。しかし、現在は、自然再生、生物多様性のシン

ボルとして飼育、放鳥しているコウノトリは報道されるものの、地

域の活性化を踏まえた自然と共生する地域づくりを最終的な目標と

する、野田市の自然再生の取組意義や、目指す所が十分に情報発信

されていないのではと考えている。そこで、「生物多様性」をキー

ワードとした、市民参加によるシティプロモーション事業に取り組

み、豊かな自然を再生する野田市の取組等を市の大きな魅力として

市内外の人に知ってもらうため、新たに市民参加による「野田市の

魅力発信事業」の企画を募集し、実施した。平成 29 年度について
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は、平成 29 年２月より事業企画を募集し、市民個人や各団体から

34件の応募があり、その中から８件の事業を選定。選定された８件

の事業実施者は、それぞれ応募要領にて定めた、豊かな自然を再

生、創出する野田市の取組にスポットを当てた事業や野田市の歴史

にスポットを当てた事業、野田市の食にスポットを当てた事業、ま

たはそれらを組み合わせた事業に６月から３月末まで取り組んだ。

インターネットやＳＮＳを活用し、野田の魅力を全国的に配信する

事業や、野田市出身の作曲家の曲を演奏したコンサート、野田の魅

力を歌にし、三味線と歌、華やかな踊りを演奏する事業、子ども職

業体験や野田の歴史や伝統を題材にしたかるた大会等のイベント系

事業も実施。野田の躍り七夕のイメージキャラクターにちなんだ曲

を作詞、作曲、ＣＤ作成、踊りの振り付けを行った「野田の『のん

ちゃん』音頭事業」では昨年８月５日に躍り七夕本番でお披露目さ

れた。また、「ソラのだ 野田市の魅力まるわかりマップ」では、

市内在住の高校生がドローンで空から撮った動画を使って市内の名

所を紹介する観光サイトを作成。一部の事業に遅れが出ていたが、

当初計画されていた、ホームページの多言語化も完成した。高校生

が最新技術を使って作成した観光サイトということで、多くの新聞

等のメディアで取り上げられ、多くの市内外の方々に野田市の魅力

を発信できたのではないかと考えている。また、「ユーチューブを

活用した市内草花広報事業」では野田市職員有志と市内在住の自然

科学系ライター「 岩 槻
いわつき

秀 明
ひであき

さん」が市内の豊かな自然をレポー

トし、その様子をユーチューブで配信する事業で、草花図鑑の完成

度と作成した動画の魅力も大きな要因であったが、岩槻氏本人の個

性的なキャラクターも手伝って、新聞やテレビなど、こちらの事業

も多くのメディアに取り上げられ、野田市の魅力を発信することが

できた。また、この「ユーチューブを活用した市内草花広報事業」

については、事業実施者側より野田にはまだ図鑑にしていない珍し

い草花や、面白い特性を持つ草花が多くあるため、業務を継続して

行いたいとの意向が示されたことなどから、平成 30 年度も継続し

て行うこととしている。

○重要業績評価指数、ＫＰＩ、事業の効果について

本事業のＫＰＩは、人口の社会増を目標とし、計画に記載されて

いる目標値としては、平成 29 年度は事業開始時と横ばいという数

値であるが、実績値を見ると、56人増加となっている。人口の社会

増の要因の全てがこの事業によるものとは言い切れないが、この事
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業を通して、野田市の魅力を市内外に発信できているものと考えて

