
 

 

農商工連携研究会（平成 20 年度第 1 回）―議事録 
 

日時： 平成 20 年 12 月 17 日（水）10:00 から 12:00 

場所： 経済産業省別館 3 階第 4 特別会議室  

 

議事  

１．農商工連携の取組について 

２．意見交換 

 

出席者  

門間座長、飯野委員、上杉委員（代理小林部長）、大澤委員、尾﨑委員、木内委員、

紺野委員、高島委員、竹田委員（代理恵本ｼﾆｱﾏｰﾁｬﾝﾀﾞｲｻﾞｰ）皆川委員、山本委員（代

理横山課長）  

 

○熊谷課長  

 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。ただいまより、

第１回農商工連携研究会を開催いたします。 

 はじめに今回の研究会は、経済産業省の地域経済産業審議官の私的研究会という位置づ

けで設置する旨、これまで御説明させていただいておりましたが、農林水産省さんから共

同で検討を行いたいという申し出がございまして、農林水産省の総合食料局長及び経済産

業省の地域経済産業審議官の共同の研究会として設置することになりました。急な変更で、

委員の皆様方に御連絡できず大変恐縮でございますが、どうぞ御理解のほどよろしくお願

い申し上げます。 

 

○桒山地域経済産業審議官  

 今日は、本当にお忙しいところを門間先生はじめ各委員の皆様には、年末押し迫った大

変忙しい時期にもかかわらずおいでいただきまして、ありがとうございました。特に尾﨑

知事は大変遠いところ、また議会とかいろいろあるところ、誠にありがとうございます。 

 私は地域経済という名称がある役職です。現在の地域経済は皆様方御承知のとおり、大

変物すごい嵐が吹いております。今年の上半期の夏過ぎ頃までは、どちらかというと建設

業とか不動産業などが厳しい状況でありました。その後だんだんじわじわと景気が悪化し



 

 

てきたというような状況でしたが、この秋以降は、それが急速に奈落の底に突き落とされ

たような感じになっておりまして、製造業を中心に大変厳しいことになっております。 

 私どもは中小企業庁のいろいろな政策を中心に、緊急的に中小企業金融等で景気対策あ

るいはつなぎの対策を講じており、引き続きしっかり取り組まなければならないと思って

おります。ただこのような時期であっても、ある程度少し息の長い政策をやめてはいけな

くて、こういうときこそ将来に希望の光が見えるといいますか、将来の展望が開けるよう

な政策をしっかりやっていくことが使命だと思っております。 

 そういう意味で、日本のかなりの多くの地域は基幹産業が農林水産業なわけでございま

して、そういう地域が何年も非常に疲弊が進んできているという指摘がございます。この

ような背景から、私どもは数年前から農林水産省さんと一緒に農林水産業に対して、企業

の新しい技術あるいはいろんな売り方のノウハウなどのいろいろな新しいことをうまく組

み合わせまして、何とか農林水産業の振興あるいは食料自給率の向上といったような日本

の農政の課題に貢献することはできないか、それがまた我々の使命でもあります地域経済

の活性化ということにつながるという問題意識で検討してまいりまして、今年の５月には

農商工等連携促進法を、それから企業立地促進法を改正して農林水産業業種を新たに税制

優遇の対象として追加する法律も国会で成立をさせていただきまして、農林漁業者と商工

業者が連携を促進する施策に取り組んでまいりました。 

 今年の９月に新しい内閣になり、資源高をはじめとした経済情勢の変化がありましたの

で、２年前に策定された「新経済成長戦略」をこのような状況変化を踏まえて改定をする

ことになり、「新経済成長戦略改訂版」を閣議決定させていただきましたが、この中で地

域活性化は非常に大きな位置づけで考えております。その地域活性化の一つの柱が、この

農商工連携による農林水産業の競争力の強化となっております。 

 このように、農林水産省さんと一緒に政策に取り組んでまいった経緯でございますが、

今後この農商工連携政策につきましては大変期待が高まっておりまして、私どもは 21 年度

の予算案あるいは補正予算等々でも、この農商工連携について力を入れてやってきてはお

りますが、さらに一層こういう農商工連携の動きを大きくしていく必要があると考えてお

ります。非常に意欲的な取り組みは、私は少し前に福井県で植物工場を見学いたしました。

ここでは新しい技術、例えばＩＴによる制御、光の分析を行い植物が成長する光を選ぶこ

と、販路の面で都市圏のスーパーなどに直接販売をする、あるいは自分のレストランで直

接提供するというようななことも取り組まれておりました。このような動きが一つ一つ出

てきてはおりますが、それが農林水産業全体に波及し、その競争力強化につながっていく、



 

