
                           資料３ 
 

 

 

「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・ 

行動計画」に関する四国ブロック会議 

 

 

 

各県からの提案等 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

○ 徳島県・・・・・・・・・ １ 

○ 香川県・・・・・・・・・ ７ 

○ 愛媛県・・・・・・・・・１１ 

○ 高知県・・・・・・・・・１５ 

 

 

 



徳 島 県
食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の

具体化に係る都道府県からの提案

【戦略１】競争力・体質強化

～ 持続可能な力強い農業の実現 ～

・新規就農を増やし、将来の日本農業を支える人材を確保する

・平地で20～30haの土地利用型農業を目指す

（１）新規就農の増大

【現状】

① 本県における新規就農者数は、最近、１００名程度で推移している。

しかし、国の試算に準じ本県に必要な新規就農者数を計算すると、年間２００名

程度となり、新規就農者数を倍増する必要がある。

＜新規就農者数の推移＞

H18 H19 H20 H21 H22 平均

新規就農者数 60 94 93 105 104 91

（内 40 歳未満） (35) (37) (54) (68) (67) (53)

② 中山間地域（特に果樹地帯）における新規就農者数が少ない。

③ 水稲を中心とする土地利用型作物の担い手対策として、「集落営農塾」を実施し、

集落リーダーの養成を進め、集落営農の取組みを推進している。

【課題】

多くの青年層が安心して就農できるよう、中長期的な支援制度を構築すること。

【提言】

① 「戸別所得補償制度」は、米、麦、大豆などに止まらず、「園芸・畜産・水産」を

も対象に加え、安心して農業に取り組めるようにすること。

② 「新規就農総合支援事業」において、親族と共同経営を行う場合についても、規

模拡大等を条件に給付を受けられるよう、制度の幅を広げること。
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徳 島 県

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の

具体化に係る都道府県からの提案

【戦略１】競争力・体質強化

～ 持続可能な力強い農業の実現 ～

・新規就農を増やし、将来の日本農業を支える人材を確保する

・平地で20～30haの土地利用型農業を目指す

（２）農地集積の推進

【現状】

①本県は野菜をはじめとする園芸品目作物が中心で、平均経営耕地面積は、

０.９２ｈａである。（全国２.２ｈａ）

【課題】

①戸別所得補償制度は、小規模農家にとって不利な制度であり、特に耕作面積 0.3ha
未満の農家は制度加入していないため、農地集積協力金の対象とならない。

②小規模・零細農家は、資本装備が脆弱であり、土地利用型農業用機械を所有して

いない場合が多い。

③農地集積協力金は、離農を考える農業者には少額過ぎて、農地集積のインセンティ

ブが働かない。

【提言】

①戸別所得補償経営安定推進事業の農地集積協力金については、

・農地の出し手が、戸別所得補償制度に加入してなくても、農地集積先の経営体が

加入していれば、対象となるようされたい。

・経営規模の拡大を目指し、農地を集積した個人、または、集積しようとする個人

に対して、農業機械導入の支援が行えるよう制度（強い農業づくり交付金等）を

拡充されたい。

・農地集積金の金額を大幅にアップする等し、農地流動化の支援策を強化されたい。
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徳 島 県

