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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（関東ブロック）議事概要 

 

１ 日 時：平成 27 年 1 月 13 日（火）13:30～16:05 

２ 場 所：さいたま市 さいたま新都心合同庁舎２号館共用大会議室 501 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：山﨑 正志氏 (有)アグリ山﨑代表取締役（茨城県坂東市） 

農業者：後藤 剛氏  ゴトウ柑橘園代表（静岡県浜松市） 

消費者：岩岡 宏保氏 埼玉県消費者団体連絡会事務局長（埼玉県さいたま市） 

実需者：倉﨑 浩氏  (株)長印常務取締役（長野県長野市） 

自治体：牧野 光朗氏 飯田市長（長野県飯田市） 

 ② 企画部会委員：中嶋部会長(座長)、伊藤委員、小林委員、藤井委員、山口委員 

 ③ 事務局：大臣官房政策課 中澤首席企画官、食料安全保障課 川合課長、消費・安全局 

道野消費者情報官、農林水産技術会議事務局研究開発官（環境）室 塩野研究

調査官 

関東農政局 末松局長、新本生産部長、羽村経営・事業支援部長、厨農村計画

部長、大田整備部長 

 ④ 一般傍聴者：約 80 名 

 

 

４ 地域の有識者の意見・要望 

【アグリ山﨑 山﨑氏】 

○ 米の生産調整という政策のもとに生産を行ってきたが、今は大変厳しい状況。 

 そういった中で６次産業化の取組という大きな柱を国が打ち出したことから、こ

れからは、作るだけではなく売ることにも重点を置きたい。しかし、農家は作る

ことは上手いが、売ることは下手である。６次産業化の推進に当たっては、売る

ということに対しても、もっと視点を置いて支援して頂きたい。 

○ 昨年度、アメリカ、バンクーバーに米を輸出した。余ったものを海外へ持って

いかなければ、いつになっても所得向上につながらない。逆に、足らないものは

輸入するというのが基本。この基本をきちんと見据えてやれば、農業問題は解決

できるのではないか。 

○ 日本の農産物は、世界どこに行っても勝り、劣ることはないと思う。日本の米

は高くて当たり前。まずいものを安く売ると、日本の品物はよくないということ

が広まる。いいものを高く売ればよい。広大な土地を持っている国が農業を実践

していれば、安くできるのは当たり前。こんな小さな国土の中で農業生産性を上

げようとしても無理。10 年後、４割生産コストをカットするならば、それに見合

った政策が必要。 

○ 今、先進国の中で稲を移植しているのは日本だけ。他の国は直播でやっている。

この基本的なことをやらずして、生産原価を４割カット、１万 6,000 円から 9,600

円は無理。既に、その 9,000 円台という米価が、まさに今年出ているのだから、

これはもう一刻も早く土地基盤整備、圃場をつくっていただきたい。 

○ 中山間の農業政策は我々平地と同じ政策では上手くいかない。景観や環境とい
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った視点で捉えてやるべき。だから、農水省ではなく、環境省や文科省などの他

省庁がもっとそういう政策に参加してやっていくべき。 

○ 茨城は、隣が福島ということで、放射能問題でいまだに風評被害があり、３年

前の売上げには回復していない。国は、もっと風評被害に対する各国の理解の向

上に向け、時間や予算をつぎ込んでいただきたい。 

 

