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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（沖縄ブロック）議事概要 

 

１ 開催日時：平成 27 年 1 月 16 日（金）13:30～16:00 

２ 開催場所：那覇市 那覇第 2 地方合同庁舎 1 号館 ２階大会議室 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：渡慶次賀先氏 農業生産法人(有)グリーンいとまん常務取締役（糸満市） 

農業者：加力 謙一氏 農業生産法人(株)あいあいファーム経営企画室長（今帰仁村） 

消費者：具志 純子氏 沖縄県生活協同組合連合会会長理事（那覇市） 

実需者：中西 淳氏  (株)サンエー専務取締役（宜野湾市） 

自治体：山城 毅氏  沖縄県農林水産部長（那覇市） 

 ② 企画部会委員：中嶋部会長(座長)、近藤委員、松本委員 

 ③ 事務局：農林水産省大臣官房政策課 天羽課長、食料安全保障課 岡崎食料自給率専門

官、消費・安全局消費・安全政策課 吉岡課長、農林水産技術会議事務局研究

統括官(食料戦略・除染)室 小林研究専門官 

内閣府沖縄総合事務局 幸田農林水産部長、伊元総務調整官、原農政課長、白

坂経営課長、寺尾土地改良課長、奥平生産振興課長、冨里食品・環境課長、

前田畜産振興室長 

 ④ 一般傍聴者：約 30 名 

 

 

４ 地域の有識者の意見・要望 

【グリーンいとまん 渡慶次氏】 

○ グリーンいとまんは、糸満市において農業生産法人としてサトウキビの生産、

農産物の輸送、農作業の受託を行っている会社。取組の特徴は、ＪＡおきなわの

出資法人として糸満市管内のサトウキビの作業受託の中核的担い手であること、

また、同地域においては近年種苗確保が困難なため、種苗の栽培を行って農家に

配布しながら作業を一括で受けていること。 

○ 今後の展開としては、（沖縄全体でもそうだが、）高齢化が進む中、ますます

急務となってくる機械の需要に対する十分な対応が課題。 

○ 意見等については、農作物は天候の影響をもろに受けるので、ここ３年、収穫

単収の増減が激しい。また、年に１回の収穫であること、次の収穫までの支出が

多いことから、天災等があればその年の経営は大変な苦労。 

○ 機械が高額であるため、補助により導入する際の受益地の考え方について、地

域によって早いところ遅いところがあるので、受益地だけでは計画的な作業が行

えず稼働目標に達しないこともある。広域で柔軟に利用できる仕組みが欲しい。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ あいあいファームは今帰仁村で農業を行っており、生産面では有機ＪＡＳを取

得した野菜のほか、小麦、大豆、パイン、タンカン等を生産。栽培面積は約 8.3ha。

加工場も展開し、商品は、発芽玄米みそ、ドレッシング、ジャム、豆腐、豆乳、

パン等を製造。 
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○ 施設は加工場に加え、教育ファーム事業として大人や子どもたちに体験学習関

係の施設を展開。 近は、地域資源を活かした農村のヘルスツーリズムに取り組

み、今年は今帰仁村と今帰仁村観光協会と共同のプログラムを開発し秋田県の方

々を招いたモニターツアーを実施予定。 

○ 取組の特徴としては、廃校を活用するという視点の中で、沖縄本島北部に見ら

れる農村の人口減をどう食い止めるかという観点から、どうしても６次産業化が

必要だろうと考え、総合化事業計画の認定を受け、加工品の加工場とレストラン

の整備事業を推進。 

○ 今後は、特に伸びている民泊に注目し、観光協会とタイアップしながら集客を

図りたい。 

○ また、親会社がやっているレストラン事業で来客している約４万人の海外のお

客様を、その流れであいあいファームの方にお越しいただくという仕組みづくり

をしたい。 

○ 事業を展開する中で感じたことは、施設はできても人材確保が難しく、本土に

も求人を出しているが、それでも足りず、親会社からも人を送り込んでいる状況

なので、農村で働けるような人材育成の仕組みづくりをお願いしたい。大学卒業

後も現場ではなく、いわばホワイトカラーに行ってしまうので、現場で働く人材

育成が非常に重要。 

○ 海外の観光客が増加しているので、もっと農村を意識したプロモーション活動

を行い、沖縄を含め日本全国の農村に海外の人がやって来て楽しんでもらえるた

めのポータルサイトがあればもっと変わってくるのではないか。 

○ 都市生活者と農村生活者の相互交流が大事と思っている。特に沖縄の魅力であ

る健康長寿をアピールできるような農家民泊を推進していきたい。 

○ 「ブルーゾーン」という本でナショナルジオグラフィックの記者が世界の長寿

の地域４か所を取材して紹介しているが、その１つに沖縄が入っている。沖縄は

世界的にも長寿であることが有名なので、沖縄に来たら長生きできるよ、しかも

農村で体験できるよ、というような、ブランディングを上手く組み立てれば、集

客が見込めるのではないか。 

○ 我々も頑張っているが、やはり台風被害等で農村での集客はままならない部分

があるので、もっと政策的に農村の魅力を伝えるようなプラットホームを作って

いただければもっと農村が発展するのではないか。 

○ 資料にある若者４人は職員だが、農村の中で頑張るぞという強い価値観を持っ

て就職してくる。いずれ、独立して頑張っていくと思うが、日本の若い人たちの

中にも農村で頑張ろうという人が結構いると思うので、こういう人たちが働ける

場を作っていけたらと思う。 

○ 県の一括交付金で行っているモニターツアーについて、あいあいファームの廃

校を利用した施設と民泊を組み合わせ、メディカルチェックも入れて、できるだ

け健康のエビデンスを取り入れた形で１回目を開催する。あと２回予定している

ので、農村に来たらストレスが解消できたとか、血圧が下がる傾向が見られたな

どの結果を実現できたらと思う。 
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【沖縄県生活協同組合連合会 具志氏】 