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の

具体化に係る都道府県からの提案

【戦略２】競争力・体質強化

～ ６次産業化・成長産業化、流通効率化 ～

・「美味しい」「安全」「環境にやさしい」といった持ち味を再構築する

（１）農林漁業の高付加価値化

【現状】

① 本県では、６次産業実践者や小売業者らを構成員とした協議会を組織し、

・ 農林漁業者の６次産業化に向けた取組みに対する「アドバイス」

・ 新商品の販路開拓のため県内外の外食、総菜業、食品卸小売業など幅広い事業者

との商談ができる「マッチングフェア」

を開催しているが、

国の支援がなく「取組みの規模」や「開催回数」について制約があり、十分な効

果を発現できていない。

② 安全安心な生産を目指した取組みとして「食品安全」はもとより、「環境保全」や

「労働安全」を加味した「ＧＡＰ手法」を取り入れた本県独自の「とくしま安 2 農

産物認証」制度により農産物のブランド化を推進している。

【課題】

① 農林漁業者は、農産加工や販売に取組むにあたって許認可が必要な「食品衛生法」

をはじめとした「法令」、習得しなければならない「技術やノウハウ」に関する知識

や経験がない。

このため、６次産業化法に基づく「総合化事業計画」認定者に適用がある「農

業改良資金の償還期間の延長」などの特例措置だけしかなく、農林漁業者が新たに

６次産業化に取り組むには支援策の充実が、ぜひとも必要である。

② 「ＧＡＰ」については、消費者や実需者への認知度が低く、ＧＡＰ認証取得のメ

リットが十分に発揮できていない。
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【提言】

① 農林漁業者の６次産業への取組み促進を目的として、国は民間団体等を事業主体

としてソフト事業としては

「新商品の開発」、「販路開拓」、「技術研修」、「関係者の交流会の開催」などを

また、ハード事業として、

「機械施設の整備」に対する公募型の補助事業を概算決定している。

事業の実施にあたって、

地域段階でのソフト事業としては、

・ ６次産業化法に基づく「総合化事業計画」認定者に対する支援を行うための

十分な予算の確保

・ 「総合化事業計画」の認定を目指す多くの農林漁業者に対して６次産業化に必要

な知識や技術を習得することを目的とした「集合研修」の充実や「商品試作」・

「販売」を試すことができる「調査・実証実験事業」の創設

・ 地方公共団体が、国や民間と連携し、農林漁業者に対して６次産業化に関する

「啓発」、「事業者へのアドバイス」「マッチングフェア」等の支援ができる事業

の創設

事業者を対象としたハード事業としては、

・ 事業公募要件を満たしている「総合化事業計画」認定者に対しては、小規模な

取り組みについても支援

・ 農林漁業成長産業化ファンド事業の実施にあたっては、地域ファンドの規模を現

行の２０億円規模から３～５億円程度でも創設できるようするとともに、ファンド

マネージャーについては、県信用農業協同組合連合会や地方銀行等でも行えるよう

に運用を緩和して、

多くの小規模な農林漁業者が６次産業化への取組みを開始し、農林漁業生産と６

次産業の複合経営の展開による収益性の向上が実現できるよう願いしたい。

② 国において、「ＧＡＰ」のＰＲを消費者に向けて積極的に行うとともに、「ＧＡＰ」

の普及・推進にあたり県で行う「ＧＡＰ認証事務」や「エコファーマー」の推進事

務について国費対象とすること。
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徳 島 県

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の

具体化に係る都道府県からの提案

【戦略３】 エネルギー生産への農山漁村の資源の活用を促進する

【現状】

① 「とくしまブランド」を始めとした本県の農産物生産を支える農業用水は、

用水路や取水堰などの農業水利施設により、安定的に供給されている。

② 一方、農産物価格の低迷や資材費の高騰などにより農家経営は非常に厳しい状況

であるため、農業用施設の保全・更新費用等の低減が求められている。

③ そこで、農山漁村地域に豊富に存在する農業用水、太陽光といった再生可能エネ

ルギーの利活用により農業の振興を図り、農村地域の活性化に繋げることが必要と

なっている。

【課題】

農山漁村地域における新たなエネルギー資源確保のためには、

① 地方自治体や民間団体等が事業主体となり、再生可能エネルギー施設の導入を図

る場合、発電施設のみならず送電施設の初期投資が大きく導入資金の確保が問題。

② 安定的に再生可能エネルギーを活用し持続可能なものとするためのには、機械施

設の効率化、低位コスト化などの開発や一過性の施設導入支援にとどまらない新機種へ

の更新や維持管理に係る支援等、国の政策誘導的な関与が必要不可欠。

【提言】

① 農山漁村地域においてエネルギーの地産地消を図り、発電施設を持続可能なもの

とするためには、補助事業で実施した地区において

・ 買電収益については、再生可能エネルギーを地域の資源として定着し、安定的な

運営を可能とするため、償還金の返済や、農山漁村地域の振興・活性化に繋がる施

策に必要な経費に活用できるよう使途制限を緩和すること。

② 再生可能エネルギー施設の支援については、初期投資への補助のみならず、維持

管理や技術革新等の管理運営にも対応できるよう、持続的かつ手厚い支援制度を望

む。
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香川県 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの意見 

