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食料・農業・農村政策審議会 企画部会 地方意見交換会（北海道ブロック）議事概要 

 

１ 開催日時：平成 27 年 1 月 23 日（金）13:00～15:45 

２ 開催場所：札幌市 ホテルモントレ エーデルホフ札幌 13 階ヴェルヴェデーレ 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：渡邊 勝美氏 ＪＡめまんべつ代表理事組合長（網走郡 大空町） 

農業者：東出 敏幸氏 東出農園(株)代表取締役（樺戸郡 月形町） 

消費者：橋本 智子氏 一般社団法人北海道消費者協会会長（札幌市） 

実需者：西山 隆司氏 西山製麺代表取締役社長（札幌市） 

自治体：浜田 哲氏  美瑛町長（上川郡美瑛町） 

 ② 企画部会委員：中嶋部会長(座長)、藤井(雄)委員、三石委員、山口委員 

  ③ 事務局：大臣官房政策課 平山調査官、食料安全保障課 中島食料安全保障専門官、消

費・安全局表示・規格課 相本課長、農林水産技術会議事務局国際研究課 髙

野研究専門職 

北海道農政事務所 武石所長、中山農政推進部長 

 ④ 一般傍聴者：約 60 名 

 

 

４ 地域の有識者の意見・要望 

【ＪＡめまんべつ 渡邊氏】 

○ 今回の策定にあって、担い手の方が、将来への希望が持てるような農業施策の

中長期的な展望を是非確立していただきたい。 

○ 食料自給率に関して、国が国民に示す国内食料供給の重要な施策目標なので、

国内農業生産の増大による食料自給率の目標達成に向けて、都道府県別・作物別

に生産目標の設定などをお願いしたい。 

○ 生産・供給面の取引目標を共有し実践するために環境整備を行ってもらいたい

と思っており、食料自給率を上げるための具体的な対策、作物を増やしていくた

めの目標を合わせて設定していただきたい。 

○ 食料自給力の指標化について、国民に分かりやすい指標として設定を出してい

ただきたい。 

○ 地方の人口減少の関係について、農村地域コミュニティの維持や食料自給力の

指標化の観点から基幹的農業従事者・販売農家・集落営農・農業法人などの農業

の担い手について、数値目標・展望を明確に示していただきたい。 

  北海道は府県と異なり、畑作農家でも、30 町、40 町規模の経営体になっている

ところであり、これは、規模拡大による生産性の向上を追求してきた結果。今後

も安易に規模拡大を続けていくとなれば、農家が減り、農村の賑わいを失うこと

になると危惧されるので、規模拡大がもたらす懸念についても、十分に考慮して

いただきたい。 

○ 経営の規模の要件だけでなく、拠出金を伴う国の施策、農業共済の加入、需給

調整の参加などに取り組む主業的経営体を農業の担い手として明確化していただ

きたい。 
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【東出農園 東出氏】 

○ 担い手として、米価下落・生産調整・ＴＰＰの影響で先行きが見通せない不安

感から、今後の経営展望が描けないため投資もできず農業から離れる人が出てき

ている。私が就農してからも、度重なる農政の転換が起き、農業政策が非常に不

安定な状況が続いているので、今後安定して希望を持てるように作業効率の向上、

コスト削減、担い手対策、需給対策を推進していただきたい。 

○ 農業のさらなる発展のために、用排水を含めた基盤整備、フォアス、ＲＴＫ－

ＧＰＳなどの整備が経営力に左右されず、誰にでも導入できる環境を整えること

が必要だと考える。また、政策支援の基準について基本的に全国統一で実施され、

地域の特色、経営形態の条件が異なるため利用できない事業が多々ある（例えば、

機械導入支援の場合、複数戸の農業者で取り組まなければならない）ため、支援

を受けづらいのが実態。 

○ 地域農業を維持するには農業人口の維持、労働力の確保が必要となるが、現状

では後継者のいない高齢者や厳しい経営状態の新規就農者もおり、近い将来、さ

らなる農家人口の減少、地域の衰退が予想される。農家子弟が後継ぎしない理由

の把握とその対策、新規就農者の定着に向けた技術や経営支援、北海道の現状に

合った通年雇用の確立、短期雇用労働力確保対策が必要と考える。 

○ 飼料用米については、空知では施設が整備されておらず、また、優良品種がな

いため取り組みづらい状況。飼料用米は、自給対策に取り組むならば新たな設備

投資や流通コストの増加、種子の開発、確保の支援、そして、長期的に安定して

生産していくために、今回の基本計画に飼料用米の生産拡大の目標や実現するた

めの施策の継続について明記させることが必要だと考える。 

○ いい米を作り、付加価値を付け、高価格で販売することも必要だが、安定性に

不安があるため生産調整に基づく作付調整やホクレンによる集荷販売体制も必要

だと思う。国による生産調整により、米価が安定し、農家経営の安定につながる

と思う。過剰作付対策・生産調整等は、食糧法に基づき、引き続き国が主導して

需給対策をとっていく必要があると考える。 

 