○ 県連については、県内に８生協あるが、詳細は資料にあるパンフレットを見て

欲しい。 

○ 県生協連での取組として、県内生協では地域行政やＪＡ、漁協、メーカー、物

産公社などのコラボによる「地域おこし商品」づくりを進めて、これまで 12 自治

体と 20 品目以上の商品づくりによる地域おこしの取組を実施。これは農商工連携

の事例でもあり６次産業化の事例でもある。各協同組合や生産者団体、個人など

の産地直送活動を数多く実施しており、また県内商品の全国の生協への普及も努

めている。 

○ 全店舗で残さを回収して委託により堆肥化し、その堆肥で農家に商品を作って

もらい、その野菜を店舗で販売するという循環型の事業も取り組んでいる。 

○ 食育活動の一環として、この数年「お弁当の日」に様々な講演会を行ったり、

ＰＴＡで学校講演も行われるなど、だんだん取組が広がっている。地域の組合員

においても沖縄野菜の食べ方、伝統食や健康食の講演会や生産者との交流会を多

く取り組んでいる。 

○ 意見と要望について、県生協連としては、日本生活協同組合連合会で提出済み

なので、沖縄に特化した意見を述べる。 

○ この間成功した「地域おこし商品」の教訓は、先に生協（消費者側及び流通側

として）でのニーズ調査や物産公社等との連携で県内外への販売ルートを確保し

た上で、開発を進めたことである。そのような流通業者や消費者からのアプロー

チを後押しする農商工連携の施策の充実をお願いする。 

○ 読谷村で行った「トーガンカレー」や「トーガンパイ」づくりのような（今ま

で廃棄していたトーガンを商品化するといったような）高齢者の健康づくりや生

きがいづくりの場としての農業支援を求める。 

○ ６次産業の推進では、生産サイドでの完結型だけでなく、「加工は委託する」

「販売は他の流通業でも併売させる」「生協が消費者の立場で参画」「生産側が

中核であっても、メーカー、流通、行政、各協同組合などのコラボで推進」など、

様々なパターンでの推進が効果的であり、これら参加企業や団体への取組支援を

お願いする。 

○ 沖縄県の健康・長寿の悪化傾向は危機的状況であり、県民の健康な食生活を実

現するためにあらゆる機会で食育を経験できるよう、取組の推進を求める。特に

学校での食育に大きな成果の出ている「お弁当の日」の取組への支援をお願いす

る。 

○ 食品残さの堆肥化の取組は、現在コープおきなわが予算を作って取り組んでい

るが、これについて支援をお願いする。 

○ 例えば、生産量を遥かに超える「アグー」が販売されていると言われるが、実

際本当にアグーの製品か分からない。食の安全・安心の向上に向けた社会システ

ムづくりの一層の推進をお願いする。 

○ サトウキビや畜産業が成り立たなくなると、沖縄県、とりわけ離島は崩壊する。

ＴＰＰ交渉において食品の安心・安全の後退、県内の農業が崩壊することになら

ないようにお願いする。 

○ 食料品の自給率の向上には、品目毎や地域毎に具体的な施策を積み上げるなど、
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明確な根拠のある目標設定を立てて欲しい。沖縄県では冷凍野菜やフリーズドラ

イが使われているが、沖縄県には生産設備が無いので、設備を充実させるなど、

夏場で野菜がたくさん取れたときに商品化するための個別施策の支援強化をお願

いする。 

 