いる。

○実績値を踏まえた事業の今後について

平成 30 年度も野田市の魅力発信事業として継続して実施してお

り、本年度は昨年度のテーマである「生物多様性」に加え、「これ

からの野田市を背負って立つ子どもたちやその親」をターゲットと

して事業を募集し、市民個人及び団体から 11 件の応募を受け、８

件の事業を選定。現在は、事業完成に向けて事業者の手により進め

られている。今後も野田市の生物多様性・自然再生の取り組みと、

それに伴い「住みやすいまち」「子育てしやすいまち」「安全安心

に暮らせるまち」として市内外に向けて効果的にアピールできるよ

う努力していきたいと考えている。

なお、計画にも記載のある、都会過ぎず田舎過ぎない「ちょうど

いいのだ」としての魅力を発信するホームページの作成について

は、残念ながら平成 29 年度に作成、公開することができなかった

ため、今後、市外の方々に対し、住みよいまちであることを効果的

にアピールできるホームページの開設を目指していきたいと考えて

いる。

内山議長 ありがとうございました。それでは、説明に対しての質問

をお願いしたい。

中村委員 この事業は平成 29 年度に８事業、平成 30 年度も８事業と

いうことだが、具体的な事業の内容が分かる資料とかはあるか。 資

料を用意してもらえると、事業についての理解が深まる。

内山議長 事業の内容が分かる資料の用意をお願いしたいということ

である。

内山議長 人口の社会増減というのはプラス 56 人という説明があっ

たが、人口問題研究所のデータ等では野田市の人口は減るという見

込みだと思う。減っていないということはすごいことだと思う 。そ

の中で着目したいのは、生物多様性という側面が確かにあると思う

が、高齢者が住みやすいというので野田市に来るというケースもあ

るのではないか。社会増となった 56 人の部分についても気になる

ところである。増加となった部分が若年層なのか高齢者層なのか、
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そういうところの違いが分かると面白いなと思うし、個人的な見解

で恐縮ではあるが、都市であって、かつ田園的な雰囲気のある所と

いうのは、高齢者には住みやすい町だと思うので、合計の人数のみ

ならず、年齢も知りたいなと思うところなので、もし分かれば教え

ていただきたい。

中村委員 転入者から転出者を引いた数が社会増数ということなのだ

と思うが、これが増えているから人口が増えているという訳ではな

いということか。

内山議長 自然減もある。

中村委員 転入届を出したときに、「なぜ野田に転入したか」という

ように聞いたりはしないのか。どうして野田に住むことにしたので

すかとか。

事務局 アンケート調査は現在やっていない。

中村委員 そういうのをやってみるのも面白いのでは。

事務局 転出者に対してのアンケートは過去に行ったことがある。逆

に出ていく方に対して伺ったものである。現在は行っていないが。

内山議長 もう一つは、外国人。在日外国人が増えて、野田市にも転

入しているということがあるのかも。国も外国人の定住者を増やす

ということも言っていた。野田市は当てはまらないかもしれない

が、群馬県の太田市などはそのように聞いている。

事務局 申し訳ないが、やはり、人口の社会増の年齢別というのは、

この場で報告できる状況にない。

内山議長 ほかに何かあるか。

内山議長 我が町のアピールみたいなものは、他の市町村もやってい

るのか。

事務局 シティプロモーション事業ということで、各市の魅力という
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ものを発信していくというのは、いろいろな形で行われている。

中村委員 流山市などでもやっている。若い夫婦に訴えるような感じ

で。

内山議長 これも競争である。

事務局（副市長） このシティプロモーションというのは、どこの市

町村でもやっている。専門的な部署、あるいは委託しながらやって

いる所もある。しかし、財政的にこのぐらいの効果があったという

ような報告も聞かれるが、実際の効果がどの程度あったのかという

ものがはっきり見えてこないものもある。野田市におけるシティプ

ロモーションがまだまだ満足に行えてはいないとは思っているが 、

シティプロモーションの先生方が言うには、「シティプロモーショ

ンを成功させるためには、まず職員が野田市を好きであること、市

民が野田市を好きでないとシティプロモーションは成功しない」と

いうものがあるので、流山市のようなキャッチフレーズで爆発的に

ということはないかもしれないが、この事業は市民が企画して、市

民自らが市を宣伝してくれたという意味で、この事業を継続してい

くことによって、野田市を好きな市民が増えていくという効果は十

分期待できるのではないかと考えている。その他のシティプロモー

ションについて、これ以外どうしていこうかというものについて

は、組織も含めて内部で検討中という段階。それから、昨年魅力発

信事業でどのようなものをやったかについて、概要だけ改めて説明

したい。

事務局 平成 29年度魅力発信事業概要説明

○「YouTube を活用した市内草花広報」について

わぴちゃんと呼ばれている岩槻先生という方が、野田市にある希

少な植物を YouTube の中で紹介して、最終的には 100 種類以上の図

鑑という形にしている。岩槻先生は良くテレビなどにも出ている方

で、気象予報士の資格も持っている方である。今年度も引き続き事

業として継続して行われているもので、YouTube で検索いただくと

すぐに分かると思うので、機会があれば見ていただきたい。

○ソラのだ～野田市の魅力まるわかりマップ～について

市内の高校生がドローンを使い、関宿城や清水公園などの観光ス
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ポットを空撮。それらの映像を使って野田市を紹介した観光サイト