【ゴトウ柑橘園 後藤氏】 

○ 農作業受託組合（Ｇサポート）を６人で立ち上げた。これは互助会組織も兼ね

ており、突然の怪我や病気になった人がいれば、その家に皆で手伝いに行こう、

皆で土地環境を守ろうというもの。また、それ以外にも高齢でなかなか改植等が

できない場合には、代わりに作業をしており、大変喜ばれている。 

○ 後継者不足の中で、産地を育てていくためには「よそ者、若者、ばか者」が必

要だということで、ミカンを作りたい方を全国で募集していきたい。 

  去年も３カ月ほど大学生が作業をしてくれた。その子が本当にやる気があれば、

ミカンを一緒に作り、三ケ日ミカンを盛り上げていきたい。 

○ 産地というのは、生産量がないと魅力がないと言われる。ブランド力のあるミ

カン産地となるよう、量と質を守っていくためにも、外国人技能実習生制度を活

用したいが、この制度では、最長３年間まで滞在可能となっているが、果樹はそ

の対象外となっており、１年間しか滞在できない。果樹は１年に１作ということ

で、研修の効果を上げるために果樹も３年になるよう、農林水産省にも要望して

いるが、その進行状況を知りたい。 

○ 農家の高齢化と後継者不足により、ブランド産地である三ケ日といえども、10

年後には耕作放棄地が増えるのではないかと懸念。私も現在、10 件の農家から５

ha 借りている。この借地した園地も改植時期になってきており、改植すると 15

年、20 年の借地になる。地主からはそれだけ長い期間借地するなら買ってくださ

いと言われる。しかし、土地の購入費、相続税等が必要となり、経営的にも土地

の購入は大変難しい。私は、産地を守るために、次の世代にいい形でバトンタッ

チしたいと考えており、借地が継続できるいい方法を一緒に考えていただきたい。 

 

【埼玉県消費者団体連絡会 岩岡氏】 

○ 消費者にとって、食の安全・安心が第一の願いである。優先順位としては、１

番目に、飢餓や栄養失調が発生しないよう、量がきちんと確保されていること。

２番目に、食中毒の問題や衛生管理の問題。３番目に、添加物、残留農薬、表示

の問題。そこに最近、不幸なことに食品テロの問題や原発事故での放射能の問題、

風評被害の問題等が出てきてしまっている。 

○ 量の確保の面では、地球規模で見た場合には、人口は爆発していくのだから、

輸入に頼っていては非常事態になったときに食料の確保ができないということが

想定される。やはり食料自給率目標を数値できちんと持つことが必要ではないの

か。それも全国の数字だけではなくて、それぞれの地域ごとの数字について、現

状、諸課題、今後どういう計画でやっていくのかが消費者、国民にわかりやすく

定期的に情報提供されることが必要なのではないかと強く感じている。 

○ 農水省の説明の中で、食料自給力のことがかなり強調されていたが、国民が長
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く親しんでいる食料自給率についてもきちんと数値で継続的に表現していただき

たい。 

○ 農業所得に占める政府支出の直接支払いの割合については、様々な本に、フラ

ンス、イギリス、スイスなどは９割を超えていると書かれているが、日本は 15.6

％となっている。農地については、地下水涵養、土壌浸食防止、洪水防止機能な

ど国土を保全するという意味での公益的な機能があり、そこをきちんと守ってい

ることを国民にきちんと理解してもらえるような手立てもとりながら、この直接

支払い制度を強化していくことが求められているのではないか。 

○ 企業の農業参入等は、やはり条件がよいところに集中し、条件が不利な中山間

地や離島は、小規模の農家が担うことにならざるを得ないのではないか。不利な

条件のところについては必要な手立てをきちんと打って欲しい。国連では国際家

族農業年というようなことも位置づけられている。国土を守っていることについ

ては、中山間地域も大きな役割を果たしている。そういうところにきちんと目を

向けるべき。 

○ 協同組合連として、ＪＡに対する改革のやり方について一言申し上げたい。協

同組合は農業の発展と地域づくりのために役割を果たしており、協同組合の価値

と原則に基づいて、自らが自主、自治で運営をしていくことが原則であり、その

点をぜひ大切にして欲しい。 

 

