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平成25年度 農林水産省行政事業レビュー 公開プロセス 

No.４ ６次産業化整備支援事業 

 

日時：平成25年６月14日(金) 12:50～13:45 

場所：農林水産省 本館 ７階 講堂 

（外部有識者）太田 康広 委員、沖本 美幸 委員、伊永 隆史 委員、藤原 道子 委員、 

二村 真理子 委員、吉田 誠 委員 

（事務局）後藤 正之 政策評価審議官、山口 英彰 予算課長、三浦 正充 評価改善課長 

（説明者）大角 亨 総務課長、佐竹 健次 産業連携課長、佐藤 夏人 総括、 

前島 仁 課長補佐 

 

後藤審議官：４つ目の事業にまいります。「６次産業化整備支援事業」、資料はお手元の40ペ

ージからです。 

 また、恐縮ですが、委員の皆様には、コメントシートに御記入いただきながら、質

疑をお願いいたします。 

 それでは、担当から説明をお願いいたします。５分間でお願いしたいと思います。 

佐竹課長：よろしくお願いいたします。事業番号４番、６次産業化整備支援事業について御説

明させていただきます。 

 この事業ですが、農林水産業の中核部分でありまして、成長戦略でも非常に重要

とされております６次産業化の施策の中で、ハード事業と言われる施設整備に関し

ての補助金です。事業の目的にございますとおり、この六次産業化・地産地消法等

の法律がございまして、その認定、国が認定するわけですが、その認定を受けまし

た農林漁業者が、６次産業化を行おうとするときに必要とする施設整備に対する補

助金です。 

 予算額ですが、平成24年度から始まった事業ですが、24年度21億円ということで

す。ごらんいただきますとおり、執行率が非常に低かったということもございまし

て、25年、いろいろ改革を行いまして、７億円というふうな形で減少させていただ

いて、現在、事業を執行しているところです。そのときに、どうしてもなかなか農

業者がやるものでして、施設整備の額も少ないということでして、単位当たりコス

トをごらんいただきますと、大体１カ所当たり1,000万円ぐらいの形になってござい

ます。 

 活動実績ですと、平成24年、55件というふうな形、予定としては64件のつもりでし
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たが、55件というふうな形になってございます。 

 次のページ、41ページですが、こういった事業に対する私どもなりの評価につきま

して御説明させていただきたいと思います。 

 まず、国費投入の必要性ですが、これは、国の法律に基づく認定者に限定しての支

援だということ、６次産業化自体、我が国全体の成長産業化につながるものというこ

とであり、極めて重要な事業というふうに考えております。 

 効率性の部分につきましては、公募によりまして事業者を募って、有識者で構成さ

れる選定委員会の審査によりまして、選定しているという形をとってございます。 

 なお、事業執行率が31％といったことです。いろいろな理由があるわけですが、総

じて言いますと、意欲は高いんですが、なかなか農業者が行うというふうなこともご

ざいまして、１カ所当たりの事業費の額が、見込みよりやはり大幅に少なかったとい

うことが大きな原因かと思っております。そういったことも含めまして、25年度、事

業実施に当たりまして、県の交付金に見直すとか、いろいろな形での事業の見直しを

させていただいているところです。 

 事業の有効性ですが、基本的にこのハード事業で施設整備になるものでして、施設

整備というものにつきましては、初期段階の投資が非常に重い負担であるということ

ですので、そこは、ある程度、国が面倒を見るということは必要であるというふうに

考えております。 

 なお、事業自身が24年度から始まっているということですので、これについての報

告というのは、まだ上がっていないものが非常に多い、上がっていない状況でして、

その結果について御説明するのは難しい状況となっております。 

 お金の流れですが、42ページにごらんいただきましたとおり、農林水産省本省から

各地方農政局にお金が流れまして、民間事業者のほうにお金が流れるという形になっ

てございます。 

 横長の資料に基づきまして、６次産業化全体のお話を少しだけさせていただけれ

ばと思います。私ども、６次産業化の推進によりまして、農山漁村地域における雇

用と所得を創出しようと考えておるところですが、47ページをごらんいただきます

と、６次産業化と一言で言いましても、農家の経営発展段階というのは、さまざま

なものがございます。ちょっとした加工施設をつくってやるというふうな段階から、

数十億円の相当大きな投資をかけて、輸出ですとか、そういう世界を見詰めてやっ
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ていくといういろいろな事業規模がございます。 

 その中で、私どもとしては、まず事業産業化へ着手していく場合におきまして、国

の補助事業、ソフト事業ですとかハード事業を使って、まずそこを支援し、さらにそ

れを事業拡大していくときに、今度は新しくできましたファンドを使っていくという

ふうな形で、複層的な施策の中で進めていくということを考えているということです。 

 なお、50ページに、この執行率が、31％、低調であったということにつきまして、

今後どのように見直したか、現在どのように見直したか、ポイントは、県の交付金、

県を巻き込むようにしているというのが一つの大きなポイントですが、そういった

改善点について記載させていただいております。 

 以上です。 

後藤審議官：続きまして、予算課長から、この事業についての論点の説明をお願いいたします。 

山口予算課長：この事業の論点について御説明いたします。 

 まず、１つ目は、事業費の積算についてです。食品等加工販売施設等の整備数の実

績につきましては、当初は見込みが64カ所でしたけれども、実際は55カ所です。箇所

数としては86％となっておりますが、しかしいわゆる事業費の執行率としまして、

31％ということになっておりまして、これは、１カ所当たりの事業費の積算が、過大

だったのではないかということが考えられる点です。 

 それと、２つ目は事業採択のあり方についてです。本事業の採択数は92件というこ

とですが、このうち、事業内容を見直したり、自己資金が確保できないといった理由

で、事業中止となったものが24件発生しております。事業採択時の審査が十分ではな

かったのではないかという点についてが、２番目の論点です。 

 ３番目は、事業の意義ということでして、今の御説明にもありましたように、執

行状況の改善を図るために、25年度から、現場に精通する県が事業採択を行う交付

金事業、これは６次産業化ネットワーク活動交付金という事業ですが、これを創設

しておりまして、国の直接採択事業は減額しているということです。このような状

況の変化がある中で、国が直接事業を実施する、この事業の意義は何か、これを改

めて確認したい。 

 以上の３点です。 

後藤審議官：それでは、質疑応答に移りたいと思いますが、回答は、なるべく簡潔明瞭にお願

いいたします。それでは、伊永委員。 
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伊永委員：最初に確認させていただきたいんですが、募集段階でのことを聞きたいんですけれ

