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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 

四国ブロック会議概要 

 

平成 24 年１月 17 日（火）13:30～15:30 

高松商工会議所２階大ホール 

 

出席者：今井生産局長、大澤大臣官房政策課長、日笠大臣官房国際部国際経済課専門官、

浜谷消費・安全局農産安全管理課課長補佐、 

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、 

田中農村振興局農地・水保全管理室長、 

 國弘中国四国農政局長、中島局次長、廣田企画調整室長 

参加者：四国地方各県、市町村、農業者、関係団体等  約 140 名 

 

１ 開会 

 今井生産局長よりあいさつ 

 

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、田中農村振興局農地・水保全管理室長より、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 

＜徳島県＞ 

【戦略１】 

（新規就農の拡大） 

・ 戸別所得補償制度は、米、麦、大豆などに止まらず、当県において農業生産額の多

くを占める「園芸・畜産・水産」をも対象に加えていただきたい。 

・ 新規就農総合支援事業において、親元就農についても、規模拡大等を条件に給付を

受けられるよう、制度の幅を広げていただきたい。 

（農地集積の推進） 

・ 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いなくても、農地の受け手が加入していれば、対象となるよ

うに見直していただきたい。 

・ 経営規模の拡大を目指して農地を集積した個人又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）を拡充していた

だきたい（現行は上限 400 万円）。 
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・ 農地集積協力金の金額を大幅にアップし、農地流動化の支援策を強化していただき

たい。 

 

【戦略２】 

（農林漁業の高付加価値化） 

・ 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

予算の確保をお願いしたい。 

・ 「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」が各県段階でもできるようにしてい

ただきたい。 

・ 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、小規模な取組

についても支援をお願いしたい。 

・ 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が小さ

くても創設できるようにするなどして、多くの小規模な農林漁業者が６次産業化への

取組を開始し、農林漁生産と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

きるようお願いしたい。 

・ 「ＧＡＰ」の推進にあたっては、県で行う「ＧＡＰ認証事務」や「エコファーマー」

の推進事務を国費の対象としていただきたい。 

 

【戦略３】 

・ 売電収益については、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、使途制限を緩和していただきたい。 

・ 再生可能エネルギー施設はイニシャルコストが高い。施設整備については２分の１

補助となっているが、補助率を上げていただきたい。また、管理運営経費についても

支援していただきたい。 

 

＜香川県＞ 

【戦略１】 

（担い手の育成及び集落営農の推進） 

・ 本県の農業者は、その平均年齢が 69 歳となるなど、担い手の高齢化が進み、65 歳未

満の基幹的農業従事者がこの 10 年間に３割減少していることなどから、認定農業者や

新規就農者など、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る。 

・ また、本県の１経営体当たりの経営耕地面積は 0.88ha で、小規模な経営体が多いこ

とから、今後、集落における農業生産活動の維持のため、集落営農組織の確保・育成

が重要な課題である。 

・ こうしたことから、核となる担い手を確保するため、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とともに、地域を支える集落営農
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の設立促進、経営規模の拡大や複合化など、経営基盤の充実が加速化されるよう支援

策を強化していただきたい。 

（農業水利施設やため池の保全管理への支援） 

・ ため池や香川用水をはじめとする本県の農業水利施設の多くは、老朽化による機能

低下が懸念されているが、ため池の改修率は、昨年度末時点で約 22％にとどまってい

る。 

・ こうした中、東日本大震災などにより、特にため池の防災対策への県民の関心は非

常に高くなってきており、県としては、ため池の整備を計画的に行うとともに、ハザ

ードマップの作成や住民参画による農地・水保全管理の取組拡大などを重点的に推進

することとしているが、県内にはため池が約 14,600 ほどあり、これらの保全対策には

多大な財政負担を要する。 

・ ついては、農業水利施設の国費率の嵩上げ等により、適切な補修や更新のための支

援を強化することはもとより、ため池については、さらにその防災対策を推進すると

ともに、農地・水保全管理支払交付金によるため池保全に関する取組の強化など、保

全管理に関する支援についても強化していただきたい。 

（農地の利用集積と園芸施設の一体的な整備の促進） 

・ 県としては、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、担い手へ

の利用集積を促進することが必要であると考えている。しかし、その推進に当たって

は、本県においては、ため池を中心とする複雑な水利慣行や狭小な平野部に点在する

農地と混住化といった地域特性に加え、 

・ １経営体当たりの経営耕地面積が 0.88ha と極めて零細なこと。 

・ ほ場整備率が 34％と低い上に、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 割を占めていること。 

