
全国農林水産業・地域の活力創造協議会（第５回） 

 

日時：平成26年７月１日（火） 

13:30～14:52      

場所：農林水産省       

共用第10会議室     

 

議 事 次 第 

 

 １ 開会 

 

 ２ 農林水産業・地域の活力創造プランの改訂について 

   ① 改訂の概要について 

   ② ６次産業化、輸出促進、地理的表示保護制度について 

   ③ 畜産・酪農の競争力強化について 

   ④ 農協・農業委員会・農業生産法人改革について 

   ⑤ 人口減少社会における農山漁村の活性化について 

   ⑥ 森林・林業の成長産業化について 

   ⑦ 水産日本の復活について 

 

 ３ スマート農業の推進について 

   ① スマート農業の推進について 

   ② 農業用アシストスーツについて 

     （和歌山大学 八木特任教授、佐藤特任助教） 

 

 ４ 次世代施設園芸の推進について 

 

 ５ 閉会 
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午後１時３０分 開会 

○高橋政策課調査官 それでは時間になりましたので、ただいまより第５回全国農林水産

業・地域の活力創造協議会を開催いたします。開会に当たりまして、荒川総括審議官から

ご挨拶申し上げます。 

○荒川総括審議官 総括審議官の荒川でございます。本日はお忙しいところお集まりをい

ただきまして、誠にありがとうございます。また、本協議会につきましては、昨年の12月

に開催して以来、久方ぶりの開催ということになりまして、まずはその点、おわびを申し

上げる次第でございます。 

 本日、お集まりをいただきました趣旨、その他につきまして、簡単にご説明をさせてい

ただきたいと存じます。お手元の資料の中に、４種類の政策文書が入っています。昨年の

12月10日に、農林水産業・地域の活力創造プランというものが本部決定をされたところで

ございまして、その後、そのプランに基づきまして、各種推進活動を進めてきているとこ

ろでございます。お集まりの皆様方におかれましても、いろいろなご協力をいただいてお

りますこと、まず、御礼を申し上げる次第でございます。 

 その官邸のプランの中で、引き続き攻めの農林水産業の実現のために、いろいろな施策

の深掘り・検討を行うということが決められてございまして、検討の場といたしましては

産業競争力会議ですとか、規制改革会議といったような会議体、あるいはこの１月から始

動している食料・農業・農村政策審議会、あるいは企画部会で検討が進められてきておる

ところでございます。 

 そういった検討の結果として、先般、６月24日に政策文書を４つ取りまとめられたとこ

ろでございまして、農林水産関係に限らず、まず政府全体として、いわゆる「骨太の方針

2014」というものが決定をされるとともに、昨年の６月に決定をされました日本再興戦略、

これの改訂版というものが決まったところでございます。また、併せて規制改革会議にお

いてのご検討が進められた結果といたしまして答申が出され、その答申を受けて６月24日

に政府としての「規制改革実施計画」というものが決定をみたところでございます。 

 これら政府全体の各種政策文書での決定内容を、全体として取りまとめる形で、この

「農林水産業・地域の活力創造プラン」の改訂版というものも、同日付けで決定をされた

ところでございます。 

 本日は、この官邸プランの内容を中心にご説明をさせていただきたいと思います。冒頭

はまず内閣官房のほうから、全体的なご説明をさせていただきますとともに、農林水産省
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の各担当部署から、それぞれについてご説明をさせていただきたいと思っております。そ

れらに基づきまして、また皆様方からご意見をいただければと思っております。 

 本日はその意見交換に加えまして、スマート農業の推進というテーマで、アシストスー

ツについての実演をさせていただきたいと思っております。大変お忙しい中、和歌山大学

からアシストスーツの研究開発に携わっておられます八木先生、佐藤先生のお二人に本日

はおいでいただきまして、ここで説明なり実演といったようなことをやっていただきたい

と思っておるところでございます。 

 併せて昨年来、農林水産省として、精力的に取り進めております次世代施設園芸の推進

状況についてのご報告も併せてさせていただきたいと思っておるところでございます。お

時間の許す限り、是非とも活発な意見交換をしていただければと存じますので、よろしく

お願い申し上げる次第でございます。 

○高橋政策課調査官 ありがとうございました。冒頭のカメラ撮りはここまでとさせてい

ただきますが、後ほど、スマート農業の推進についての部分については、またカメラ撮り

が可能でございますので、その際はまたこちらからお知らせをいたしたいと思います。 

 なお、本会議は公開といたしまして、会議資料、それから議事要旨につきましては、後

刻、農林水産省のホームページに掲載いたしますので、あらかじめご了承いただきたいと

思います。 

 まず冒頭、配付資料の確認をさせていただきたいと思います。まず、机上にお配りして

おりますまず議事次第、座席表、それから出席者一覧、その下に配付資料一覧という紙が

ございます。続きまして、右肩に資料番号を振っておりますけれども、活力創造プラン関

係の資料といたしまして、資料１－１、それから資料１－２、続きまして、「攻めの農林

水産業」の実現に向けてという資料２がございます。その下に先般閣議決定されました骨

太の方針が資料３、日本再興戦略が資料４、続いて規制改革実施計画が資料５となってお

ります。その下にさらに、スマート農業の推進の関係で資料６－１、それから資料６－１

の参考資料、そして資料６－２となっております。続いて次世代型施設園芸の推進の資料

といたしまして資料７、それから参考資料がついております。 

 不足がある場合には、挙手をお願いいたしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、早速、議事のほうに移らせていただきたいと思います。 

 まず、農林水産業・地域の活力創造プランの改訂につきまして、内閣官房の村井参事官

からご説明をお願いいたします。 
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○村井内閣官房参事官 内閣官房副長官補付内閣参事官の村井でございます。本日はどう

ぞよろしくお願い申し上げます。 

 先ほど総括審議官のほうから冒頭ございました話と少しかぶるところがあろうかと思い

ますけれども、ご容赦をいただきたいと思います。 

 先ほどお話がありましたように、去る６月24日、政府の農林水産業・地域の活力創造本

部におきまして、農林水産業・地域の活力創造プランが改訂をされたということでござい

ます。各項目、詳しい話は後ほど農林水産省の担当部局のほうから説明があると伺ってお

りますので、私のほうからはこの改訂の全体概要について、簡単にご紹介をさせていただ

きたいと思います。 

 資料１－１、それから資料１－２とございます。この２つの資料を用いて説明を進めさ

せていただきたいと思います。まずは、この政府の創造本部の設立の経緯なり、このプラ

ンの位置付けなりということで簡単におさらいをさせていただきますと、この政府の農林

水産業・地域の活力創造本部、昨年５月21日に第１回の本部ということで、総理を本部長

といたしまして、官房長官、それから農林水産大臣が副本部長という形で、関係する大臣

をメンバーとする閣僚会議として設置をされたところでございます。この本部におきまし

ては、農林水産業を産業として強くする、いわゆる「産業政策」の観点、それから多面的

機能の発揮などに係りますいわゆる「地域政策」としての観点、この２つを車の両輪とし

て関係する各省庁が一体となって幅広い検討を行い、その成果といたしまして、これは昨

年12月10日ということになりますけれども、第２次安倍政権の農林水産政策のグランドデ

ザインとして、この農林水産業・地域の活力創造プランが策定をされたということでござ

います。 

 昨年、策定されたプランの中におきまして、今年に入ってから予定をされておりました

規制改革会議、あるいは産業競争力会議における検討を踏まえて、６月をめどにプランを

改訂することとなっていたところであり、規制改革会議の関係でいえば、政府としての規

制改革実施計画、それから産業競争力会議の関係でいうと、昨年策定をいたしました日本

再興戦略の改訂という形で、一定の成果が取りまとめられたところでありまして、これら

の検討の成果を踏まえて、このプランも改訂を併せてすることとさせていただいたところ

でございます。 

 プランの主な改正内容につきましては、資料１－１「農林水産業・地域の活力創造プラ

ンの改訂について」ということで、概要を１枚紙、お手元にお配りしているかと思います
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けれども、そこの赤字になっている部分が、今回の改訂のポイントということになります。