 

＜テーマ＞ 

担い手の育成及び集落営農の推進 【戦略１－１】 

 

 ＜提案・要望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

◆ 本県においては、農業者の平均年齢が 69歳（22 年）となるなど、担い手の高齢

化が進み、65歳未満の基幹的農業従事者は、平成 12年から 22年の 10 年間で 3割

減少するとともに、後継者が不在の農家が多く、本県農業の次世代を担う核となる

担い手の確保が急務となっています。 

 

◆ 一方、本県の１経営体当たりの経営耕地面積は 0.88ha と全国平均の半分以下で、

小規模な経営体が多く、農業収入のみでは経営が成り立たない農家が大半であるこ

とから、今後、集落における農業生産活動を継続していくためには、集落営農組織

の確保・育成とその活動強化が必要です。 

 

◆ こうしたことから、地域農業を牽引する核となる担い手を確保するため、認定農

業者については、経営改善や法人化の推進、農地の利用集積や雇用の確保などによ

る経営規模拡大の取組みを助長するとともに、販路拡大や経営の多角化など農業法

人の高度な経営展開を積極的に促進することが重要であります。 

 

◆ また、新規就農者については、真に地域に定着し、核となる担い手となるために

は、営農計画が成り立つような品目ごとの生産振興施策や、経営安定対策（セーフ

ティネット）など、総合的な農業振興施策を継続的に実施することが必要です。 

 

◆ 加えて、地域を支える担い手としての集落営農は、将来に向けて、持続可能な営

農体制が実現できるだけでなく、耕作放棄地の発生抑制や鳥獣被害の未然防止など

の副次的効果も期待できることから、その必要性がますます高まっており、集落営

農組織の設立促進と既存組織の活動範囲の広域化や経営規模の拡大などを促進す

る必要があります。 

○ 核となる担い手を確保するため、意欲ある農業者が産業として成り立つだけ

の農業経営に取り組めるよう、認定農業者の経営の多角化や新規就農者への経

営安定に対する支援を充実させること 

また、地域を支える集落営農の生産コストの低減や経営規模拡大及び複合化

など、経営基盤の充実が加速化されるよう支援策を強化すること 
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＜テーマ＞ 

農業水利施設やため池の保全管理への支援 【戦略１－１】 

 

 ＜提案・要望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

◆ 本県のため池や香川用水をはじめとする多くの農業水利施設は、老朽化による

機能低下が懸念されていますが、平成 22 年度末時点で、ため池については改修率

が約 22％に留まっており、基幹水路についても保全対策が十分に進んでいない状

況にあります。 

 

◆ そうした中、東日本大震災などにより、特にため池の防災対策に関する県民の

関心は非常に高くなっております。 

 

◆ 一方、ため池など農業水利施設を保全管理している土地改良区などの組織は、

混住化や高齢化等により脆弱化し、適切な保全管理が大きな課題となってきてお

ります。 

 

◆ 県といたしましては、先人の遺産である農業水利施設を健全な状態で次世代に

引き継ぐため、計画的なため池の整備や水路の長寿命化対策、ハザードマップの

作成、住民が参画した農地・水保全管理の取組拡大等の施策を重点的に推進する

こととしていますが、県内にはため池が約 14,600 ほどあり、ため池の保全対策を

推進するには多大な財政負担を要します。 

 

