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「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 

九州ブロック会議概要 

 

                                 平成24年１月23日（月）13：30～15：38 

                                         くまもと森都心プラザ（５階）プラザホール 

 

出席者：岩本農林水産副大臣、齊藤農村振興局整備部長、 

大澤大臣官房政策課長、伊藤大臣官房政策課企画官、 

近藤大臣官房国際部国際経済課専門官、藤河消費・安全局農産安全管理課総括、

國井食料産業局企画課長、児玉生産局総務課生産推進室企画官、 

渡邊経営局農地政策課長、佐藤経営局経営政策課専門官、 

高木経営局就農・女性課課長補佐、 

山内農村振興局耕作放棄地活用推進室長、中田農村振興局水資源課調査官、 

松本農林水産副大臣秘書官、 

吉村九州農政局長、丸山九州農政局次長、佐藤九州農政局次長 

参加者：九州農政局管内各県、市町村、農業者、関係団体等 約270名 

 

１ 開会 

  岩本農林水産副大臣あいさつ 

 

２ 資料説明 

大澤大臣官房政策課長、渡邊経営局農地政策課長、國井食料産業局企画課長、 

児玉生産局総務課生産推進室企画官、齊藤農村振興局整備部長より、 

資料に基づき説明。 

 

３ 意見交換 

（１）各県より基本方針・行動計画の戦略に対する提案 

＜福岡県＞ 

 ①新規就農について 

    ・就農意欲の喚起、就農後の技術・経営支援を総合的に取り組む市町村・農協等への

支援が必要。 

   ・農業経営者を客観的に評価する指標を策定するとなっているが、どのような指標を

策定するのか、また、策定スケジュールを明らかにしてほしい。 

 ②農地集積について 

  ・農地集積協力金の対象者について、細かく要件設定してほしい。 

  ・助成の対象となる農地集積は、原則として個別大規模経営・法人経営への利用権設
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定とし、法人となることが確実な集落営農に対する作業受託については、一定期間に

限り対象とすること。 

   ・農地法の遊休農地解消措置を徹底活用すること。 

 ③関連組織・関連産業のあり方 

  ・農業委員会の職員を増やす等の体質強化が必要。 

 ④６次産業化について 

    ・農林漁業者の商習慣習得に対する支援、農林漁業者の資本力増強が必要。 

 ⑤国産農林水産物等の輸出戦略について 

    ・信用回復に向けたＰＲ活動や輸入規制解除に向けた各国政府への働きかけを急ぐと

ともに、特に中国に対する強い働きかけが必要。 

 ⑥小水力発電について 

    ・本県も来年度、モデル的に小水力発電に取り組むことにしているが、売電の部分が

はっきりしていないため、地域が取り組みにくい状況にあるため、情報を頂くととも

に、地域一帯となった取組となるような方策をお願いしたい。 

 