産業競争力会議においては、経営力のある担い手の育成、あるいはA-FIVEの活用、畜産・

酪農の成長産業化、輸出環境整備、ジャパン・ブランドの推進等と、こういったことをテ

ーマに議論がなされてきました。規制改革会議におきましては、農業委員会、農業生産法

人、農業協同組合、この３点について議論がなされてきたということで、今般それぞれの

成果が取りまとめられたということになりますけれども、これらを踏まえまして、この創

造プランにつきましても、１．のところになりますけれども、オールジャパンの輸出体制、

輸出環境の整備、それから２．の６次産業化等の推進ということで、A-FIVEの積極的活用、

畜産・酪農の強化、それから５．のところになりますけれども、農業の成長産業化に向け

た農協・農業委員会等に関する改革の推進、６．として人口減少社会における農山漁村の

活性化といったところが、主な改訂のポイントということになろうかと思います。 

 では、続きまして、プラン本体、資料１－２でございますけれども、こちらを用いまし

て、改訂した部分を簡単にご紹介をさせていただきたいと思います。 

 表紙をめくっていただいて、２ページのところ、Ⅰとして、「はじめに」というところ

がございますけれども、一番下のところに、今、ご説明をさせていただきました今回の改

正の経緯について、記述を加えているということでございます。 

 それから続きまして、大きなところで申しますと、６ページ、７ページのところをご覧

いただければと思います。施策の展開方向の部分でございますけれども、６ページ、７ペ

ージのところは、基本的には産業競争力会議の議論を踏まえて記述が加わっているとご理

解をいただければと思っております。６ページのところで申しますと、上の本文、２段落

目のところございますけれども、「オールジャパンでの輸出体制の整備」、「国際規格認

証の取得支援や策定の推進」等といった記述がございますけれども、こういった記述が追

加をされているということでございます。 

 めくっていただきまして、７ページの２．ということで、６次産業化等の推進という柱

が立っておりますけれども、この部分では本文のやはり、第２段落目のところでございま

すけれども、農林漁業成長産業化ファンド、いわゆるA-FIVEでございますけれども、この

A-FIVEの積極的な活用などといったところで、記述が追加をされているということでござ

います。 

 また、このページ、下から３行目のところになりますけれども、畜産・酪農分野のさら

なる強化といった趣旨も書き加えておるというところでございます。 
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 続きまして、８ページから９ページにかけて、３．農地の中間管理機構の活用等による

農業構造の改革と生産コストの削減と柱がございますけれども、ここの部分に関しては９

ページの５行目になりますけれども、女性農業経営者の能力の積極的な活用の関係を追加

しています。 

 それから続きまして、10ページから12ページにかけまして、５．ということで、農協・

農業委員会等に関する改革の推進とございます。これは規制改革会議の議論を踏まえた追

加部分ということでございまして、後ろのところで別紙２という形で農協・農業委員会等

に関する改革の推進についてという与党の取りまとめを添付しております。その上で、こ

の10ページ以降のところで、主要な内容を記載しています。 

 それから少し飛びますけれども、13ページ、６．人口減少社会における農山漁村の活性

化というところでございます。これはもともと農山漁村の活性化ということで柱を立てて

おりましたけれども、昨今、人口減少社会ということが一つ大きなキーワードになってお

りますので、そういった問題意識をさらに深掘りする形で記載を追加をしたところでござ

います。 

 それから14ページから15ページ、林業、水産業の関係、それから17ページのフォローア

ップのところにつきましても、競争力会議等の議論を踏まえて追加したところ、また今般、

予定をしていた改訂が一通り終わりましたので、今後は政府としてしっかりとここに盛り

込まれた施策を着実に実行していく、あるいはそういった進捗状況をしっかりフォローア

ップしていくということで内容を変更したと、ご理解を賜ればと思います。 

 なお、18ページ以降、具体的な政策につきましても、今申し上げたような趣旨の改訂を

踏まえて、現時点で書き込める必要な施策等を追加しております。詳細な説明は担当部局

のほうからの説明にお譲りしたいと思います。 

 私のほうからの説明は以上とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○高橋政策課調査官 ありがとうございました。 

 続きまして、今回の改訂のポイントにつきまして、それぞれ担当部局からご説明させて

いただきたいと思います。時間の都合もございますので、簡潔な説明をお願いしたいと思

います。まず、６次産業化、輸出促進、それから地理的表示保護制度につきまして、食料

産業局からお願いいたします。 

○高橋食料産業局総務課長 食料産業局総務課長の高橋でございます。 

 それでは、お手元の資料２、横紙の資料でご説明させていただきます。右肩にございま
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すように、この資料は今年の５月の産業競争力会議の場におきまして、農林水産大臣から

提出いただきましてご説明を行った資料でございますが、先ほどの村井参事官のお話にも

ございますように、この時の議論が今回のプランに盛り込まれておりますので、説明はこ

ちらでさせていただきたいと思います。 

 それでは、資料の６ページをお願いいたします。食文化・食産業のグローバル展開に向

けたFBI戦略の進化となっておりますけれども、輸出促進拡大についての取組でございま

す。上の黄色い字の箱の一番上にございますように、現在、私ども2020年に輸出額１兆円

の目標を達成するということで、様々な取組を行っているわけでございますが、これから

の取組といたしましては、２つ目の丸にございますように、まずオールジャパンの輸出促

進の司令塔となる「輸出戦略実行委員会」を立ち上げるということでございます。これは

先週、６月26日に第１回の会合が開催されて、実際動き出したところでございます。さら

に加えまして、様々な輸出環境整備の課題に関するコミュニケーション、さらに品目別に

それぞれの輸出促進の司令塔となる団体の育成・支援に取り組む。米であったり牛肉であ

ったりといった品目毎にそれぞれの団体を育てていくという取組を今進めているところで

ございます。併せまして３つ目の丸にございますように、そういった実際の物を出してい

く輸出促進の取組と併せまして、日本食の文化というものを海外展開していくとともに相

乗効果を狙って、食品企業の海外展開も図るということから、官民共同の食文化の展開等

のコンソーシアムを立ち上げるということも、ここでプレゼンテーションいたしまして、

これは本文にもうたわれているところでございます。 

 輸出の関連につきましては、この資料の後半の16ページ以降にまた詳細な資料がついて

ございますので、今回は説明を割愛いたしますが、またご参照いただければと思います。 

 引き続きまして、資料の７ページ、農業者の段階に応じた６次産業化の支援という資料

でございます。６次産業化につきましては、これまでも法律、予算、融資等々、様々な支

援ツールを用意して、それぞれの取組を進めてきているところですが、この資料にござい

ますように、新しいツールといたしまして、地理的表示保護制度、このための法律がこの

資料では「今国会に関連法案を提出」となっておりますが、先般閉幕いたしました通常国

会で無事成立したところでございます。 

 この法律制度は一言で申し上げますと、原産地と産品の品質、社会的評価に結びつきが

ある農林水産物、その地名と、その特徴的な品質が結びついた農産物、そういったものの

表示を国に登録してそれを保護するという仕組みでございます。こういった地理的表示保
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護の仕組みをうまく活用することによって、それぞれの地域で取り組んでいるその地域ブ