◆ つきましては、こうした実態を十分に考慮いただき、国費率の嵩上げ等による

農業水利施設の整備促進の加速化やため池の防災対策の充実、農地・水保全管理

支払交付金におけるため池保全に関する取組みの強化等を要望いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 本県の農業水利施設の多くは、老朽化による機能低下が懸念されており、適

切な補修や更新のための支援を強化すること 

○ 特に、本県の特色であるため池については、さらに防災対策を推進する必要

があり、また、ため池を農業者のみで保全管理していくことが大きな課題とな

っているため、ため池の保全管理に関する支援についても強化すること 
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＜テーマ＞ 

農地の利用集積と園芸施設の一体的な整備の促進 【戦略１－２】 

 

 ＜提案・要望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜現状・課題＞ 

◆ 農業生産にとって最も基礎的な資源である農地を、良好な状態で将来にわたり

有効に活用するためには、認定農業者や集落営農組織などの担い手への利用集積

を促進するとともに、集積した農地の効率的な利用と、農外企業を含む新規就農

者などへの集団的な農地のあっせんを促進することが必要です。 

 

◆ 本県において経営体へ農地の利用集積を推進するに当たっては、ため池を中心

とする複雑な水利慣行や狭小な平野部、点在する農地と混住化といった本県の地

域特性に加え、 

・ １経営体当り経営耕地面積が 0.88ha と極めて零細なこと 

・ ほ場整備率も 34％と全国平均の約 60％を大幅に下回っていること 

・ ほ場整備実施済みの農地のうち、パイプライン化された農地は約３割程度に

過ぎないこと 

・ さらには、受益面積 5ha 未満の小規模なため池が全体の約 9 割を占め、仮に

20ha～30ha の農地集積となれば、単純計算で各経営体が 4～6箇所程度のため池

群を管理することとなり、それを各経営体のみで行うことは現実的に困難であ

ること 

などから、現状では、大区画化を前提とした 20～30ha の農地の利用集積を全県的 

に推進することは難しい状況と考えており、地域の特性を踏まえ、中・小規模の 

農地の利用集積にも対応していく必要があります。 

 

◆ 一方、本県の農作物の作付延べ面積に占める野菜・果樹の占める割合は 30％で、

全国平均の 20％よりも高く、農業産出額における割合も、野菜・果樹は 39％と高

い状況にあります。 

 

◆ 本県では、温暖な気候を生かし、レタスやブロッコリーなどの野菜、県オリジ

ナル品種である温州みかん「小原紅早生」やキウイフルーツ「さぬきゴールド」 

○ 20～30ha といった大規模な農地の利用集積だけでなく、中・小規模の利用集

積に対する支援も拡充すること 

○ 農地の大区画化という方向性が大きく打ち出されているが、大区画化だけで

なく、基盤整備と園芸施設等の一体的な整備など、地域特性を踏まえたきめ細

かな対策についても、十分に配慮すること 
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などの果物、マーガレットやキクなどの花き等、多彩な園芸作物が生産されてお 

り、県としましても、これら作物の生産拡大やブランド化を強力に推進すること

としているところです。 

 

◆ こうしたことから、米麦を中心とした土地利用型作物のみならず、本県にとっ

ては、野菜や果樹も重要な品目であり、これらの経営体に対する支援も必要です。 

 

◆ つきましては、土地利用型作物を対象とした大区画化のみならず、ほ場の基盤

整備と園芸施設等の一体的な整備への予算の確保・拡大など、本県の地域特性に

応じたきめ細かな対策の拡大を要望いたします。 

 
 
＜テーマ＞ 

戸別所得補償制度の充実・強化 【戦略１－２】 

 

 ＜提案・要望＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜テーマ＞ 

協同農業普及事業制度の強化 【戦略２－４】 

 

 ＜提案・要望＞ 

 

 

 

 

 

 