ども、１次産業で何か新しい農産物をつくって、それを２次、３次と発展させていく

ような募集が、本来あるべきではないかと私は考えておるんですが、そういう形にな

っておりますか。 

佐竹課長：必ず新しく作物をつくる、１次作物をつくるということは要件としているわけでは

ございません。今、つくっているものの中で、現に事例として示しているものでも、

今つくられているんだけれども、未利用なものを活用するというふうな場合も対象に

なってございます。 

伊永委員：既に作物として市場に乗っているものであれば、２次加工で、既に生産者がいるケ

ースが多いと思われます。そうではなくて、１次産業から新しいものをつくって、今

まで市場になかったものを２次、３次と加工していくんだというんであれば、この事

業の目的もわかります。しかし、既に市場でルートに乗っているもの、それなりの企

業がルートに乗せているもの、農業者がそこを２次加工に出ていったところで、どう

いう力で、対抗していくというか、伸ばしていけるんでしょうか。 

佐竹課長：ご質問、ありがとうございます。重要なポイントだと思います。この点につきまし

ては、６次産業化とは何ぞやということについて少し御説明させていただきたいと思

っております。 

 御指摘のとおり、作物が、現状、市場に行っているというふうな場合がございます。

そうすると、いいものはそれで売れているけれども、市場にどうしても乗っからない

ものがあるということです。６次産業化につきましては、作物に新たに価値を加えて、

加工にする。その農業者がそこで加工にすることによって、１次産品より、多分、市

場に売れているその価格よりもっと高い価格で売れるというふうな形になってきます。 

 したがいまして、その２次で、加工が、先生が、御指摘がありました加工は、も

う２次に任せればいいんじゃないか、既存の企業に任せればいいんじゃないかとい

うふうな御指摘もあろうかとは思いますが、そうなると、農業者の側で、所得なり

価値を取り込むということがなかなかできない。これが、農村地域が、自立するこ

とがなかなかできないというふうなところにつながってきていると思います。その

意味で、その価値を高めるという意味での…… 

伊永委員：それはよくわかります。そう仮に加工業者がやっている一部を農業収入にしていく

という発想はいいんですが、そうすると、従来、生計が成り立っていた加工業者が、
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苦しくなるということではないんですか。 

大角課長：御指摘、ありがとうございます。総務課長ですが、この考え方は、決してパイのと

り合いというようなことを考えておるわけではございませんでして、通常の加工のほ

うに、生産物、生鮮品が流れ、加工の方々が加工する、このルートはルートできっち

り確保していく、これは、当然、必要なことかと思います。 

 ただ、そういうルートは確保した上で、農家の方々が、現場の農産物をつくってい

る農家の方々が、消費者の声あるいは加工業者、実需者の声なども聞きながら、みず

から加工してみる、こうすることによって、通常の大量生産のルートとは違う新しい

視点からの加工品、こういうのを生み出すことによって、全体の需要、供給を大きく

ふやしていこう、こういう形での狙いのものでして、決して加工業者の方をこちらに

持ってきたい、こういうものではございません。 

伊永委員：手づくりの価値を上げていこうということで、わかりました。 

太田委員：食品関連、農業食料関連産業の国内生産額というのは、45ページにいただいている

んですが、１次産業が10兆円で、加工と流通と２次、３次合わせると90兆円、全体

100兆円だ。これが、６次産業化していくことで、プラス約20兆円、新規の市場をつ

くる、非常に２割増しにするというお話がありまして、これはどこから来た数字なん

でしょうか。 

佐竹課長：これは一つの政策目標として掲げさせていただいているわけです。ご案内のとおり、

１次産業と、２次産業、３次産業を合わせると、アバウト約100兆円ぐらいの現在規

模があるわけです。 

 これを１次産業は１次産業だけ、２次産業は２次産業だけというふうな形でそれ

ぞればらばらに伸ばしていってもなかなか難しい。そこを連携することによって、

イノベーションを引き起こすことによりまして、新たな市場創出していきたいとい

うふうな考え方です。 

 また、一方で、現在、アベノミクスというふうな形で、全体として２％、経済成長

していくというふうな目標もございますので、その１次産業、２次産業、３次産業を

連携し、リンクすることによりまして、全体として、20兆円、年率２％伸ばしていき

たいというふうなことで、目標を掲げさせていただいているところです。 

太田委員：輸出はお考えなんですか、これは、国内市場で２割増す。 

佐竹課長：御指摘、ありがとうございます。輸出も非常に重要なパーツだと考えておりまして、
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６次産業化といいますのは、地域の資源を活用するというふうなことです。必ずしも