ランドの保護、あるいは活用につながっていく。それが対外的に売っていく時の非常に有

利な条件ともなるということを念頭に置いた取組でございます。 

 引き続きまして、資料の８ページですね。A-FIVE、ファンドの活用の推進ということで

ございます。このA-FIVE、農林漁業の成長化ファンドにつきましては、現在、いろいろな

形で案件の掘り起し等々を進めているところでございますが、産業競争力会議の議論にお

きましては、その上の一番上の丸にございますように、農林漁業者の出資割合というとこ

ろが一つの議論になりました。このファンドの仕組みはその下の図に端的にございますよ

うに、非常に大ざっぱにご説明を申し上げますと、出資の半分をファンドが出して、残り

の半分のうち、またその半分を農林漁業者が出して、残りをパートナー企業が出すという

形ですので、２分の１の２分の１、つまり４分の１、25％超を農林漁業者が出すというの

が原則の仕組みでございます。そこの割合につきましては、この法律を作る時の国会での

議論なりもございましたので、ファンド法を３年後に見直す中で検討するということで、

今回は現行の制度の中で様々活用できる部分について、対応を広げていくという方向にな

っております。 

 一つは下の図でいきますと一番左になりますけれども、例えば植物工場のような生産に

関する部分につきましても、加工・流通の取組と併せて整備する場合については出資の対

象とするといったことでございます。また、２つ目の箱にございますように、企業、資本

ノウハウのある企業につきまして、それの活力を活用するために、農林漁業者としてある

いはパートナー企業として参画していただくということであったり、あるいは３つ目の右

側のところにございますように、サブファンドの割合を一定の場合に変えたり、あるいは

別の資本性劣後ローンを活用したりといった形で、農林漁業者の出資をよりしやすくした

り、あるいはそのファンドがより活用されるような仕組みというものを、今回この活力創

造プランに取り込んでこれから推進していこうとしております。 

 以上でございます。 

○高橋政策課調査官 ありがとうございました。 

 続いて畜産・酪農関係について、生産局お願いいたします。 

○渡邉生産局畜産企画課長 畜産企画課長でございます。資料１にプランの本体をまずご

覧になっていただきたいと思います。７ページ、８ページをお開きをいただきたいと思い

ます。先ほど内閣参事官村井さんからも言及ございましたけれども、この８ページの四角
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の中、目標というところをご覧になっていただきたいと思います。目標の一番下でござい

ますけれども、具体的に酪農について、2020年までに６次産業化の取組件数、実は今250

件弱でございますけれども、これを500件に倍増をしたいということを目標として掲げて

ございます。具体的施策でございますけれども、24ページをお開きいただきたいと思いま

す。24ページの⑦ということで、企業を含む地域の関係者をみんな連携して地域ぐるみの

取組、畜産クラスターを構築する。そういった中で６次産業化、あるいは輸出促進という

ようなことをやっていく、そのために生乳取引の多様化、創意工夫に応えられる環境の整

備ということで掲げてございます。 

 具体的には四角の中でございますけれども、地域の関係者が有機的に連携・結集した畜

産クラスターというようなクラスター的なものを作りまして、そこが核となってコストの

削減、あるいは付加価値の向上、需要の創出で収益力・競争力の強化を図るということで

ございます。例えば畜産ですと、酪農の世界でいえば地域ぐるみで地域のたくさんいる酪

農家がみんなで品質の向上に取り組まなければ、その地域の生乳の品質というのは上がら

ないものですから、地域ぐるみで品質のチェックをしたりしてエサを工夫する、そういっ

たようないろいろな取組をすることで地域ぐるみで品質を向上して、地域の乳業メーカー

ともタイアップをして、そういったいい良い品質の生乳を使ってブランド化をするといっ

たような取組ですとか、あるいは肉の世界でいえば、オリーブ牛なんていうようなところ

があれば、オリーブ油の搾油業者と連携してエサを調達して、地域ぐるみで販売店、流通

ルートも含めて連携をして、ブランド化を図るといったような取組でございます。 

 また２つ目のポツでございますが、農地中間管理機構を活用して、農地を集積・集約化

する中で、畜産にも大きく活躍してもらうということでございます。また、飼料の生産拡

大、生産流通コストの低減、あるいは食品残さのないエコフィードの有効活用、新技術の

開発・普及といったようなことで、生産性の向上を加速したいということでございます。 

 また、牛乳・乳製品については、今後、チーズについて需要の伸びが期待できますし、

また、発酵乳、あるいは牛乳・乳製品を用いた和食といったようなもので、新商品の開発

ですとか、新規需要の開拓といったものを行っていきたいということでございます。 

 また、指定団体との生乳取引について、指定生乳生産者団体、指定団体の機能に留意を

しながら、指定団体を通さないで自ら生乳を加工したり、直接販売する道を広げるなど、

一層の多様化を図っていきたいと思っておりますし、小規模なチーズ工房、あるいは輸出

向けの乳製品工場について、現在、承認制というものでございますけれども、それを緩和
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をしたい。あるいは性判別精液の利用、あるいは和牛の受精卵移植を推進をいたしまして、

乳用種の雌牛、搾乳牛を確保しながら、ホルスタインの雄の子牛の生産も確保して、畜

産・酪農の収益の向上を推進をしたいということでございます。 

 指定生乳生産者団体の関係につきましては、資料２のほうでちょっと若干補足して説明

をさせていただきたいと思います。資料２の15ページでございます。酪農家の創意工夫に

応える環境整備ということで、赤い字で①、②などの番号が振ってございます。①ですけ

れども、自ら牛乳・乳製品を製造・販売するということで、自分の生乳を使って加工をし

て牛乳・乳製品を製造・販売したいというようなことで、１日当たりの処理量の上限を拡

大する、あるいは②、生乳を直接販売できるような道を開く、あるいは③、乳価交渉を自

ら実施できるようにするといったようなことで、自由な道を開くことで、創意工夫に応え

る環境整備をしたいということでございます。 

 以上でございます。 

○高橋政策課調査官 ありがとうございました。 

 続いて農協・農業委員会、農業生産法人改革について、経営局お願いいたします。 

○渡邊経営局農地政策課長 農地政策課でございます。お手元に今の資料１－２と資料４、

資料５をご用意いただければと思っております。今回、農協・農業委員会、農業生産法人

の改革につきましては、主に規制改革会議でまず議論が行われました。５月14日に規制改

革会議の農業ワーキングのほうから意見というのが出されまして、それをもとにいろいろ

議論がなされたということなんですが、１－１の38ページをお開きいただきますと、その

ワーキングが意見を出したことに対して、自民党と公明党のほうで意見を取りまとめられ

たものが、この38ページ以降についているものでございます。これは後ほどご説明をいた

します。それで、それを踏まえて規制改革会議のほうが 終答申というのを６月13日に取

りまとめております。それの結論部分を今回、６月24日に閣議決定したものが、資料５と

いうものになってございます。これは後でご確認いただければ結構なんですけれども、今

からご説明する党の取りまとめの内容とほぼ同じ内容が書かれてございます。 

 また、同日に６月24日に閣議決定をされた再興戦略の中にも今回の３つの改革について

書かれておりますけれども、資料４がそれでございますが、それの５ページをお開きいた

だきますと、下のほうに②ということで、３つの改革のところが書いてございますが、冒

頭に下記の事項の改革を規制改革実施計画、これが先ほどご覧いただいた資料５でござい

ますけれども、これに沿って実施するということでございまして、この規制改革会議の取
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りまとめた改革実施計画に基づいて、改革をやるということで、その抜粋が再興戦略の中

