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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 

東海ブロック会議概要 

 

平成 24 年１月 18（水）10:00～12:00 

ウインクあいち ９０２会議室 

 

出席者：森本農林水産大臣政務官、櫻庭大臣官房審議官、 

大坪大臣官房政策課首席企画官、長峰大臣官房政策課審査官、 

稲村大臣官房国際部国際経済課国際専門官、 

大熊消費・安全局消費・安全政策課課長補佐、安田食料産業局企画課調査員、

橋本生産局農業環境対策課課長補佐、 

榊経営局就農・女性課長、佐藤経営局経営政策課経営専門官、 

小関経営局農地政策課経営専門官、 

沖農村振興局都市農村交流課都市農業室長、 

栗田農村振興局農地資源課課長補佐、元木大臣政務官秘書官、 

森東海農政局長、青木東海農政局次長、伊藤同次長、東海農政局各部長 等 

参加者：東海農政局管内各県、市町村、農業者、消費者、関係団体等 約 140 名 

 

１ 開会 

  森本農林水産大臣政務官よりあいさつ 

 

２ 資料説明 

  大坪大臣官房政策課首席企画官、榊経営局就農・女性課長、櫻庭大臣官房審議官、

橋本生産局農業環境対策課課長補佐、沖農村振興局都市農村交流課室長より資料

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 

＜岐阜県＞   

 ①集落営農組織への農地の集積について 

    農業者戸別所得補償制度のうち面的集約を促進するための加算措置について、集

落営農組織が農作業受託方式によって農地を集積した場合についても交付対象と

してほしい。 

  ②新規就農者の確保について 

  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、新規就農者など地域

の担い手に集積する場合は園芸品目についても協力金の対象としてほしい。 
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  ③農畜産物の輸出の促進について 

  岐阜県は、富有柿、飛騨牛の輸出を進めているが、原発事故で失われた農畜産物

の信頼確保のため、各自治体や生産者が行う販売促進活動等に対して国の支援を

お願いしたい。 

  ④農林漁業成長産業化ファンドについて 

  生産者や農業女性グループが中小企業と連携して行う商品開発など、少額案件に

も対応できるような、地域が使いやすい制度設計にしてほしい。 

  ⑤農業用水を利用した小水力発電について 

  平成 27 年までに 3 カ所の設置を予定。慣行水利権の用水で小水力発電を行う場

合、河川法手続きの簡素化を希望。また、電力の供給先が農業農村振興関係の公

的施設に制限されているが、地域振興に資する施設への電力供給も可能とするよ

う補助事業の要件緩和を希望。 

 

＜愛知県＞ 

 ①食料自給率について 

    食料自給率の５０％達成は困難ではないか。達成のためには、生産面ばかりでな

く消費面の取組も重要。また、国産品選択に対しての消費者への理解促進のため

の施策、また５０％を目指す具体的な道筋や行程を立てることが必要。 

 ②基本方針と TPP の関係の明確化について 

  昨年 10 月に開催された食と農林漁業の再生実現会議では「基本方針はＴＰＰ交

渉参加を見据えたものではない」とされている。一方、基本方針では「高いレベ

ルの経済連携と両立しうる持続可能な農林漁業を実現する」と記載されているこ

とから、基本方針の根本の考え方として、ＴＰＰと基本方針の関係について教え

て欲しい。 

 ③国によるドラスティックな施策展開について 

  地域の取組成果が上がるようフォローして欲しい。５年間で我が国の農林漁業を

再生するのであれば、利用権をリセットするための農地に係る諸制度の改正や国

が主導しジャパンブランドとして輸出攻勢をかけるなど、国自らが責任を持った

ドラスティックな政策転換が必要ではないか。 

 ④農林水産物の安定供給に対する施策展開について 

  ６次産業化ばかりではなく、従来の市場等を通じた販売も重要であり、全ての産

地や農業者が６次産業化に取り組むことは困難であることから、市場等を経由し

た販売を行う産地や農業者を対象とした経営安定対策も提示すべき。 

 ⑤小水力発電について 

    愛知県は、愛知用水や豊川用水等、大規模用水が数多く整備されており、農業用

水を活用した小水力発電のポテンシャルが高いと思慮。水利権は水田主体で夏場
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しかなく、冬を含め年間通じた発電が課題となっていたが、夏の電力ピーク時に