を作成し、それを多言語化して多くの方に見ていただけるようにな

っているという状況である。

○野田の『のんちゃん』音頭について

「のんちゃん音頭」というものを作詞作曲し、市内の踊りの先生と

市の職員が協力して作成したもので、今年は振り付けをつけて、踊

りを披露したというもの。

○Historia(イストーリア)～野田の歴史と文化を辿るコンサート～

について

野田市出身の山中直治先生の作品、例えば「かごめかごめ」など

の唄を演奏するという事業。これは興風会館で行われたもの。

○みえるラジオ放送事業 アキオーズゆうせんラジオ nakanodai439

について

みえるラジオ放送事業ということで、市内の「アキオーズ」とい

う方が、のだ朝市や市内のイベントなどを取材して、インターネッ

トで生配信するという事業

○野田かるた大会について

市内のレクリエーション協会が野田にちなんだかるたを作成し、

それを使って大人と子供に分かれて大会を行ったというもの。

○キッズタウン 2017 について

野田商工会議所の青年部が毎年行っているもので、イオン野田店

の駐車場で開催。子供たちに対していろいろな職業を体験してもら

うというもの。また、職業ごとにブースが分かれており、そこで職

業体験を行った子供たちに対してチケットを渡して、そのチケット

を使って会場内のゲームに参加したり買い物ができたりするという

もの。野田市としても生物多様性を拡大した事業ということで、そ

の部分について野田市の魅力発信事業として補助したというものと

なる。

○野田の魅力再発見 むらさき名所めぐりについて

市内の三味線の先生が文化、歴史、自然を取り込んだ「むらさき

名所めぐり」という歌を作詞作曲した。欅のホールで開催され、そ

こで発表。また、歌の発表の中で、スライドを使って野田の魅力を

表現したスライドを映しながら歌や踊りを披露したというもの。

内山議長 以上の説明に対して、質問がなければ事業の評価をしてい

ただきたい。今回もそれぞれの御意見、評価をお願いする。

齊藤委員 努力の経過は見受けられ、有効であったのではないかと判
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断する。また今後継続して野田市の文化的なもの等を含めて発信で

きるように、市の方でも努力いただければ有り難い。

内山議長 ありがとうございました。高須賀委員はいかがか。

高須賀委員 今８つの事業の説明を受け、商工会議所もこれに関わっ

ているものがいくつかある。今説明のあったキッズタウンについて

は、対象が子供であり、そういった子供たちにいろいろな職業体験

をしてもらって、そういった体験は非常に重要であると考えてい

る。そういった意味でもこの事業は有効であると考える。

内山議長 ありがとうございました。中村委員はいかがか。

中村委員 数字としては、人口の社会増ということで出ているのかな

と思う。相関関係は分かりづらいが、引き続き事業として継続して

いくべきなのだろうなと思う。気になるところは、市民又は団体の

応募が平成 29 年度は 34 件の応募があったが、平成 30 年度は 11 件

と応募件数が減っていること。この事業については有効と評価し 、

今後も人口の社会増という目標に貢献していただければと思う。

中村委員 現在コウノトリというのは、何羽いるのか。少し話が変わ

ってしまって恐縮であるが。

自然経済推進部次長兼みどりと水のまちづくり課長 野田のコウノト

リとしては、現在コウノトリの里で、ゲージ内で飼育しているコウ

ノトリについて、親鳥が２羽、一番初めの子どもが２羽、合計４羽

飼育している。また、試験放鳥を３年間行い、今年は試験放鳥を終

えて、野生復帰に向けた放鳥という形になっている。今放鳥してい

るのが８羽である。

内山議長 戻って来てはいないのか。

自然経済推進部次長兼みどりと水のまちづくり課長 戻って来てい

る。平成 28 年度に放鳥した１羽が頻繁に戻って来ていて、野田を

行ったり来たりしている。まだ科学的な実証は行われていないが、

コウノトリは生まれたところに戻ってくる鳥とも言われており 、現
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在まで放鳥した８羽について、野田市に戻って来てくれることを期

