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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 

沖縄ブロック会議概要 

 

平成 24 年１月 19 日（木）14:30～16:50 

沖縄県市町村自治会館 

 

出席者：雨宮大臣官房生産振興審議官、大坪大臣官房政策課首席企画官、 

小谷大臣官房政策課課長補佐、小出国際部国際経済課国際専門官、 

緒方消費・安全局植物防疫課課長補佐、 

野津山食料産業局バイオマス循環資源課長、 

山田生産局地域作物課課長補佐、森生産局技術普及課課長補佐、 

渡辺経営局農地政策課経営調査官、大高経営局経営政策課経営専門官、 

高木経営局就農・女性課経営専門官、 

圓山農村振興局水資源課施設保全管理室長、 

鈴木農村振興局農村環境課課長補佐、 

馬場沖縄総合事務局農林水産部長、 

 参加者：沖縄県、沖縄県内市町村、農業者、関係団体 等 約 110 名 

 

１ 開会 

  雨宮大臣官房生産振興審議官より挨拶 

 

２ 資料説明 

大坪大臣官房政策課首席企画官、渡辺経営局農地政策課経営調査官、野津山食料

産業局バイオマス循環資源課長、森生産局技術普及課課長補佐、圓山農村振興局

水資源課施設保全管理室長より資料にもとづき説明。 

 

３ 意見交換 

（１）沖縄県より基本方針・行動計画の戦略に対する提案 

＜沖縄県＞ 

・ 来年度から始まる新たな振興計画では、沖縄の地域特性を活かした農林漁業に取

り組むこととしている。県内部の検討は充分ではないが、現時点での提案、質問

等である。 

【戦略１】 

・ 農地集積協力金の交付対象者となる稲作、大豆、そば等の農家が極めて少ない沖

縄県においては、農地集積のインセンティブが働かない。新規就農者が農地を集

積した場合も交付対象とすることなども含めて、沖縄県の実情に即した内容に。 
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・ 沖縄県では、比較的土地利用面積が大きい南北大東地域においても 6.6ha という

実状となっており、目標とする平地で 20～30ha という規模は大きすぎるため、地

域性を考慮し、集積規模の要件緩和について配慮を。 

・ 農地集積に協力する者に対する支援をすると、逆に離農を支援することになるの

ではないか。また、当該施策は、継続的な支援制度なのか。 

・ 基幹作物であるサトウキビは、零細な生産農家が多く、雇用の場が無くなる過度

な規模拡大は困難であることから、国の示す基本方針・行動計画に、品目別経営

安定対策を踏まえた基本的考え方及び戦略の追加を。 

・ 基本方針・行動計画に示す一定規模以下のサトウキビに対する政策的位置付けと

支援策とは。 

・ 離島では規模拡大が難しく、輸送コスト負担等で労力に見合う収入が見込めない

等の課題があることから、基本方針・行動計画に、離島を想定した農林水産業の

再生についても記述を。 

・ 地域農業マスタープランを策定するに当たり、取組方法とは。 

・ 地域農業マスタープランにおける、中心的経営体と認定農業者との違いは何か。

認定農業者制度は今後どのように進めていくのか。 

【戦略２】 

・ 農林漁業の高付加価値化については、消費者への浸透や新たな顧客開拓を図るた

め、６次産業化のロゴマークの作成など国で広報活動を。 

・ 輸出については、海外の情報収集や合同商談会の開催等を。 

・ 沖縄県のマイナー品目について、農薬の登録拡大が進むような仕組みの構築を。 

・ 「食品産業の将来ビジョン」の内容とは。 

【その他】 

・ ＴＰＰについて、国から迅速かつ適切な情報提供を。交渉に参加しないようお願

いしたい。 

 

（２）沖縄県の提案に対する農林水産省の回答 

＜雨宮生産振興審議官＞ 

 貴重なご提案を頂き感謝。 

 本日頂いたご提案については、政務三役と情報共有していきたい。運用での対応が

可能なものについては反映するとともに、すぐには無理なものについても今後検討し

ていきたい。 

 所得の減少等の農林水産業の状況を何とか打開したいと考え、すぐに取り組まなけ

ればならないことを基本方針・行動計画として取りまとめたものであり、これが全て

ではない。また、記載されている目標はあくまで目安であるため、現場と相談しなが

ら、地域農業の実状に合わせて対応していきたい。 
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＜経営局農地政策課 渡辺経営調査官＞ 