【サンエー 中西氏】 

○ 当社は衣食住の全てのカテゴリーを扱う総合小売業。スーパーマーケットは約

63 店舗有しており、そこで県内の消費者に食品を供給している。 

○ 取組の特徴は、沖縄県でも推進している地産地消を進めるべくＪＡおきなわと

包括提携し、県産野菜、果物、豚肉、鶏肉、牛肉、鶏卵等々の優先販売を行って

いる。 

○ 新たな産地形成のため、既存産地ではなく新たな契約をして産地形成していく

という取組を行っている。その場合も全量買い付けを行い、生産者のリスクをで

きるだけ軽減していくということで育成している。 

○ 意見・要望としては、沖縄県は日本で唯一の亜熱帯地域で、台風被害もあり農

業にとって非常に過酷な地域。食料品の供給に関しては、サトウキビや仔牛は沢

山作っているが、それ以外は県外に頼っている状況で、特に生鮮農産品の物流コ

ストが非常に高く、野菜・果物のキロ単価は日本一高い。そのため消費も日本一

少ない。このような気候・立地特性を考慮して全国一律では無く、地域の実情に

合った施策が必要。 

○ 気候要因に対応するための施設農業等の必要な施設と、低コストの電力供給へ

の施策が必要。 

○ 沖縄県でも農業従事者の高齢化により耕作放棄地が増加。しかしながら、新規

の農業従事者が従事しようとしても技術習得できないという問題があるので、新

規の農業従事者を地域で受入れ、教育・技術習得等をさせて独り立ちさせていく

仕組みが必要。 

○ 安易に耕作放棄が出来ないような施策が必要。今は作付けしてもしなくても農

地として認められるので、安易に耕作放棄地ができる状態かと思う。 

○ 沖縄にとって豚は重要であり、日本でも唯一の肉を食べる文化。養豚において

は飼育を増やそうにも環境・開発規制により、新規の飼育場の建設は困難を極め

ており、費用だけではなく省庁を超えた横断した取組で沖縄県の豚の自給率を上

げる施策が必要。 

○ 以前、沖縄県では学校給食に加工乳を使用していたが、学校給食が生乳 100％

になったことで供給するために牛を増やしたが、加工する調整機能が無くなった

ことで、余剰乳が出たときには売り先が無い。生産者の経営を圧迫して生産者が

破綻するという状況。本来、生産を増やす施策のはずが逆の作用になって生産を

減らすということになっており、現在沖縄では生乳が足りず、我々は北海道から

飲用牛乳を入れているが、北海道の牛乳は沖縄の牛乳に比べ乳脂肪が高いため、

乳脂肪が高い牛乳を飲まれたお客さんが、美味しいと感じ舌（嗜好）の変化がお

これば、沖縄県の酪農が打撃を受けるので早急な取り組みが必要。 

○ 沖縄県は台風もあり野菜工場は有効な手段。将来の労働人口減等も考慮し、こ

の分野に対する投資、農地等々の税制面での優遇が必要。また沖縄県の場合、夏
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場は冷やさないといけないが、電気料金が日本一高いという事情から、有効であ

るはずの野菜工場がなかなか増えないので、電気料金等の優遇措置が必要。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 沖縄県は平成 24 年度から沖縄 21 世紀ビジョン基本計画に基づいて施策を展開

しており、その中での農業関係について紹介と要望をしたい。 

○ 沖縄県の農業産出額は近年 900 億円前後で推移しており、なかなか 1,000 億円

に届かない状況。亜熱帯の海洋性気候であること、また離島のため本土から離れ

た遠隔地であることから、輸送コストの問題や台風等気象要因等もあり、そこを

突破するためビジョンの中で、特に一括交付金を活用しながら、課題解決に向け

て取り組んでいる４点を紹介する。 

①台風対策については、災害施設の導入を盛んに進めているところ。さらに台風

災害のサトウキビの共済が非常に重要だが、台風が毎年来るため掛け金が高い

ため、そこを何とか支援しながら加入率を上げていこうとしている。 

②輸送コストも長年の課題で、鹿児島までの輸送費を支援することで、本土の生

産地と対等に競争できるような支援を実施。 

③新規就農者の確保については、沖縄県も大きな課題として捉えており、国の青

年就農給付金も活用しながら、就農相談から定着するまでの支援をしている。 

④特に小規模離島では、含みつ糖工場、黒糖工場で成り立っている島であるが、

施設の老朽化もあり、工場の建て替え等の支援をしながら対応している。  

○ 要望としては、ＴＰＰ交渉について、沖縄県の実情からすると、特にサトウキ

ビ・畜産が厳しい状況にあるので、そこを配慮して、農林水産業の発展が阻害さ

れることがないような政策をお願いしたい。 

○ 昨年４月より、本格的に担い手集積ということで、農地中間管理機構がスター

トしたが、沖縄県でも、担い手への集約率 24％を 56％まで引き上げるということ

で取り組んでいる。その中で、機構集積協力金について、協力金が適応される場

合に交付要件として原則 10 年以上の貸借期間を設定することが付されているが、

事業を進めている市町村や農地を所有する高齢者の多くから、賃貸借期間が長す

ぎる、５年程度の期間であれば、との意見があり５年間程度を目途に設定するな

ど検討いただきたい。 

○ 荒廃農地の再生整備について沖縄県も 2,600ha ほどの遊休農地があり、その解

消に向けて取り組んでいる。農地中間管理機構が事業主体となって荒廃農地の再

生整備を実施できれば、より進めやすいと思っているが、課題として、仮に 10a

あたり、45,000 円の費用をかけて整備するとした場合、機構が 1/3 負担すること

となり、それを賃料に上乗せしてすると賃料が 25,000 円となる。この場合、借り

手にとって厳しい状況となることから、負担軽減となるような施策の支援をお願

いしたい。 

○ 地域のリーダー等の人材確保と育成について、沖縄県各離島、過疎地域を回っ

てみると地域リーダーの確保に苦労している。日本型直接支払制度を導入しなが

ら活性化を図っていこうとしているが、なかなか、地域のリーダー確保が出来な

いという状況にあると聞いている。地域の実情によって人材を派遣して、市町村

が上手くコーディネート出来るような仕組みなど、そこまできめ細かい体制整備
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が必要。 

○ 青年就農給付金を活用しているが年齢要件は原則 45 歳未満となっている。沖縄

県の新規就農者については、従来 250 名程度だったものを、目標は 300 名に設定

していた。実績は２年間で約 350 人ということで、目標以上の新規就農者がいる

が、その中で 40 歳以上 65 歳未満の割合は約５割となっている。現場から 55 歳程

度まで引き上げてもらえないかとの強い要望もあると聞いており、要件緩和の検

討をお願いしたい。 

○ ６次産業化の支援について、６次産業化法に基づき沖縄でも 50 余りの認定をい

ただいているが、現地の声では、６次産業化の施設整備支援について、ファンド

における予算の問題や補助率の問題から、総合化事業計画認定事業者でも初期の

段階の者は取り組みたくても体力が無いとのこと。このような者へ何らかの支援

が出来ないか。 

○ サトウキビについては、先週の価格決定にしてもこれまで国から色々と支援を

いただいているが、離島においてなくてはならない作物であるので、継続して支

援をお願いしたい。 

○ 畜産関係として、飼料高騰について国で価格対策をやっているが、輸入飼料が

高止まりしている中、配合飼料価格安定基金が発動されないので経営的には厳し

い状況にあると思う。また、養豚経営についても国の方で対策をやっているが、

全国一律の支援のあり方と牛のように地域に応じたコストに見合うような地域型

の支援も必要だという現場の声も聞いている。地域の実情に合う経営安定対策を

お願いしたい。 

○ 統計調査のあり方について、国では戦略品目に絞って統計調査をやるというこ

とであるが、沖縄県は米、麦は無くてマイナー作物が主要な作物となっており、

振興計画で目標を設定しながら数値を管理するのが厳しい状況にある。国の統計

について、市町村別農業産出額調査の復活など見直しをお願いしたい。 

 