加工とか、そういうことだけではありませんので、輸出も一つの形態だと考えており

ます。 

太田委員：まず、これが、にわかに信じがたいというのが１点です。食料品は、国内で消費す

る、人口が減っていて、食料品というのは、そんなには食べられない、２割余計に食

べるということは難しいと思いますので、そうすると価格を上げるという方向に持っ

ていくしかないだろうと思うんですが、それを６次産業化によって価格が上げられる

というのは、何か今までの事例とかデータとかはあるんでしょうか。 

佐竹課長：例えばの例です。今回の補助事業で出していただいているものの例ですが、結局、

ニンニクを使用して、脱臭ニンニクペーストというふうなものをつくっておりますが、

これはにおいの今まであるものです。そこは、においのないものに、やはり新たにつ

くっていくというふうな形になります。そういうふうな消費者の嗜好というふうなも

のを考えますと、当然、高く売ることを考えておりまして、そういった形の中で、よ

り高く売るということも考えられるというふうには見込んでおります。 

太田委員：今までも製造業者がそういうものをつくっていたのではないんですか。 

佐竹課長：もちろん、全てのものが、全て例えば６次産業化でやるものが、全て新しいものだ

というふうなことを申し上げるつもりはございませんが、ただ新しい１次産業と２次

産業の知恵ということを新たにやる。例えば、２次産業だけで言いますと、それに合

った例えば今の脱臭ニンニクであれば、それに合った農作物は何かという知恵はござ

いません。そういった形の１次産業の知恵と２次産業の知恵、つくる側の知恵という

ことを掛け合わせることによって、より付加価値の高いものが生まれるというふうな

ことではないかというふうに考えております。 

太田委員：にわかに信じがたいということ、プラス現在の製造業者と比べて、農業従事者が製

造したほうが、よりコストが安くなる、あるいはより生産性が高くなるという論拠は

どこにあるんでしょうか。これは、３次の流通までいくとなると、例えば運送業者の

ようなもの、会社をつくって、その運送のトラックの運転手の方が、農業従事者の方

がされる、そういうイメージですか。 

佐竹課長：お答えさせていただきます。 

 例えば、流通の面でお答えさせていただきますと、最近、非常に直売というふう

なファーマーズマーケットみたいなところでも、相当人気が出ておりまして、相当
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高いものが売られている。つまり、その地元で、市場ということで、高いところ、

東京に何でも出せばいいというふうなものではなくて、やはり売り方をそこで工夫

するということで、朝取りのものにより新鮮な価値を加えるということで、売り方

を工夫することによって、高く売るということも可能ですので、そういった工夫は

あるんだというふうには思っております。 

太田委員：売り方を工夫することで、全ての食料品の値段を２割増しにする。 

大角課長：補足申し上げますと、この絵で申し上げていますのは、１次産業を農林水産業者が、

みずから加工販売に乗り出していくということを中心に、それのみで書いているわけ

ではなくて、加工の方々、販売の方々、この方と一緒になって、事業を展開していこ

う、こういうことを狙いとしておりまして、そういうようなバリューチェーンをつな

いで、皆さんのノウハウを合わせることによって、より価値の高い商品、価値の高い

売り方をしていこう、こういうことを狙いとしているものです。 

太田委員：それは現在も行われているんじゃないですか。 

大角課長：現在は、それぞれ加工の方々が、農家から農産物を納入、購入してきて、それでみ

ずから加工していく、こういう形にはなってきますけれども、加工の方々とその農産

物の生産をしている方々が、一緒になって新しい商品をつくっていく、そういう形に

は必ずしもなっていないと思います。もちろん、そういうケースもございます。 

太田委員：それは、それをしたほうがもうかるんであれば、当然、製造業者の方、農家の方と

お話しするわけなので、それをしていないということは、コミュニケーションをとる

ほどにはもうからないからやらないわけじゃないんですか。 

吉田委員：太田先生、かぶせていいですか。今、議論がずれている感じがします、聞いていて。

いい悪いじゃなくて、答えがおかしいんです。基本的に、45ページのこの表を見ると、

マーケットで、日本のマーケットが拡大していれば別ですけれども、今、縮小傾向の

中で、どうしても、どんな商品であっても、新たに市場に投入すれば既存商品との置

きかえが起こらざるを得ないわけです。例えば、脱臭性の商品ができたとしても、今、

においのあるものとの置きかえが起こるわけです。ということは、この増額分という

のは、どうしても価格が上がった分でしかないという話にはなるんです。よっぽど全

く今までなかったような市場を開拓するような新商品ができない限り、マーケットの

中では、商品の置きかえでしかないので、これが増えるということは、先生がおっし

ゃるように、価格が上がるしかない。それが価格を上げても売れるぐらいだったら、
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別に民間事業が、事業者が投資するだろうという話になってしまうということなんで

す。だから、この事業の趣旨については説明されたんですが、ここの表の意味につい

ては、結局、価格上昇でそうなるんだということを前提で、話をしないと、まるでマ

ジックのようにこれだけ市場規模が増えちゃうということは、普通、マーケットの中

で起こり得ないのでということだと思うんです。そこの論点のついての違いじゃない

ですか。 

佐竹課長：御指摘、ありがとうございます。私の最初の説明が至らなかったということかとは

思いますが、当然のことながら、この食品に限らず、経済全体が伸びていくというふ

うなことをそもそも前提として置いているというふうなことは、まずございます。 

 その上で、じゃ具体的にどうやって価値を上げていくのかという部分について言え

ば、１次産業、２次産業が連携して、価値を上げる部分もある。 

吉田委員：そうですね。だから、要は、農水省として、肝に銘じさせておかなければいけない。

こういう表を外へ出す以上は、価格の高騰が上がるという前提で考えている。それは、

消費者から見てどうなんだという話も考えなくちゃいけない。生産者の収益性を上げ

ていく、在庫ができるようにして、商品歩どまりを高くするというふうな意味で、加

工事業に進出するということは、意味はあるのですが、ただマーケット全体で起こる

ことについては、そこまで注意しておかなくちゃいけないということだと思うのです。 

 次に質問なのですけれども、事業計画は、何年分の事業計画を提出させて、採択時、

誰が審査するんですか、簡潔に。 

大角課長：その答えの前に、その前の簡潔に申し上げます。 

 確かに、より消費者が求めるような、そういう価値の高い商品をつくって、価格

を上げる、こういう面もございますが、この念頭に置いているのは、それだけでは

なくて、今後いろいろなライフスタイルが変わってきます。高齢者もふえてまいり

ます。高齢者向けの商品というのも開発していかないと、例えばですが、そういう

ような新しいニーズ、新しいライフスタイルに即した商品をつくっていくことによ

る売り上げの増加、こういったことも含めてのことでして、付言させていただきた

いと思います。 

吉田委員：民間企業としては、そういうのはどんどんつくりたいところですけれども。 

佐竹課長：すみません、事業計画についてのご質問ですが、24年度のこの事業につきましては、

５年間の事業計画をいただいておりまして、国の第三者委員会で、先生方にも意見を
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お諮りしながら、審査させていただいているところです。 