には載っているという仕組みになっております。また、プランのほうでいいますと、資料

２の、すみません、あちこち行って恐縮ですが、10ページをお開きいただきますと、先ほ

ど村井参事官からもご紹介がございましたけれども、５ということで、農協・農業委員会

等に関する改革の推進ということで、この冒頭には農協・農業委員会等に関する改革の推

進について、別紙２も踏まえて以下の措置を講じるということになっておりまして、この

別紙２が先ほど見ていただいた38ページの党の取りまとめということになっておりまして、

結論から言いますと、この党の取りまとめが基本になっておりまして、これについてそれ

ぞれの閣議決定文書、ないしはプランで同じ内容が書いてあるということになってござい

ます。ということでございますので、中身についてはこの党の取りまとめの紙でご説明を

させていただきたいと思っております。まず、農業委員会と農業生産法人のほうについて、

私のほうからご説明をしたいと思います。 

 この資料１－２の44ページをお開き下さい。まずは農業委員会の改革でございます。改

革の目的は冒頭ですけれども、農業・農村の発展のためにあるんだということが明記され

てございます。次の四角の中のポツ１ですけれども、農業者、特に担い手から見て、農業

委員会がよくなり、地域の農地利用の 大化が進むように思える改革とすることが必須だ

ということと、農業委員会批判をこれで収束をさせて、農業委員会が安定的な業務運営が

行われるようにすることが重要というのが基本的な考え方でございます。（１）のところ

ですけれども、１のところに書いてございますけれども、農業委員会には農地利用の 適

化、具体的には担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止解消、新規参入の促進を

よりよく果たすようにする必要があるということで、これを中心にやっていただくという

ことでございまして、２のところの業務のところも１つ目の丸のところに、そういうもの

を重点に置くことを明確にするということが書かれてございます。また、２の２つ目のと

ころは転用違反の事案については権限を有する知事等に対して権限行使を求めることがで

きるということで、権限の強化の部分についても触れられているところでございます。 

 また、３つ目には、農業委員会は今法律で農業・農民に関する事項についての意見公表

というのが法律上定められておるわけですけれども、今回は先ほど申し上げた３つの業務

に重点を置くということで、法令業務からこの業務は削除をするということが決められて

ございます。法律の根拠がなくてもこの業務はできるということで、法律上からは削除を

するということでございます。 
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 ３つ目が農業委員の選出方法ということでございますけれども、適切な人物が透明なプ

ロセスを経て確実に就任するようにするため、今は選挙制なんですけれども、選挙制から

市町村議会の同意を要件とする市町村長の選任制に変更をすると。その際、45ページにか

けてですけれども、事前に地域からの推薦・公募が行えるようにするということにしてご

ざいます。また、人数につきましては次の丸ですけれども、現行の半分程度の人数に圧縮

をして、過半は認定農業者の中から選任をすると。残りは利害関係がなく、公正に判断で

きる者を必ず入れるということでございます。女性・青年委員についても積極的に登用す

るということが定められております。 

 ４でございますけれども、農業委員の他に、今回地元で利用調整を実際にやっていただ

くために、農地利用 適化推進委員というのを、新たに法律上置くこととされております。

これについては農業委員会が選任をいたしまして、地域からの推薦・公募で選任をすると

いうことになってございます。 

 以上が農業委員会の改正ですけれども、７のほうでその系統組織として、県の農業会議、

全国会議所についても、農業委員会ネットワークとして行うということでご覧の業務をや

る法人として国の指定法人に移行をするということになってございます。転用につきまし

ては、８の１つ目の丸ですけれども、６次産業化や成長産業化に資する転用については、

円滑な転用を可能とする観点から見直しを行うということでございます。 

 次に生産法人のほうですけれども、47ページをご覧下さい。生産法人のほうは21年の農

地法改正や、中間管理機構の関係で、リース方式を中心にやるということに方針が固まっ

ておりますので、それを着実に進めていくということなんですけれども、生産法人要件に

ついては担い手である生産法人の経営の発展に資するという観点から見直しを行うという

のが基本的な考え方ということでございます。 

 １でございますけれども、現場には企業の農地所有に関する現場の懸念というものがご

ざいますので、それに十分配慮が必要だということで、その配慮の中で６次産業化やなん

かを行う際に障害になっている部分を改正するということで、２の１つ目ですけれども、

役員の農作業従事要件について、役員を１人以上にすればいいということと、２つ目の丸

ですけれども、農業者以外の議決権は２分の１未満ということでございます。３のところ

ですが、それ以外の農業生産法人の緩和などについては、中間管理機構の５年後見直しに

併せて検討をするということが決められたということでございます。 

○小林協同組織課 経営・組織対策室長 引き続き、農協に関して説明させていただきま
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す。同じ資料の39ページからご覧いただきたいんですけれども、農協改革の目的というこ

とで、一番 初に書いてあります。農協改革の目的は、農業・農村の発展ということで、

基本的な考え方がこの四角の中に書いております。農業者、特に担い手から見て、農協が

農業者の所得控除に向けた経済活動を積極的に行える組織となると思えるようなこういう

改革をすることが必須である。それから高齢化・過疎化が進む農村社会において必要なサ

ービスが適切に提供できることも必要だと。農業者が自主的に設立する協同組合という農

協の原点を踏まえ、これを徹底することが重要。 後に、農協批判を収束させ、今後は安

定的な業務運営が行えるようにすることも重要と。 

 こういう基本的な考え方を持って、具体的にはまず一番現場に近い単位農協の部分でご

ざいますけれども、１の（１）のところからでございます。同じ39ページでございますけ

れども、単位農協につきましては農産物の有利販売、それと生産資材の有利調達、これが

重点であるということで、業務運営を行う必要があるのではないかということでござい

ます。具体的には単位農協が農産物の買取販売なんかも数値目標を決めて拡大するとか、

それから生産資材については全農と経済連と、それから系統以外の他の調達先、こういう

のを徹底的に比較して、 も有利なところから調達する。それから単位農協のほうは、信

用事業と農業関連の経済事業と両方併せやっておりますけれども、できるだけこの金融業

務の負担やリスクを軽くして、人的資源を農業関連だとか、そういう経済事業にシフトす

るようにする。そのために農林中金なりの協力を得て、代理店方式のようなものをとると。

この場合の手数料水準もきちっと農林中金なりが早期に示すというようなことが書いてあ

ります。それからこういう運営をするためには、40ページでございますけれども、単位農

協の理事、ここが重要でございます。単位農協の理事については、その過半が認定農業者

であるとか、農産物販売とか、経営のプロ、こういうものにするというような部分が書い

てございます。 

 それから40ページの（２）のところは、こういうふうにして単位農協が自立した経済主

体としてきちっと活動していただくということ、それから（３）につきましては、単位農

協の事業の対象者、ここにつきましては担い手農家もいれば、兼業農家の方もいらっしゃ

る、それから農業をやっていない地域住民の方もいらっしゃる。こういうふうに非常に複

雑になっておりますので、それぞれのニーズに応じてきちっと事業をやるという観点から、

必要な場合には今の農協の事業、組織を分割して、その組織の一部を会社にしたり、生協

に転換するというようなこともできるようにするということでございます。 
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 それから続いて、こういう上部団体の連合会とか中央会の在り方が40ページの下から書

いております。具体的な部分のところは、42ページの（２）のところで書いてございます

けれども、連合会・中央会というのは、あくまでも農協をサポートするということでござ

いますけれども、その観点から組織を見直すということで、全農とか経済連が株式会社化

できるようにして、特に全農については前向きにそれを検討する。それから厚生連につき

ましては、今病院事業をやっておりますので、社会医療法人に転換することを可能とする

とか、それから中央会につきましては、農協法上の中央会制度は、制度発足当時との状況

変化を踏まえて、他の法人法制の改正時の経過措置を参考に、適切な移行期間を設けた上

で、現行の制度から自律的な新たな制度に移行する。新たな制度は、新農政の実現に向け、

単位農協の自立を前提としたものとし、具体的な組織、事業の在り方については系統内で

の検討も踏まえて、関連法案の提出に間に合うように早期に結論を得るということで、次

期通常国会に関連法案を出すということになっております。これも含めて、43ページでご

ざいますけれども、今後、５年間を農協改革の集中改革期間といたしまして、ここの期間

において、きちっと自己改革をやっていくということを強く求めるというような内容にな

っております。 

 以上でございます。 

○高橋政策課調査官 ありがとうございました。 

 続きまして、人口減少社会における農山漁村の活性化について、農村振興局お願いしま

す。 

○平中農村振興局農村政策推進室長 農村政策推進室の平中でございます。農山漁村の活

性化の施策につきましては、昨年決定されたプランにも既に１項目設けて記述をしており

ましたけれども、昨今、非常に政府内での議論となっております人口減少社会への対応と

いうことを踏まえて記述を拡充したものでございます。この人口減少社会への対応は、今

般閣議決定されました骨太の方針でも、多くのページを割いて記述されておりまして、こ

の中でとりわけ地域の活力を維持するということが重要であるということが書かれており

ますので、その中での農山漁村の位置付けというのを今回のプランで明確にさせていただ

いたというところでございます。 

 中身につきましては、資料２のほうに図がございますので、資料２の９ページをご覧い

ただけますでしょうか。図の左側に現状を書いております。国土全体で人口減少が始まっ

ているということでありますけれども、農山漁村における人口減少、それから高齢化の状
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況というのは、既に都市に先駆けてかなり進んでいるというところでございます。特に、