＜佐賀県＞ 

 ①戸別所得補償制度等について 

    ・米や麦・大豆の所得補償制度の拡充はもとより、畜産や園芸等についても、農家が

将来にわたり意欲を持って経営に取り組めるような制度等の早急な創設や充実をお願

いしたい。 

 ②集落営農等について 

    ・集落営農をはじめ、中山間地域における農作業受託組織や機械利用組合などを含め

た多様な担い手に対する支援の強化をお願いしたい。 

 ③クリーク防災について 

    ・佐賀平野におけるクリークが着実に整備されるよう、予算枠の確保に配慮頂きたい。 

 ④生産コストの低減等について 

    ・燃油の使用量の低減のための設備導入や栽培技術の開発普及等の取組への支援強化

を図って頂きたい。 

 ⑤農産物の輸出拡大について 

    ・中国側の検疫や通関などが円滑に行われるよう、引き続き強く働きかけて頂きたい。 

  ・日本の地名や地域ブランドが登録されないよう引き続き働きかけて頂きたい。台湾

や米国の日本産牛肉の輸出停止措置が緩和され、円滑に輸出できるよう引き続き積極

的に働きかけて頂きたい。 

 ⑥有害鳥獣対策について 

    ・鳥獣被害を軽減するため、引き続き鳥獣被害対策事業の継続と全国的な要望に対応

できるような予算枠の確保をお願いしたい。 
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＜長崎県＞ 

 ①地域農業マスタープランについて 

    ・実効あるプラン策定のためには、市町への支援策と地域の実態に応じた柔軟な対応

を講じる必要がある。 

 ②農地集積協力金について 

    ・同制度の活用が水田地帯に限られ、畑作地帯の野菜や果樹の園芸産地では極めて困

難であることから、農業者戸別所得補償制度の加入、未加入にとらわない制度の運用

をお願いしたい。 

 ③農業生産基盤整備について 

    ・野菜などの集出荷施設などの生産施設の整備や生産性の高い優良農地の確保などの

生産基盤の整備に必要な予算総額の確保が必要。 

 ④地域労力支援システムについて 

    ・２４年度から農協が主体となり労働不足を補完する、地域で自立した労力支援シス

テムの構築を支援する事業を検討しており、こうした取組に対する国の  支援をお

願いする。 

 ⑤離島地域振興について 

    ・農林漁業は、離島の基幹産業であることから、新たな離島振興法の検討にあわせて、

国家戦略として離島の農林漁業の振興等を図る必要があり、特に販路拡大の 大のネ

ックである物流コストについて、農協や漁協をはじめとした荷主に対する直接的な支

援の検討が必要。 

 ⑥６次産業化について 

    ・離島などの地域では、売上げや販路開拓面において成果目標を達成するまでに至ら

ないケースも見られることから、各種事業採択基準等の要件緩和が必要である。また、

公募期間を四半期ごとに行う等の改善が必要である。 

 ⑦鳥獣害被害対策について 

    ・農林業者が被害防止の目的で自己農地に「わな」を設置する場合は、「はこわな」を

対象に加えることや、通年捕獲ができる等の一層の規制緩和が必要である。併せて、

わなにかかったイノシシ等の銃によらない安全かつ簡便な「止めさし」技術の開発を

お願いしたい。 

 ⑧農山村における再生可能エネルギーの推進について 

    ・木質バイオマスの推進に取り組んでいるところであるが、原材料の伐採・運搬コス

トが課題であることから、取組者にメリットがあるような仕組み作りや、運営面にわ

たる長期的かつ継続的な支援策が必要である。 

 

 



- 4 - 

＜熊本県＞ 

 ①新規就農の増大について 

    ・青年就農給付金については、十分な予算の確保と地域の実情にあった使いやすい制

度となるようお願いしたい。 

 ②農地集積の推進について 

    ・農地集積協力金については、農家の実情の即した弾力的な制度となるようお願いし

たい。 

   ・２０～３０haの農家が太宗を占める構造を短期間で実現することは困難であること

から、具体的な仕組み、支援のあり方を示して頂きたい。 

 ③品目別対策の充実について 

    ・農業強化策は、今後を見据え、品目ごとに強化対策を講じることが重要である。こ

のための国の対策・制度を明確にしてほしい。 

 ④米、施設野菜、果樹等の供給力強化に向けた対策の推進について 

    ・食料供給基地としての使命を果たすためには、集荷地域の広域化、低コスト化のた

めの高性能機械の導入など、生産・流通施設の再編整備への支援が不可欠である。 

 ⑤水利施設の更新整備について 

    ・高生産性農業の基礎であり、地域防災を担う排水機場は、その約６割が耐用年数を

超過し老朽化していることから、計画的な更新整備に必要な予算確保が不可欠である。 

 

＜大分県＞ 

 ①農地集積について 

    ・現行の戸別所得補償制度は幅広い担い手を対象としており、農地集積による規模拡

大を進める基本方針との整合性について、説明をお願いしたい。 

    ・中山間地域で10～20ha規模の経営体が太宗を占める構造を目指すことはかなり難し

いが、そのためには、中山間地域等直接支払制度などの中山間地域対策の充実が必要

である。 

 ②新規就農について 

   ・未就農及び離農による給付金回収のリスクを軽減するためにも、青年就農給付金に

ついては、融資による所得補償をした上で、一定期間の就農実績により償還への助成

を行う成果報酬型の制度にするのが望ましい。 

   ・新規就農者希望者は地域での信用度が低く、就農に適する農家住宅や農地の借り受

けが困難な事例が多く。また、不動産業者が農家住宅の空き屋情報などの収集・斡旋

を行うことは希であることから、就農の拠点となる住宅及び農地確保への支援が必要

である。 

 ③６次産業化について 

    ・総合化事業計画の認定は年３回となっているが、加工・販売施設等の整備を行う「６
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次産業化推進整備事業」の募集が年１回となっている。より適時な実施ができるよう、

募集を複数回実施するようにすべき。 

   ・農業資本を中心に考えてしまい、結果としてよい商品が作れない、消費者が満足す

るものができないとなってしまう。このため、事業主体に地域の加工業者を含め、６

次化と農商工連携を一体として進めることによって新しい商品・事業ができるのでは

ないか。 

 ④エネルギー生産への農山漁村の資源の活用促進について 

    ・小水力発電の更なる推進には、慣行水利権や許可水利権の枠内で行う場合には、許

可申請の対象外として、届け出等で実施可能な制度への緩和が必要である。 

     