【北海道消費者協会 橋本氏】 

○ 食料の安定確保について、現在、新興国の食料需要の増加によって、水産物の

中には、既に買い負けをしていて、日本が買えない状況もあると聞いている。ま

た、農産物が、食料ではなくてバイオ燃料の原料となるといったような事情、異

常気象の影響による農業生産の減少等、食料需給問題が世界規模で深刻化してお

り、今後、世界の食料需給問題がさらに悪化して、安定した食料供給に支障が出

る可能性が非常に高くなることを懸念している。 

○ 国内的にも、局地的豪雨多発など異常気象による災害、地震等の農業・農村被

害というものは、国内の食料生産量に大きな影響を与える。こうした事態に対し

て、国民が安心できるように、食料自給率を現状の 39％から 50％に引き上げると

いう目標は非常にいいことだと思うが、さらに高い自給率を目標として、今後考

えていっていただきたい。 

○ 食料自給力について、緊急時にそういった食料自給力があるんだということは、

消費者にとっては非常に安心できるものだというふうには考えているが、現実と



3 

 

 

切り離された一定の前提下で試算するということで、根拠が分からない。また、

消費者にはよく分からない指標であると思う。 

○ 食料自給力について、出すことは非常に重要なことであるが、食料自給力の指

標が一人歩きして、「大丈夫なんだ」というような、数字として使われることを

危惧している。 

○ 安全・安心な食料の供給について、ＢＳＥの検査基準の緩和、アレルギー表示、

加工食品の原料原産地表示、遺伝子組み換え表示などの食品表示、また、食品添

加物や残留農薬の食品安全基準など、消費者にとって見過ごすことのできない問

題での規制緩和の流れがあることに危惧している。また、ＴＰＰ交渉等において、

さらに進むのではないかと懸念している。 

○ 食料・農業・農村基本法ができた平成 11 年のときに、女性もどんどん農業委員

に入れようというときに、有識者という形で農業委員会に携わった。今回も女性

の登用というものが書かれてあり、非常にいいことだなというふうに感じている。 

 

【西山製麺 西山氏】 

○ 国内においては少子高齢化人口減少などを背景に、大きな需要を創出すること

は難しいだろうと考える。海外においては和食がユネスコ無形文化遺産に登録さ

れたことなどを背景に日本食に大きな関心と需要、そして価値が生まれている。

メイドインジャパンの日本食を海外へ輸出することが食料自給力の向上や農村の

所得倍増に大きく貢献をするものと思う。 

○ 食品産業は裾野が広く、中小企業、個人経営の会社が多く存在する。海外との

取引を拡大するにあたり、相手国の語学、法律、商習慣など専門知識を有する人

材が少なく壁になっている。国の支援が必要である。 

○ 具体的には、検疫、商流物流、関税、カントリーリスク、パートナーリスクな

どが上げられる。監督官庁がそれぞれに分散しているため、ワンストップで支援

をいただける窓口が必要である。 

 

【美瑛町長 浜田氏】 

○ 担い手をどう確保するかということについて、美瑛町には毎年、一桁から二桁

にわたってＩターン、Ｊターン、Ｕターンで、農家に入る（体験等含め）が、一

度社会人となった若い人たちを担い手として育てるための入り口をまずどう作る

かに課題が多いと思う。 

○ 農業は投資産業になっており初期投資が必要である。相当、本格的な支援に取

り組むことが必要ではないかと思う。 

○ 農家は実は技術者である。レベルの高い技術者をどう育てていくかということ、

町として施設を整備し、独自の取組をしていこうと考えているが費用がかかるの

で、支援が必要だなと思っている。 

○ 農業の基本は農地である。農地をどう維持・管理していくか、どう維持してい

くかということを真剣に地域の中で論議しているが、土壌の管理が課題となって

いる。肥料をやれば、なんでも採れるというものではなくて、本当に適切な土を

作ることが必要。そのための体制を作っていく必要がある。また、地域の取組と

して、土づくりで有機質の堆肥等を入れられるような耕畜連携のような体制を進
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めているが、このような地域の取組についても支援をいただきたい。 

○ 産地表示について、今の産地表示に一本化されたが、例えば加工品が外国から

来たら原産国表示がないとかということがある。このため、差別化ができないと

いう実情があるので、制度の改正を願っている。 

○ ６次産業化の施設投資について、我々は、農業は地域の農家のための産業では

なくて、地域の産業だという捉え方をしている。企業そして地域そして農家の方

々が一体となってやれるような地域独自の投資について融通の利く支援、制度を

準備していただければと思う。 

 

 