【長印 倉﨑氏】 

○ 平成３年をピークに卸売市場業界は売上げがどんどん落ちている。これは農業

の生産額が落ちていることと比例しているのだと思うが、そのような中での経営

戦略が重要。 

○ 我が社としては農業生産物の取扱高を増やしていくことが第１点。それと、も

う一つは付加価値をつけて販売をしていくことが重要になるので、農業生産法人

の設立や６次産業化への挑戦などに取組み、付加価値をつけていくことを同時に

進めながら、現在に至っている。 

○ 生産者の高齢化が顕著になっており、生産基盤が弱まっている。生産基盤の脆

弱化は調達基盤の脆弱化に直結している。これに対する抜本的な改革が必要では

ないか。私どもに出荷をしていただいている、例えばリンゴの農家も、明らかに

平均年齢は 70 歳を超えてきているのが実態。出荷量も減り、生産意欲や品質向上

に対する意欲、それから、増産をしたいという意欲も同時に減ってきている。こ

れに対しては今までのような改善方法ではなくて、抜本的な改革をしていく必要

があるのではないか。例えば、農業生産法人の問題やスマートアグリ等による近

代化などに対する取組を進めていく必要があるのではないか。 

○ 物流費の高騰が青果物の単価に大きな影響を与えている。今の農政の日本の政

策の最もすぐれている点の一つは、北海道から九州まで、離島や山間部は別とし

ても、基本的に日本中の消費者が同じ値段で同じ鮮度のものを手に入れることが

できるということ。ただ、これが今回の第９次の卸売市場整備計画においても明

らかとなっているが、大都市圏の中央市場に商品を集めて、それを地方に分配す

るというような政策がとられる。これが進んでいくと、現在の中央の人にとって

はいいだろうが、そこから地方に分配するときの例えば物流費や鮮度の問題など、
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いわゆるフードマイレージが長くなっていく分、地方にとって不利な状況に陥っ

ていくのではないかと懸念。これからも日本国民全員が平等に栄養を享受するこ

とを考えると、物流に対する政策は重要な問題。 

○ 安心・安全に関して、ポジティブリスト制について、長野県は、非常に耕地面

積が狭く、例えばリンゴをつくっている隣でぶどうをつくっているようなことが

あり、農薬に関するドリフトの問題が非常に大きい。時々、いわゆる無登録農薬

の検出によって、出荷された生産物の回収が生じるといったことがあるが、何か

対策ができないのか。つまり、例えばネガティブリストでは後追いになっていく

ことによって、政策が遅れてしまう危険性があると理解しているが、ポジティブ

リストでやると無登録であるがために、マスコミなどによってあたかも有害農薬

であるような報道をされてしまう。それが逆に消費に与える影響も非常に大きい。

例えば、リンゴで登録されている農薬がぶどうについたからといって、それが即

有害ではない場合が多いと考えられるので、そういった部分を同時に登録できる

ような制度を考えていただきたい。 

 

【飯田市長 牧野氏】 

○ 飯田市の農業は経営耕地面積が約 1,800ha 弱で、そのうちの約 8.4％の 150ha

が耕作放棄地。これは農振農用地面積のうち約半分が中山間地域ということもあ

り、昨今の人口減少、少子化、高齢化により、担い手の不足、担い手の高齢化が

耕作放棄地の増加にもつながっているかと思う。 

○ 全国の耕作放棄地を合わせると約 40 万 ha くらいとなっており、滋賀県くらい

の面積になるとも言われている。さらにこれからの人口減少時代の中で、耕作放

棄地が増加傾向になっていく可能性が高い。先程、農地面積の見通しについての

説明があったが、なかなか難しいのではないか。 

○ 農地に一番近いところでこうした状況を見ている市町村は、こうしたことに対

してもしっかりと対応をしていかなくてはならない。国や都道府県と一緒になっ

て、その責務を果たしていかなければならない。 

○ 農地制度のあり方についてという１枚紙の資料（資料６－５）は、地方六団体、

知事会、市長会、町村会が中心になって昨年１月、プロジェクトチームを設置し

て、私も全国市長会の経済委員長の立場で、そのメンバーの一人として入り、ま

とめたもの。ちょうど１年前になるが、それから約半年かけて真剣に議論をし、

その提言をまとめたもの。 

○ 考え方としては、真に守るべき農地を確保する必要性は、国、地方問わず共通

の認識であり、そうした立場に立っている。そうした中で、平成の農地改革と言

われている平成 21 年の農地法改正の附則の中で、５年後を目途にこの地方分権の

観点や農地確保の観点から見直しを検討するとされていたことから、こうしたプ

ロジェクトチームが中心になって、この提言を作成し、全国知事会、全国町村会、

そして私ども全国市長会等、それぞれの会の中でまとめ、地方六団体が一枚岩と

なってこの提言としたところ。 

○ そういった意味では、地方六団体がこれだけの提言を一枚岩でまとめたのは初

めてとも言われている。それだけ全国の首長さん方、議会の皆さん方も含めて農

地を何とかしていかないといけないという思いを持っている。 
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○ この提言では、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築していこうという