 

５ 意見交換概要 

【近藤委員】 

○ （渡慶次氏に対して）課題にもある労働力確保対策について、どのように考え

るか。また、これには給与、つまり雇用条件の関係が密接に絡むと思うが、現状

と今後どのように考えるか教えていただきたい。 

○ また、本土では、外国人の研修制度を使って、国内で１万８千人の外国人研修

生が入っていると言われるが、沖縄での状況はどうか。 

○ （加力氏に対して）有機ＪＡＳも取られているが、今後の規模拡大については

どのように考えているか。また、６次産業化まで幅広い取組をされているが、こ

のうちヘルスツーリズムの具体的な中身を教えていただきたい。 

○ 渡慶次氏とも共通するが、少子化の中、高齢者をいかに活用していくかという

ことが課題だが、沖縄ではどうされているのか。近畿の意見交換会では、年代ご

とに組織して、その年代にあった作業体系の中に組み込まれて高齢者を活用して

いるという例があった。 

○ （加力氏、山城氏に対して）農地中間管理機構に関して、沖縄における規模拡
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大と機構の活用の仕方が現状どのように動いているのか教えていただきたい。 

○ （具志氏、中西氏に対して）小売業として、県産品をどのように活かされてい

るのか、また今後の展開としてどういうことをお考えか。私もコープおきなわと

取引がありお世話になっているが、やはり距離があるため運賃が高い。長崎県も

そうだが、沖縄も所得水準が低いのに、どうしても高いものを買わざるを得ない

という状況があり、そういう意味ではやはり地産地消を徹底していきながら、ど

のようにその生活の負担を軽くしていくかということが重要。  

○ また、小売業として一次産業と今後どのように取り組んでいくのか。今は本土

中心に企業が農業にもたくさん参入をしている。私も一昨日、関東の生協に呼ば

れ、生協は一次産業に対して何をすべきか議論をしたが、私は「人と金は出して

下さい」と話した。前提として、企業側がやはり農業をよく理解し、農業を単純

に支配したり農地を支配することを目的とするのではなく、必要なところに必要

な金と人材を送って農業の活性化につなげたり、中山間地や荒廃地をなるべく無

くしていくようなことができるのではないか。ただ人材といっても、農業の法人

化が進む中で経営管理が非常に重要になってくる。雇用管理の人材確保だけでは

なく、例えば企業で財務や経理に従事されていて定年になられた方など、経営管

理の人材確保についての取組や支援を小売業も考えていく時代ではないかと思う

が、その点についてお考えがあれば教えて欲しい。 

 

【グリーンいとまん 渡慶次氏】 

○ サトウキビの作業には、収穫作業、管理作業、植え付け作業があるが、その作

業期間がほぼ決まっており、それが終わると他の作業がなくなるという状況のた

め、なかなか周年を通した雇用が難しい。このため、我々はＪＡの子会社なので、

農家が出荷した野菜をＪＡから市場へ運ぶという農産物の輸送も行いながら、主

となるものと、副次的に収入があるようなもので周年雇用を実施。一般の他の生

産法人はサトウキビ栽培しかやっておらず周年雇用ができない状況で、収穫作業

や管理作業の時に臨時的に応援を頼みながらやっているが、これでは毎年同じ人

に来てもらえなかったりする。周年雇用のために、例えば草刈り作業や農道維持

といった農地管理や、夏場は干ばつ対策として散水作業などを地域の法人がやる

といったような形の支援があれば非常に良い。 

○ 外国人の雇用については、軽作業の人夫ではなく機械の資格を持ちその特殊機

械を扱うオペレーターとしての雇用であることから、資格や技術の面からも難し

い。また、せっかく資格を取得しても周年を通した受け皿がなく他産業へ流出し

ているのが現状。 

 

【近藤委員】 

○ サトウキビに限らず特に耕種作物は、繁忙期と閑散期の作業差が大きいことが

本土も共通の課題。そこで（農業をやっている）自分の場合は、閑散期は、施設

化をずいぶん進め、その結果、雨風を防げるので周年雇用が可能になったり、そ

れに連れて所得も増えたという例がある。特に、台風常襲地域である沖縄では、

台風強度の大きい耐候性ハウス整備を組み合わせてみてはどうか。 
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【あいあいファーム 加力氏】 