○ 戸別所得補償制度については、農業者が将来にわたって、安定した農業経営

に取り組めるよう、制度の法制化を含め、必要な予算を継続して確保すること 

○ 特に、麦や新規需要米などの戦略作物における助成水準等の拡充や、地域の

実情に即した生産振興が可能な産地資金の予算措置を充実すること 

○ 単一経営による大規模経営を目指す担い手だけでなく、米麦と園芸作物を組

み合わせた複合経営など、地域の実情に即した経営を目指す意欲的な担い手の 

育成・確立を図ること 

○ 農業の競争力・体質を強化し、持続可能な力強い農業を実現するため、平成

23年 8月に決定した「普及事業の新たな展開について」に掲げる普及事業の見

直し内容を着実に推進するとともに、事業の強化に向けた普及事業予算の確保

に努めること 
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愛媛県 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの提案 

 

＜確認事項＞ 

１．昨年の震災前までの「食と農林漁業の再生実現会議」では、「土地利用型農業」、

「野菜・果樹」、「酪農・畜産」を明確に区分して議論していく必要とされてい

ましたが、今回の方針を見る限り、土地利用型農業が中心で「野菜・果樹」と「酪

農・畜産」への踏み込みが弱い気がしています。「野菜・果樹」、「酪農・畜産」

に対する国の方針を確認させて下さい。 

 

２．取組方針において 23 年度中に策定、設置等を行うとされている次の内容につい

て、自治体に関係のある施策についてはあらかじめ意見を聴くなど、可能な範囲

で情報を提供下さい。また、６次産業化の推進にも影響の大きい「農業所得(経営

形態別経営統計 個別経営）」が本県では平成 18 年以降公表されなくなっており、

最も重要な所得の把握ができない状態が続いていますので、①の指標の内容がど

のようなものになるのか合わせてご教示下さい。 

 ①農業経営者の簡易な指標 

 ②福祉施設での農作業指導に高齢農業者が携わる等の取組モデル 

 ③医食農連携の事業化促進に向けたグランドデザイン 

 ④日本の食文化等を発信する取組を開催・運営するための実行委員会 

 ⑤食品産業の将来ビジョン 

 

３．愛媛県では、できる限り早期にマスタープランを策定するよう推進する予定で

すが、青年就農給付金や農地集積協力金の対象者のいない地域では、策定が遅れ

ることを懸念しています。県の調査（H20.3 時点）では、県内の農家・農地のあ

る農業集落のうち、29.8％（870 集落）で認定農業者、集落営農組織等の担い手

が存在しない状況です。 

 また、本県では、20 市町のうち、農業集落数が 100 を超えている市町が計 13、

うち７市は 200 を超えており、市町担当者の業務量を考慮すると、２年以内に策

定が難しい市町も出てくるのではないかと危惧しています。 

 県としては、市町に対する支援に差を設けず、全ての市町に対し、24 年度から

本格的にプラン策定に着手するよう推進する予定ですが、市町レベルにおいては、

集落数も多く、必然的に、新規就農者がいるなど優先すべき集落から重点的に推

進せざるを得ないと考えています。 

 国における重点市町、重点集落の設定の考え方についてご教示下さい。 

 