農山漁村におきましては、集落が小規模化していると。だんだん小さな集落が増えている

というのが左の下の図でございまして、総戸数が９戸以下、あるいは総農家数が５戸以下

の集落になってきますと、集落の中での寄合、話し合いも行われなかったり、あるいは集

落の共同活動ができなくなるということで、集落機能が著しく低下するというような状況

が生じつつあります。 

 これらへの対応といたしまして、右側に４つの枠で対応方針を書いております。一番上

が集落間のネットワーク化というところでございまして、基幹集落への機能集約と、集落

間のネットワーク化というものを進めていくという図がございます。この図の周り、青く

点線で囲っているところが、イメージとしまして小学校区、 近、小学校区も大きくなり

ましたけれども、昭和時代の小学校区の単位というようなイメージでありますけれども、

このような地域を一つの単位としまして、基幹となる集落とその周辺の集落というものを

イメージして、基幹となる集落への機能を集約していく。それからその集落を中心に、集

落間のネットワーク化を図っていくということを考えております。 

 機能集約といいますと、例えばですけれども、今、各集落にばらばらにそれぞれ置かれ

ている公民館が、例えば古くなってきたという場合に、各集落の公民館を建て直すという

ことではなくて、基幹となる集落に少しちょっと大きな公民館を新しく建てるであります

とか、あるいは農産物出荷拠点を作るような場合に、この基幹集落にできるだけ集めて建

てるということで機能を集約すると。それとともに、他の集落の住民の方々が安心して暮

らせる、便利に暮らせるように、ネットワーク化をしっかり図っていく。例えばコミュニ

ティバスを運行するであるとか、ICTを整備するというようなことで、この地域全体が維

持できるようにというような考え方でございます。これは既に国土交通省さんなどでも小

さな拠点というようなことで議論が進んでおりますが、これの農山漁村についてもしっか

りと施策を打ち出していくということでございます。 

 この他、下の３つがございます若年層の就業促進、あるいは雇用創出、６次産業化や林

業の成長産業化による雇用促進、それから女性高齢者の活用、例えば定年帰農の推進など、

あるいは農業女子プロジェクトなどの活用、それから魅力ある農山漁村づくりとしまして、

多様なスタイルの市民農園、あるいは子どもの体験学習というようなものを引き続き推進

していくということを考えているものでございます。これらの施策について、今回プラン

に新しく盛り込ませていただきました。 
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 以上でございます。 

○高橋政策課調査官 ありがとうございました。 

 続きまして、林野庁お願いします。 

○佐藤林野庁企画課長 林野庁企画課長でございます。資料１－２でご説明をさせていた

だきます。14ページをご覧下さい。 

 ７．林業の成長産業化でございます。この文は、昨年12月に取りまとめた際と基本的に

同じでございまして、人工林が本格的な利用期を迎える中で、豊富な森林資源を循環利用

することが重要、新たな木材需要の創出、国産材の供給体制の構築により、林業の成長産

業化を実現する、森林の整備・保全等を通じた森林吸収源対策を推進するとともに、多面

的機能の維持・向上により、美しく伝統ある山村を次世代に継承するということでござい

ます。 

 １点、昨年度との違いは、２パラ目のところなんですが、「林業の成長産業化を実現

し」の後に、「人口減少が進展する山村地域に産業と雇用を生み出す。」というのは、こ

れは先ほど来、人口減少社会が課題になっているといったことを踏まえて、昨年になかっ

た文言がここに加わっております。 

 具体的には29ページのほうをご覧いただきたいと思います。大きく①、②、③というふ

うに政策が並んでおります。まず、①のほうは、新たな木材需要の創出でございますけれ

ども、特にその中でCLT（直交集成板）ということが強調されております。特に、我が国

におきましても、これは後で資料２等をご覧いただければありがたいのですが、もともと

欧米を中心に普及しているものでございますけれども、我が国においても国産材CLTを活

用した建築物を進めていくということでございます。そのために29ページの２ポツ目にご

ざいますとおり、実証や研究開発を進める、一般的な設計法を確立する、さらに生産体制

を構築する、こういった取組を総合的に推進する必要があるということでございます。 

 29ページから30ページにかけまして、他の施策がいろいろ並んでおります。木質バイオ

マスの利用促進といったことも含めて、幅広く施策を挙げております。30ページの②、国

産材の安定供給体制の構築、③、適切な森林の整備・保全等、この辺りは昨年と基本的に

変わりはございません。 

 以上が林業の活力創造プランのポイントでございますけれども、活力創造プラン以外で

資料３をちょっとご紹介したいと思います。資料３は今年の骨太の方針でございますが、

その裏をめくっていただきまして、「４．（４）地球環境への貢献」でございます。森
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林・林業政策は、地球環境対策とのかかわりも非常に大きいものでございますけれども、

森林吸収源対策については安定財源が確保されていないといったことが長年の課題になっ

ております。そういった中で、この４．（４）のところの下から２パラ目の 後のところ

でございますが、「森林吸収源対策等に取り組む。」、さらに「森林吸収源対策及び地方

の地球温暖化対策に関する財源の確保の新たな仕組みについて、森林整備等に係る受益と

負担の関係に配意しつつ、早急に総合的な検討を進める。」というのが、昨年の骨太の方

針にはなかったのが、今回、こういったものも入っているということでございます。 

 林野庁からの説明は以上でございます。 

○高橋政策課調査官 ありがとうございました。 

 後に水産庁お願いいたします。 

○新井水産庁漁政課長 水産庁でございます。資料１－２の31ページの水産関係のご説明

をさせていただきたいと思います。水産関係、31ページ、ちょうど３つございまして、１

つは資源管理を強化していくということ、それから２番目は消費、それから特に輸出の拡

大ということでございます。中でも３つ目、４つ目のポツにございますけれども、EU向け

HACCPの認定を加速化するということで、従来、加工施設については厚生労働省が認定を

行っておりましたけれども、水産庁も認定主体となるということで、この秋から認定を開

始したいというふうに思っております。それによりまして５年間で100カ所の工場を認定

するということで、現在、2,000億円強の輸出を3,500億円に伸ばすということを主にして

おります。その他、輸出にとっては障害がございまして、水産の海域のモニタリングであ

りますとか、トレーサビリティの導入といったものも、併せて行っていきたいというふう

に思っているところでございます。 

 水産庁からは以上でございます。 

○高橋政策課調査官 ありがとうございました。 

 それでは、これまでの説明を踏まえまして、意見交換を行いたいと思います。ご意見、

ご質問のある方は挙手をお願いいたしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、次の議題もございますので、本議題については終了とさせていただきます。 

 続きまして、スマート農業の推進の取組についてでございます。まず、農林水産省から

昨年来の取組状況をご説明した上で、続いて和歌山大学の八木先生、佐藤先生から、アシ

ストスーツについての説明、それから実演を行っていただきます。 

 なお、本議題については、カメラ撮りが可能でございますので、カメラをお持ちの方は
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どうぞお撮り下さい。 