対応する小水力発電という考え方もある。このことについて、国にも検討を頂く

とともに、支援をお願いしたい。 

 

＜三重県＞ 

 ①新規就農者の確保について 

  今後、異業種からや、農家出身者以外の新規就農が重要になると認識している。

この場合、新規就農者が農地や施設を取得して、農業を始めるには、地域との信

頼関係を構築することが大切である。そのための仕組みづくりとしてボランタリ

ーに頼るのではなく、政策において、地域が新規就農者をしっかりサポートする

制度の創設をお願いしたい。 

 ②生産基盤の計画的な整備とそれに必要な地方財源の確保について 

  県では、24 年度予算で公共事業の予算の確保が大変厳しい状況にある。生産基盤

の整備などの公共事業に対する地方との関わりをどう考えるかにもよるが、国か

ら配分された予算について県予算を確保できるよう、地方財源の確保に向けた措

置をお願いしたい。 

 ③協同農業普及事業について 

  県で現場といえば普及員である。昨今、「高度な農業技術の普及」イコール「普

及員の仕事」に変わりつつあるが、それだけでなく農業農村の現場を支え地域の

サポートやコーディネートを担う協同農業普及事業の充実をお願いしたい。 

 ④獣害対策について 

    獣害対策では野生獣そのものを資源として捉え、獣肉だけでなく、皮、骨、角等

についても未利用資源として有効活用していくことが重要であり、これらの取組

を促進する施策の実施をお願いしたい。 

 ⑤再生可能エネルギーについて 

  農業用水等を活用した再生可能エネルギーの供給促進に向けては、取り組む事業

者が、税金の投入なしに、売電収入だけで、経営を持続していけることが必要で

あり、そのための仕組みや制度づくりをお願いしたい。この仕組みができれば、

国民が電気の使用者として、直接、農業・農村を支えることにもなる。 

 

三重県では、地域にある様々な資源を有効活用するなかで、農業を、「作る農業」

から「売れる農業」へと転換させ、さらには、「もうかる農業」へと発展させたい

と考えており、国には、そのための支援を、引き続きお願いしたい。 

  

 

（２）各県の提案に対する農林水産省の回答 
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＜森本農林水産大臣政務官＞ 

  各県から、核となるような貴重な提言を頂いた。 

 小水力発電については、３県から意見が出たが、慣行水利権との調整を要する場合

があるので、今後よく整理をしていく必要。 

 また、輸出促進については、私も明日からベルリンの農業大臣会合、ベルギーに行

くので、その際にもお願いをしたい。 

 TPP と基本方針の関係について、基本方針は食と農林漁業の再生のためＴＰＰ交渉

の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。マスコミはまず TPP ありきという報道となっていることから、正確な意図が十

分伝わっていないことから、正しく理解して欲しい。 

 ほ場整備等については、４次補正が確保できた。一方でこれに県の予算が対応でき

るか心配している。 

 頂いた意見については、それぞれしっかり対応させて頂く。 

 

＜大臣官房 櫻庭審議官＞ 

  各県の意見の中では、個別事業の要件を地域に応じたものに見直して欲しいとの意

見が多かった。これらのご要望については、24 年度に運用の改善ができるものは行い

たい。また、どうしてもできないものは 25 年度で対応したい。 

 消費者の方や卸売市場に関する施策についてのご意見については、ＢＳＥ問題以

降、消費者視点の農政を行っており、今後、これをますます進めていきたい。例えば、

東京都の食料自給率は１％、大阪府は２％、神奈川県は３％。この３都府県で日本の

人口の２４％が集中していることから、日本の自給率問題は人口集中地域の都市問題

とも言うことができる。このような都市の場合は地産地消は困難であり、むしろ、JA

等が集荷して、大量に運んで、卸売市場の機能を活かして、スーパーや魚屋等に販売

することが必要。このためには、市場の機能の高度化、コールドチェーン化を進める

必要。産地表示についてもしっかりやっていきたい。 

 電力の固定価格買取制度は７月頭にスタートが予定されている。ビジネスとして成

り立つ価格設定となるよう関係省庁に要請していく。 

 