４．土地利用型農業について、５年後には、平地で 20～30ha、中山間地域で 10～20ha

といった規模の経営体を耕地面積の８割を占める構造を目指すとあります。この

「目標値の根拠」と「離島や山間地等の条件不利地域が多い県におけるこの目標

値のとらえ方」についてご教示下さい。 
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＜提案事項＞ 

【戦略 1】持続可能な力強い農業の実現 

１．地域農業マスタープランの策定 

（１）マスタープランの策定には一定の期間を要することになりますが、それまで

の間に就農希望者や離農希望者が出てきた場合には、国の支援制度が活用でき

ず就農や農地の集積に影響が出ることも考えられます。 

   このため、市町がマスタープランの検討を開始し、マスタープランへの位置

付けが確実と見込まれると市町が認めた場合、マスタープラン策定前であって

も支援制度が活用できるよう経過措置を設けるべきと考えます。 

（２）スーパーＬ資金の金利負担軽減措置(貸付当初５年間実質無利子化）について

は、マスタープランに位置付けられた認定農業者が条件となっており、位置付

け見込み者は対象とされていません(23.12.28 経営局金融調整課)。しかしなが

ら、市町のマンパワー不足でマスタープランの策定が遅れた場合、農業者が必

要と考える時期の設備投資に支障が生じることも出てきます。 

   このため、市町がマスタープランの検討を開始し、マスタープランへの位置

付けが確実と見込まれると市町が認めた場合、24 年度のスーパーL 資金の金利

負担軽減措置の対象となるよう経過措置を設けるべきと考えます。 

（３）各種助成制度が用意されていますが、まとまった農地の引き受けが期待され

る農業者が大型の投資の裏負担に躊躇して助成制度を十分活用できず、地域の

期待に応えられなくなることも考えられます。 

   このため、マスタープランに位置付けられた一定の要件を満たす中心経営体

については、国の助成制度で補助率を嵩上げするなど支援上の配慮をすべきと

考えます。 

 

２．農地集積の推進 

（１）土地利用型農業について、５年後には、平地で 20～30ha、中山間地域で 10

～20ha といった規模の経営体を耕地面積の８割を占める構造を目指すとあり

ますが、平野が少なく、急峻な山地を多く抱える本県においては、極めて困難

な目標であるうえ、仮に目標を達成してもスケールメリットが得られにくい状

況です。 

   このため、今後講じられる農地集積対策については、地域の実情に応じ弾力

的に取り組めるものにすべきと考えます。 

（２）農業農村整備事業のほ場整備では、農地集積協力金を組み合わせることで担

い手に対する農地の集積が一層進むものと考えます。 

   このため、関係者が現場で連携を図り、これに取り組みやすくなるよう、マ

スタープランと農業農村整備事業のほ場整備を関連付けるなど制度上の配慮を

すべきと考えます。 
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（３）本県では、農業産出額に占める果樹の割合が 36.9％（平成 21 年。同全国 8.4

％）、耕地面積に占める樹園地の割合が 42.8％（平成 22 年。同全国 6.8％）と

なっており、果樹の中心となるかんきつ類は基幹品目となっています。 

 山林開墾の歴史を持つかんきつ類の園地はその所有形状が山裾から頂上に向

けて縦に広がることが多く、外見上１つの斜面に園地が広がっているように見

えても実際の所有・利用は農業者毎に縦長短冊状となっている場合が多く見ら

れます。このように作業の度に上り下りが必要となる園地は高齢化に伴い耕作

放棄されていきますので、隣接する等高線上で、平地の田畑と同様に利用集積

を進めていくことが必要不可欠です。 

 先祖伝来の生活の糧となる樹園地を他人に貸すことは農業者に心理的抵抗感

もありますので、樹園地での利用集積に周囲の協力が進むよう、果樹部門を農

地利用集積協力金の交付対象に加えるべきと考えます。 

 

３．新規就農の増大 

（１）青年就農給付金準備型について、農業大学校の養成部門(高卒対象)を卒業後、

さらに同校の専攻部門(短大卒対象)への進学や海外研修を希望する学生もいる

など、研修後１年以内に就農できないケースもあります。 このため、準備型

の給付金を受けた後、さらに就農のために必要な研修を受ける場合は、就農ま

での猶予期間（研修後１年以内）の延長を認めるべきと考えます。 

（２）新規就農総合支援事業については、情報の不足から、20 年 4 月以降に新規参

入した就農者や、経営移譲を受けた者を中心に対象者の選定を行っている市町

もあると聞いています。 

 このため、本事業対象者をはじめ事業の具体的要件を早期に提示すべきと考

えます。 

 