などから、現状では、20～30ha の大区画化を前提とした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いる。 

・ また、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、本県にとって野菜や果樹は重要な品目であり、今後、花き

も含めた園芸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。 

・ こうしたことから、農地の利用集積に当たっては、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とともに、土地利用型作物を対

象とした大区画化のみならず、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、地域特性を踏まえたきめ細かな対策についても、十分に配慮していただ

きたい。 

（戸別所得補償制度の充実・拡充） 

・ 戸別所得補償制度については、制度の法制化を含め、必要な予算を継続して確保し

ていただくとともに、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させることな
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どに配慮をお願いしたい。 

 

【戦略２】 

（協同農業普及事業制度の強化） 

・ 農業の再生のための重要施策を円滑に推進するに当たって重要な役割を担う「協同

農業普及事業制度」については、確固たる普及事業を確立することは国の責務として

重要であると考えており、今後とも事業強化に向けた普及事業予算の確保などに努め

ていただきたい。 

 

＜愛媛県＞ 

[確認したい事項] 

・ 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ように思われる。「野菜・果樹」、「酪農・畜産」に対する国の

方針を確認させていただきたい。 

・ 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、可能な範囲で情報提

供をお願いしたい。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である。①の指標の内容がどのようなものになるのか、併

せてご教示願いたい。 

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 

・ 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ある

が、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る。 

  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あるが、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る。 

  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いただきたい。 

・ 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るが、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」

についてご教示いただきたい。 
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[提案事項] 

【戦略 1】 

（地域マスタープランの策定） 

・ 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ていただきたい。 

・ 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ていただきたい。 

・ 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お願いしたい。 

（農地集積の推進） 

・ 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るが、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していただ

きたい。 

・ 農業農村整備事業のほ場整備では、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

上の配慮をお願いしたい。 

・ 本県農業の高いウェイトを占める果樹部門（樹園地）を農地利用集積協力金の交付

対象に加えていただきたい。 

（新規就農の増大） 

・ 青年就農給付金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）の延長を認めていただきたい。 

・ 新規就農総合支援事業の具体的要件を、できれば書面にして早期に提示していただ

きたい。 

（女性の能力の積極的な活用） 

・ 女性起業家が成功するため、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組の裾野を広げるソフト面の支援を復

活していただきたい。 

 

【戦略２】 

（農林漁業の６次産業化） 

・ 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、認定上の配慮をお願いしたい。 

（国産農林水産物・食品の輸出戦略の立直し） 

・ 従来から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。 
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（革新的な技術の開発・実用化と普及） 

・ 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、予算の充実をお願いしたい。 

 

＜高知県＞ 

【戦略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

としないようにお願いしたい。 

・ 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

備の拡充とともに、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をお願いしたい。 

（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について検討をお願いしたい。 

・ 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

認めるよう検討をお願いしたい。 

・ 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

県及び市町村に示していただきたい。 

（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ていただきた

い。 

（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お願いしたい。 

 

【戦略２】 

（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

お願いしたい。 

・ 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示していただきたい。 

・ 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

に示していただきたい。 
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（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をお願いしたい。 

（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をお願いしたい。 

（消費者との絆の強化） 

・ 鳥獣被害の抜本的な対策を早急にお願いしたい（H22 年度高知県の農業被害額約１億

８千５百万円）。 

・ 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様々であり、ソフト・ハード両面で支援をお願いし

たい。 

・ 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及び茶

など中山間の主幹品目に対する支援の拡充をお願いしたい。 

 

【戦略３】 

（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、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ってい