待している。

中村委員 前に転出した方も野田市へ戻って来てくれることを期待し

たい。コウノトリのイメージとしては、赤ちゃんというイメージも

ある。

高須賀委員 コウノトリが出たので、我々商工会の女性会でも 30 周

年の事業の一環として、コウノトリに関する歌を市内の小学校に募

集をかけて書いていただいた。それを基にカレンダーを作って、こ

れからいかに野田市全体としてコウノトリを育てていこうかという

活動を行っている。必ずしもイコールになるわけではないかもしれ

ないが、黒酢米の美味しいお米もできるのではないかとも考えてい

る。

自然経済推進部次長兼みどりと水のまちづくり課長 補足説明をした

い。先ほどゲージ内で飼育しているのは４羽としたが、長い間飼育

していたことから、野生に返すための訓練をしているものが２羽お

り、それについては、兵庫県のコウノトリの里公園という所に預け

て順化訓練を行っている。その２羽については、３歳を過ぎると営

巣ができるというような話もあるため、３歳を過ぎていることから

ペアリングを含めて飼育対応をしている。

内山議長 箱森委員も評価をお願いしたい。

箱森委員 事業については有効だと思う。ただ、野田にはまだまだ魅

力的な場所があって、子供連れで家族が楽しめる清水公園とかアス

レチックとかある。時期の問題もあると思うが、人が多く集まって

いるときに、野田の魅力を出せる機会があると、特に若い世代には

伝わるのかなと思う。

事務局（副市長）平成 29 年度の事業についても、子供や若い世代に

対してという部分もあるが、市としてこれらの結果については考え

ていかなければならないと考えている。

箱森委員 私の子供も虫が好きで、以前に「YouTube を活用した市内
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草花広報」で撮影を行っていた時のものだと思うが、一緒に参加さ

せていただいたことがある。今後も頑張っていただきたいなと思

う。

内山議長 結論としてこの事業は有効であったということでよろしい

か。

箱森委員 有効であったと思う。

内山議長 私の意見も有効であったと考えている。社会人口の増加に

ついては、直接的な関わりについては明確ではないが、社会人口が

増加したということは良いことだと思っている。先ほど年齢層につ

いては伺ったが、いろいろな年齢層の人たちが入ってくればまた市

としても面白くなってくるのかなと思っている。そのような期待も

込めて有効と判断したい。

内山議長 委員の皆様の意見も全員が有効であったということである

ので、そのような回答とさせていただきたい。

内山議長 二つ目の「農産物ブランド化推進事業」について、農政課

から説明をお願いする。

農政課副主幹兼農政係長 説明申し上げる前に資料の訂正をお願いし

たい。資料の９ページの中段あたりに重要業績評価指標の実績値

で、事業開始前と 29 年度、ＫＰＩ増加累計の数値に誤りがあった

ので訂正をお願いする。事業開始前が目標値と同数の 515,088 千

円、29年度の実績値が 522,496 千円、ＫＰＩの増加累計が 7,408 千

円という形となる。

○事業の概要、目的について

みどり豊かな野田市を守り引き継ぐために取り組んでいる環境保

全型農業の一環として、農薬や化学肥料に極力頼らない米作りを目

指し、病気に負けない強い稲を育てるといわれている玄米黒酢農法

を参考にした、野田市独自の「黒酢米」の米作りを市内全域で推進

する。そのために、予算の範囲内で、野田市農業資材対策協議会

へ、玄米黒酢農法を利用した特色のある水稲生産に取り組んでいる

地区に対する黒酢の空中散布に要する経費の補助や、野田市農産物
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ブランド化推進協議会へ、野田産農産物の広報啓発活動の実施に要

する経費の補助を行っている。新たに黒酢米の商標登録及び販促デ

ザインを行い、環境にやさしい農産物として他産地の米との差別化

を行い競争力強化を図り、黒酢米のブランド化を進めることで農家

所得の向上を目指すことを目的としている。

○重要業績評価指数、ＫＰＩについて

目標値については、事業開始前が 515,088 千円、29 年度が

523,152 千円となっている。実績値については、事業開始前が

515,088 千円、29 年度は 522,496 千円、ＫＰＩの増加累計が 7,408

千円となっている。また、目標値の最終的なＫＰＩ増加累計が

9,072 千円となっている。

○事業の効果について

平成 21 年度に 260ha で始まった黒酢米栽培は、平成 29 年度には

519ha まで取組面積が拡大。市内の水田の約半分を占めている状況

である。農協も黒酢米のブランド化に積極的に関わっており、黒酢

米せんべいや黒酢米ラスクなどの関連商品を開発、販売し、好評を

得ている。また、黒酢米の農協買取価格も当初から一貫して １俵あ

たり 1,000 円程度一般米より高く買い取られている状況である。

○実績値を踏まえた事業の今後について

ブランド化の課題については、商品を発信するに当たってやみく

もに地域ブランドと謳って宣伝するだけではブランドとして広く認

知されることは難しいものであり、例えば定番化やプレミア化とい

った目指すべき方向性を定め、それに見合った品質と数量の確保が

重要となると考えている。また、黒酢米の商標登録については、弁

理士を通じて商標調査を実施したところ、「黒酢米」は既に登録済

みであり、新たに商標登録を行うことは難しいとの判断から 現在の

ところ断念している。黒酢米は農協や各米農家の売り込み努力によ

り、農協以外での取引においても一般米より高値で取引されている

ことから、一般米より少しプレミア感のある「ちょっといいお米」

として評価を確立していきたいと考えており、行事等でのＰＲや売

り込みを引き続き実施していくこととする。

内山議長 それでは、説明に対して質問はいかがか。

内山議長 黒酢米農法を真似するような県や市町村はないのか。
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農政課長 黒酢農法自体は石山味噌醤油という新潟県の会社と新潟大