５ 意見交換概要 

【山口委員】 

○ 渡邊さん、東出さん関連で、他の地域でも共通の悩みである、後継者確保や事

業拡大のための雇用の確保といった人材問題をそれぞれみなさん抱えられてお

り、それをどう確保するのかが共通した問題。人材のソースで考えてみると、地

元の若者に加え、都市の若者、都市のシニアが大きなソースではないかというこ

とがいろんなところで議論になっている。地元の若者の定着や後継者に育つため

の施策をみなさんと検討しながら、できるだけ実践をしていくということが非常

に大事ではないかと思う。 

○ ヨーロッパ、特にドイツあたりでデュアルシステムという制度がかなり実践さ

れているようである、つまり地元の企業体、あるいは、そういう事業をやってい

るところと、人材を送り出す教育機関が連携をし、学生たちが現場でいろいろな

職業教育を学生の間に勉強するシステムが深く行われているようである。地元の

職業高校あるいは工業高専あるいは大学といったところと農業経営体が一つ二つ

の試みとして行うのではなくて、地域全体、国全体で仕組みとして取り組めば、

人材不足の解決策の一施策になるんではないかと思うが、これについてどうお考

えかを聞きたい。 

○ 橋本さんの方から自給力のご質問等があったが、企画部会のなかでも、現実と

随分遠いんじゃないのという論議が行われており、これからどういう煮詰め方に

するか、方向付けをするか、あるいは出し方をするかというような議論が行われ

る。 

○ 自給力が問題になるときというのは、食料が不足をする事態が起きるときであ

るので、そのときは必ず、生産面でどれだけのものができるかということと同時

に、それが適正な価格の範囲で供給されるということが大事であり、農水省で検

討もされているようであるが、大事なこととして、流通段階や消費者自身がそう

いうときに無駄に抱え込まない、あるいは、この際だ、儲けようなんていう行動

をおこさない、そういうことがしっかりと共有されることが、社会全体として大

事。オイルショックのときのあのトイレットペーパーなんていうのは、まさに、

典型だったわけで、日本社会は特にその傾向があると私は考えるべきだと思って

いる。 

○ 西山さんへの質問として、ブランドに関して、西山というブランドと札幌とい

うブランドがあるが、農水省でも検討している地理的表示の制度についてどんな
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ふうに考えているのか。 

○ 町長さんにお伺いしたいこととして、今、観光庁の方で一地域の観光のＰＲで

はなくて、地域連携をして、ひとつのテーマを基に動くということを本格的にや

りはじめようとしている。紹介のあった「美しい村」の取組は、まさにそれにあ

たる。地域連携を観光の大きなテーマ作りに関して、経験からの助言を頂きたい。 

 

【ＪＡめまんべつ 渡邊氏】 

○ 地域の後継者、雇用等々については地域全体の問題ではないかと思っている。 

○ 各機関との連携について、オホーツク管内では、振興局、14 のＪＡ等でオホー

ツク財団というものを作っており、その中で、それぞれの大学、行政、団体の中

で、それぞれいろんなかたちでの農産物の販売、会社等々で生産している物を有

機的に結び付けて有利に販売する方法等を今検討中である。 

○ 一般の企業もある程度発展してくれないと人口が減るが、我々の地区は非常に

交通も整備が遅れているということで、札幌に出るにしても東京に出るにしても

非常に時間がかかる。そのなかで農業生産したものが有効に運べないというよう

な状況にもある。 

○ 公共事業に頼ってきた地域であるため、公共事業が減ると土建業界、商店街が

だんだん疲弊していく。昨年は東北の復興、オリンピック関係等で景気が良くな

ったと言われるが、地方は景気が回復せず疲弊したままで、輸送繁忙期にはてん

菜を運ぶ車が十分に確保できなくなった。経済がうまく回っていないと、いろん

な歪みがでてくる。 

○ ヘルパー等々について我々農業団体では２～３農協が集まり雇用している。ヘ

ルパー等々の雇用の確保については民間の協力を得ながら管内全体でやっていっ

た方が有効的になるのでないかというような考えを持っている。 

○ 今まで単協でいろんなことをやってきたが、農産物の販売に関しても広域でで

きるものは広域の中で取り組み、安定的に供給していくということを含めて考え

ていかないと、難しいと思う。 

 

【東出農園 東出氏】 

○ 後継者、そして担い手・労働力の確保の問題、これは私たち青年部の中でもよ

く話がでている。まず後継者対策としては、今の農業情勢、ＴＰＰなどの影響に

よる不安の中、親、子供に継げない人が身近にいるという話はよく聞く。 

○ 労働力の問題について、北海道の冬季間の作業が少ない状態であるため、通年

雇用がし難く、労働条件がサラリーマンと違って、農繁期は朝早くから夜遅くま

でやる。このような条件では希望者が少ないと感じている。常勤の社員を雇用す

るため、いろいろハローワークに登録したが、結果３年の間に応募がなかった。

ハローワークからもあまり農家へ就農希望する人は少ないという返事もあった。 

○ 常時雇用においては、私たちは、即戦力の人材を求める傾向あり、重機やトラ

クター、これの運転での作物の生産や作業や状況判断ができる人をついつい求め

てしまう傾向があるが、条件に合う人が少ない。経験の少ない人を育成するには、

コストも時間もかかってしまうので経営に余裕がないと人材への投資を行うこと

ができない。 
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○ 短期労働力についても、昔から来ていただいているパートさんがいたが、高齢