 それでは、まずスマート農業の取組状況について、技術調整室から説明をお願いいたし

ます。 

○安岡政策課技術調整室長 政策課技術調整室長です。資料６－１をご覧下さい。横紙の

紙が入っております。ロボット技術やICTを活用した新たな農業、これをスマート農業と

呼んで、活力創造プランにも位置付けさせていただいて、推進をしているところでござい

ます。実際、資料にありますとおり、一度協議会でもご報告させていただきましたけれど

も、昨年11月から、ICT企業であるとか、ロボットの先行している自動車なんかの業界の

方々にも参加していただいて、研究会を立ち上げております。今年３月、中間取りまとめ

ということを行いまして、２ページにも具体的にその将来図を示していますけれども、ロ

ボット技術やICT、実際に農業に入れたら農業はどう変わるのかということを将来像で示

したり、さらには実現に向けたロードマップであるとか、課題の整理なんかをしていると

ころです。今現在のところは、この中間取りまとめに沿って右にあるとおり、研究開発だ

とか、実際に現場の実証導入をしたり、さらには残された課題、例えば安全性の問題です

とか、ITに関してはインフラの整備なんかも必要ですので、そういった検討なんかも進め

ているところでございます。 

 後ろ、資料６－１に参考資料で中間取りまとめがついてございます。これまた後ほどお

時間のある時にご覧いただければと思います。 

 ここからは、あまり文章でどうこうというより、百聞は一見にしかずと申しますか、実

体で早期の実用化が進むような技術の実例を見ていただこうと思っています。まずは、ト

ラクターの自動走行システムです。トラクターの自動走行システムは、まず精度の高い

GPSのアンテナ、GPSの機能、さらには位置情報を示すディスプレイ、加えてハンドルなど

を自動的に操舵するような装置によって、無人でも数センチ単位、非常に精度の高い作業

を可能にするシステムです。 

 実際にこれ無人で、キャビンの中を見ていただければ分かると思うんですけれども、完

全に人が乗っていません。実際にこれスプレーヤーも上げたり下げたり自動でできる。さ

らにはターンなども自動でできるということで、技術的にはシステムでできるようになっ

ています。 

 ただ、 初から完全に無人ということになると、自動車の世界でもそうですけれども、

なかなか難しいものがございます。ですから、今考えているのは、有人・無人のトラクタ
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ーの協調作業、２台同時に走行させて、後ろから有人のトラクターで作業を見るというふ

うな形のシステムで実用化できるのではないかということを今検討を進めているところで

す。 

 具体的にそれではどんなふうな作業なのかというのを、実例を見ていただきます。先行

しているやつが無人のトラクターになります。これ耕起作業を行っています。耕起作業を

行っているトラクターの後ろで、すみません、どんどん先行してしまっていますけれども、

後ろに有人で播種作業をする。すなわち耕起作業と播種作業をワンセットで行うというこ

とが一人でできるというシステムを考えています。省力化ということもありますし、特に

畑作の春作業などは非常に作業ができる期間が短いですから、２作業を同時にやることで

規模拡大を狙うということを考えているところです。このシステム自体はちょっともう消

えてしまいましたけれども、技術的にはほぼ確立されておりまして、実際、市販化目指す

メーカーなんかも出てきているということなので、後は安全性の問題とか、そういったこ

とを何とか解決していきたいと考えております。 

 続けて除草ロボットです。除草などの管理作業、こういうものの省力化というのは農村

の人口が減る中で非常に重要な課題です。特に中山間では畦畔の斜度が大きくて除草は危

険な作業です。ここでは斜度40度ぐらいのところでさっきロボットが走っているところを

見ていただきましたけれども、従来であれば非常に危険な作業を無人で遠隔で作業ができ

る。こういうロボットの可能性などもこれから追究しているところでございます。 

 後、ちょっと駆け足になりましたけれども、これから実演を見ていただくアシストス

ーツです。ちょっとアシストスーツを見せて、まだ動かすのはとめていただいて、中山間

のミカンの農家、皆さんご存じのようにほとんど機械化されていません。モノレールなん

かこうやってついていますけれども、実際は20キロの箱を上げ下げする。一つ間違えると、

20キロの箱を１日数百回上げ下げするという作業が、１カ月、２カ月続くわけですね。簡

単に言えば、20キロのバーベルを上げるスクワットを毎日のように続けていくという作業

になります。大変、負担の大きい作業で、求人を出してもなかなか人の集まり手がなくて、

結果としては担い手の方が腰痛に耐えながら作業をされているというふうなことです。 

 そんな中で和歌山大の今回八木先生のグループがアシストスーツを開発されました。こ

れ実演の状況です。アシストスーツのパワーによって上げられるようになって、非常に20

キロの負担が10キロ、半分にできるというふうなことで、現場でこのように実用化を目指

してやっているところでございます。 
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 実際、こうやってここからは開発していただいた和歌山大学の八木特任教授、名誉教授

の八木先生と、実際に開発に当たられている佐藤助教、特任助教にバトンタッチしまして、

実際に実演をしてもらいながら解説をしていただくというふうにしていきたいと思います。 

 では、八木先生のプレゼンテーションに変わっていただけますでしょうか。では八木先

生、よろしくお願いいたします。 

○八木和歌山大学特任教授 和歌山大学の八木でございます。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 皆さんもよくご存じのように、近年、少子高齢化による労働力人口の低下、これと私ど

もが着目したのはもう一つございます。その次に書いてございます高齢化による腰痛人口

の増加でございます。この腰痛持ちといいますか、この人たちが全国で1,000万人とも、

2,800万人とも言われています。これらの人のためのロボット技術を何とか活用できない

かということでございます。 

 それで市場予測でございます。腰痛を患っておられる方は農業従事者だけではなしに、

運搬業、建設業、介護従事者、それらの方がおられますということで、しかし、腰痛防止

の機器としては、現状では腰痛の防止ベルトのみしかないというのが現状でございます。

ロボット大国の日本がこれでいいのかということで、ロボット技術を活用しまして、高齢

者の今足になっています電動アシスト自転車並みに将来高齢者の腰となるように、アシス

トスーツが高齢者の腰、力の弱い若者が農業に参入しやすくするためのロボット、パワー

アシストスーツ、それから女性にも参入していただけるということを目標に開発を進めて

おります。 

 20～30キロの重い荷物を持ち上げるのに、10キロ分はアシストするということを目標に

して開発をしています。持ち上げ、中腰、それから歩行、そういうふうな動作を支援する

ロボットを開発しております。 

 これが開発の経緯です。私どもが技術会議の委託プロジェクト研究に採用されたのが

2020年でございます。その時に当初40キロあったのが、１年間で26キロにしました。これ

でもまだまだ使い物にならないということで開発を進めて参りまして、昨年度6.3キロと

軽量化することに成功しております。 

 それでこのアシストスーツの詳細なんですけれども、腰の左右のところにちょっと丸い

ものが見えております。これが電動のモーターです。これ左右に１個ずつ２個ついていま

して、このモーターによって腰のアシストを行うということでアルミ製のこれがモーター
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でございます。これがフレームになっていまして、このフレームが人間のこの背骨の第２

の背骨、外側にアルミフレームでフレームがついていまして、この腰椎にかかる力を分散

します。20キロを持ち上げた時に、半分の10キロをアシストスーツが持つということです。

それと、このモーターによって筋力、特にこの背中の脊柱起立筋、背筋ですね。これの半

分の力をこのモーターで持たせるということで、軽労化しております。 

 アシストスーツのポイントは、装着者と同時に動くということがポイントでございます。

そのために歩行の動作意図、次どういう動作をするかというのをすばやく感知して、アシ

ストすることが重要でございます。そのためにこの靴底にフットスイッチをつけていまし

て、例えば歩く時にかかとが上がります。そのかかとが上がったと同時にアシストが開始

されます。２～３歩でフルにアシストして、１歩でとまるというふうなことに工夫をして

おります。これは重量物の持ち上げの時の動作、意図推定ですけれども、手袋スイッチで

持ち上げるということを判定しまして、アシストを開始する。 

 今後の展開ですけれども、農業用は当然のことながら、その他、介護用とか建設、それ

から運輸とかに展開ができると考えております。 

 以上でございます。 

○安岡政策課技術調整室長 では、ここから実演のほうに入らせていただきます。 

○八木和歌山大学特任教授 今日、実演していただきますのは、技術会議の女性職員の小

林さんでございます。小林さん、どうぞよろしくお願いします。 

 それで、先ほども説明しましたが、このアシストスーツは平成22年度から和歌山大学が

委託研究として受託しまして、研究開発を進めて参りました。今日お持ちしたのは、20キ

ロのミカンのコンテナでございます。先ほども話がありましたけれども、和歌山の有田ミ

カンでは、１日４トン収穫量がある。これ20キロでございますので、200回これを持ち上

げて、出荷するといいますか、収穫するという作業は結構重労働でございまして、今から

アシストスーツを着けずに小林さんに持ち上げていただきます。 

 なかなか慣れていないと、女性の方にはある意味難しゅうございます。この女性の方に

も楽にこれを持ち上げてもらうために開発したのが、こちらにあります 新式のアシスト

スーツでございます。開発当初、40キロありましたけれども、今は6.3キロと軽量化して

おります。 

 それでは、やってもらえますか。まず、普通のスーツを着るように、左右の肩ベルトを

こういうふうに通してもらいまして、それから腰のベルトをとめていただいて、あと太も
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ものところをベルト、それから胸元のベストになっているチャックを閉めて、あと腰のと