（地域農業マスタープラン、農地集積協力金、中心経営体関係について） 

 農地集積のインセンティブについては、これまで経営局で行ってきたヒアリング等

を通じて、担当者から事情は聞いている。農地集積協力金は、これまで土地利用型農

業に取り組んできた者を対象とするものであるが、農業者戸別所得補償制度の加入が

意欲的な農業者であるかどうかの判断基準であること、農地集積協力金が農業者戸別

所得補償制度の関連対策であることから、農業者戸別所得補償制度の加入者に対象を

限定した。農業者戸別所得補償制度の加入者に対象を限定することについては、他県

からも意見を頂いているところであり、今後、現場の様々な御意見を伺った上で反映

できる部分は反映させるよう検討していきたい。なお、意欲を持った新規就農者が「地

域の中心となる経営体」に位置付けられるケースも考えられる。 

 農地集積協力金は、離農を促すものではない。中心経営体へ農地を出すことへの踏

み切りを支援するもの。 

 地域農業マスタープランは、地域の徹底的な話し合いの中で、人と農地の問題につ

いて解決策を見いだしていくのが基本で、数字自体が要件ではない。どう所得を上げ

ていくかということが重要である。そのため、農地集積だけでなく、加工等の６次産

業化や輸出の取組なども内容として含めて、地域において意欲を持って農業を行う者

を位置付けるものと理解してもらえばよい。地域農業マスタープランを作成した地域

は、必ず 20～30ha に規模拡大をしなければならないというものではない。地域農業

マスタープランを策定するに当たり話し合うこととしては、資料 2-1 の 2 頁の 1に示

しており、地域の将来について、農業経営者だけでなく奥さんや息子さんも含めて話

し合って頂きたい。なお、地域農業マスタープランを作成すると、青年就農給付金等

のメリット措置もあることからも早めに作成する必要がある。 

 中心経営体とは、地域での徹底的な話し合いを通じて地域農業マスタープランに位

置付けられた個人、法人、集落営農。認定農業者が多い地域では、認定農業者が中心

経営体になるではないかと想定しているが、認定農業者でなくても、先頭に立ち６次

産業化に取り組む者等でもかまわない。なお、プランに位置付けられない認定農業者

に対しても、スーパーL資金等の支援は引き続き実施していく。 

 

＜食料産業局バイオマス循環資源課 野津山課長＞ 

（６次産業化、輸出促進、食品産業ビジョン関係について） 

 ６次産業化の広報について、６次産業化のロゴマークは既にあり、農林水産省の 

ＨＰに掲載されている。県のロゴマーク等と合わせて、ぜひ使って欲しい。 

 輸出戦略について、現在は、国別、品目別の輸出戦略を策定しているところ。国や

品目について提案があれば頂きたい。なお、合同商談会、物産展の開催の取組につい

ては、既に事業として支援している。今農林水産省には輸出促進に対応する専門のグ
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ループがある。沖縄総合事務局の担当も含めて、相談して欲しい。 

 食品産業将来ビジョンについては、22 年 12 月にたたき台を作ったが、その後、震

災・原発事故が発生し「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」

や「日本再生の基本戦略」が策定され、新たな情勢を踏まえ作り直している。これま

でに策定された基本方針・行動計画を踏まえ、１、２、３次産業のバリューチェーン

を見ながら、今年の３月までにまとめていきたい。 

 

＜消費・安全局植物防疫課 緒方課長補佐＞ 

（マイナー品目の農薬登録関係について） 

 マイナー品目の農薬登録については、全国的になかなか進んでいない。登録に当た

り、各地でデータを収集し、登録を目指すのは非効率。現在は、県ごとに、産地と相

談したうえで、登録を推進するリストを作成し迅速化を図っているところ。今後、マ

ンゴー、スターフルーツ等の品目の優先順位などを提案して欲しい。また、登録に向

けた効率的なよりよい方法があれば、提案頂きたい。 

 

＜大臣官房政策課 大坪首席企画官＞ 

（ＴＰＰ関係について） 

 「基本方針・行動計画」は食と農林漁業の再生はＴＰＰ交渉参加の判断いかんに関

わらず進めるべきもの、という認識の下で取りまとめられたもの。これは政府全体の

共通認識。なお、ＴＰＰについては、現在、交渉参加に向けて関係国との協議を行っ

ているところであり、各国が我が国に求めるものについて更なる情報収集に努め、十

分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って、ＴＰＰについての結論

を得ていくこととなる。 

 本日頂いたご意見については、政務三役と情報共有させていただきたい。 

 

（３）会場との質疑応答 

＜農業経営者＞ 

 島嶼地域では元から農地は少なく、また、戦後の米軍による農地接収があったこと

から、もともと沖縄には農地が少ない中で、20～30ha への農地集積は、実現できるは

ずもない。全国を視野に入れた基本方針・行動計画は、沖縄において、どれほどの実

効性を持っているのか。今回の会議は、きちんと地元に説明をした、というアリバイ

作りではないか。 

まず農家が農業を継続できるための農地面積を示すことが基本であり、その上で、

農家をどのように育成するか、ということを検討する必要がある。まず、農家が農業

を継続できるための農地面積を示して欲しい。 
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＜雨宮生産振興審議官＞ 