のため引退したため、後継者を探したがなかなか農繁期、短期雇用のため個人で

見つけることが難しく、人材派遣に頼んだが、やっぱり仕事に慣れない人が多い

ため作業効率が悪い。短期の雇用のため、育成することもできない。 

○ 農繁期には人を集めるので、その時期には本当に人がいない。人材派遣に頼ん

でも、コストが高くなって経営を圧迫する。 

○ 表現が悪いかもしれないが、ニートの方に月形の方に来ていただいて、農業を

やっていただいている。やっぱり（家の）中にいるより、一緒に農作業した方が

気分がよくなるということで、そういった雇用対策も今やっている状況。 

 

【北海道消費者協会 橋本氏】 

○ 消費者の買占めという、こういった行動も、消費者教育という所が非常に大切

になると思う。 

○ 買占めについて、平成５年に北海道で米が取れないということがあった。その

ときにタイ米とかの輸入米を充てたことがあったが、流通業界の中には米が滞っ

ていたということがあった。 

  これも、一種の自給力なのかというふうにも思う。流通に携わっている方も消

費者なので、そういった意味で小さいときから消費者教育ということをきちんと

していかなければいけないと感じている。 

○ 適正な価格ということについて、これは危機のときだけではなく、平常時でも

やはりフェアトレードというのは非常に大事な考え方である。これも消費者教育

に関わると思うが、たとえ、そこでの価格が高かったとしても、フードマイレー

ジ等の環境負荷を考えての適正な価格で買った方が良い。環境に配慮した形の消

費者行動もやっていかなければ、いけないなと思っている。 

 

【西山製麺 西山氏】 

○ 海外では日本食の多くが現地調達の食材を使い提供されている。ラーメンもし

かりである。 

○ 現地お客様からの要望として、メイドインジャパンの素材を使っていることを

証明する「ジャパンブランド」。ステッカーを望んでいる。日本国政府の文字を

入れていただけるとさらに効果がある。海外の日本料理店は店舗の入り口に様々

な推奨ステッカーが貼られている。ラーメン店もしかりである。誰が認定してマ

ークを発行するのか発行後適切に管理運用されているのかなど、解決しなければ

ならない部分は多いが、是非実現してもらいたい。 

○ アジアでは北海道、欧米では札幌の知名度が高い、大きな価値があると感じる。

北海道ブランド、札幌ブランドをさらに価値あるものにするため、日本国の名称

が必要と思う。 

 

【山口委員】 

○ 今、地理的表示の制度化の中では、国としてもその合格したものについて、そ

ういう共通のマークを検討しているようなので、それに対する答えになるような

気がする。 
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【西山製麺 西山氏】 

○ 海外へ行くと、アジアでは北海道ブランド。欧米は札幌ブランドが強い。さら

に日本ブランドがそのベースにあるので、これに認定制度があればうれしいなと

思っている。 

 

【美瑛町長 浜田氏】 

○ 「美しい村」のテーマということについて、この美しい村連合に参加するため

には、実は審査を通る必要がある。大学の先生、企業のＯＢとか、カルビーの松

尾元社長さんですとか、そういう方々が審査員となって地域を審査して受け入れ

ている。始まりは地域連携ということからである。美瑛は富良野・美瑛という日

本の観光圏の中でもＴＯＰ３の観光圏をもっているが、地域の中だけの連携より

も、もっともっと情報発信力を上げるためにということで行動している。 

○ 市町村合併があったときに、小さな町や村は我々に役割はないのか、我々がこ

れまで培ってきたものに価値はないのかという自問があったと思うが、我々の今

まで持ってきた資源、その資源を磨き上げる、また、美しい地域作りをすること

によって、そこから情報発信をしていくということをテーマとして持っている。 

○ もう一つとして、ツーリズムである。これから国際化が進めば、今までのよう

な国内の観光客をただ１日、２日と受け入れる形よりも、ツーリズムという形が

できてくると思う。そうなれば海外の方も長い期間来る。そして我々がそういう

海外との連携の中で拠点を作っていく、また、世界に対する情報発信もできると

いった取組、形を目的としている。 

○ 「美しい村」の取組をやったとき、企業と共存の取組として始めた。縦軸の関

係としての国、政府と地方に対して、横軸をどう作ろうかと考え、企業と地域が

連携して何ができるかということについて共通の価値を作っていこうということ

で取り組んだ。 

○ 東京の大きな商社等の企業でも地域の資源を使って加工に取り組んで、それを

地域の産物として地域側から発信する取組をしており、企業は取組に対して支援

のお金を作っていただいている。東京にある企業が美瑛に現地企業を作り、美瑛

の牛乳や農産物を自分たちの生産ラインに入れていくというような形ができるこ

とによって、東京に企業があることがステータスだった時代から、本当に価値の

ある田舎に企業があることがステータスになる時代が来るかもしれないと思いな

がら取り組んでいる。 

 