＜宮崎県＞ 

 ①新規就農対策について 

    ・新規就農者の育成、農地の利用調整については、現地で直接調整に携わる人が重要

であるため、新たな人材確保関係機関も含めた体制整備に対する支援の強化が必要で

ある。 

 ②農地集積対策について 

  ・今回の対策は主としてコメ、水田を中心とした対策であることから、畑地及び野菜

などの戦略品目以外の品目を対象とした農地の利用集積施策の拡充を図る必要がある。 

   ・規模拡大に対応した生産性向上対策に対する支援についても十分対応していく必要

がある。 

③持続可能な畜産の方向性の提示について 

  ・国の基本方針として、今後の持続可能な畜産の方向性についても提示いただきたい。 

・特に、家畜改良の促進や飼養衛生環境の改善などによる生産性向上対策、自給飼料

の確保やエコフィードなどの代替飼料の増産等による飼料の海外依存度の低減に向け

た研究や支援の強化が必要である。 

 ④持続的生産が可能な野菜等の経営安定対策 

  ・価格対策ではなく、個々の経営体に着目した、収入保険などの新たな経営安定対策

等についても、検討を進めていく必要がある。 

 ⑤生産基盤整備対策について 

  ・本県をはじめとした生産基盤整備が遅れている地域については、施策の重点化、予

算の確保などと併せて、農地集積に視点をあてた、従来以上の基盤整備の促進対策の

検討が必要である。 

 

＜鹿児島県＞ 

 ①基本的考え方について 

・畑作農業にも着目したきめ細やかな制度設計が必要である。 
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 ②地域農業マスタープランについて 

    ・農業経営も安定を図るために必要とされる外部支援組織を地域の中心経営体と位置

付け、施策を集中させるべきではないか。 

    ・農地集積を推進するためには、区画整理や畑地かんがい等ほ場条件の整備を図るこ

とが必要であることから、それらに必要な財源を確保して頂きたい。 

 ③生産コスト低減について 

    ・持続可能な力強い農業の実現を図るため、生産コスト低減に向けた堆肥の利用拡大・

流通促進について重点的に取り組むべきではないか。 

  ④一括交付金の総額確保について 

・農山漁村活性化プロジェクト支援等を適切に推進するために、一括交付金の総額を

十分確保して欲しい。また、その配分枠は、中山間地域や離島を多く有する本県の実

情を反映したものにしていただきたい。 

 

（２）各県の提案に対する農林水産省の回答 

＜渡邊経営局農地政策課長＞ 

・規模拡大と戸別所得補償制度との整合性については、農業には多面的機能があり、そ

れらを発揮するためには、個々の農家がしっかり農業を営んで頂く必要がある。まず戸

別所得補償で経営体の経営を安定化させ、さらに規模を拡大される方には、規模加算で

支援し、集落全体で担い手を育てる場合、協力頂く方に支援を行う。 

・規模２０～３０haについては、事業の要件でなく、全国の集落の平均が２０～３０ha

であり、規模にこだわらない。まずは、各地域において、農業が継続的に営まれるには、

何が必要かを検討いただき、結果的に２０～３０haになればよい。 

・地域農業マスタープランについては、品目を限定しておらず、畜産、果樹等について

も策定して頂きたい。ただ、果樹等については、協力金を交付することが有効なのかい

う議論もあり、また、思った以上に出し手が出てくる可能性があることから、土地利用

型作物に限定している。受け手については、特別措置を継続しており、畜産、果樹であ

っても規模拡大加算が交付される。 

・受託組織は、地域の重要な受け手になり得る存在であるが、それが継続的な担い手に

なるかいう観点から、マスタープランの作成の上、集落営農へ繋げられるような前向き

な取りまとめをして頂きたい。 

・市町村のマスタープラン作成に当たっての支援については、臨時職員について推進費

がでる。農地利用集積円滑化団体における円滑化事業については、戸別所得補償の推進

事業費で支援を行う。 

・新規就農については、所得・農地の確保に重点をおいて支援を行う。また、給付金の

回収リスクについては、県・市町村が間接事業者となっているが、支払を求めることは

考えておらず、就農者の情報をシステム化する等しっかりと把握できるようにして頂き
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たい。 

 