吉田委員：そのときの基準なのですけれども、これも簡潔にお願いしたいんですが、５年間の

事業計画というのは、短過ぎるような気もしますが、５年間の事業計画で、いつから

単黒に、黒字化しなくちゃいけないのかとか、いわゆる収益性、事業採算性の基準と

いうのは何ですか。 

佐竹課長：この補助事業につきましては、まず六次化法に基づく認定が必要となってございま

す。その認定の中に、最終年度、５年計画は大体出していただいておるんですが、５

年計画の最終年度に黒字となるということ、当該農産物にかかる部分ですが、売上高

が５％以上増加するというふうな要件が、まずかかってございます。 

吉田委員：その場合の最終年度には黒字化、それから全体の売り上げが５カ年で５％アップと

いうことであれば、その場合、補助金がなしでの計画でクリアすべき基準なのですか、

それとも補助金が前提にあって、それをクリアできるという話なんですか、どっちで

すか。 

前島補佐：総合化事業計画の場合、補助金を使う業者も使わない業者もあります。 

吉田委員：だから、事業計画の事業採算性の今の基準は、補助金を入れた後の事業計画ベース

で見ているのか、補助金なしで見ているのか、どっちですか。 

大角課長：総合事業計画の中に、補助を使いますか、融資を使いますか、書き込めるようにな

っております。補助を使うという前提の計画の場合は、その補助事業も含めて５％…

… 

吉田委員：補助金を申請する方に限っての今、質問しているので、要は、補助金申請する方の

事業計画というのは、補助金をいただいた上で、事業計画の採算性を審査していると

いうことですよね。 

大角課長：さようです。 

吉田委員：そういうことですね。ということは、その補助金を求めてくる人たちの事業計画は、

補助金をもらわなければ、黒字にはならない人たちだと考えてよろしいですか。 

大角課長：そのような場合が多いかとは思います。もちろん、ケース・バイ・ケースですが、

したがいましてこういった６次産業化に取り組むときのハードルというのが、この補

助金によってある程度下がるということによって、こういった意欲も喚起されますし、

より参入、参入ということがふえていくのではないかなと思います。 

吉田委員：そうですよね。もう一つこれは言いたい。 
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後藤審議官：先ほどからお待ちいただいてますので、よろしいですか、すみません。 

吉田委員：あと２つ、あと要するに補助金なしで黒字化できるような事業計画であれば、先ほ

ど言われたように、融資とか民間事業の投資で十分事業化できるはずですよね。 

 それから、もう一つは、ファンドが今回できて、ファンドと役割分担するのだとお

っしゃいましたけれども、今回のファンドをつくった高邁な意思からすれば、このフ

ァンド制度で、基本的にはもう補助金はなくそうやという方向に、皆さんが動いてい

くんじゃないかと期待していたんですけれども、今、先ほどの説明だと、ファンドが

できても、補助金を打っていくという説明でしたよね。 

 だから、何が言いたいかというと、結局、今、質問した３点からすると、本当は、

民間事業としてやってはいけない事業を無理やりやらすようなきっかけはつくってし

まうんじゃないかということが心配なんです。先ほど論点の整理のときもありました

けれども、92件の採択数に関して事業推進は24件もあった、その辺も、事業計画上、

誰も、民間だったら投資しないような計画にまで補助金は出してやらせてしまうとい

うことになっていないのか、そういう懸念があります。 

佐竹課長：御指摘の部分ですが、まずファンドにつきましては、この２月に立ち上がって、ま

さにこれから運営していくという部分です。ただ、そのファンドは、ご案内のとおり、

非常に事業計画、しっかりしたものを見て、それなりのある程度の事業規模に恐らく

なってくるんだと思います。それなりのリスクもあるというふうな中で、現時点にお

いて、じゃ全ての農業者がファンドに取り組めるかということは、現時点では非現実

的だというふうなことかと思っております。 

 したがいまして、それぞれの状況、発展段階はそれぞれ違います。農家で、数千

万単位で少しやっていく場合から、数十億の投資をかけて、さらに事業計画が羽ば

たいていく部分もございます。中身もそれぞれですので、そういったところを踏ま

えて、ケース・バイ・ケースでやっていくというのが現状ではないかというふうに

考えております。 

後藤審議官：すみません、レビューシートの記入方、よろしくお願いいたします。それから、

先ほどからずっとお待ちいただいています沖本委員、どうぞ。 

沖本委員：話が、どうも違う方向に行っているような気がして、しようがないのですが、今は、

６次産業化のハード面の話をしているのですが、もともとこの６次産業化が、どうい

うことかを十分に考えてやる必要があるだろう。６次産業化は、ニーズはあるのだっ
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たら、ニーズに基づくようなものをつくろうということと、ニーズがなければニーズ

自体をクリエートしていこうというこの２つにあると思うんです。 

 ニーズをつくるということは、これは、一般の工業、商業でもそうですけれども、

イノベーションの世界になってくると思います。イノベーションをどのように生じ

させるかを考えていけば、おのずといろいろなアイデアが出てくるのですが、今は、

１次産業、２次産業、３次産業がばらばらにやっているから、うまく融合ができな

いのだけれども、融合することによって、基盤をつくろうということですよね。そ

この基盤がないままハード面の議論に入っていることが問題なのです。 

 実は、このイノベーションを起こすためには、考える力を持つ頭脳が必要です。例

えばジョブスさん、ｉＰａｄをつくった人は、別に彼が全てをつくったわけではなく

て、いろいろな要素を集めてきて、自分の頭で考えて、ミッシングパーツがあったの

ですがそれの出現を待っていたわけです。それで、新たなイノベーションを引き起こ

している。日本人には、それが、できる人が少ないので、今からそれを育てていかな

ければいけない。 

 私としては、６次産業といったときに、本当のコンセプト、どういうことを６次産

業とするのかということを明確にした上で、ハード面にいかないといけないと思いま

す。もともとが、ゆるゆるなんじゃないでしょうか、どうでしょう。 

佐竹課長：事例を挙げての貴重なご意見、ありがとうございます。まず、イノベーションの部

分ということは、私どもも思いを全くそのとおりです。 

沖本委員：けれども、説明がないですね。 

佐竹課長：すみません、これは、補助事業というふうなことのこの部分になっているのであれ

だったかもしれませんが、説明不足だったと思います。思いは、まさにそのとおりで

す。実は、一点その反省もございまして、この補助事業の中におきましても、ネット

ワークということで、ほかの事業者と連係をとって、一つの計画にするんだというこ

とを打ち出しておりまして、そういった考え方に従って進めていこう、まずハード事

業の中でも思っております。 

 さらに、こういったいろいろな考え方をより農家の方々に生かしていただくために、

これは、６次産業化の施策が始まったときから、プランナーというふうなものを設け

ておりまして、そういった専門家が事業計画を磨くというふうな形の施策、これは、

別途、ソフトの事業のほうでさせていただいております。 
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 そういった６次産業化全体の施策の中で、そういったことをしようと思っておるん