【三石委員】 

○ 渡邊さんの地域においては、地域で最大の産業が農業であって、農業の将来が

地域のビジョンそのものだと思う。企画部会の中でもキャリアパスの話が相当議

論された。新規就農して、これから５年、10 年、20 年後にどのようになるかのイ

メージが持てないから就農しにくいのではないかとの話。それともう一点、浜田

町長さんが言われた、例えば初期投資がすごいとか、研修施設がないとか、プロ

グラムがないとか、いろいろな問題が出てくると思う。渡邊さんのところでは、

若い人で農業をやってみたい。あるいは中堅で戻ってきて農業をやりたいという
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人にどのくらいの時間をかければ、こういった形になるというようなイメージが

あれば教えていただきたい。 

○ 東出さんの、天候、労働力に左右されず誰でもできる農業を目指していくとい

う目標を掲げ、取り組まれていることに敬意を表する。取り組み事例に関係して、

日本社会が人口減少社会になって社会の仕組み自体が大きく変わっていく中で、

使いにくい制度、あるいは、制度はあるが現実に使えない例など、実態に合った

形に変えていきたい制度、というものがあれば具体的な事例を教えていただきた

い。 

○ 橋本さんに２つ質問をしたい。まず、食料・農業・農村に対する基本計画の、

例えば現行の基本計画の説明について、消費者の視点から勉強する機会や理解す

る機会が今まで十分にあったかどうかについてお聞きしたい。 

○ 二点目は、女性の視点から見て、食料・農業・農村一般、全体の中で、まだま

だこの分野には女性が全然入ってない、この分野にはもっと女性の視点を入れる

べきだといわれる分野があれば、教えていただきたい。 

○ 西山さんの、具体的にはラーメンという食品の輸出、農産物の輸出については

誰もが関心を持っているし、国としても輸出を拡散・促進しようとしている。各

国ごとに、いろいろなカントリーリスクや法的なものがあると思うが、輸出をし

ようというときにリスクテイクは行うが、リスクヘッジやリスクを回避すること

に対して、我々はあまり議論をしていな、という気がする。西山製麺さんでは、

どのようにしてそのリスクを回避しているのかということと、自分の農産物を輸

出したいと考える方に対して、これとこれだけは抑えておかなければいけないと

いうようなことについて、アドバイスをいただきたい。 

○ 浜田町長への質問として、今までいろいろなところで話をお聞きしてきて、行

政の市長の方が出席され、「もう少し我々に権限をくれ」、「もう少し我々に融

通を利かせてくれ」と、よく言われるが、食料・農業・農村に関するものの中の

具体的にこの部分はもう私たちがやりたい、この部分は私たちに任せてくれとい

うようなものが、我々にもわかるような形で有れば教えていただきたい。 

○ 皆さん全員に率直な印象論でかまわないと思うのですが、食料自給力は食料自

給率に対して分かりにくいか。まだ、分かりにくいというのであれば、ここは、

もっとこう言えとか、あるいはこのように説明しろというものがあれば、アドバ

イスをいただきたい。 

 

【ＪＡめまんべつ 渡邊氏】 

○ 新規就農の関係について、私の農協だけを言えば後継者は十分にいるというの

が実態である。面積的に家族経営で 40 町から 50 町が適当ではないかということ

で考えれば、そのレベルには到達していないので、後継者が不足しているという

ことではない。ただし、管内、全道で見ると、地域によって新規就農を入れてい

かなければ、農業経営体がやっていけないという状況にある所もある。 

○ また、そういった所は農協が耕作地、牛舎等を一旦引き受けて、そこにヘルパ

ーを入れたり、それから新規就農をできる人を入れたりということで、継続する

ような方向でやっている。新規就農の要件もある程度緩和されているが、所得の

部分については 250 万円となっており、それを越えるような部分についての助成
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ができなくなっているという仕組がある。資本を返済しながら、かつ利益を出し

ていかなければならないことを考えていかないといけない。それ相当の国からの

支援等々がなければ難しいと思う。 

○ 自給力について、何かあったときにこういうことをやれば自給できるとの説明

があったが、自給率を 39％から 40％や 41％に上げていく。あるいは目標を 50％

にするといった方が分かりやすいのではないか。 

 