ただきたい。 

 

（２）各県の提案に対する農林水産省の回答 

＜大澤大臣官房政策課長＞ 

  四国の農業については、土地利用型農業だけでなく主たる農業が果樹や園芸である

という実態が理解できた。施策を推進するにあたっては、四国の問題を踏まえてまい

りたい。 

  各県からご提案いただいた各課題について、まず戦略１については、経営局と農村

振興局からお答えする。 

 

＜渡邊経営局農地政策課長＞ 

  マスタープラン、農地集積、新規就農、機械設備等については、20～30ha との関連

で、四国の場合は規模の問題にかかわらず、その集落の農業を 10 年後、20 年後にどの
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ような姿にしていきたいかが重要なので、20～30ha の集積が困難な地域は、少ない面

積で収益を上げられるようにマスタープランを作ってもらえば結構である。 

  次に、マスタープランとメリット措置について、地域の将来像を描いてもらわなけ

れば支援はできない。取り組める集落から早めに取り組んでほしい。23 年度の４次補

正で計上した補助も繰越できる。早く作成してもらえればこの４次補正も活用できる

ので、是非利用してほしい。 

  高知県から新規就農者だけのプランを作るのは駄目かと質問があったが、新規就農

者だけのプランは問題がある。地域でよく話合いをして、プランの中でどのような支

援をするのか、新規就農者の営農を継続するためにどのようにしたいか等を位置付け

ることが必要。 

  機械施設については、強い農業づくり交付金や経営体育成事業がある。経営体育成

支援事業は共同要件がないので、活用されたい。一方、集落営農の支援については、

中山間の直接支払いや農地・水環境対策などのほかに戸別所得補償制度での法人化支

援の 40 万円などもあるので活用してほしい。 

 

＜田中農村振興局農地・水保全管理室長＞ 

  基盤整備については、農業体質強化基盤整備促進事業において、４次補正と 24 年度

当初予算で相当思い切った予算を計上している。この事業は、整備済み農地について

区画拡大及び暗渠排水を整備する際に定額補助をするというもので、これまでの事業

と比べ、非常に有利な事業であり、規模要件もないので、こういった事業を活用して

農地集積に向けた条件整備を進めてもらいたい。また、耕作放棄地再生利用緊急対策

交付金を活用して、耕作放棄地の再生についても併せて活用していただければ、さら

に農地の集積が可能となってくるのではないかと思う。 

  香川県からは、特にため池が多いということで、東日本大震災を踏まえた対策をと

いうことだが、ため池等整備事業に関しては、今年度から地域自主戦略交付金の対象

事業となっており、都道府県の裁量に基づいて地区採択等を行っていただくことにな

っている。今回、東日本大震災の経験を踏まえて、ため池のような農業水利施設の調

査・点検・耐震化の整備を進めていくことが重要ということで、震災対策農業水利施

設整備事業を予算計上している。県・市町村が事業主体となり、耐震性の点検調査、

必要な場合には整備も行える事業となっている。ため池の保全管理については、これ

までも地域で農地・水保全管理支払を活用していただいているが、これも来年度継続

となっており、内容も拡充している。浚渫等の具体的なものについても、地域のニー

ズに応じて加算できるよう拡充している。 

  中山間地域の活性化についてご要望があったが、中山間地域直接支払交付金・農山

漁村活性化プロジェクト支援交付金等、地域のニーズに応じた事業を活用していただ

ければと思う。 

 

＜大澤大臣官房政策課長＞ 
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次に、生産局からお答えする。 

 