○ 規模拡大については、作る作物によって変わるが、野菜の場合、沖縄では雑草

が生えるスピードが速く手間がかかる。一方で価格に反映できず、有機栽培は非

常に厳しいため、規模拡大はあまり望めない。規模拡大が望めるものとしては、

今我々も取り組んでいる小麦。1964 年当時、沖縄では大豆、小麦が数千トン生産

されていたが、今、小麦は伊江島が頑張って今年 40 数トンほど取れているものの

大豆に至ってはほぼゼロに近いという状況。島豆腐はもともと沖縄の大豆で作っ

ていたはずだが、今は全てアメリカ、カナダ産に変わってしまった。これは豆腐

屋さんが悪いわけではなく、①価格面でなかなか戦えないということ、また、②

小規模の生産者が多いため、なかなか安定供給できないということもあり、アメ

リカ産の大粒の流通物に沖縄の大豆が負けてしまったという経緯がある。できれ

ば、沖縄そばも県産の小麦で食べてもらうなど、小麦や大豆にもう少し力を入れ

ていけば、もっと生産の規模拡大につながっていけるのではないか。また、パイ

ナップルについてもマーケティング力次第で、更に規模拡大は望めると考えてい

る。 

○ ６次産業化については、もともと親会社でレストランを経営しているため、加

工したものを供給できる場をある程度持っているという点で、グループ内におい

ては計画的に生産ができ、一定程度の経営目標もクリアできる。また、現在では

沖縄コープさんにもあいあいファームの事業にご理解いただき、コーナーを設け

てもらって、コープのお客様に購入していただいている。我々の商品は手作りの

ため、少し高いが、それでも品質を評価していただいている。島豆腐も固くて味

が濃いが定番として、お客様に食べていただいているので、価格では戦えなくて

も品質で勝負して今後も商品拡大を図っていきたい。 

○ ６次産業化で苦労したことは、なかなか製造技術と品質管理の技術者を確保す

るのが難しいという点。コンサルや研究者を入れようとしても、県内に食品加工

の研究者が少ないという事情があり、非常に苦労している。大学や高校で農業を

教えるに当たっては、そうした食品の加工技術や衛生管理面を一緒に教えていけ

ば、農村で仕事をするときに生産のみならず加工分野での仕事も作っていけるの

ではないか。 

○ ヘルスツーリズムについては、沖縄は長寿だとされているが、今帰仁村は村民

の 80％が幸せだと感じているとの調査結果もあり、これは日本中でもなかなかな

い数字。幸せというのは、個人にとどまらず、やはりコミュニティの中に生きて

いるという幸せ感があると思う。そこを維持できれば、もっと農村の食生活その

ものが長寿につながるのではないか。90 歳以上の方々が元気に農業しながら暮ら

している。その暮らし方に長寿の秘密があると思うが、暮らしぶりのエビデンス

も加えながら、沖縄の農村の魅力として伝えていけば、世界中から人々を集めて

長寿についてのヘルスツーリズムが十分確立できるのではないか。 

 

【近藤委員】 

○ 長崎県島原半島の南島原市では、私が中心になって観光協会を作り、農家民泊

を行い、４年目の今年は１万２千人程度を受け入れているが、この経験上、民泊

やツーリズムが地域全体の所得にはつながっても、なかなか農家の所得につなが
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らない。特に国内の修学旅行の季節は５月～６月で、私の地域の農繁期と重なる

ため、農家は嫌がる。現在 159 軒の農家が民泊受入資格を取得したが、農業を完

全にリタイアされた方はともかく、現役で農業をやっている方にとって一番忙し

いときに来られると、お金どころの話じゃないという印象。ただし、子どもたち

について言えば、非常に生き生きとして、特に農業経験のない都会の子ども達が

本当に喜んでくれる姿にはやりがいを感じるが、経済とどう結びつけていくかと

いうことが課題。まして、農家民泊の場合５人制限があり、なかなか経済とリン

クしないという欠点がある。我々のパターンだと、大体長崎市内で一泊、農家民

泊で一泊だが、お金は長崎市内のカステラに費やしてしまう構造になっている。

またあいあいファームさんとも是非一緒に運営の交流などできればと思う。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 高齢者活用については、今、企画段階ではあるが、食育の中で、近所のある程

度料理を作れる方や、民泊の中で、高齢者を先生として活用するなど、高齢者と

一緒になって地域づくりをしていきたいと考えている。特に民泊事業は、高齢者

でも一緒に取り組めること、さらに、現在、今帰仁村内に現在 100 軒ほどと、大

宜味村にも 200 軒ほどのたくさんの空き家があることから、（なかなか仏壇等の

関係で貸してもらえないものの）空き家をうまく借りられるような仕組みを作れ

ば、規模は大きくないとしても若者から高齢者までを包摂できるようなビジネス

モデルができる可能性があり、もう少し民泊事業のための整備をしていただきた

い。 

   また、農家民泊について、スペイン、フランス、イタリアでは農家民泊について

のガイドラインが色々と存在するが、日本では整備がやや不十分。例えば、イタ

リアでは、農業収入 50％以上でないと農家民泊は認めないとして、農家民泊のふ

りをした者を排除している。農業と農家に泊まるということが上手くリンクして

いかないと、単に民泊になってしまうので、どういう基準で農家民泊を進めてい

くのかといったあたりのガイドラインをみんなで考えていくべき。 

 

【中嶋部会長】 

○ ある種の認証制度のようなものが必要だということか。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 然り。有機ＪＡＳと似たような、認証制度でもいいのかなと思う。 

○ 農地中間管理機構については、当社が借り受けた、又は購入した農地はほとん

ど全て耕作放棄地。事業を進めるに当たって、 初はなかなか土地を貸してもら

えず、沖縄全島回って、ようやく今帰仁の副村長のご理解を得て借りられるまで、

約１年かかり、その後半年位経ってから、ようやく様々な方からも借りられるよ

うになった。しかし、有機栽培の場合は、農薬を散布しないので、虫が発生する

という事情もあり、なかなか周りの生産者の理解を得にくい面がある。また、耕

作放棄地についても、私有地であるために、空いているのに借りられないという

ことがあった。今回、農地中間管理機構のおかげで、多少我々のような企業が農

村で農業をやりやすくなったのではないかと期待している。 
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○ ただ、農地を企業が借りる場合、農村はみんなの共同の作業で成り立っている

ので、企業が利潤の追求だけで農地を借りてやるというのでは、地域のコミュニ

ティとの軋轢が生まれかねない。そこには十分注意して、地域のコミュニティと

の連携をうまく付き合って展開する必要があり、そういう理解のある企業に入っ

てもらうべき。                                                           

  