【東出農園 東出氏】 

○ 使いにくい制度について、政策支援の基準である。機械導入支援の場合、北海

道の営農面積は 50ha を超えるため、機械の最大利用効率が政策の目指す姿を実践

している。それでも複数での利用となるため支援を受けづらいというのが現状。

集落営農と法人・個人が自由に使える施設や機械補助そういったものがやはり地

域の特色や経営形態に合わせて必要になってくると思う。 

○ 変えていきたい制度に関しては、まずナラシ対策。昨年米価が下がった。収量

はあったが、未熟米が非常に多かった。ナラシ対策についての問題点は、これま

での要請等により大分解消されたと言う話も聞いているが、今後、米価が下がっ

ていくと基準価格も下がり、補填価格が下がってしまうので、意味がなくなって

しまうのではないか。米麦の補填金の仕組みについては良かったが、自分たちで

金を出していなかったことが悪かったと思う。ナラシと同じような金額を拠出し、

米だけで実施してもらえれば状況が少し変わっていけると思う。 

○ 生産調整の見直しについて、今後見直すという形ではあるが、米価を維持する

ためには、過剰作付対策をどこかが、しっかりと管理をして調整していかなけれ

ば、現状の過剰作付対策は上手くいかないと思う。現場サイドでは生産調整がな

くなくなった場合、本当に米を作っていけるのかといった問題がよく出ている。

引き続き生産調整、需給対策を国が指導してやっていただきたい。 

○ 食料自給力について。食料自給力算定の基となっているデータ、これが本当に

机上の空論。本当に実現できるのかというのが正直な意見。数字だけが一人歩き

してしまった場合、消費者や国民が自給力があるから大丈夫という誤解をしてし

まうのではないかという心配がある。食料自給率を 45％ぐらいにして、年間 0.6

％ずつこれをどうやって伸ばすのか。現場サイド主導で政策とすりあわせていっ

た方が良いのではないか。食料自給率自体が下がってしまって問題になるのは私

たちだけじゃなくて国民のみんなになると思う。自国の食料自給率が下がって安

定供給できない。国民に供給できないでは不安になると思うので、不安を払拭す

るためにも食料自給率はしっかりと上げていっていただきたいと思う。 

 

【北海道消費者協会 橋本氏】 

○ 基本計画の説明会について、今日の参加者を見ても女性がほとんどいないとい

うところから、周知が足りないのではないかと感じる。消費者団体は女性が多い

ので、消費者に広報がされたのかどうかという感じがある。食料・農業・農村基

本法というものが、消費者にも非常に関係があるんだということを、農林水産省

の方でも宣伝していただきたい。反省として、日本の農業がどういうふうになる

のかということを消費者はもっと知らなければいけないということを広報してい
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くのが我々消費者団体の役目と改めて感じた。 

○ 女性の視点が入る分野と言うことについて、まさに農業政策とか農業経営に携

わっている女性があまりいない。周りでは６次産業とかファームインみたいなと

ころでは、女性の活躍が非常に目にとまるが、実際にその方が農業経営をしてい

るか、どこまで参画できているかというのは見えない。農業経営、農家の経営自

体、それから農業政策の決定場面に、もう少し女性の視点が必要ではないかと思

う。 

○ 食料自給力について、食料自給力よりも食料自給率を上げるのが大事だと思う。

食料自給力というと、何かできますよというふうに一般の人は考えてしまう。農

林水産省のホームページ等で輸入が止まったときには、こういう食料事情になる

というところを見て、それを再現した方がいるが、そのような事態のときの自給

力なのかなと思う。 

 同じ所で何年も同じ物を作れないということで輪作を図っていると聞いている

が、そういったものを総合的に考えたとき、単純に農地があるから大丈夫という

のは、農業の素人にはとっても疑問が残る。小さいとき、自分で農業をやったと

いう人は、ある程度農業技術を持っているかもしれないが、農業技術も非常に大

きな要因で一年目でなかなか思ったような作物ができないというようなお話を聞

くと、農業をする人が確保できたから大丈夫とは思えない。食料自給力の指標を

どう出すかについて不安に思う。 

 

【西山製麺 西山氏】 

○ 海外でメイドインジャパンの自社製品を販売したいと思う方の多くは、プロダ

クトアウトの発想でスタートする方が多い、物流はどうしよう、商流はどうしよ

うかから始められる。誰が買ってくれるんですかが後になっているような気がす

る。 

○ 私どもは、マーケットインの発想で組み立てている。まずはラーメン店をやっ

てみたいという方から弊社に問合せや引き合いが来るような仕組みを作ってい

る。弊社では、めん、たれの供給だけでなく、調理指導など開業支援も行ってい

る。ラーメン店を始めたいという方には弊社に来てもらい、札幌ラーメンの食文

化に触れてもらう。そのあとは弊社からお客様のところへ出向き、味が決まり、

開店の目処がついたところで、物流と商流を決める。海外でラーメン店を出した

いという方の多くは、既に居酒屋や寿司店などをされており、日本との間に物流

や商流があり、そのラインを使わせてもらう。ＥＵ域内については、一昨年現地

法人を設立しラーメンの食材をストックして、弊社の現地倉庫から各国へ食材の

供給をしている。 

○ 先日、アフリカの某国から私の店でラーメンを出したい、との引き合いがあっ

た。日本との間には食品分野での物流や商流はない。お客様の店では既に日本食

を提供している。スペインから独立した国ということでスペインとの結びつきが

大きい。スペインまで届けてもらえば、あとは私が手配するので大丈夫とのこと。

このような話は、日本で考えても無理なことで、マーケットイン発想で解決する

事例であった。 

○ 自給力＝どれだけ供給能力があるのかということの指標は是非取り組んでいた
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だきたいと思う。自給力＝食料の安全保障ということになると思う。 