＜森本農林水産大臣政務官＞ 

  食料自給率の問題では、日本の文化や健康を考えた場合、日本には米や魚を中心と

した文化もあり、皆様からも食料自給率向上のために知恵をお借りしたい。また、今、

世界が保護貿易へシフトしている中で日本の食料自給率の向上は最も重要なテーマ

と考える。 

 獣害は、森作りの失敗や環境の変化等で、森に動物が住めなくなったことによるも

の。３０年はかかるが森と海の再生を行うとともに、近々の課題について獣をどう利
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用していくかを考える必要。都会の人には、鳥獣に自分の作った作物を食べられた農

家の気持ちは中々分からない。しっかりと獣害への対応を行っていく。 

 

（３）会場との質疑応答 

＜農業経営者＞ 

 私はライブドア出身で、５年前に愛知県一宮市で新規就農した。日頃、農政局から

のサポートを受けて農業に取り組んでいるが、日本の農業政策には失望している。 

 中国の上海でも農業をしており、日本から中国への農産物の輸出も行っている。日

本農業を発展させるために、海外投資の分野があると思うが、これについて国として

どのように考えているのか教えて欲しい。 

 

＜大臣官房 櫻庭審議官＞ 

 海外投資については、食品産業の分野で積極的に促進してきた。一方で、法人形態

の方を中心に海外で農業をやる人が増えているのも事実。今後、そういった方と連携

しながら農業投資の方法も検討していきたい。また、国民への食料の安定供給のため

の安定的な食料調達の観点からも、海外の農業投資について、食料の輸入、備蓄、国

内生産と組み合わせて検討を行っていきたい。 

 

＜市町村＞ 

 日本の人件費、資材費、燃料費はかなり高い現状。これで国際競争力できるのか、

その対策について教えて欲しい。 

 人・農地プランに関し、いなべ市では、平成１７年度に各集落で集落協定書を作っ

て地域の中心となる農業者を定め、その中心となる農業者をどのように支援するかを

明確化している。農地の集積は、その策定した集落が、農地利用集積円滑化団体とし

て集積、配分を行っているところ。農地集積協力金の交付要件として、全ての自作地

について農地利用集積円滑化団体等に白紙委任することとされているが、なぜ白紙委

任が必要か疑問である。白紙委任の必要性について、地域の実情に応じ地域で判断で

きるようにして欲しい。 

 

＜経営局就農・女性課 榊課長＞ 

 資材費の低減については、生産局において肥料の費用低減のための技術の確立等を

行っている。また、経営規模を大きくしていくとコスト、特に人件費が下がっていく

とされており、規模拡大が大きな手段になる。このため、２０～３０ha という規模を

お示しさせて頂いており、農地集積協力金も活用して欲しい。 

 また、先ほど愛知県から、国はドラスティックな改革をして欲しいとの話もあった

が、我々も農地集積には、地道に集落で一つ一つ丁寧にやらないと進んでいかないと
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考えており、そのつもりで取り組んでいきたい。 

 農地集積協力金の要件の白紙委任は、これにより土地利用型農業をやめる意思を示

してもらうためにも要件としたところ。ご理解を頂きたい。 

 

＜農業関連企業参加者＞ 

 兵庫県での統計で米と小麦の４０代以下の消費量をみると、小麦の方が多いとあっ

た。食料自給率を上げるため、もっと、米に関する啓発活動や食育推進に取り組んで

欲しい。 

 先ほど、農地集積や地域ファンドについてお話があった。これらの施策の中で、有

機農業を行うと、周辺の農地と農薬や化学肥料の使用に関し、色々と軋轢がでるとこ

ろであるが、２、３年前はこのことにも使えるモデルタウン構想への支援があったが、

今はなくなってしまったことから、このことに使えるように施策の運用のあり方を検

討して欲しい。 

 