【沖縄県生活協同組合連合会 具志氏】 

○ 県産品の商品取扱いについては、従来コープで扱うものは必ずコープマークを

入れて販売していたのだが、生産者と行政を巻き込んで作る場合、より多く取り

扱ってもらった方が生産者にお金がいくので、現在はコープマークを外して販売

することで広く商品を行き渡らせ、地域おこしに活用している。 

○ また、人材育成に関して、沖縄は（高校がない）離島が多く、15 歳になると高

校へ行くため本島へ出てしまう。そのため、生協では離島振興のため、村など行

政を巻き込んで、生産者の方、子どもたちの人材育成をしながら商品開発を行っ

ており、その商品のうち１円～２円還元してもらったお金を教育に活かしている。

離島でのこれまでの取組の中で、塾は高くて負担が大きいため塾に行けない子ど

もが多いため、東大生を招き子ども達に勉強のやり方などを教えて、代わりに東

大生は地域の生活を学んでいくという取組を行っているが、この何年かで実を結

び、進学率の高い高校で総代を務める生徒も輩出してきた。つまり、人材育成と

は、ちょっとした手助けをしてあげると、勉強に対する芽生えで自分の夢を頑張

ってやっていこうという子どもたちが増えて、どんどん良くなっていく。また、

生協が地域おこしを行う場合は地域と行政を巻き込んで、子どもたちに、自分の

島に誇りを持ってもらいながら商品を作っていくようにしており、こうした取組

を通して、人材育成に貢献していきたい。 

 

【サンエー 中西氏】 

○ 県産品については、沖縄は常に需要に対して供給が足りていないというマーケ

ットなので、県産品を扱うには、生産をどう増やすかということが大きな課題。

その中で、我々としては、通常の市場に流れている物を、ＪＡを通じて横取りし

ても、何の生産拡大にもならないので、新たな産地形成をしていくことに主眼を

置いて組んでいる。この場合、やはり農家が儲からないといけないので、生産量

を増やしてもらう代わりに、販売のリスクや相場変動に対するリスクは小売りが

引き受け、また、できるだけ上から下まで様々な規格を引き取って出荷の歩留ま

りを上げている。 

○ 再生産が可能な価格保証を前提に生産拡大していくということが大事であると

考えている。具体的には、現在読谷村では米軍飛行場の跡地を農業に活用してい

きたいという村の希望もあり、生産拡大してくため、ＪＡと一緒になって新たな

ニンジンの生産拡大を行っている。 

○ 輸送コストについては、従来県外から仕入れていた物を県産に置き換えて、県

産の割合を増やしていくことで物流コストの低減を図っており、できるだけお客

様に対して、口に入らない要らないコストは削減している。例えば、沖縄－大阪

のフレートは世界一と言われているが、これは荷物が片荷しかないため２倍かか
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るということ。できるだけこのようなロスを無くして県内生産を図っている。ま

た、生産拡大がなければ県産品の取扱いを増やすこともできないので、一体とな

って、生産の拡大を目指すことに主眼を置いている。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 農地中間管理事業の実施については、沖縄県農業振興公社の方で機能を担って

もらって取り組んでいる。初めての取組事業なので、沖縄総合事務局、県、市町

村を中心にした推進チームを作り、特に 14 市町村を重点市町村と位置づけ、各市

町村現場を回って普及活動を行いながら農地集積に取り組んでいる。 

○ 昨年度２回公募した結果、借り手の状況について、１回目の取りまとめでは 313

人から 363 ha、２回目では 208 人から 374 ha と、合計で 521 人から 737 ha の面

積希望があった。作物の内容については、工芸作物（サトウキビ）が 185 人、野

菜関係が 212 人、果樹関係が 67 人、牧草関係で 66 人。一方出し手については、

非常に厳しい状況であり、現在 41.9 ha の出し手を確保し、うち 24 ha は手続き

の調整中。 

○ 第１号としては、波照間で 1.4 ha を２人の方が主にサトウキビで規模拡大した

いということで、５年期間の契約をしたところ。 

○ 事業を進めるに当たっては、沖縄県は、土地改良を実施する場合も当てはまる

が、戦没者の相続関係や移民者の権利関係で非常に苦労している。特に宮古地域

では、関東、関西へ農業委員会の委員が赴いて、そこに在住している宮古出身者

に状況を説明して何とか地元の人に貸してくれというような取組も行っている。

今回、行政的な要素も持つ農地中間管理機構が責任持って引き受けるということ

で説明しながら、我々も相当期待して担い手への集約を進めているものの、いか

んせん 10 年という長期貸借を嫌がられるところがある。いきなり 10 年というの

は、相手も構えてしまうので、５年更新の方が良いのではないか。現場からも実

際にそうした要望が出ている。 

 

【中嶋部会長】 

○ 沖縄の基盤整備率はどれくらいか。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 面整備率は 59％、水源整備率も 59％、畑かん整備率が 46％程度の進捗率。 

 

【近藤委員】 

○ ＴＰＰの影響試算について、長崎では現在の1,500億円の農業粗生産額から500

億円が減少すると試算されているが沖縄ではどれくらいか。また、特にサトウキ

ビの生産割合が高いということだが、製糖業の従事者はどれくらいいて、その雇

用についての影響はどれくらいと考えているのか。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 影響額については、国の試算を基に県内でも試算を行い、直接的な影響は 580

億円程度で、関連産業も含めると 1,420 億円の影響が出るとの試算を出した。 
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○ 沖縄県のほとんどの農家（専業、兼業含め７割）が生産しているサトウキビに