 

あるいは、それがまた地域の経済を支えるような基幹産業として大きなものになっていく

という、もう一段の飛躍がやはり必要であると思っております。 

 このためには、ただ単に珍しい取組があるという話の種になっているだけではなく、広

がっていくようなことを考えなければなりません。そこで来年に向けて一層新しい、今ま

での政策で足りなかったところはどこか、あるいは一層飛躍させるためにはどういうとこ

ろが必要なのかということを、皆様方のお知恵をぜひお借りをいたしまして、政策の充実

あるいは新しい政策の確立ということにつなげていきたいということで、この時期に研究

会を始めさせていただくことになりました。 

 農林水産省さんからは、冒頭お話がございましたように、連携をとりながら取り組んで

いくということで、共催で同じ立場で考えたいという大変ありがたいお申し出がございま

した。皆様方への連絡がやや遅れましたが、今日は町田局長にお越しいただいておりまし

て、一緒に同じ目線で政策を共同で打ち立てていこうということになりました。農林水産

省さんと取り組めることは大変ありがたいことだと思っております。 

 このように、これからいろいろと皆様方にお知恵をお借りいたしますが、いろいろな注

文等ございましたら遠慮なく言っていただきまして、また自由な御議論をいただいて、ま

た辛辣な御批判もぜひいただいて充実した審議をしていただければ大変ありがたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○町田農林水産省総合食料局長  

 今、桒山地域経済産業審議官からお話しあったとおりでございまして、地域経済は、大

変今厳しい状況にございます。なかんずく農山漁村は高齢化も進んでいるということで、

より一層活性化を図るということが重要になっているわけでございます。 

 こうした中で、地域経済、地域産業のかなめでございます農林水産業と商工業の連携と

いうことは極めて重要だということでございまして、お話しありましたように、さきの通

常国会にも法案を提出させていただいて成立をし、また、今一緒に取り組んでいるという

ところでございます。私どもも来年に向けまして、さらに職農連携といいましょうか、農

業サイドから農商工連携をさらに進めるべく、施策の拡充等を今検討しているところでご

ざいます。 

 一口に農商工連携と言ってもさまざまな切り口があろうかと存じます。これまでも 9 月

に認定し、現在も認定を経済産業省さんと一緒にさせていただいておりますが、いろいろ

な新しいチャレンジ、取り組みといったものをよく分析、また見つめまして、それをさら



 

 

に広げていくという、桒山審議官からお話しあったような取り組みをまた経済産業省さん

と一緒にやらせていただいて、農林水産省なり地域の農山漁村、そういった振興に努めて

まいりたいと思いますので、どうぞ皆様のこれまでの御知見また御専門の立場からの御意

見を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

 

○熊谷課長 

熊谷課長より委員を紹介。（省略） 

次に、本研究会の進め方について御確認させていただきます。 

 研究会の趣旨につきましては、各委員の皆様方に御就任をお願いした際に御説明させて

いただきましたが、議論を深めるため、本研究会と並行し植物工場ワーキンググループを

設置したいと考えております。 

 本研究会の公開については、非公開とさせていただきます。議事要旨、配付資料、写真

等につきましては、農林水産省及び経済産業省のウェブサイト上において公開します。 

 それでは、本日の議事に入ります。これからの議事進行は、座長の門間先生にお願いし

ます。 

 

○門間座長  

 



 

 

 