４．女性の能力の積極的な活用 

 各地で様々な商品開発が進むなか、これに取り組む女性起業家が成功するため

には、ラベルや味、容器の改善といった商品作りから、販路拡大に向けた商談能

力まで幅広いスキルが求められ、取り組みに躊躇するケースもみられます。 

 このため、23 年度に実施した女性高齢者起業活動等活性化事業のような女性の

起業活動に対する意識を高め取り組みの裾野を広げるソフト面の支援を復活すべ

きと考えます。 

 

 

 

【戦略２】６次産業化・成長産業化・流通効率化 

１．農林漁業の６次産業化 

 農山漁村女性が中心となって行っている地域産物を活用した加工品づくりや直

販等の起業活動は、農村振興や地域活性化の有効な手段として注目されています。 

 しかしながら、６次産業化法に基づく計画認定においては、既存商品の改良や

２次加工品は対象とならないなど、起業活動の多くが零細な規模である農山漁村

女性にとってハードルが高い状況にあります。 

 このため、より多くの農山漁村女性が６次産業化法の計画認定を受け、意識と

責任を持って６次産業化に取り組めるよう、認定上の配慮を行うべきと考えます。 
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２．国産農林水産物・食品の輸出戦略の立直し 

 輸出額１兆円水準を平成 32 年度までに実現するため、「農林水産物・食品輸出

の拡大に向けて」（平成 23 年 11 月 25 日農林水産省・食品輸出戦略検討会取りま

とめ）に基づき、５つの戦略に沿って農林水産物・食品の拡大に向けた各種取組

を展開していくことを示されましたが、輸出の拡大に向けては国において検疫協

議をさらに進めていただく必要があります。 

 このため、本県からの輸出がさらに拡大できるよう、従来より国に対し要望し

ている中国向け柑橘輸出の解禁と韓国向け水産物検疫要件の緩和を早期に解決し

ていただきたいと考えます。 

 

４．革新的な技術の開発・実用化と普及 

 農林水産省は、平成 23 年８月に「普及事業の新たな展開について」を公表し、

「農業革新支援専門員」の制度導入等、先進的な農業者への相談・支援体制の強

化などを柱とした新たな方策を打ち出されました。 

 しかしながら、その一方で、平成 24 年度の協同農業普及事業の大幅な減額（前

年比 16％減）により、支援体制の強化はもとより現在の活動についても縮小が心

配され、さらには普及指導員数の減少が一層加速化するのではと危惧しています。 

 普及指導員は、意欲ある多様な担い手の育成・確保、産地の生産力・収益力の

向上、鳥獣被害の防止など様々な施策を現場の第一線で推進する役割を担ってお

り、普及活動の縮小は地域農業の振興に少なからず影響があるものと考えていま

す。 

 このため、普及指導員が引き続き地域のニーズに即し必要な役割を果たしてい

けるよう、協同農業普及事業の縮小に歯止めをかけ、昨年８月に打ち出された新

たな方策が現場で十分に機能できるよう予算の充実を図るべきと考えます。 

 

 

 

【戦略３】エネルギー生産への農山漁村の資源の活用を促進する 

 特になし 
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高知県 

食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画の 

具体化に係る都道府県からの提案 

 

「基本方針・行動計画」全体について 

・規模拡大は有効な手段であるが、諸外国との競争には限界があり、また

現状からみれば、平地 20～30ha、中山間 10～20ha の規模拡大は困難。

このため、競争力・体質強化を図るためには、「安全・安心」「環境保全」

「おいしさ」といった「高品質」への取組など、高付加価値化への支援

を一層充実することが必要である。 

・また、農業生産額をはじめ、全国の農業の約４割を占める中山間地域は、

国民の食料供給のための重要な地域であるとともに、水源涵養や生物多

様性の保全、さらには、棚田など日本固有の美しい農村景観を有し、８

兆円を超えるとも言われる多面的機能を発揮しているが、地理・地形上

の制約から規模拡大による生産性の向上が難しい状況にある。このため、

中山間地域の生活を維持していくためには、今まで以上に集落営農組織

への支援を拡充することが必要である。  

 