考え方をマクロ管理の充実という形で示すとともに、個別の農地転用許可等、ミ

クロ管理については総合的なまちづくりの観点から現場を熟知している私ども基

礎自治体、市町村に移譲をしていただけないかと提案。これは、ただ権限を求め

るというものでもなく、また規制緩和を意図するものではない。国の定めた基準

を守りながら、農業・農村の持続的発展という責任を地方としての立場から果た

していくことを提案。国と地方が協力し、必要な農地をしっかり確保することに

よって、農業・農村を何とか維持、発展させることができないかという思いを込

めている。 

○ 地方創生ということが叫ばれているが、やはり農村にとって農業はとても大事

な働く場所だと認識。人口減少対策の柱ともなり得るものが、この農業振興の中

にあると認識。その受け皿づくりとしてこうした地方における取組をぜひ国と地

方が一緒になって考えていきたい。 

 

 

５ 意見交換概要 

【藤井委員】 

○ （山﨑氏に対して）６次産業化の取組は、新たな食料・農業・農村基本計画の

策定の大きなテーマの一つ。どのような国の制度があるとよいか。 

○ （後藤氏に対して）農地中間管理機構が昨年から始動したが、どのように上手

く活用すれば農地を次世代に継承できるか。 

○ （倉﨑氏に対して）(株)長印ホールディングスを中軸に卸売市場流通に取り組

んでいるとのことだが、ＪＡとの住み分けはどのようにしているのか。 

 

【小林委員】 

○ （山﨑氏に対して）６次産業化に取り組む際、２次・３次産業のエキスパート

や地方の商工会議所などと上手く連携し、現実的な解決策を考えることが大事。

日本貿易会が立ち上げたＡＢＩＣ（国際社会貢献センター）というＮＰＯ法人に

商社等のＯＢが 2,500 名ほど登録しており、地方からの要望で 500 名派遣してい

る。ＡＢＩＣなどはボランティア的に人材を派遣できるので、ぜひ活用して欲し

い。また、日本の米は高くてよいとの話があったが、どんなに高くてもいいとい

うわけではない。高く売る努力と安く生産する努力を同時にする必要。中山間地

域の景観保全や文化・伝統の継承等の政策は環境省や文部科学省が行うべきとの

ご意見については、農林水産省が指導的立場になるべき。 

○ （後藤氏に対して）Ｇサポートの取組はすばらしい。こういった取組が全国で

できたらいいと思う。外国人技能実習制度について、果樹においても滞在期間が

３年となるよう要望されているとのことだが、こういったことは現場のいろいろ

な需要に即して変更すべき。 

○ （倉崎さんに対して）物流のプロをうまく利活用する発想があるべき。あるも

の探しをうまくやって、マッチングするということがいい。 
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【アグリ山﨑 山﨑氏】 

○ 農家は生産には慣れているが、どのように市場に流すか、どのように買ってく

れる人を探すかには慣れておらず、なかなか大変であり、流通・販売に精通する

人材育成が必要。私は、優秀な営業マンを雇い入れて、加工したものをその営業

マンに売ってもらおうとしている。農林水産省が農の雇用事業を実施しているが、

６次産業化における人作りにもご尽力いただきたい。 

 

【ゴトウ柑橘園 後藤氏】 

○ 三ヶ日地域の場合、ブランドということで借地料が高い（4.2 万円/反・年）。

改植すると収穫量が少ない状態が５年続き、この間、高い借地料を払うのは困難。

農業用水の負担金等も必要となるため、1.2 万円/反・年しか払わなくてよいとい

う決まりがあるが、３万円も下がるので貸してくれるかというとなかなか厳しい。

このような状況なので、農地の貸借でなく売買を希望する農家が多いが、売買で

購入するのは限界がある。 

○ 産地の財産として土地は誰が借りてもいいので、産地を守ろう、優良農地は守

っていこうよという気持ちで自分はいる。10 年後には耕作放棄地が増えるのは間

違いない。どうすれば借地を継続できるか一緒に考えたい。 

 