 この農商工連携という新しい取り組みをこれからどういうふうに進めていくかというこ

とですが、私はどちらかというと農村の現場でずっと仕事をしてきました。ここ数日も現

場の農業関係者と話している中で、今までは技術を中心にして農村の活性化を目指してき

た。次に、担い手をどのように育成して農村の活性化を目指していくかを考えたが，現在

一番の課題になっているのは、いかに農産物の付加価値を高めて販売するかということで

す。すなわち，技術と担い手と販売という 3 つの戦略をどのように結びつけていくかが大

きな課題になっています。 

 こうした非常に困難な状況の中で、国のきちんとしたぶれない指導力を求める声が非常

に強くなっています。その一方で、地域の力を信じてくれという要望があります。すなわ

ち，国のぶれない指導力と地域の力、これをどのように結びつけるかが問われています。

農業にも優れた技やそうした技をもった人材が豊富にいます。こうした技や人材を実際の

農と商と工という形で結びつけることによって、新しい地域経済が創造できると確信しま

す。これからの地域活性化で重要なのは，最終的に地域でどの程度の雇用をつくり上げる

ことができるかということです。 

 私も様々な研究会で座長をやっていますが，私が座長をやると、どうも議事が長くなり

ます。その理由は，私が座長をすると，何か言いやすい雰囲気になって、みんなそれぞれ、

めいめい言いたいことを自由に言っていただくという形になります。今回もそれぞれの専

門の立場からさまざまな意見をちょうだいして、いいものをつくり上げていきたいと考え

ております。 

 

○熊谷課長 資料４を説明いたします。 

 今般、地域経済活性化の鍵として農商工連携に取り組んでおります理由の一つは、厳し

い経済状況にあります地方ほど、農林水産業、関連業種に依存するウエートが高いという

現状があるということでございます。農林水産業の国内生産額は１１.５兆円が、それに関

連する食品製造業、外食産業、食品流通など合わせた食品関連産業の国内生産額はトータ

ルで１０３兆円ございます。これは全産業の１１％を占めまして、我が国のリーディング

産業であります自動車あるいは鉄鋼産業に匹敵する一大産業となっております。特に食品

関連産業の特徴は、日本全国の地方に幅広く存在しているということで、厳しい状態にあ

る地域経済の地域の基幹産業になっているところが非常に特徴的なところでございます。 

 製造品出荷額で見ますと、北海道、鹿児島、沖縄といった厳しい経済環境にあります地



 

 

域における食品加工業のウエートは３５％あるいは３６％ということで、全国平均の９．

５％をはるかに上回る水準にございます。こうした地域の活性化を図るためには、地域の

基幹産業であります農林水産業及び関連産業の活性化が不可欠であり、そのための重要な

政策手段が農商工連携ではないかと考えております。 

 今後、農商工連携を推進するに当たりまして、現在我が国農業が抱えております課題を

幾つか紹介させていただきます。まず、耕作地の利用状況でございますが、我が国の農用

地の面積は４８１万ヘクタールで国土面積の１３％を占めております。宅地は５％、工業

用地はわずか０．４％ですから、我が国の利用可能な国土のかなりの部分は農用地に利用

をされております。 

 一方、右耕地面積は、昭和３６年の６０９万 ha をピークに年々減少を続けており、今や

ピーク時の７割の水準の４６万 ha という状況です。 

 また近年、耕作放棄地が急速に拡大をしており、今や埼玉県の面積に匹敵する３８万 ha

が、耕作放棄地として利用されないままの状態で放置されています。その背景には、さま

ざまな要因がございますが、大きな要因の一つは、農業担い手の減少、高齢化の問題があ

るのではないかと思います。 

 次のページをお願いいたします。退職を迎えた６０代後半を境に就業者が急速に減少し

てまいります。その下の製造業あるいは卸・小売業、サービス業もほぼ同じ姿を示してお

りますが、農林水産業だけは、高齢になるほど就業人口が大きくなるという特異な就業構

造になっております。農業では５５歳以上の高齢者が７割を占め、若くなるほど就業人口

が減るという、農業の将来の担い手を考えると極めて厳しい深刻な状況にあるということ

ではないかと思います。 

 次に、現在の農業の担い手がどのような経営形態にあるかということです。約２００万

の経営体のうち法人化しているものは１万９０００であり、全体の１％にすぎません。農

業生産法人の数は近年急速に増加をしてきておりますが、農業の圧倒的多数は個人経営で

ございます。 

 法人組織と個人経営の経営指標を比較しますと、時間当たり付加価値額では、組織法人

が９２２円、個人経営が７３１円、参加している従業者数で見ますと、組織法人が１１人、

個人経営が２．２６人ということで、生産性の面でもかなりの差があります。今後、農林

水産業の就業者の減少が見込まれていますので、雇用吸収力があって高付加価値の生産が

可能な法人による農業経営を一層促進していくことが重要ではないかというような問題意

識がございます。 



 