＜大臣官房政策課 大坪首席企画官＞ 

 平成２１年度の一人１日あたりの供給カロリーで見ると、米は５７１kcal、小麦は

３２１kcal となっており、昔に比べると小麦の割合が増えているが、米の消費をしっ

かり拡大してまいりたい。そのために、朝ごはん摂取の推進や米粉を使った取組など

について、消費者にしっかり発信していきたい。また、麦の３２１kcal のうち国産麦

の割合は９％であり、基本計画の目標に沿って国産小麦の品種改良や様々な形での生

産拡大の取組も進めて参りたい。 

 フードアクションニッポンアワードでは、自給率向上に向けた優れた取組を表彰し

ており、本年度は三重県の愛農学園農業高等学校を大賞として表彰し、農業の多面的

機能のパネル展示も行い情報発信している。今後とも、国民の理解醸成の取組を進め

ていきたい。 

 

＜生産局 農業環境対策課 橋本課長補佐＞ 

 有機農業については、以前、モデルタウン育成の支援策があったが、今は産地活性

化総合対策の中で、産地による取組の支援として、協議会を設置し、研修や技術指導

等の取組に支援を行っている。また、有機農業に取り組む農業者への直接支援につい

ては、環境保全型農業直接支援対策で行っていることから併せて検討して欲しい。 

 

＜森本農林水産大臣政務官＞ 

 有機農業モデルは重要であることから、これへの支援をしっかりやって欲しいとの

意見を頂いた。頑張っている方がいらっしゃるので、しっかり取り組んでいきたい。 

 戸別所得補償制度では、米粉等の生産は伸びたが、大豆、小麦の生産が作況の要因
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もあり、想定より伸びなかった。これについては反省材料と思っている。 

 一宮市の農業者の方は、日本の農業政策に幻滅されたとのこと。どこで日本で農業

がやっていけないと判断したか、後で詳しく聞かせて欲しい。 

  

＜農業経営者＞ 

 これからの農業者が意欲を持って農業をやって自給率を上げるには、耕地整備が必

要不可欠と思う。私の家では、３００枚の水田を耕作し、その４割が１，０００㎡、

中には５００㎡の水田もあり、作業の効率が悪い。先日、東海農政局の地域農政懇談

会の委員として海津市に行ったが、１ha、３ha に耕地整備した農地が広がっていてう

らやましい限りだった。地域の田畑の形をどうしていくか、農地の「未来の設計図」

という考え方は重要。是非、末端まで届くような話合いを持つべき。 

 

＜農業経営者＞ 

 私は、下呂で水田と受委託作業を行っている。平場では地主にお金を出しても農地

を借りたいという人がいるが、中山間地域では、高齢化でなんとか誰か作ってもらえ

ないかとお願いしているような状況。また、下呂では獣害がひどく、中山間で１反、

５畝の農地を集約しても若い担い手は入りにくい。 

 受託作業をやっている人は農地を荒らさないように頑張っているが、受託作業をや

っている人への国の補填は割合少ないと思う。平場は集積すると経費が安く済むが、

中山間では経費がかかり平場との較差がある。日本の農地の半分は中山間地である。

平場でばかりでなく、中山間地の現場の厳しさ、大変さを見て、将来の中山間地の再

生を考えて欲しい。 

 

＜参加者＞ 

 私は、環境に絡めて農業の大切さを伝える活動を行っている。先ほどの鳥獣害につ

いて、都市部で理解がなく、危機感がないというのは全くその通り。それどころか、

今の都市部では、ご飯さえどこで出来ているか分からない子供がとても多い。このた

め、将来の消費者である子供達に体験の場を与えて欲しい。 

 また、間食が多いという話が出ていたが、舌へ訴えるためにも給食にご飯の回数を

増やすとともに、和風のおかずを添えることが出来ないか。都市部の方が人口が多い

のに農業のことを知らない人が多いので、そのような人に農業のことを伝える仕組み

が出来ないか。 

 

＜農村振興局 農地資源課 栗田補佐＞ 

 農地整備については、地域の農地を大規模に整備する１/２補助の事業に加えて、今

年の補正予算から、農業体質強化整備基盤促進事業でけい畔除去等の簡易な整備に対
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して１０万円/１０ａの定額助成を導入している。人・農地プランとも合わせて農地整