ですが、その意味で、６次産業化が始まってまだ２年という意味で、これからもっと

頑張っていかなきゃいけないということかなというふうには思っております。 

沖本委員：６次産業化のコンセプトとかが、今までのお話を聞いていても、しっかり出ていな

いと思っているのです。 

 それがないまま、ハード面に入っていくというのは、問題と思います。 

後藤審議官：すみません、挙手されています太田委員、それから二村委員の順番でお願いしま

す。 

太田委員：これは、援助される農家以外にとって、国民一般のメリットは何ですか。 

佐竹課長：廃れていきます、今、地方の経済というのは厳しい状況です。こういった地方に根

づいた産業であります農業分野におきまして、雇用を創出することによって、経済が

活性される、日本経済が成長していくというふうな意味で、国民全体にとって大きな

効果があるのではないかというふうに考えております。 

太田委員：政府支出を伴う経済対策という、そういう意味合いですか。 

大角課長：今おっしゃられたとおり、まず農山漁村に所得と雇用をもたらす、これが大きな一

つの大きな狙いです。もうちょっと反射的に言えば、消費者のほうも、より消費者の

商品の選択の幅が広がるというような意味合いはあろうと思っております。 

太田委員：もしみんなにとっていいことであれば、当然、黒字になるはずなんです、６次産業

化は。黒字にならない事業、赤字であるにもかかわらず、公金を支出するというのは、

社会が望んでいない製品をつくるように、あと国家が税金を使って後押しするという

ことですね。社会的にこれは、望ましくないというのは標準的な経済学の考え方なん

です。 

大角課長：ハードの導入に、確かに補助はしているわけですが、その補助はあるわけですが、

その事業としては、当然、黒字である、あるいは投資に見合う効果があるんだ、そう

いうようなところを見させていただいた上で、事業はさせていただいております。 

太田委員：だから、補助金がないと黒字にならないわけですよね。 

大角課長：それによって、先ほど来ファンドの話もございました。私どもも、それは、最終的、

将来的には、補助よりもファンドへのいわゆる資本における、出資における支援とい

うのが中心になろうというふうには思っております。そのほうが、固定資産の割合が

高いじゃないかとか、いろいろバランスシート上の問題もございます。それによって、
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資本は出資していくのは大事だと思っております。ただ、そのファンドから出資で支

援していくとするに当たっては、やはりどうせ民間の資金は入った上でのファンドと

なっておりますので、その事業が、採算の可能性は十分あるのかとか、そういうよう

な投資審査は当然させてから、出資させていただいております。 

太田委員：採算の見込みのあるものだけに限ったらいいんじゃないですか。採算がとれる見込

みのあるものだけが、その事業をやる価値があるものなので、それを先ほどほかの外

部効果は何ですかと聞いたのは、これをすることによって、ほかの国民にもどんどん

メリットがある、市場でうまく解決できないものであるというのであれば、政府が出

動する意義があるのですが、マーケットで、これをやる価値がないと思われている採

算のとれない事業に、税金を入れて、赤字が見込まれる事業をさらに後押しするとい

うことは、社会的に価値を破壊する行為なんです、基本的には。それを何か正当化す

るロジックがあるのかということで伺っているんです。 

後藤審議官：すみません、お答えの後、二村委員にお願いします。 

太田委員：あと、もう一つなんですけれども、これは、有形固定資産に対する補助金というの

は、先ほどお茶のケースでも申し上げましたが、補助金事業をやめたときに返さない

といけないですよね。だから、これは、まず固定資産投資して、この工場をつくると

いうのが半分税金で賄われると、事業の採算性の見込みのチェックが甘くなるわけで

す。全て自分のお金だったら、慎重に見きわめて、これでいけるかどうか考えるとい

うところが、半分、国から出るということであれば、そこまで厳しくチェックしなく

ても、軽い気持ちで始めるということになるわけです、相対的にも。 

 かつ、しまった、失敗したということは、ビジネスですから当然あるわけですが、

失敗したと思っても、今ここでやめたほうがいい、もう全然、採算がとれていなく

て、補助金はもらっても割に合わないからやめようと思ったときに、これが、固定

資産ですから、一定期間この工場を稼働させないと、補助金を返さないといけない。

赤字だけれども、補助金を返すよりはましだから、ずるずるやろう。これは仕組み

として非常に筋の悪いたてつけでありまして、もともと採算のとれない、価値破壊

する事業を後押しして、なおかつ、それでも、予定よりも悪かったとなってもやめ

られないという、そういう仕組みになっているんです。ファンドは、せっかくある

んであれば、最初から採算がとれるものを見越して、価値のある事業を進めていた

だきたいというふうに思うんですけれども、その点について、まず有形固定資産投
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資という手法をとられた。有形固定資産投資の補助ということを推進されるという