  ところで、自給力の計算方法には国際基準があるのか。 

 

【農林水産省食料安全保障課 中島専門官】 

○ 自給率についてはＦＡＯで計算方法のガイドラインが示されているが、自給力

については、そういった国際機関で示しているものはない。資料にあるとおりイ

ギリスで試算されていることは承知している。 

 

【美瑛町長 浜田氏】 

○ 地域行政として、農業の計画、食料・農業・農村基本計画等にどのような考え

を持っているかについて、 基本的に直接農業を行っている方々は民間で自分の農

地で行っているが、この分野に地域行政がどのように係わるか非常に難しい面が

ある。農業委員会の制度とかいろいろな論議あるが、町が本当に農業委員会や農

協も含めて、組織と一体となって地域経営ができる。そして農業戦略が作ってい

ける。そういう方向性でできるような改革にしていかないといけない。例えば、

農業委員会が要らないとか、農協がこうあったら良いとか、単独の組織だけをい

じっても結局は農業の発展ということにはつながらないと思っている。 

○ 町長として何かあるかと言えば、土地利用の関係で町をこういうふうな形で将

来に向かって作っていきたいと思うときに、農地の部分をどのような形で転用を

含めて計画を作っていけるかに、町村長が係わっていく仕組みが必要ではないか

なと思う。 

○ 農業者のことについて、農家というのは本当に技術屋だと思っている。技術が

身につけば身につくほど生産性は上がり、土地の活用方法も変わってくる。そう

いう意味で、農家の所得倍増とかということよりも、農家の方々をどうやって技

術者として位置付けるか、彼らの職場の重要性の位置付けや日本の中の農業をど

う確立していくかということが必要だと思う。農家も技術者を育てる確固たる職

場に位置付けすることで、初めて農家のステータス感が認められ、そして待遇の

改善とかの目標ができると思う。今だと、農家に入ってしまえば、後は、何処の

大学を出ても、何をしてもただの農家である。農家というものは、実際に国の根

底を支える産業なんだという部分をしっかり位置付ける制度を望んでいる。 

 

【藤井委員】 

○ 渡邊さんに関して、今、団体再編に関してかなり世間では騒がれているが、こ

の基本法の中では少ない分量で中央会等について書いてある。実際に農協の組合

長として中央会について、どのようにこの団体再編について考えているか教えて

ほしい。 

○ 東出さんに関して、飼料用米については畜産部会等の中でも非常に期待されて

いるところであるが、北海道では酪農等での飼料用米の利用が非常に難しいとい

うような現状がある。現状として、飼料用米を作ろうというふうに考えている方

が周辺にいるのか、そしてまた、それを使いたいという方がどれくらいいるのか

知りたい。また、施設、流通の問題があるが、そこが整備されたら果たしてうま

くいくのかどうか、そのあたりの見込みを作り手側として考えられているのかお
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聞きしたい。 

○ 橋本さんに関して、私の牧場では農場ＨＡＣＣＰという認証制度を取得した。

６次産業化もそうであるが、どうしても農水省主導で動くと、プロダクトアウト、

どうしても作り手側に寄った提供となり販売に困る。実際に消費者の方によく知

ってもらうにはどうしたらいいか、これについて何か御見識を教えていただきた

いと思う。 

○ 西山さんに関して、日本の食を海外に広めていただき、また日本の食材を持っ

ていってもらうことに我々農業者としては大きな期待がある。まず、農水省でも

ＪＥＴＲＯ等と連携してワンストップのサービスが作られているかと思うが、そ

のあたりが実際は機能していないのか、どこまでやれば良いのかとかについてお

聞きしたい。農水省の方からも、海外への輸出に関する今の対応について説明い

ただきたい。また、円安の影響で、売上げが伸びる余地が増えたとか、利益とか

の影響についてお聞きしたい。 

○ 浜田さんに関して、人の問題について実際に技術教育の施設等ができた場合に、

どのように具体的な運営をされるのか、今、青写真があるのであれば、それにつ

いてお聞きしたい。 

 