備をやって頂くことが重要。 

 

＜森本農林水産大臣政務官＞ 

 ほ場整備については、４次補正でも予算が取れたので、各県でもご活用願いたい。

構造改善や水田の汎用化のためのパイプライン化は重要な政策だが、様々な土地条件

があるので、日本全国一律ではなく、メリハリのある対応をする必要。 

 中山間地域については、平地とは別に対策をやらないと日本の中山間地域は崩壊し

てしまう。中山間地域は、人の心や命の大事さを守る場でもあるので、そこが崩壊す

ると日本の文化の崩壊にも繋がる。私自身は非常に危機感を持っているので、皆さん

も応援して欲しい。あと１０年経つと中山間地域は更に厳しい状況になるので、皆様

方の意見を十分参考にしていきたい。 

 田舎の農林水産業が壊滅したら農林水産省が存在できるのか、と日頃から言ってお

り、これからも皆様からの御意見を受けて頑張っていくと誓わせて頂く。そのために

も、皆様も色々なところで声を上げ頂きたい。 

 

＜農業関連企業参加者＞ 

 マスタープラン等の作成を今後行っていくことになるが、行政（市）に農政通がい

なく、話が食い違う場合が多い。事業の申請等も進まないことが多いので、行政（市）

も勉強頂き、もっとスムーズに補助金の作成やマスタープランの作成ができるように

して欲しい。 

 

＜農業経営者＞ 

 各事業は対象が集団と法人に有利な体系になっていると思うが、私どもは個人でや

っている。法人化するにも大変なことがあり、すぐには出来ないということもある。

法人格の経営をしている者にも補助金を出してもらえるようにして欲しい。 

 現在、有機農業を８ha ほどやっている。有機農業に関する補助金があるという説明

があったが、我々が今受けられる補助金があれば教えて欲しい。 

 

＜経営局就農・女性課 榊課長＞ 

 市町村の広域合併等により、市町村のマンパワーが不足しているという話を各県か

ら伺っている。その中でもマスタープランづくりはご苦労をおかけするが、場合によ

っては国の職員も協力して進めていきたい。それぞれの地域で事情は異なると思う

が、具体的にご相談頂ければ出来る限りご支援ご協力したい。 

 個人への補助について、経営体育成支援事業では、各県の協議会を通じてになるが、

最終的に個人を補助する事業がある。具体的要望があれば、相談に乗らせて頂きたい。 
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＜生産局 農業環境対策課 橋本課長補佐＞ 

 有機農業の支援対策では、全国段階で有機農業参入や理解促進のための研修の受け

入れ先の情報提供や講習会の開催等を推進している。産地段階では協議会を実施主体

として、有機農業産地の強化のための有機農業者向けの栽培研修会、新規希望者の現

地説明会、販路確保等の取組支援を行っているところ。また、環境保全型農業直接支

援対策の中に、有機農業に取り組む個人農業者への支援がある。こちらは、都道府県

や市町村と連携して国が支援することになっている。詳細については、農政局や地域

センターに問い合せ願いたい。 

 

＜森本農林水産大臣政務官＞ 

 有機農業支援については、環境保全型農業直接支援対策がうまく活用できないか等

を含め相談願いたい。また、最近、市町村合併により行政のマンパワーが低下してき

ており、地域のトップの力の入れ方にもよるが、受ける市町村のスタッフが少ないた

めに対応が難しいところもあると思う。国も上から目線でなく、柔軟にやっていくの

で、難しい部分は私どもにご連絡頂きたい。 

 

４ 閉会あいさつ 

＜森本農林水産大臣政務官＞ 

 今日はありがとうございました。十分に発言できなかった方は、遠慮せず私どもに

連絡頂ければ対応させて頂く。 

 私どもは日本の食、環境、自然災害、農林水産業を担っており、一番の基本となる

地域がどのように展開していくかは重要な課題。皆様方の更なるご支援、ご努力をお

願いするとともに、私どももそれに応えるべく努力をしたい。本日はお忙しい中、非

常に良いご意見を頂きありがとうございました。 

 

５ 閉会 

以 上  

 