ことと、赤字であってもなぜやらないといけないのか、その２点について説得的な

お答えをいただければと思います。 

佐竹課長：今年度から、ファンドという手法が一つあったというのは事実です。ただ、先ほど

申し上げましたとおり、ファンドだけで、全て農業者から６次化というふうなところ、

こういうふうに誘導できるかというと、現時点では相当難しいのではないかというふ

うなことです。 

 したがいまして、現状も、この補助金、施設整備に対する補助金というふうなこと

につきましては、どうしても農業者は資本力が弱いというところになりますので、そ

ういった６次化のほうに取り組むというハードルを下げるというふうな効果がありま

す。 

 したがいまして…… 

太田委員：関連が薄いお答えのようなのでかぶせさせていただきますが、これは、横の製造業

者は、みずからのリスクをとって、工場を設備投資して、全額、自己負担で、かつ採

算に乗せているという業者があるわけです。そこに、競争相手として、設備投資の負

担が半額でいい、赤字は出してもいいよという業者に参入させて、それも自己の責任

とリスクをとって、ビジネスをやっている業者の採算は悪化させる、税金を使って、

場合によっては倒産させるという競合を後押しする、それを正当化するロジックはど

こにあるんですか。 

佐竹課長：通常の中小企業施策でありますと、やはりこういった農業施策の中に取り組むとこ

ろというのは、今回の補助事業におきましても、その自家の使っている農産物を一定

以上必ず使ってくださいというふうな要件がございます。すなわち、その地域の農業

者なり農業の部分の波及効果というものが必ずございます。その点は、地域における

農業全体の波及効果を考えていただくとともに、そこにあるものですので、そこから

どうしてもそのものを使うということが前提にしておりますので、その地域からそう

いった新たにつくった工場については、どうしても定着していく、そういう意味での

地域経済の効果というものは、やはりこういった農業施策の中での部分というのは、

大きいものだというふうには思います。 

太田委員：その波及効果は、製造業者がやっても全く同額あると思います。 

佐竹課長：この点につきましては、食品、商工業者、この６次産業化自身、農業者が、加工流
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通というふうに入っていくという世界において、中小企業の形でやるよりも、もしも

…… 

大角課長：さっきも言いましたように、農業者と加工の方々の対立関係で、これは、進めよう

としているものではなくて、地域に、加工の方々がいらっしゃる、農業者の方々もい

らっしゃる、そういった加工の方々にも、ノウハウを出していただくなら、一緒に事

業していただくというようなことも大きな狙いとしてございます。 

太田委員：それは、現在、行われているわけではないんですか。農家の方から、バリューチェ

ーンとしては、農家の方がつくったものを製造業者が受けて、今度こういうものが売

れそうだから、こういうものをつくってほしいという話は今されているんじゃないん

ですか。 

大角課長：先ほど沖本委員からもございましたように、現在では、バリューチェーン、あるい

はそれに基づくイノベーション、新しい商品の開発、残念ながら不十分なところがご

ざいます。そこをこの事業で何とかしていきたいというのが大きな狙いです。 

太田委員：いや、イノベーションがあればもうかるはずなんです。赤字でもいいといって、公

金を入れるというのは、イノベーションから最も遠い世界だと思うんですけれども、

これは、採算がとれないんですから、イノベーションを起こすときに、しかも補助金

はもらったらやめられないわけですよね、判断が間違ったときに。リスクは、最初の

フィージビリティーはしっかりしなくても、投資に踏み切ってしまう。しかも、まず

いとなったら引けない。しかも、補助金がないと、そもそも採算がとれない、社会的

にはやらないほうがいい事業なんですよ。それをどうして後押しするロジックがある

のかというのはよくわからない。 

後藤審議官：すみません、簡潔にお答えいただいた後、まだ御発言をいただいていませんので、

二村委員と、それから藤原委員に、御発言をお願いします。 

大角課長：すみません、一言、補助金は確かに出しておりますが、赤字を前提にした事業で進

めているわけではなくて、当然、事業としては黒字の展開を考えております。 

太田委員：補助金がなかったら赤字なんですよね。 

大角課長：それによって、そのファンドに至るような、そういう経営にいくような…… 

太田委員：最初から採算がとれるようであれば、最初から採算がとれるということを見込んで、

ファンドでやればいいじゃないですか。 

沖本委員：結局これは、一番、この以前の６次産業というのは何かということを明確にしない
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ままこういう話になっているからいけなくて、私が思っているのは、１、２、３の連

携がとれていないし、考える力がないし、イノベーションがないから、それらを引き

起こすきっかけとしてやろうとしているようですが、その場合には補助金がなくても

できるかもしれない。だけれども、こういう工法、こういう事情があるから、補助金

も使えますよという説明をしていかないと、話が続かないのだと思うのです。 

後藤審議官：すみません、お待たせしました。 

二村委員：すみません、質問しないことには、どうしても書けない部分があるのでお伺いした

いんですけれども、同様な事例が翌年以降出てきた場合、その事業は採択されますか。

具体的に言いますと、例えば、今回、ニンニクペーストの製造と出ていますが、翌年

以降に、ほかの地域で摸倣が出てきた場合に、その事業が採択されるかどうかという

ことをまず伺いたいんですが。 

佐藤総括：多分、地域性の問題があると思います。北海道のほうでそういうものがあって、ま

ず最初にこちらのほうで、補助事業で入れましたといって、それは、多分、北海道で

ある程度販路を開拓していく。一方で、九州で次の年に例えば同じようなものが出て

きた場合は、基本的にそこでも、やはり九州でも同じような新たな市場が見込めるの

であれば、それは採択される、先ほど言った黒字化とか目標を見通す。 

二村委員：ということになりますと、今おっしゃっている内容ですと、やはり地産地消という

ことを念頭に置いた上での６次化ですか。 

佐藤総括：先ほど来きっかけというお話しいただいていますけれども、やはり最初の段階、地

産地消というか、地域である程度販路ということをまず考えていくのが、農林漁業者

がやった場合は特にそうだと思います。 

 これは、先ほど６次産業化ということで、どういう意味だというお話がありました

けれども、農業者だけではなくて、農業者と商工業者、農商工連携という言い方も

時々していますけれども、そういう農商工連携も本事業の対象になっていまして、例

えば先ほど言われた製造業の方が、農業の方と一緒になって、農業の方が、やはり農

産物の魅力だとか、そういう価値というのは非常に理解されていると思いますので、

その方と製造業の今まで２次、そういう施設投資とか、いろいろやって経験を積んで

いる方が一緒になってやるような取り組みに対しても、この事業は補助しているとい

うことになります。 

二村委員：すみません、２段階目の質問があるんですが。じゃ、今、年次を変えましたけれど
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も、同じ年次で、極めて隣接した地域で、同じような事業が出てきた場合には、どう