 貴重なご意見を頂いた。土地利用型農業において農業を継続するには、農地面積が

ある程度は必要となる。20～30ha という値は、都府県において１つの集落の農業構造

が 20～30ha で成立していることから、それを一つの目標として考えていくこととし

たところ。20～30ha という目標は厳格に適用するのではなく、担い手が減少し、耕作

放棄地が上昇しているという現状を打破するための目安である。20～30ha を目安に、

地域で話し合い、将来に向けて農業を頑張ろうとする者に少しでも農地を集積してい

けば、農業が発展していくものと考えている。沖縄においては、沖縄に合った農業の

あり方があると思うので、考えて欲しい。我々もぜひ協力していきたい。 

 

＜農業関係団体参加者＞ 

 青年就農給付金は、親の出荷名義を子供に変更すれば、給付の対象となるのか。 

 沖縄における酪農が減少しており、このままでは学校給食に供給することも難しく

なる。県外からも新規就農の希望があるが、なかなか土地が見つからない。市町村単

位だと組織の人事異動等もあり、なかなか進まない。北海道では、農業開発公社が、

離農者から土地を買い取り、５年のレンタルリースをしている取組もあるが、このよ

うな取組を、県単位で沖縄でも行うことは可能か。 

 地域農業マスタープランを直ぐに作成するのは難しいと思うが、２年間で作成しな

ければならないのか。 

 

＜経営局農地政策課 渡辺経営調査官＞ 

（地域農業マスタープランにおける県外からの新規就農希望者の関わりについて） 

 地域で農業に携わっている様々な者、団体が、県外からの新規就農者も含めて話し

合い、地域農業マスタープランを作成してもらえばよい。その際、市町村の担当者も

積極的に入ってきてもらって、話し合ってもらえればいい。 

 

＜経営局就農・女性課 高木経営専門官＞ 

（青年就農給付金の要件、地域農業マスタープランの作成について） 

 青年新規就農給付金の対象者は、45 歳未満であり、農業だけで生計を立てようとす

る者、すなわち、農業経営でリスクを負う者を対象としているため、名義変更すれば

よいということではない。畜産の新規就農者に対する農業機械等リース支援は、北海

道だけでなく、国の事業であり地域の実情を踏まえて活用して頂きたい。 

 

＜経営局経営政策課 大高専門官＞ 

 地域農業マスタープランの作成は、市町村が基本であり、基本的には２年間で全市

町村で作成されることを目標としている。地域農業マスタープランの作成に係る費用
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に対する補助も基本は２年間となっている。 

 

＜沖縄県＞ 

 20～30ha という値は義務ではない、ということであったが、施策の制度設計はその

値を基本に進んでいくのではないかと懸念している。今後、大区画化、農地集積以外

の農業農村整備事業は終息していくのではないか。小規模農家への支援も残していっ

て欲しい。 

 再生可能エネルギーの推進について、試算では太陽光の導入可能量が大きいが、事

業は小水力に特化されている印象を受ける。沖縄では小水力は取り組みにくいため、

県は太陽光発電を進めていくこととしているが、太陽光発電への支援は行われるのか。 

 

＜経営局農地政策課 渡辺経営調査官＞ 

（農業農村整備事業における規模要件の扱いについて） 

 農業農村整備事業など、今後の施策が 20～30ha という値ありきで義務化されると

いうことではないと理解している。地域農業マスタープランは、地域で地道に取り組

む問題。まずは、地域で将来像をしっかり話し合って頂きたい。 

 

＜大臣官房政策課 大坪首席企画官＞ 

（農林水産省の施策における規模要件の扱いについて） 

 基本方針・行動計画では、一定規模を示して、それ以下を政策の対象から外すこと

を目的とするものではないと明記されている。 

 

＜食料産業局バイオマス循環資源課 野津山課長＞ 

（太陽光発電への支援について） 

 資料 2-2 にあるとおり、再生可能エネルギーとして、太陽光、風力、小水力、バイ

オマスを挙げており、この４つが事業の対象となる。ぜひ、取組を進めてほしい。 

 ただ、太陽光を進めようとすると用地が必要になる。その手続きを簡素化するなど

再生可能エネルギーの推進に係る法案を検討しているところ。 

 

＜沖縄県＞ 

 農地集積協力金の対象者について、他県でも沖縄県と同様の意見があるとのことで

あったが、今後、対象の要件が変わる可能性はあるのか。 

 また、今後、認定農業者への支援はどうなるのか。 

 