学がコラボしてある程度作り上げられたもので、各所でそれを採用

してやっている所はある。しかし、野田市のように広大な面積を大

勢の農家さんが、同じ方向を向いて一緒に行っていて、有人のヘリ

コプターで大々的に実施しているというのは、日本中恐らく誰も真

似しないと考えている。

内山議長 ちなみに売り込みなどはどのように行われているのか。寿

司屋のチェーン店の米は全て野田の黒酢米を使用しているというよ

うなことはあるのか。

農政課長 今、寿司屋の話が出たが、寿司には意外とコシヒカリは使

われない。粘り気が多い米は好まれないということで、ササニシキ

とかが多いようである。市内の農家さんの中で、黒酢米でやってい

こうという機運が高まっており、食堂などにも入っており、農協さ

んなども病院や施設などにも入れてもらっているというような話も

伺っている。

中村委員 黒酢米を使っていますというような表示をするというのは

いかがか。黒酢米が商標登録されてしまっているからまずいのか。

農政課長 黒酢米の商標登録を行っているのが、石山味噌醤油という

会社になるので、そこから黒酢を買って、それを使って実施してい

ることから、商標を借りるとか譲り受けるとかということは可能で

ある。

箱森委員 関宿の給食センターは黒酢米を使っていたかと思うが、野

田の給食センターなどの学校給食でも黒酢米を使用しているのか。

農政課長 使用している。

内山議長 地産地消ということ。

中村委員 やはり農薬が少なくて良いということか。

農政課長 基本的に皆さんには半分にしてもらっている。窒素、リン
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酸、カリウムのような成分、かける除草剤とかそういったものも全

部半分以下にしてもらって、言うだけではなくてしっかりやってい

ますよということでの証明をつけてもらった上での黒酢米という形

にしている。品質は安定しているという現状である。

中村委員 野田市にも道の駅のようなものがあると良いが。

事務局（副市長） 道の駅については市長の公約にもあり、間違いな

くどこかに作ろうということで、今まで庁内で勉強会をやっていた

が、今度の９月議会で、もうワンステップ上げた形で学識経験者の

方なども交えて検討会を設置し、具体化に向けて検討していこうと

いうところである。

齊藤委員 黒酢米というのは、食の安全安心という意味で大きなブラ

ンドだと思う。味とかそういうものだけではなくて、食の安全安心

は立派なブランドだと思う。そういう意味で自信をもって発信をし

て、広めていってもらいたいなと考えている。

内山議長 質問がなければ、事業の評価をしていただきたい。委員の

皆さんは、それぞれの意見、評価をお願いする。

齊藤委員 努力の経過も見えて、事業として有効であったと考える。

内山議長 高須賀委員はいかがか。

高須賀委員 私も有効だったと思う。

内山議長 中村委員はいかがか。

中村委員 有効だったと思う。

内山議長 箱森委員はいかがか。

箱森委員 有効だったと思う。

内山議長 私も有効だったと思うが、先ほどの新規就農支援事業と同
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じように、買ってくれる所をどのように探すかというのを考えてい

ただきたい。上海などに出かけると朝食はビュッフェ形式だが、お

米があまりおいしくないと感じる。ああいったところに置いてもら

うとか、海外への輸出というのも検討されてはいかがか。今後も黒

酢米に自信があればあるほど販路についての課題が出てくるのかな

と思う。

内山議長 委員の皆様からは全ての事業で有効という評価をいただい

た。事業の評価として記録し、事務局から国に報告していただきた

い。

内山議長 それでは、その他、事務局から何かあるか。

事務局 本日は、お忙しい中お集まりいただき、感謝申し上げる 。ま

た、検証の中での意見、資料の不備など指摘も含めて、今後改善し

ていきたいと考えている。今後は、事業の実施結果、皆様からの評

価を国へ報告するとともに、皆様から頂いた意見を受けて、地方創

生に取り組んでまいりたい。

内山議長 その他、特になければ、以上をもって、平成 30 年度第１

回まち・ひと・しごと創生専門委員会議を終了する。委員の皆様に

おかれては、貴重な意見を頂き感謝申し上げたい。