いうような選択の、事業採択の仕方をなさるんでしょうか。今ですと、出せば通る状

態で、効率的なほうも非効率的なほうも採択されてしまいますね。恐らく政策の念頭

に置かれているのは、地域を生き生きと活性化したいというようなことがおありだと

思うので、私自身は補助金を入れること等というのが全て悪いかといったら、そうで

もないんじゃないかなというような意見でおります。要は、資源配分の効率性の観点

というのも重要ですけれども、公正公平の観点も必要なんだろうということであれば、

補助金は出してもいいかもしれないとは思うんですけれども、その補助金の使われ方

が効率的じゃないといけないと思うんです。事業が同時に２つ出てきて、どちらを採

択するかといった場合の視点について伺いたいです。 

佐竹課長：どうしても、ケース・バイ・ケースというふうな形で答えざるを得ないとは思いま

す。前提といたしまして、その補助金の部分は当然除きまして、５年間の事業計画を

見させていただく中で、最終年度は黒字にするというのもそもそも要件ですので、事

業としてまず成り立っているということは基本的な大前提です。ということは、その

中で、どういうマーケットを対象にどういう形でやっていくかというふうな審査の中

で、一応、見ていくというふうな形になるというふうな形になります。 

 したがって、どうしても一般論でなかなか言われても、実際に上がってきた段階で

の審査の中でのお答えという形になろうかと思います。 

二村委員：というか、今は出せば通る状態ですよね。資金が余っている。余っている状態では

なくて、競争的な資金の利用ということになったときに、ちゃんと軸をお持ちである

かどうかというのが一つ視点として重要なんじゃないかなと思うんですが、いかがで

しょうか。 

佐竹課長：御指摘、ありがとうございます。とにかく、余っているというんですか、来れば何

でも通るというのではないかというふうなことかと思いますが、御指摘だと思います。

前提として、事業審査をどこまできちんと見るかというふうな御指摘だと思います。

その点については、私どもなりに、よりそこの審査の仕方に磨きをかけるような形で

進めていきたい、そこは、非常に重要なことだとは思ってはいます。 

後藤審議官：すみません、まずコメントシートをよろしくお願いいたします。それから、なる

べくいろいろな方に発言いただきたいので、藤原委員にお願いします。 

藤原委員：２点あります。１点目は、消費者としては、より良い安全なものをより安くという
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のがやはり原則だと思います。そうした視点で、この事業に応募されて、事業者の方

がそういう商品を本当につくり出せているのか、審査でそういうのはチェックされて

いるのか、非常に疑問があります。道の駅などでも、事業者が売っている商品はあり

ますが、やはり高いです。だから、たまたまそこにいて買おうという気にはなります

が、継続的に買おうという気には、やはり消費者としてはなれないのではないかとい

うのが実態のように思えます。 

 それから、２点目としましては、この点検結果の中で、今年度は国の予算の３分

の１に減らしましたよね。県に予算の一部を下ろすという感じで、現場に精通して

いる県が採択等を行うということですが、これを批判的に見ますと、国で事業をや

っているが、余り上手くやっていないので、とりあえず県に下ろして、それで予算

は変えて行うみたいな感じがしてます。それは何かおかしいんじゃないかと思いま

すが、どうですか、この辺は。 

佐竹課長：御指摘、ありがとうございます。まず、１点目、安全でおいしいものをということ

ですが、事業計画の中では、当然、安全でおいしいものをつくると価格が高くなると

いうことは、事業が回るというふうな観点で、基本的には採算ベースということで考

えているところです。ただ、食品製造業である以上、食の安全は大前提だと思ってお

りますので、その部分については、しっかりいろいろな場を通じて、特に農家が少し

こうやる場合というのは、非常に規模も小さいという部分もございますので、意をと

めていかなければいけないというふうには思っております。 

 ２点目について、県の交付金の考え方です。ご案内のとおり、より現場に密着した

県のほうが、より効率的な審査もできるだろうし、また案件発掘というふうな形でも、

より効果的なものができるのではないかというふうに考えております。 

 ただ、全てを県にお任せするということではなく、法律上、農林水産大臣がこの

前提となる認定もいたしますので、農林水産省の出先であります地域センターと特

に県の担当者が連携をとって、事業者を支えていくということが非常に重要だと思

っておりますし、これがうまくいくかということについては、その連携が、いかに

とれるかということがポイントだと思っておりまして、そこをしっかり頑張ってい

きたいとは思っております。 

伊永委員：国民の目線から見た場合、今までのご答弁は必ずしも喜べない。なぜかというと、

食品の価格が上がるような前提が、どうしても含まれている。このプログラムは今年
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で終わるわけですから、今後ぜひお考えいただきたいのは、イノベーションという言