【ＪＡめまんべつ 渡邊氏】 

○ 団体再編について、今騒がれているのは中央会の監査機能の問題、それから連

合会等々の株式会社化の問題等々、いろいろな話題があるが、中央会ができたの

は、昭和 22 年に農協法が交付されて 23 年からであり、今まで 60 年くらいしか経

っていない。過去に労働だけの「小作」という人がいたけれども、こういった小

作に戻さないために、一つの経営体としてしっかりやっていきましょうというこ

とで、弱いものが集まって農協や連合会を作り、中央会がある。そういった中央

会の監査の部分に関しても、民間に任せたほうが良いのではないかという話、事

業監査、会計監査の両方をやって中央会が指導しすぎるから農協がそれぞれの個

性が出せないんだとの話があるが、我々農協側からすると、そこまで中央会が締

め付けているわけではないし、我々としては、自分たちで組織をしっかりやって

いくということ。 

○ 農民を守るためには、こういった組織が大事だと思う。今、再編の話が出てい

るが、過去に若林農水相が「農協はしっかり監査もやっていて、監査と指導が両

輪なので妥当だ」というような話を 2007 年にしている。まだ 10 年しか経ってい

ない状況でこの組織改革をしなければならないということについて、それが農民

のためになるんだということであるが、改革ありきで、本当に組合員のためにな

るかということには疑問がある。 

 

【東出農園 東出氏】 

○ 飼料用米について、私たちも昨年から本当に飼料用米に関しての可能性を探っ

ている。一番心配なのは出口対策。作ったはいいけど果たして本当に飼料用米を

使って牛が育つのか。これが一番疑問だったので、牛を飼育している人に聞いて

みたが、データがまだしっかり出ていないうちは、何かあってしまった場合にお

っかないから、まだちょっと使えないとのことだった。あとは、とうもろこしの
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価格より下がったら考えるということになる。 

○ 昨年、研修で東日本組合飼料に行かせてもらった。飼料を作った場合の配合比

率を確認してきたが、原料として１％ほどしかまだ使っていないのが現状で、豚、

鶏がメイン。今後は耕畜連携も合わせて、米畑酪問わずに連携していくべきと思

っているので、今後も機会あるごとに聞いていこうと思う。 

○ 作りたいかどうかということについて、私は作ってみたいと思っている。理由

としては、米・麦・大豆を作っており、畑から米に転換した場合よく穫れる。一

方で、タンパクが上がるため、主食用としては良いものにならない場合があり、

そこで飼料用米でだと量がとれるということで作ってみたい。 

○ 空知地区自体で米しか作れない産地がある。湿っていて畑ができない所で自給

対策をどうするかとなった場合、飼料米が必要になってくると思う。 

○ 渡邊さんからの質問にあった農協改革について。私たち若手青年部からもＪＡ

グループ改革プランが昨年策定され、本当に若い世代からの声をしっかり反映し

て改革をやってもらっている。中央会がなぜ必要なのかといった話は青年部の中

でもあるが、私自身が中央会と接したときに中央会職員には農家を第一に考えて

発言してもらっている。分からないことも教えてもらえるし、何よりも政策の関

係で農家のためにならないと思った場合、本当に農家よりも一生懸命に怒ってく

れているので、なぜ中央会をなくしたら農家の所得が上がるのか、ちょっと根拠

がわからないというのが正直なところ。 

 

【北海道消費者協会 橋本氏】 

○ 農場ＨＡＣＣＰについては先ほど初めて聞いた。ＨＡＣＣＰ、ＧＡＰ、ＪＡＳ、

いろいろな制度や表示がある。いろいろな制度があるということを勉強しなけれ

ば商品が買えないということは、一般消費者には異常なことなので、なるべく単

純な、「これを見れば、この製品は大丈夫という」そういう表示を作ってくれれ

ば非常に良いと思う。 

 

【西山製麺 西山氏】 

○ ＪＥＴＲＯさんについてだが、弊社のドイツ法人設立にあたっては、様々な情

報をいただいた。米国法人設立にあたっては会計士の先生も御紹介いただいた。

相手国の検疫や原材料、添加物規制の相談については、ここに訊けば詳しく教え

てくれますよと紹介してくれた。頼りになる機関である。現地で既に商売をされ

ている方も現地の状況については詳しく知っている。弊社欧州法人の取引銀行は

ドイツ銀行で、口座開設にあたり、お客様に手伝ってもらった。 

○ 円安の影響について、年々国産麦の比率が上がっているが、まだまだ海外麦の

比率が高く、円安は原材料高騰につながり、逆風である。輸出については円建て

でやっているので、大きな影響はない。 

 

【美瑛町長 浜田氏】 

○ 施設をいくつか運営しているが、一番重要な位置付けに置いているのが、行政

と農協で出資して農業振興機構という財団の組織を新しく作った。役場の職員も

農協の中に配置し、農協からも人を出している。今、人が育って十数人の職員が
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いて、農水省の農地・水や中山間とかの事業をそこで受け、町全体で対応できる

ような形をとっている。そこの中で、土づくりや人材の育成、新品種の栽培試験

とかに取り組んでいる。 

 

 

６ 閉会 

 

（以上） 