ころにカフと呼んでいますけれども、ベルトを締めてもらって、今初めて着けていただく

ので、それほど慣れていないんですけれども、１分ぐらいでさっともうご自分一人で着け

て、簡単に装着することができるようになっております。それとあとバッテリーです。20

分の充電で、２時間動作することができますので、朝、農作業現場へ行って、休憩時間中

にバッテリーを取り換えてもらって充電すれば、稼働するということになっております。 

 それでは、まず歩いてもらいましょう。今、持ち上げ用の手袋も着けてもらいますので、

ちょっと待って下さい。では、スイッチを入れましたので、それでは、歩いていただきま

す。ミカンの収穫地などでは急斜面が多いので、歩行のアシスト、シュッシュというモー

ターが回転する音を聞いていただけるかなと思うんですけれども、この左右にありますモ

ーター、それが足の歩くというのを感知して、足の裏にスイッチがついていまして、かか

とが上がると歩き出したということを検知しまして、アシストを開始するようになってお

ります。 

 それから台車を押していただきます。台車を押してもこういうふうにアシストがずっと

歩行をしている音が聞こえると思うんですけれども、歩行のアシストをしています。また、

こういうふうにバックをしても、阻害することなく歩けると。いろいろな農作業の形態が

ございますので、歩行のアシストをするのと、持ち上げの時のアシストをする以外の動作

も、いろいろな動作がありますので、その時にもアシストスーツを着ても動作を阻害しな

いということが特徴でございます。 

 それでは、次に持ち上げを今度はアシストスーツを着けてやっていただきます。20キロ、

なかなか持ち上げられないんですけれども、小林さん数回練習しただけでございますので、

あまり慣れておられませんけれども、このように簡単に使っていただくことができる。誰

でもすぐに簡単に使えるというのが特徴でございます。 

 どうもありがとうございます。歩いてみますか。 

 介護用にもこういうアシストスーツが開発されているんですけれども、介護用と違って、

介護用は人を抱きかかえたりするので、そんなに速い動作はないんですけれども、アシス

トスーツの場合は結構重たい物を持ち上げて、コンテナをぐっと速く上げないといけない

とか、そういうふうなところがありまして、開発に注力して、あと当初、２年後に１台

100万円で100台販売する予定で、その後、1,000台ぐらい売れると、50万円ぐらいにでき

るというふうに考えております。 
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○安岡政策課技術調整室長 先生、ありがとうございました。何点かちょっと、せっかく

の機会ですから伺いたいことがあるんですけれども、実際の現場の農家、果樹の農家とか、

使っていただいて、どんな反応でしょうか。この6.3キロというのを着けて、本当に実際

使いたいというふうに現場は思っていらっしゃるかどうか、その辺りいかがでしょうか。 

○八木和歌山大学特任教授 結構使いやすくなったといいますか、歩くのもバランスがよ

くなってきて、当然、楽に作業ができるとか言ってくれています。農家の倉庫に簡易クレ

ーンがあるんですけれども、それが50～60万円かかりますので、このアシストスーツを着

けて重たい荷物を持ち上げて、屋外でも使えるということになりますと、50～60万円でも

十分に買っていただけるというふうに聞いております。 

○安岡政策課技術調整室長 ありがとうございました。実演のほうはそれでは以上にした

いと思います。 

 両先生、ありがとうございました。 

○高橋政策課調査官 どうもありがとうございました。カメラ撮りはここまでとさせてい

ただきます。 

 今の実演等につきまして、ご質問等ございましたら、どうぞせっかくの機会ですので、

ご発言いただきたいと思います。 

○平野技術会議事務局総務課長 すみません、今のご説明で大体２年後に100万円ぐらい

で売り出していただけるということだったんですけれども、実際には何年間ぐらいそれを

使っていけるものか、耐久性とかそういった感じなんですが、それはどういうふうにお考

えですか。 

八木和歌山大学特任教授 電気製品とかの寿命とかと同じでございまして、５年は使って

いただけるように。一番寿命短いのはご存じのようにバッテリーでございますので、バッ

テリーは２～３年ぐらいで買い換えていただくというのが今の技術のレベルと考えており

ます。 

○高橋政策課調査官 他にございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、八木先生、佐藤先生、ありがとうございました。（拍手） 

 次の議題に移りたいと思います。次世代型施設園芸の推進の取組につきまして、農水省

からご説明をさせていただきます。 

 それでは、生産局お願いいたします。 

○川合生産局花き産業・施設園芸振興室長 生産局の川合でございます。よろしくお願い
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いたします。 

 資料７と資料７の参考資料というのがあるんですけれども、こちらのA4縦の資料７の参

考資料というのでご説明させていただきます。これは林大臣の強いリーダーシップに基づ

いて進めている事業でございます。進捗状況についてご説明します。 

 昨年の５月31日に林農林水産大臣が世界で有数の高付加価値農業を実践しているオラン

ダを視察されました。その結果、攻めの農業の参考とするために日本型にアレンジしてこ

れを事業化することになりました。今年の３月25日には、安倍総理が核セキュリティ・サ

ミットでオランダを訪問した時にも、総理は、林大臣が視察した施設園芸団地をご覧にな

っております。その間にも、根本復興大臣や、自民党の日オランダ議員連盟の先生方が皆

さんご覧になっています。なぜかといいますと、オランダは九州と同じ大きさしかないの

に、世界第２位の農産物輸出国になっています。施設園芸の大きさは日本が５万ヘクター

ル、オランダは１万ヘクタールしかないんです。なのになぜそんなに勝っているのかとい

いますと、オランダの施設園芸は高度に集積されているということでございます。 

 資料７の参考資料の上のところに少し書いておきましたけれども、非常に産学官が連携

して技術開発をやっています。フィリップスという会社があるんですけれども、ここで研

究開発を全てやるのではなくて、ワーヘニンゲン大学というところで、99.99％までプロ

トタイプを作ってもらいまして、近隣の植物工場、あるいは施設園芸団地の社長から、こ

この光の当て方を直して欲しいとか、全て意見を受けて作ります。これがうまくいくんだ

となると、フィリップスが全部増産して納入するというすごい鉄のトライアングルで、林

大臣が訪れた際もオランダの農業大臣が、当方は鉄のトライアングルなんだと言っており

ました。 

 ここの少し写真が載っておりますけれども、上から見ると半導体チップみたいな写真に

なっていますけれども、この１つの大きさが４ヘクタールもあるんです。何百棟も８メー

トルもある軒高の大きいガラスハウスが連なっております。オランダの場合は、トマトを

10アール当たり50トン以上とる。日本の場合は20トンとるとすごいと言われるんですけれ

ども、平気で50トン、70トンとっております。緯度が高くて冷涼だというのもあるんです

が、やはり彼らはもう技術を駆使してやっております。我々が今進めている林大臣のプロ

ジェクトは、研究開発分野はあまりなく、今ある日本の技術、あるいは世界の技術をその

まま結集して、今すぐ造るというものでございます。今から説明する拠点を今年度中に完

成して、今年度中にもう既に出荷を始めるというものでございまして、攻めの農業を今す
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ぐ日本で実現するというものであります。 