葉も出ておりましたが、私、冒頭に申し上げましたように、新しい農産物をイノベー

ションして、これを新たにつくって、それが６次産業化になっていく。それで、20兆

円出るかどうかは別として、やはりそこにむしろ力を注いでいただくほうが、筋がよ

くなるんじゃないかと思いますので、ぜひご検討いただきたいんです。 

大角課長：食品の価格が上がるというふうなことを目的にしているわけではなくて、あくまで

消費者ニーズに応えるというふうな中でやっていきたいというふうなことです。 

 ２点目、新しい農産物を巻き込むような、まさに御指摘なとおりだとも思います。

６次産業化の取り組みというのは多様です。そういった先生御指摘のような取り組み

がふえていくように、やはり努力していく必要は当然あるというふうに思います。あ

りがとうございます。 

吉田委員：そうですね。今のに少しかぶるんですが、今、６次産業化のコンセプトをずっと答

えられているんですが、ここに対して問題があるとは思わないんです。だから、そこ

は別にいい。 

 さっきから問題になっているのは、やはり昔、僕らが若いころは、行政の一つの

原則に、資産形成には、基本的には補助金は入れない。要するに、事業投資対象に

対して、資産形成するものについては、補助金という事業はとらないというのは、

昔、僕より年上の行政マンだったら習っているはずなんです。それが、いつのころ

からかオーケーになっちゃったというところが１つあって、先ほど話は聞いていて

も、イノベーションがあれば、民間の投資機関からすれば、イノベーションあると

ころで投資したがるんです。イノベーションがあるんなら絶対投資できますから、

逆に補助金は要らないという世界になるはずなんです。だから、もう一つは、付加

価値を上げるとさんざんおっしゃっていますけれども、結構リスクとコストがふえ

るわけですよね。 

 特に、もっと具体的な話に落とし込みますと、私どものところに相談が多いです。

この事業で補助金はもらってやっちゃった人、それから、今、事業申請しようとし

ている方から相談が多いです。我々も、民間企業なので、できるだけ連携して皆さ

んと進めている、６次産業化に寄与したいと思ってやっているんですが、なかなか

いい事業がない。やってしまったものの、運用の経営意識がないんです。例えば、

加工工場はつくったけれども、食品衛生管理上、どう見てもこれはやばいだろうと
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いうような運用しかできていないとか、非常に基本になる経営スキルがまだ高まっ

ていないのに、この事業に乗っちゃったという場合なんかも結構見かけるものです

から、そういいながらやはり補助金制度というのは、そう幾ら皆さんが審査のとこ

ろで頑張っていったとしても、どうしてもモチベーションとしては安易なところで

なってしまう。できれば補助金をもし僕は是としませんけれども、是とするという

意見もあるならば、補助金なしで黒字になる。だけれども、公益的に補助金は入れ

る必要があるというぐらいの説明ができたらやってもいいと思うんです。 

 だから、事業ですから、補助金でやったほうは、それで終わりかもしれないけれ

ども、補助金はもらって事業に打ち出たものは、永遠にリスク負っていくわけです

よ。いろいろな人を巻き込んじゃうことになりますので、そこのリスクマネジメン

トが十分できない状況で、事業に進出するのに、逆にブレーキをかけるような制度

保証が、セーフティーネットがないといけないだろう。だから、補助金を出すんな

ら、補助金なしでも黒字になるけれども、補助金は出す意味があるんだというぐら

いのことを言えればいいと思うんですよね。そこら辺は、答えはいいですけれども、

できるだけ資産形成に補助金という手法はとらないで、この６次産業化の趣旨を促

進していくような方向は考えていただきたい。 

大角課長：ありがとうございました。最後に１つだけ、あくまでもこの６次化、バリューチェ

ーンをつなぎ、イノベーションを起こすんだ、そういうための裾野を広げる、チャン

スを広げる、そのための補助だということだけは申し上げておきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

太田委員：農家の所得なり雇用なりをつくるというのは、政策目標として必ずしも悪くないと

思うんですが、この投資とか資源配分をゆがめる形で、それをするぐらいならば、直

接、現金を配ったほうがましだろうと思います。これは、ほかのところのうまくいっ

ていたビジネスを潰すことにもなりますし、価値を生み出さないビジネスもつくり出

すことにもなるので、二村先生から、資源、公平の観点も大事だというのはおっしゃ

るとおりなんですが、資源配分をゆがめる形で、公平性を追求するのは、手段として

非常にまずいと思います。補助金を出す意義は、今のところ聞いた感じでは、私には

よくわからなかったということです。 

佐竹課長：私どもとして、もし補助金がなしで、この世の中が、世の中みんなで６次産業化が

進んで、今現状であるのであれば、その必要性、どうしても出したいというふうなわ
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けではなくて、現状を申し上げますと、どうしてもその補助金を使うことにより、ハ

ードルを下げる効果というものはやはり大きいものだと、現状においてはと思ってお

ります。 

 23年に法律があって、国として６次化を進めていくんだという施策は明確にし、

ハード事業があるというふうな中で、件数も、200件から２年間で1,300上がりの意

欲が出てきているというふうなことというのは、そういった効果、大きな効果だと

も思っておりますので、その点、また行政、県とか市町村とかの折に応援しようと

いう声も非常に出てきておりますので、そういった効果も、考慮に入れていただけ

れば非常にありがたいというふうには思います。 

 以上です。 

後藤審議官：それでは、評価結果がまとまっておりますので、結果の報告取りまとめ案につき

まして、沖本委員からお願いいたします。 

沖本委員：６次産業化整備支援事業の評価結果については、「事業内容の改善」が１名、「事

業全体の抜本的改善」が５名という結果になりました。この公開プロセスの結果とし

ては、「事業全体の抜本的改善」としたいと思います。その中で、「事業全体の抜本

的改善」を選択した委員５名からは、資産形成を伴う投資事業に、補助金支援を行う

ことは避けるべき、ファンド制度ができた以上、補助金制度を廃止すべき、ファンド

による持ち分の出資、融資によって、黒字化が見込めるものを支援すればよいとのコ

メントは複数の委員からいただきました。これ以外では、類似商品がある中での販売

価格の上昇を国民は望まないので、このままなら廃止すべき、今後は新しい１次農産

物のイノベーションから起こすような６次産業化へ政策転換すべき、次に地域資源の

活用という視点であれば、国の事業として行う必要性が見出しがたい。仮にやるとし

ても、地方自治体レベルで細やかな対応をしたほうがよい。審査基準を明確化、厳格

化し、ＰＤＣＡを確立すべきという意見はいただきました。 

 なお、事業内容の改善を選択した委員が１名おられ、地方経済の活性化が大きな目

標として存在していると思う。審査の方法に効率性の視点がないのではないかという

意見もいただきました。この取りまとめ案について、何かご意見はありますでしょう

か。最終的な６次産業化整備支援事業の評価結果は、「事業全体の抜本的改善」とさ

せていただきます。本取りまとめ結果を尊重し、予算要求等に向けた検討をしていた

だきたいと思います。どうもありがとうございました。 
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後藤審議官：以上で、この事業につきまして、議論を終了いたします。ありがとうございまし

た。 

 

以上 