【中嶋部会長】 

○ （後藤氏に対して）農地中間管理機構を通した農地の契約に取り組もうと考え

ているか。 

 

【ゴトウ柑橘園 後藤氏】 

○ ＪＡの農地銀行を通して５年を目安に貸借している。高齢者から借りるときに

は、農地解放などの印象があり、農地を貸すと盗られてしまうと思われてきたが、

第３者である農地銀行が間に入ることで貸してくれるようになった。 

 

【中嶋部会長】 

○ 農地中間管理機構は果樹も対象になっているか。 

 

【関東農政局 羽村経営・事業支援部長】 

○ 果樹も農地中間管理事業の対象になっている。しかし、果樹は手間がかかるた

め、水田のように一度に広げるのは難しい。改植するときにもっと長い期間借り

られるようにとのご意見について、大きな課題と認識。 

 

【中嶋部会長】 

○ 後藤氏から、外国人技能実習制度について、果樹においても滞在期間が３年と

なるよう要望しているとの話があったが、進行状況いかん。 

 

【関東農政局 羽村経営・事業支援部長】 

○ 全国農業会議所が基準を作って、財団法人ＪＩＴＣＯ（国際研修協力機構）の

審査後、厚生労働省が判断することになっている。詳細は申し上げられないが、
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近々、手続きが進むと聞いている。 

 

【長印 倉﨑氏】 

○ 全国卸売市場は基本的に場の提供をすることが大原則となっており。市場まで

持ち込むための費用は生産者が負担することとなっている。市場最大の出荷者は

ＪＡであるが、現在は各ＪＡの物流費で全国の市場に出荷している。これが中央

に集中し地方に分荷されると、その分は各市場の物流費となるため、その物流費

がかさんでしまう点が問題。我々が独自で物流網を作ることで、この問題を解決

できないかと考えている。 

○ ＪＡとのすみわけについて、我々は大正２年に創業し、ＪＡができる前から経

営している。ＪＡとは相互依存関係。ＪＡと共に６次産業化の取組としてカット

野菜の新会社立ち上げ、ＪＡとの共存体制を構築している。 

○ 自分たちで企画したものをすぐに生産の現場に下ろして製品化する農業版のユ

ニクロを目指したい。 

 

【アグリ山﨑 山﨑氏】 

○ ２次・３次産業と連携して取り組みたい。コシヒカリのみを使った煎餅を販売

している会社と連携し、我々の米を使ってもらえることになっている。また、餅

の加工は子どもの頃から経験して慣れているので、餅の加工まで自分がやれば効

率よく販売できると思う。餅は日本全国どこにでも売られているので、アメリカ

やカナダ等での需要を探っているところ。彼らには餅を網で焼いて食べるという

習慣がなく、どのような場所でどのような食べ方をするのか知ることで、それに

合った製品を作ろうと考えている。 

○ また、私も直播をしたり、資材を共同購入したりと、コストの削減に取り組ん

でいる。 

○ 中山間地域の景観保全や文化・伝統の継承等の政策は、農林水産省が指導的立

場になるべきとのご意見について同感。全国各地にある棚田等を農林水産省だけ

で守るのは難しいので、ぜひ国を上げて取り組んで欲しい。 

 

【山口委員】 

○ （山﨑氏に対して）安全でおいしいものは高いとのご意見について同感。良い

ものであることが常にしっかりと裏付けされる必要。品質の良い米ができてもま

だ半分であり、実際に炊飯し、口に届いたときにおいしいと思えるかどうかがポ

イント。炊飯条件の見極めが大事。外食やコンビニエンスストア等でパックされ

たご飯について、経時変化が起きにくくする必要。このような農産物が生産され

てから消費者の口に入るまでの間の中食・外食段階の食味等に関する技術開発に

ついては、これまで手薄だったと思うが、行政が共通テーマを時間軸を含めてテ

ーマアップして、フィードバックする仕組みが必要。 

○ （倉﨑氏に対して）食品は単価が低いため、物流コストが上がると影響が大き

い。物流コストを考える際には、コスト削減・合理化と、物流価値の創出の２つ

の側面がある。これから考えるべきは後者で、運搬中、中身を保持する条件が守

られ、その記録があり、消費者にとって意味のある価値がある必要。 
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○ （牧野氏に対して）担い手不足の問題は大きい。担い手の確保には、都市のシ