＜國井食料産業局企画課長＞ 

（６次産業化について） 

・プランナー委託事業（ソフト事業）、関連施設整備（ハード事業）で支援。プランナ

ー、ボランタリープランナーについては商品開発等のアドバイスができる人材の確保を

行い支援していく。また、継続的に支援ができるよう、単年契約から登録制に制度を見

直す。 

・商品開発、研修等を地域加工業者が加わった形で行う場合もソフト事業の対象になる

ので活用頂きたい。 

・ハード事業について、小規模も対象にして欲しいとの意見を頂くが、規模で除外して

いるわけではないので、事業内容等をご相談頂きたい。また、応募期間が少ないという

意見があることから、期間の見直しを検討している。 

・６次化への支援については、各ステージごとに支援の形があり、初期の農業経営の安

定化を図る場合は、従来の仕組みで支援を行い、６次化に移行する場合に、ボランタリ

ープランナー等による支援を行う。６次化の規模を拡大する場合に重点的にファンドに

よる支援を行うことを考えている。 

（農産物輸出について） 

・輸入規制を強化している国々に対して、国内で実施している放射能検査結果の情報を

提供するなど、規制緩和に向けて政府一体となって働きかけをしている。また、検査機

器導入についても支援をしている。 

（再生可能エネルギーについて） 

・小水力発電等は、採算性が確保できるような売電単価になるよう、関係省に働きかけ

ていく。 

（知的財産について） 

・知的財産の保護については、従来から関係団体等の参加による「農林水産省知的財産

保護コンソーシアム」を設立し、取組を行っている。 

 

＜児玉生産局総務課生産推進室企画官＞ 

・野菜については、野菜価格安定対策事業を軸に支援を行っており、野菜の価格が著し

く低下した場合に生産者補給金等を交付する。 

・果樹については、２３年度から改植後の未収益期間に対する支援を行う果樹経営支援

対策を軸に支援を実施している。 

・園芸の省エネルギー化については、試験研究機関が行う実証事業を支援している。 

・畜産については、畜種ごとに経営支援を実施している。 

・エコフィードの生産拡大については、食品事業者と畜産農家とのマッチング等の取組
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を重点に支援を実施する。 

・鳥獣害対策については、地域が実施する捕獲の担い手の育成、捕獲資材の導入、侵入

防止柵の整備、加工施設の整備、商品開発等を支援する。 

 

＜齊藤農村振興局整備部長＞ 

・各県から農業農村整備事業のご要望を頂いており、２４年度においては、関連予算を

含めて対前年比で１１２％、２,６９１億円を確保。また、２３年度において、１～４

次補正で約１千億円、合わせて３,６８８億の予算を確保しており、これらの予算によ

り各県の要望に応えていきたい。 

・負担金対策については、これまでも負担金対策の充実を図ってきているところ。なお、

農業体質強化基盤整備促進事業については、定額の助成を通じて低コスト化や農家負担

軽減にも寄与するものであり、ご活用頂きたい。 

・中山間地域対策へのご要望について、中山間地域等直接支払交付金等による支援と併

せ、中山間地域総合整備事業等により振興を図っている。中山間地域総合整備事業につ

いては、２３年度より地域自主戦略交付金に移行されたが、同交付金の増額を図ってい

るところ。 

・国営施設応急対策事業の採択要件の緩和について、一定の要件は必要と考えているが、

ご要望も踏まえ、実施段階で工夫していきたい。 

・小水力発電の水利権手続きの簡素化については、ご要望について引き続き河川管理者

側と協議を進めたいと思うが、具体的事案でどう困っているのか、農政局にご相談頂き

たい。 

・クリークの法面整備については、国営事業等により基幹的な施設の整備を進めていき

たい。 

 

（３）質疑応答 

＜農業関係団体＞ 

  ・中山間地域における果樹産地は、今、後継者をつくらないと恐らく崩壊してしまう。

新規就農給付金はすばらしい制度であるが、果樹についても離農給付金が 支払われれ

ば、農地の譲渡が進む。 

 

＜渡邊経営局農地政策課長＞ 

  ・２４年度については、予算が決まっていることから、拡充はできないが、各地域の実

情を踏まえ検討したい。 

 

＜参加者＞ 

・残留農薬のこともあり、有機農業を推進すべきと思うが、本方針の中に記載されてお
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らず残念である。 

 

＜福岡県＞ 

・経営安定対策以降、法人化・規模拡大を進めてきた、戸別所得補償が導入され、法人

化等が後退していると知事が認識している。 

・マスタープランについては、要件がないということであるが、折角、作成するからに

は、どのような規模の法人を育成するかという一定の目標を示すべきではないか。 

 

＜渡邊経営局農地政策課長＞ 

  ・全国画一的に目標を示さず、地域にあった規模を設定した上で進めていただきたい。

法人化については、是非進めていただきたい。 

 

４ 閉会あいさつ 

＜岩本農林水産副大臣＞   

  ・鳥獣害対策については、捕獲したイノシシ、シカ等を食料不足を抱える国々に提供す

ることも考えているし、飼い主のいないイヌの対策と鳥獣害対策とを結びつけた取組が

できないかとも考えている。 

・また、有機農業についても重要と考えており、いろいろなご意見を頂きたい。 

     

    本日は、大変、ありがとうございました。 

  

５ 閉会 

 

                                                                          以 上  