＜児玉生産局総務課生産推進室企画官＞ 

  果樹・野菜の対策については、基本的に野菜・果樹についても品目の特性を踏まえ

て経営の安定や産地の育成、体質の強化のための施策に対して充実強化を図っていく

考えである。 

  野菜と果樹は、販売価格が生産費を下回っていない状況のため、戸別所得補償制度

の仕組みがそのまま適用されることはないと考えている。野菜の対策は、著しい価格

の低落時に生産者に補給金を交付する「野菜価格安定対策事業」を実施している。果

樹については、優良品目品種への改植等支援を行う「果樹経営支援対策」、改植後数

年間未収益期間に対する支援を行っている。これについては「お茶」も対象になる。

これらに加えて、園芸作物関連の施設支援として、強い農業づくり交付金や産地再生

関連施設緊急整備事業を 24 年度当初予算で要求している。これに加えて、加工業務用

向け国産野菜果樹の供給量増加に向けた施設整備については、産地活性化総合対策事

業で引き続き推進していく。 

  普及事業に関しては、予算的には平成 24 年度概算決定において、昨年に引き続き協

同農業事業普及交付金を措置したが、それとは別に、新たに産地活性化総合対策事業

の中で、都道府県域で普及が見込まれる新品種や栽培飼養指導技術体系等について、

普及組織が行う実証展示ほの設置や技術指針策定等を支援することとした。こちらの

対策も併せて活用されたい。 

 

＜大澤大臣官房政策課長＞ 

  愛媛県の確認事項２で、指標についての質問があった。その進捗状況全てについて

は時間の関係で全てをこの場で説明することはできないが、特に農業経営関係の指標

についてお答えする。その他については後ほど、農政局等を通じてお答えしたい。 

 

＜渡邊経営局農地政策課長＞ 

  検討はしているが、まだ報告できる状況にない。24 年度中には作りたいと考えてい

る。内容が固まり次第お知らせしたい。 

  統計自体を拡充するということではなく、あくまで経営面について、いくつか評価

手法を増やしていくこととなるが、難しい作業になると思われる。 

 

＜大澤大臣官房政策課長＞ 

  ６次産業化やファンドについて、また、輸出や再生可能エネルギーについて、食料

産業局からお答えする。 

 

＜國井食料産業局企画課長＞ 

  ファンドの地域運営については、小規模のものも対象にとの提案があった。 
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  地域ファンドの規模については、現時点では上限・下限は設定しない方向であるが、

いずれにしても制度の詳細については現在検討中であるので、意見等があれば連絡し

てほしい。また、６次産業化計画の認定対象については、どうしても新しい取組が中

心となるが、今年から女性枠を１割設けているので活用してほしい。 

  ソフト事業については、対象を民間事業者としているが、各ブロック等での取組に

対して支援を行うこととしており、また四国地域の連絡会議も設立しているところで

あり、これらを活用して地域との連携を図っていきたい。 

  輸出関係（検疫）については、すでに中国側にデータは提供しており、中国側の回

答を待っている状況である。 

  再生可能エネルギーについては、売電で得た収益の使途につき、土地改良区以外は

使途制限は設けていない。また、土地改良区についても施設の維持管理にも使えるよ

うに改正したところ。売電については、新法に基づき７月から買取が始まるが、維持

運営コストはその中で手当てされる仕組みとなっている。初期投資への補助について

も、本来大変厳しい状況である中、農山漁村に早急にモデルを導入する必要があるた

め特別に認められたものであるので、御理解いただきたい。 

  最後に、高知県の木質バイオマスについては、林野庁の方でも力を入れているとこ

ろであり、燃焼灰の再生利用についても 24 年度に調査のための予算を措置している。 

 

＜今井生産局長あいさつ＞ 

  本日、時間が短い中で十分な意見交換ができなかった面があるが、貴重なご意見を

頂き感謝申し上げる。 

  特に四県の方からは、時間に制約がある中で、文書に政策提案等をまとめていただ

き、非常に実のある意見交換ができたのではないかと思う。途中、大澤課長の方から

も申し上げたが、こうした会議の場だけでなく色々な機会をとらえて、これからも皆

さん方とよく意見交換をして、政策を推進していきたい。各県等が団体や現場の方へ

説明するために、国の方で説明資料等を作ってほしいという要請もあると思うので、

そういう点も含めて我々としては何でもやるつもりでいる。また、本日答え切れなか

った分については、農政局又は地域センターの方からフォローしたいと考えている。 

  これからもご協力をよろしくお願いしたい。 

 

４ 閉会 