ついては、砂糖の原料なので 100％影響が出るだろうと非常に懸念。特に離島で

は、サトウキビに代わる他の作物が出来るかというと、台風や遠隔性で輸送の問

題から、なかなか厳しいところがある。併せて、製糖工場で働いている方々、あ

るいはその関連している肥料、農薬、輸送関係等を含めると、かなりの就業者に

影響あると考えている。 

○ また、畜産についても、とりわけ肉用仔牛については、沖縄県は全国４位の供

給産地であるが、この中心となる石垣や、宮古、伊江島といった小さな離島でも

かなり畜産が盛んであり、その影響は大きい。また、養豚については、本島が中

心ではあるが経営が厳しいと聞いており、沖縄の食文化において養豚は重要でも

あり、県としても一括交付金を活用し何とか支援しながらやっている状況。 

 

【松本委員】 

○ （渡慶次氏に対して）人材、農地のことを中心にお聞きしたい。農地中間管理

機構の受け手として手を上げられていると思うが、そのあたりはどのような手続

きを取っているか。また、沖縄における貸し借りの量の見通し、出し手の希望が

出てくると見通されているかどうかについてお伺いしたい。 

○ （加力氏に対して）若い４名の方が都会から来られて元気に取り組んでいると

いう話をいただいたが、若い方の給与面、厚生面について、地域の水準と比べて

どうか。事業上厳しい面があるのかどうかお聞きしたい。 

○ （具志氏に対して）ＪＡやメーカー、物産公社と連携して 20 を超えるコラボ商

品づくりをされてきたとのお話があったが、そのうち一番売り上げの大きい品目

でどのくらいの規模になっているか、また、これから規模が拡大する途上なのか

どうかについてお聞かせいただきたい。 

○ （中西氏に対して）県内で安易な耕作放棄地が出てこないような措置について

提案をいただいているが、ペナルティのようなものをお考えか。何か妙案がある

か。知恵があればお聞きしたい。 

○ （山城氏に対して）先ほど農地の集積率は現在 24％、今後 56％を目指すと計画

を持っておられる話があったが、国は８割を目標とする方針を出している。機構

の運営上、受け入れる農地の条件を何か付けているのかどうかお聞きしたい。 

○ また、人材育成に関して、県において青年就農給付金を活用しているというこ

とであったが、農業法人が若い方を研修という形で雇用した場合に、その雇用経

費について法人に一定の助成金を出す仕組みである「農の雇用事業」は沖縄では

活用されているかどうかお聞きしたい。 

○ 統計については、企画部会長も苦労されていると思うが、国の統計そのものも

推計統計が多くなっているので、政策立案の際にきちんとした数字があることは

大切だと思う。 

 

【グリーンいとまん 渡慶次氏】 

○ 当社はＪＡやさとうきび協議会を通じて管理作業を請け負っているが、作業時

期が集中しているため、人材確保の観点から期間内に作業が終わらない状況。例

えば収穫にしても、製糖工場の操業期間は、今回は 75 日ということでその間に集
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中して収穫しなければならず、間に合わない状況。 

○ 今後の展望については、さとうきびについては農作業受託がメインの生産法人

と生産がメインの生産法人の２種類があるが、地元の糸満市においては、収穫等

の農作業受託は当社だけ。大口農家の生産メインの法人と協力してどこまで伸ば

していけるかということ。糸満市では、農地の平均面積が４、５百坪で点在して

おり、土地の集積については効率が悪い。地域の方と協力してどのようにまとめ

ていくかが課題。 

○ 中間管理機構については、申し込みはしていない。 

※注：意見交換会終了後の補足 

その理由として、今現在こちらの条件に合ったほ場及び情報を持っていないの

と、手続き（契約）に時間がかかることから計画した作業に遅れが出る可能性が

ある。現状に合った仕組みになれば活用できると思われる。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 本土の募集はリクナビを利用したが、１回掲載あたり 20 万円程度かかる。給与

面はだいたい那覇での採用と同水準としており、具体的には言いづらいが 18 万円

～30 万円程度。スキルにもよるが、本土から来ていただくということで、寮と賄

いを付けておりその分は軽減されるので、体一つで来ても働ける状況を作ってい

る。 

○ むしろ、給与面というよりは、自分の生き方の中の選択で私どもの企業を選ば

れた方が多く、一緒に夢を共有しながら頑張っていこうというメンバーが多いの

で、お金基準で来ているわけではないのかなと思う。関東から原発の影響を避け

たいということもあってうちを選ばれた方、海外青年協力隊でドミニカに行った

女性はその意志は持ち続けたい、沖縄の田舎でも頑張りたいということで来られ

た方もいる。あとは、農村で働きたいという強い意志と覚悟を持ってやってきて

いるので、その中でお互いに給料を上げていける環境を作っていこうという仲間

意識が今は強いので、お金がこれだけもらえるから来ようと考える人はいない。

これからどうやって黒字に持って行くか、みんなで、農村で雇用を増やしていけ

るような事業体を作っていきたいということで仲間作りをしている。給与の面だ

けで雇用を確保するというところではないということだけご理解いただきたいと

思う。 

 

【沖縄県生活協同組合連合会 具志氏】 

○ 売れ行き状況はまだはっきりと把握していないが、地域おこし商品として生協

がやっているのは地域と一緒に取り組むということ。例えば、イカの切れ端やイ

カ墨など今まで使えなかったものを商品化したり、収入が安定せず後継者がいな

かった田イモについては、生協が商品開発の中ですべて買い取ってペーストにす

ることで、生産者の収入が生まれた。後継者が帰ってきたという現象も生まれて

いる。このため、商品はバカ売れするものではなく、地域とつながって地域を元

気にしていって、組合員がそれを支えて買って行くという形で地道にやっている。 
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【サンエー 中西氏】 