ニア層や若者を地方に連れてくるのも一つの方法だが、地元の若者の就農が一番

定着しやすいはず。経済産業省で聞いた話だが、ヨーロッパでは高専等で、地域

の産業に関するプログラムが単位として設定されており、座学や企業に出向いて

実務をするようだ。結果として地域の企業に定着する。農業はまさにこういうシ

ステムが力を発揮するのではないか。 

 

【伊藤委員】 

○ （山﨑氏に対して）６次産業化の取組について、作り手が売り手のニーズをつ

かむのはなかなか難しく、協力者をみつけることが大事。私どもも今、プライベ

ートブランドを作る上で、メーカー、包材メーカー、デザイナーなどと協力して

チームマーチャンダイジングをやっている。ターゲットは誰で、どんなニーズが

あるのかを知り、どのようなものを作るかを決めるのが大前提。作ったものをど

う売るかではなく、求められているものをどう作るかとの発想が必要。 

○ （山﨑氏に対して）中山間地域の話について、環境省がやっている生物多様性

アクション大賞などに入っていき、能動的に動くことが大事。 

○ （岩岡氏に対して）食の安全・安心は大事であり、衛生管理や表示問題に気を

遣って仕事をしているが、努力をしていても事故が起こることがある。消費者が

パニックにならないように対処するため、普及啓発に協力して欲しい。 

 

【中嶋部会長】 

○ （岩岡氏に対して）生産者と消費者の関係について、埼玉県ならではの取組や

消費者の新しい意識などはあるか。 

○ （牧野氏に対して）まち・むらはどのような方向性を持つべきかというビジョ

ンをそれぞれの地方自治体が持っていると思うが、今後、変わっていく上で、農

地を使うという観点からポイントを教えて欲しい。 

 

【アグリ山﨑 山﨑氏】 

○ １等や２等といった国の形質検査は、消費者には何のためにもならない。私も

検査に携わっているが、食味値がどれくらいかを提出してもらっている。１年間

保管するにはどのような状態がよいか調べたり、社員で炊飯して食べたりして、

自分がおいしいと思ったものだけを販売している。だから、日本の百貨店で１kg

当たり 900 円の米がマンハッタンでは３倍で売れていると自負している。きちん

と売れば需要は必ずある。また、中国の人口の１割は富裕層で、日本の人口に匹

敵する数がいるわけだから、安易に安く売る必要はないと考えている。 

また、海外で日本の安い米が売られていたが食味が良くない。そのような米が

出回ると結果、日本の米はまずいということになるので、輸出する米の品質をチ

ェックできるような機能が欲しい。 

○ アメリカ、カナダ、パリに餅を輸出できるよう、試行錯誤しているところ。平

成 26 年度は調査をしたり計画を立てたりしてきた。平成 27 年度から本格的に６

次産業化に取り組みたいと考えている。 

○ 棚田をはじめとする生産コストが低い田などがあり、草がぼうぼうに生えた棚
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田等を見ると、今の農水省の制度では、このような農地を維持するのは、なかな

か難しいのだと思う。条件の悪い農地は借りず、条件の良い農地だけ借りるとい

うことはできず、コストがかかっている。棚田こそ国が手を差し伸べて景観を良

くしていただきたい。 

 

【埼玉県消費者団体連絡会 岩岡氏】 

○ 食の安全・安心については、最新の科学的知見を消費者として学び続ける場を

作ることが重要。それは、時系列的に変化していることをきちんと学ばなくては

いけない。生協や消費者団体がそのような場を作ってきたし、今後も作っていき

たい。 

○ 食料自給率を高める上で消費者が果たしている役割の一つの例として、飼料用

米を餌にした養豚を産直で大々的に取り組んでいる。飼料用米を作る農家、飼料

を配合するメーカー、養豚農家、消費に回す生協というチェーンを作ることで安

心して取り組める。こういった状況を作ることが、食料自給率を高める上で消費

者が果たしている役割と認識しており、今後も継続する思いである。 

 