【戦略１】持続可能な力強い農業の実現  

▼「１.地域農業マスタープランの策定」 

・営農形態や立地条件により、農地の集積が困難な地域もあることから、

地域で継続して営農できることが見込まれるプランであれば、農地集積

はプラン策定の必須要件としないこと。 

・中心経営体としての集落営農を進めるための施策として、農業機械など

のハード整備の拡充と共に、リーダーなどの育成・確保や組織の発展の

ためのコーディネーター派遣など、きめ細かな支援策への拡充が必要。  

 

▼「３.新規就農の拡大」 

・青年就農給付金（準備型）について、就農を予定している市町村におい

て研修を行う就農希望者には、当該市町村を経由する給付金の交付方法

も認めること。 

・給付金について返還の必要が生じた場合に、やむを得ない場合の免除規

定を幅広く認めるよう検討すること。 

・マスタープランの策定も含めて、事業について理解度を高め円滑に運用

するため、実施に必要な諸規定やこれまでに行った質疑応答について早

急に整備し、早く都道府県及び市町村に示すこと。 
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▼「６.農協系統組織」 

・国と県との役割分担を明確にし、県との連携を十分にとりながら進める 

こと。 

 

▼「８.生産コスト低減に資する技術開発・流通合理化」 

・流通施設の合理化も生産コストの低減や負担の軽減に繋がるため、流

通の合理化を目的とした、施設の再編・高度化などを伴う施設再編へ

の支援を図ること。 

 

【戦略２】６次産業化・成長産業化、流通効率化  

▼「１.農林漁業の６次産業化」 

・事業計画の認定事業者数の増加が見込まれることから、事業者への支援

が不足することのないよう、支援事業体（６次産業化サポートセンター）

への予算措置の充実を図ること。 

・農林漁業成長産業化ファンドの事業体への支援や、ファンドへの出資

（県・市町村・関係団体)など具体的枠組みを早急に明らかにすること。 

・地域密着型の６次産業化の支援推進(ファンド外)について、具体的な支

援策を早急に明らかにすること。 

 

▼「３.日本農業の持ち味の再構築」 

・ＨＡＣＣＰ手法の導入が遅れている加工施設の整備について、導入率

50%を目指すということであれば、施設整備についてもしっかりと支援

すること。 

 

▼「４.革新的な技術の開発・実用化と普及」 

・本県では、オランダウェストラント市との園芸友好協定を締結し、農業

者交流や研究員 2名をオランダに派遣するなどにより、本県の生産環境

に適合する高生産性、高品質・高付加価値園芸生産システムの開発、普

及に取り組んでいる。園芸施設の精密環境制御技術などが早期に普及し

成果が発現できるよう、全国各地域の自然条件や栽培環境に応じて、安

定的な研究が推進できるよう予算面も含めて支援すること。 

 

▼「５.消費者との絆の強化」 

・鳥獣被害が深刻化、広域化しており、また県域を超えた取組が必要であ

ることから、抜本的な対策を早急に展開すること。（H22 年度高知県の

農業被害額約 1 億 8 千 5百万円） 
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・本県においては中山間対策が喫緊の課題であり、24 年度から、集落活

動のサポートや福祉や生活面でのサービスの仕組みと、経済活動の仕組

みを組み合わせることで、住民主体による地域運営システムの確立を目

指す「集落活動センター」の取組をスタートさせる。地域における取組

はさまざまであり、ソフト・ハード両面で支援を行うこと。 

・中山間地域の活性化に向け、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の

拡充および茶など中山間の主幹品目に対する支援の拡充を図ること。 

 

【戦略３】エネルギー生産への農山漁村の資源の活用を促進する  

▼「１.地域主導の再生可能エネルギー供給の促進のための制度」「２.自

立・分散型エネルギーシステムの形成に向けた取組」 

・再生可能エネルギーである木質バイオマス燃料の農業分野への安定供給

体制と併せて、利用後に発生する燃焼灰の再生利用体制について、一体

的な体制整備を図ること。  
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