○ 耕作放棄地については、農地中間管理機構が今できているので、ここをもっと

強力に進めていくイメージで捉えていただければ良いと思う。 

○ 若い人の中にも農業をやってみたいという考えを持っている人は結構いらっし

ゃると思う。しかしながら、農業には技術が必要となるため、若い初めて農業に

従事する方が一人前に農業で食べていけるようになるために、独立するまでの間

の教育などの仕組みや環境を整えてあげれば、農業従事者はまだ増やせる可能性

があるのではないかと思う。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 農地中間管理事業の中で受け入れをする際に公社が条件を付けているかという

ことについては、特に条件を付けている訳ではなく、個別対応を見ながらやって

いこうということで進めていると聞いている。 

○ 「農の雇用事業」については、農業法人協会を中心に活用していいただいてお

り、平成 25 年度実績で見ると、全国 5,444 人中、沖縄県は 86 人活用している。

これは全体の 1.6％であり、生産額の割合１％から見るとまあまあ活用している

のかなと思う。 

○ また、沖縄県では国の青年給付金以外に県の一括交付金を活用した受け皿の研

修の支援や、就農して施設整備を行う際に一定額、１千万円程度の支援を行って

おり、国の支援等とあわせながらフォローをしているところ。 

 

【沖縄県生活協同組合連合会 具志氏】 

○ 要望にも入れたフリーズドライについて。沖縄のモズクはすべて県外に持って

行ってフリーズドライにしている。このため、組合員から、沖縄はこれだけモズ

クがとれるのになぜこんなに高いのかと言われる。野菜も同様であるが、たくさ

んあるときにフリーズドライや冷凍にして夏場のものがない時に使う方が多い

が、県内にフリーズドライ工場をぜひ作ってもらいたい。 

 

【中嶋部会長】 

○ 要望の追加ということで承りたい。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 農産物の輸出はテーマにも掲げられているが、海外からのお客がたくさん来ら

れており、私どもの「だいこんの花」等のレストランや居酒屋も含めて、今売り

上げの 14～15％を占める。香港からの観光客は個人で来られるので客単価も高

い。海外の観光客を農村の方にどうやって送り込むか、農村の食品を食べていた

だいてこれをまた海外につなげていくバリューチェーンをうまく構成できれば、

日本の農村の良さをもっとアピールして農村の食品を海外に輸出できるような仕

組みができる。そのような仕組みがあった方がもっと戦いやすいのではないか。

海外からの観光客はこれからどんどん増えてくると思うので、都市部だけではな

く農村も含めたプログラムを組んで行けば、今後和食の強さを発揮できるのでは

ないかと思う。 
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○ その辺りは、観光庁がメインで取り組まれていると思うが、農林水産省でもも

っと議論をしていただいて、ちょっとみんなでやってみることも良いのではない

かと思う。 

 

【中嶋部会長】 

○ 重要なご指摘をいただいたと受け止めたい。 

 

【近藤委員】 

○ 参考になるかどうか分からないが、沖縄はアジアに向かっての国際的なハブ空

港として整備が進んでおり、私も２回くらい視察を行っている。おそらく、今年

の８月頃にうるま市にハラル食品の工場の建設が決まっており、そこにフリーズ

ドライの機械も入るはずなので、また一緒に知恵を出し合えれば良いと思う。 

○ 円安があり海外の研修生が来なくなったが観光客は非常に増えており、農家民

泊に台湾から１千人ほど見えているなど観光のニーズが変わった。なので積極的

に呼び込むための戦略を作った方が良い。特に沖縄の人気は高い。いろいろ知恵

を出し合ってやれればと思う。 

 

【中嶋部会長】 

○  アジアに近い立地もあると思うが、こちらに来ていろいろ教えていただくこと

は多かったと思う。１つだけ伺いたいことがある。基本計画の検討においては、

人口減少と高齢化の問題を基本的な問題として捉え、それを踏まえた上で計画づ

くりをしなければいけないと思っている。沖縄はある意味で高齢化社会のフロン

トランナーで今までいろいろな経験をされてきたと思うが、これからの日本を考

えていく上で、どのようなことに気をつけなければならないか、考え方や留意点

などはあるか。例えば、買い物難民への対応をどうするか、地域をどのようにつ

くりあげていくかということについて、いろいろと意見を承ったところである

が、さらに何か助言があれば有り難いが、いかがか。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 農村はみんなで支え合っているところが強い。そのような中に若い人が入って

いって、そのコミュニティで暮らす心地よさを感じられれば田舎で子どもを育て

たいと感じる人も多いのではないか。子どもをのびのび育てたいという若い人た

ちも結構いる。 

○ 就農のところで、農業だけではなく観光の部分もうまくリンクさせていけば、

そのようなスモールビジネスで家族で住める環境がつくれる。そうすることによ

って今の人口減少を少し止められるのではないかと思う。 

○ もう一つは、アジアの留学生と組んで、沖縄で農村ビジネスを一緒にやれば、

自国の人を呼び込むこともできる。農村はポテンシャルが高い。人口減少を解消

するには、農村にどれだけ若い人たちが新しい家族を作って生きていく環境をど

う作れるかがポイントになると思う。夢を与えられる環境をどう作るのかが重要。

自分たちのような取組をやっていれば変わっていくのかなと思う。 

○ メディアにも取り上げられているが、阿蘇の方で大津さんという女性が頑張っ
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ている。ドイツの留学生を受け入れるなど、ワールドワイドに農村を活用して新

しい家族を作っていこうという流れは出てきている。だから、まだまだ魅力のあ

るそのような農村の姿をきちっと今の若い人に伝えていくことが重要。産学官で

連携して仕組みを作っていくことが大事。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 県では、人口増加計画を策定し、10 年間の取組をスタートさせたところ。自然

増を拡大するための取組、社会増を拡大するための取組、離島・過疎地域の振興

に関する取組について、具体的な目標を掲げて取り組んでいるところ。 

 

 

６ 閉会 

 

（以上） 