【長印 倉﨑氏】 

○ 物流価値の創出活動はまだできていないものの量を安く多く流通させる農産物

と高い付加価値を付けて流通させる農産物に分けて商談している。また、カット

野菜工場を運営していることから、市場に流通させるものと加工に回すものを同

じ物流に乗せ、物流コストを下げていること。産地と契約して集荷効率を上げる

努力をしている。 

 

【飯田市長 牧野氏】 

○ 義務教育に関しては教育委員会を中心に、地域におけるキャリア教育や体験教

育に取り組んでいる。高校等に自治体が入り込むには大きな壁があるが、そこを

乗り越えようと、地元の高校、大学、市が協定を結び、地域人教育を取り入れて

いる。また、社会教育の一環として高校生講座も始め、自分たちの地域をより知

るために海外でのスタディツアーも行っている。こういった講座を受けた高校生

は、目に見えて変わってくるという状況が報告されており、さらに広めていくこ

とが必要。 

 

【飯田市長 牧野氏】 

○ 一番大事なのはきちんとデータを測って現状を把握すること。７、８年前から

市町村別・農産物別のデータ把握が行われなくなっており、これをどう行うかが

課題。また、年代別の担い手の情報を地図に落として状況を把握する必要があり、

飯田市ではこの作業を始めている。市町村ベースで目標を定めて農業振興、農山

漁村振興をしていくという基本のところを見直していくことが重要。 

 

【一般傍聴者／生産者／千葉／男性】 

○ 農地中間管理機構について、千葉県で８月に募集した際、合計で約 2,300ha の

農地を借りたいという人がいたが、貸す人はほとんどいない。一般の農家は農地
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中間管理機構を知らない。集落できちんと説明会を行い、制度の趣旨を農家に理

解してもらわなければ、実績が伴わない。企画部会においても、農地中間管理機

構の問題点等について、十分に議論していただきたい。 

 

【関東農政局 羽村経営・事業支援部長】 

○ 関東管内でも各県ごとの農地中間管理事業の進み具合には差がある。千葉県で

も事業計画を策定しているので、県と連携しながら事業を推進したい。また、関

東農政局でも説明する機会があるので、しっかり生産者に周知したい。 

 

【一般傍聴者／消費者／栃木／男性】 

○ 顔の見える農産物作りと聞くことがあるが、栃木県では取組の見える農産物作

りを進めている。例えば多面的機能にこれだけ力を入れて農業者が取り組んでい

ることは、消費者に伝わらないことが多く、農業者の取組が消費者に伝わるよう

取り組んでいきたい。 

 

【消費・安全局 道野消費者情報官】 

○ 食育の観点から申し上げると、農業体験ができる場として教育ファームを提供

している。これを販売に直接結び付けるのは難しいと思うが、一般消費者の理解

を進める上では効果があり、引き続き支援したい。 

 

【一般傍聴者/消費者団体/男性】 

○ 食料自給力の位置付けが曖昧。食料安全保障の中で潜在的な力を示すとのこと

だが、工業製品とは違い、農産物は不足したからといってすぐに増産できるもの

ではない。なぜ現実に食料自給率を高めながら不測時に備えるという議論につな

がらないのか。 

 

【川合食料安全保障課長】 

○ （資料２－２ P.25 に基づき説明）食料自給率については、食料・農業・農村

基本法の中で、食料・農業・農村基本計画で目標値を定めることが決まっている。

食料自給力は、例えば現在、花を栽培している農地や二毛作できるのにしていな

い農地などを使って、目一杯食料を作ったらどれだけ供給可能かを示したもの。

生産転換に時間を要しないといったいくつかの仮定を置いている。現実の食料安

全保障をどうするかという点については、不測事態における食料供給を確保する

ための対応方針である「緊急事態食料安全保障指針」の中で具体的に定めている。

新たな基本計画では、さらに一歩先に踏み込んで、国内外のリスクの検証、不測

事態を想定した対応手順などをお示ししたい。食料自給率、食料自給力指標、総

合的な食料安全保障の確立をパッケージでお示ししたい。 

 

 

６ 閉会 
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（以上） 