＜経営局農地政策課 渡辺経営調査官＞ 

（農地集積協力金の対象要件について） 
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 貴県の他、樹園地等が多い県等でそのような要望が挙がっているが、先ほど申し上

げたとおり、農地集積協力金は農業者戸別所得補償制度の関連施策となっており、現

時点では、要件を変えるつもりはない。 

 

＜経営局経営政策課 大高経営専門官＞ 

（今後の認定農業者への支援について） 

 食料・農業・農村基本計画においても、家族経営に規模拡大や６次産業化の取組を

促す際に認定農業者制度を活用する、と示している。現在、認定農業者は 25 万人程

いるが、今後も認定農業者制度の推進は変わらない。地域農業マスタープランの作成

に当たり、認定農業者が中心となっていくものと想定している。認定農業者が中心経

営体となれば、税制の優遇措置も引き続き実施される。 

規制改革会議では、認定農業者制度は必要なものとされているものの、制度の詳細

については、指摘されている点もあるため、今後、必要であれば制度の見直しを検討

していくものと考える。 

 

＜農業経営者＞ 

 基本方針・行動計画の戦略２に、農林漁業は「心身のためになる」という文言を入

れて欲しい。農林漁業と医療との連携も必要ではないか。 

 

＜大臣官房政策課 大坪首席企画官＞ 

（農林漁業と医療との連携について） 

 基本方針・行動計画は、昨年 10 月に既に決定されたもの。戦略２は日本農業の強

みの発揮、付加価値を高める幅広い取組について書かれている。その中で御理解頂け

ればと思う。 

 

＜農業経営者＞ 

 これまで 10 年間有機農業に取り組んできたが、沖縄では進んでいない。全国で、

有機農業の推進を宣言している県はあるか。 

沖縄県の自給率は低いが、夏場の野菜を作るものがない。夏場の野菜を作るとすれ

ば、何があるのか。また、教は業者の方も一緒に連れてきたが、風力発電で電力を起

こす将来性はあるのか。 

 

＜生産局技術普及課 森課長補佐＞ 

（国による有機農業の支援について） 

 国では、有機農業法を制定し、推進している。また、産地での有機農業の取組を支

援しているところであり、今後ともこれらの事業を活用しながら、進めていただきた
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い。 

 

＜消費・安全局植物防疫課 緒方課長補佐＞ 

（他の都道府県における有機農業への取組状況について） 

 防除の観点から県の担当者と話をしているが、農薬を使わないで農業を行っている

県はまだ聞いたことがない。作物を生産するうえで、適切に農薬を使用することも必

要であり、そのような宣言を都道府県がすることは難しいものと考えている。 

 

＜食料産業局バイオマス循環資源課 野津山課長＞ 

（再生可能エネルギーの取組について） 

 エネルギー政策全体の中で、原子力、火力、水力、風力等の割合が検討されており、

バイオマスを含めて再生可能エネルギーの割合は増えることとなるが、どれくらい増

えるかはこの夏に決まる。 

 電気買取制度の実施により、将来的に再生可能エネルギーが大きなマーケットにな

り、太陽光、風力等のエネルギー生産が相当増加していくと予想され、いろいろな会

社から参入しようとしている。ただし、採算性、事業性を見極めて、きちんと進めて

いく必要がある。 

 

＜農業関係団体参加者＞ 

 食と農林漁業の再生をやることについては、ありがたいし、感謝したい。しかし、

オールジャパンの取組だと、沖縄の実態に合わないため、配慮をお願いしたい。 

食と農林漁業の取組とＴＰＰは関係ないとのことだが、ＴＰＰに参加すると、サト

ウキビは０になるという試算も出ており、離島の農業者は不安に思っている。実際に、

機械化を進める際にも、ＴＰＰとの関係で決めかねている農業者もいる。農林水産省

としても、しっかり反対をしてほしい。また、最近、ＴＰＰに関する情報が途絶えて

いる。アメリカからの要求も含めて、しっかり情報提供して欲しい。 

 

＜農業経営者＞ 

 1960～70 年代以降、政府、企業が輸出産業を重視した結果、農村と都会のバランス

が崩れ、農村の崩壊に繋がった。食料・農業・農村白書を見ても、農家を守るのか、

都会に食料を供給するための一部門としか見ていないのかが分からない。これからの

農村集落の絵を示して欲しい。 

 

＜雨宮生産振興審議官＞ 

 本日頂いた意見は、政務三役にも共有し、今後の施策にできるだけ反映していきた

い。農業には多面的機能があり、その多面的機能が発揮できるように、今後も施策を
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進めていきたい。 

 農林水産省は現場主義であり、県、市町村、ＪＡ等としっかり協力しながら進めて

いきたい。 

 

４ 閉会 

以 上  