 オランダの場合は、天然ガスが豊富にありまして、その天然ガスでエンジンを動かして、

熱、CO2、電気を出すんですけれども、日本の場合はそういった資源が豊富であるわけで

はありませんので、真ん中ほどに日本型へのアレンジのポイントとありますけれども、天

然ガスがないなら日本は木質バイオマスであるとか、産廃の熱であるとか、温泉の熱であ

るとか、そういったものを使う。オランダの場合は高緯度なので、どうしても光が欲しい

と。光が１％増えると収量が１％増えると生産者は言っておりましたけれども、日本の場

合はそこまで高緯度ではございません。ただ、台風が来ますので、８メートルのような背

の高いハウスは造れませんので、ハウスの柱を少し太くしまして、きちっと強いものにし

ていかないといけない。今年の雪の害のように潰れるということも考慮しないといけませ

んので、そこら辺の強度をきちっとこだわるということです。 

 それからオランダの場合は収穫が非常に乱暴です。収穫したトマトをケースに投げてい

ます。あるいは水に浮かべて流しているんです。日本の場合は収穫量も求めるんですけれ

ども、食味であるとか、品質にもこだわらないといけない。こういった形で、大臣がリー

ダーシップを発揮した結果、補正予算と今年の当初で、50億円を確保しております。地産

地消のエネルギー、あるいは４ヘクタールの大規模に集積した団地、今、日本は小さいハ

ウスから軽トラックで出荷所まで持っていっていますけれども、そんなことはオランダの

場合はしていません。ドイツからのオーダーに応じてすぐに出荷品目を決める。来年黄色

の花がはやるといったら、直ちに黄色の花に切り替えるといったことをやっております。

品種改良も近隣で一生懸命やっています。 

 なので、日本の場合も出荷センターを真横に置いて輸出を狙うんであれば、きちんと輸

出商社と結びついた体制を作らないといけないということで、今日お集まりのメンバーに

は入っていらっしゃいませんけれども、このプロジェクトに一番誘致に熱心だったのは、

経団連の事務局でございます。我々各ブロックで説明会をしたんですけれども、商工会議

所、あるいは経団連の事務局が、一番 初に会議室をとってくれまして、一生懸命説明、

あるいは売り込みをやっています。彼らに危機感がありまして、なぜかというと、オラン

ダの高度に成長した企業、あるいはハウスメーカーがプロジェクトチームを作って全部日

本を買い取りたいという感じで、今、スーパーマーケットに行くとパプリカがたくさんあ

りますけれども、ほとんど韓国産だと思います。これはほとんどオランダの企業がノウハ

ウを全部伝授して、全て施設、あるいはコンピュータ、全てフルセットで韓国に乗り込ん
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でいったからなんです。日本の今富士通であるとか、NTTは非常に危機感を持っているの

は、これに対抗していかないといけないということで、今回、次から紹介しますけれども、

我々は施設園芸をやるに当たっては、全量買い取って適切な価格で売ってもらわないと商

売にならない。あまりにも高い物ではいけませんということで、トマトは４個で298円以

下になるようにと、当然のことながら皆さんそう思っております。 

 紹介していきます。１ページ目が、北海道の苫小牧、今回のこの補助事業は農地でなく

ても、インターチェンジの近く、あるいは空港の跡地、あるいはかつて工場を誘致したか

った跡地、そういったところにどんどん建ててもいいですよということになりましたので、

全国の知事さんがこぞって大臣のところに要請に来ました。特に、ガスエンジンのところ

は木質バイオマスなので、県庁でいけば林業部門、あるいは誘致になりますと商工労働部

門、農業分野だけではないということで、知事のプロジェクトに仕立てあげまして、数十

億円規模の要請を大臣にしました。大臣からは直接知事に箇所付けの連絡もしております

し、進捗管理も厳しく大臣がしております。この苫小牧の場合は、夏場にイチゴがきちん

ととれるということで、輸入イチゴに勝つということで、コージーコーナーであるとか、

星野リゾートであるとか、プリンスホテルであるとか、そういったところが全量買い取り

ます。また、スイーツ王国北海道として、洋菓子協会がもっと引き取らせてくれというこ

とで、現在４ヘクタールの規模なんですけれども、将来は20ヘクタール以上にしたいとい

う構想で、千歳空港に着陸する時に飛行機から真下に見える絶好の位置に造っております。 

 次のページが石巻でございます。これは不幸にも被災した大川小学校の真向かいにでき

ます。川を挟んで反対側、被災した土地があるんですけれども、ここに大規模に造成した

トマトとパプリカの団地を造るということで、ここは３月の終わりに総理がオランダに訪

れた際に、オランダ側から是非ここは、この場所についてはどうしてもオランダ政府が支

援をしたいということで、直接総理に申込みがあったところでございます。先日、宮城県

知事が県議会でも、これはきちっとやらないといけないんだということを答弁しておりま

す。 

 その次のページでございます。埼玉の拠点でございます。これも上田知事がこちらにい

らっしゃいましたけれども、非常に都市近郊の農業をもっと活性化させたいということで、

近隣の木質ペレットボイラーを集めてきまして、トマトの団地を４ヘクタール造る。全量、

これはイオン系列が買い取りでございます。 

 続きまして、静岡拠点でございます。静岡拠点につきましては、これ富士山のふもとで
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ございます。アメーラトマトという非常に高いトマトを作っているんですけれども、ここ

につきましては日本の誠和であるとかネポンであるとか、オランダに勝ちたいと言ってい

る企業が集結して頑張っているところでございます。 

 次のページが富山の拠点です。富山は産廃工場でございます。産廃の廃熱を使ってやる

ということで、自分の土地なので、将来40ヘクタール規模の大きい団地を造りたい。ここ

は富山空港の真横なので、輸出を目指しており、お花も作っております。 

 続きまして兵庫拠点でございます。加西市でございます。ここは空港跡地の隣の誰も使

っていなかったところを真っ平らなところに施設園芸団地を整備しまして、サラダボウル

であるとか、ハルディンであるとか、非常に有力な 先端のグループが加盟して、全量買

い取りで頑張るということでございます。 

 続きまして、高知拠点でございます。高知拠点は南海トラフでどうしてもハウスを高台

に移転したいという知事の強い希望で実現したものでございます。ここにつきましては、

宿毛に大量の木質チップ工場を用意しまして、そこから大量のエネルギーを得るというこ

とでございまして、近隣に担い手育成センターも造って頑張るということでございます。 

 続きまして、大分拠点でございます。大分県拠点がここは知事が直接、大臣にもう何回

も要請に来られましたけれども、温泉県を自負する大分県としては、温泉熱、140度の熱

が噴き出てきましたので、これを数十度に下げまして、そこでパプリカを作る。ちなみに

ここは「会長島耕作」を連載中の弘兼先生が直接取材に行って、現在漫画で連載中でござ

います。 

 後に宮崎県拠点でございます。宮崎県拠点は、パプリカに圧倒的にやられてしまった

ピーマンの産地をもう一回復活させたいということで、４ヘクタール規模の施設園芸団地

を整備すると。近隣のハウス団地も全部巻き込んで、ここで若手を育成して近隣にのれん

分けしていくというシステムでございます。それで今月の７月23日に、東京ビッグサイト

で、大臣が冒頭、続いて経団連の農業問題委員長であります住友化学の十倉社長、それか

ら漫画家の弘兼先生などが集結しまして、数万人規模の集会をします。そこで次世代施設

園芸セミナーということで開催いたしますので、是非とも皆様お越しいただいて、お話を

聞いていただければと思います。 

 以上でございます。 

○高橋政策課調査官 ありがとうございました。 

 ただいまの説明に対して、ご質問等ございましたらお願いいたします。よろしいでしょ
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うか。 

 それでは、本日の議題は全て終了いたしました。また、予定した時刻も参りましたので、

以上をもちまして第５回全国農林水産業・地域の活力創造協議会を終了させていただきま

す。 

 本日はありがとうございました。 

午後２時５２分 閉会 

 