 

 次に、農林水産業及び関連業種の収益力について見てみたいと思います。我が国では兼

業農家が多くて、農家所得は日本の経済成長に合わせて上昇してまいりましたが、農業所

得のほうは１９７０年以降ほぼ横ばいの１００万円程度にとどまっております。もちろん、

この数値は平均値ですので、専業農家の場合にはこれと全く違う構造になっていると思い

ますが、こうした主たる所得を農業に依存しない兼業農家によって我が国農業が支えられ

ているという実態がここにあらわれているかと思います。 

 また、産業別の平均給与の比較について、昭和 40 年代は各産業ともあまり差はありませ

んが、現在では業種別にかなりの格差があり、農林水産業は最も低い水準にございます。 

 次に農林水産業に関連する産業の労働生産性についてですが、製造業の平均に対し食料

品製造業は、その半分程度という状況です。卸売業においても産業平均を食品産業関係は

下回っているという状況にあり、小売業においても、飲食料品小売業は平均より低い実態

にあります。 

 農業の担い手が減少していること、特に若い担い手が減少しているという大きな要因は、

農業が将来生計を立てられるようなビジネスになり切れてないのではないかという理由が

あるのではないかと思われます。農業をしっかりとした収益が上がる魅力ある産業にして

いくということが、担い手をつくり、また高齢化が進む地域の姿を変えていくという核に

なるのではないかと思っております。そのためには、担い手を増加させる取り組みと並行

しまして、農林水産業の関連産業の収益性を向上させるということが重要だと考えており

まして、その取り組みの一つとして、次から農産物流通の多様化について見てみたいと思

います。 

 我が国の農産物の多くは、農協を通して卸売市場経由で小売業者に販売をされておりま

す。野菜農家が総合農協に販売している割合ですが、７～８割を農協に販売しておりまし

て、特に小規模農家ほど農協に販売する割合が高くなっております。一方、近年、農業生

産法人を中心といたしまして、生産者が農協を通さずに直接小売業者に販売する傾向が強

まっております。 

 農業法人が総合農協に販売している割合でございますけれども、対照的に農協に対する

販売は、１割から多くて３割程度にとどまっています。 

 農林公庫のアンケート調査によりますと、大規模農業を行う農業法人あるいは農家ほど

農協を敬遠する傾向があり、また、半数の農業法人がスーパーに直接に販売することで消

費者ニーズが直接聞けることをメリットと指摘をしております。 

 次に青果物のコスト構造について説明します。例えばキャベツのコスト構造、キログラ



 

 

ム９８円の場合ですが、３８％が生産者の受け取り、２５％が集出荷団体の経費、５．７％

が卸売の経費、９．５％が仲卸経費、２４．５％が小売経費です。トマトも、比較的生産

者の受け取りは大きいですが、それでも５割以上が流通経費です。農業者の収益の拡大を

図るためには、流通経費の効率化、あるいは流通業務をみずから行うといった取り組みが

必要になってくるのではないかと考えられます 

 一方、契約生産も農家の安定的な収益の確保という面では有効な手段ですが、契約生産

を行っている農家は全体の１２％程度にとどまっています。契約生産も消費者ニーズを生

産者から直接把握するという有効な手段ですので、今後、契約生産をいかに拡大していく

かということも検討課題ではないかと思っております。 

 次に、最近の農産物流通の新たな動きとして、農産物直売所の拡大がございます。平成

１８年度時点では、１５年に比べまして２～３割程度拡大をいたしております。販売額の

規模別に直売所の数を比較すると、小規模の直売所が減少しているのに対し、1 億円以上

の直売所の数はいずれも増加しており、大規模化をしていることが昨今の状況ではないか

と思います。直接契約、あるいは農産物直売所の活用は、農業者が消費者ニーズに合わせ

た農林水産品を生産する契機となりますし、農業の収益性向上につながる取り組みですの

で、今後、こうした農産物流通の多様化あるいは効率化を促進するための具体的な方策に

ついても検討していくべきではないかとに考えております。 

 次からは、農業生産のイノベーションについてです。このイノベーションの一つとして、

植物工場の普及拡大について検討したいと考えております。近年、食品大手から、中小企

業までさまざまなタイプの植物工場が実用化されて、全国で 30～40 の植物工場が事業を展

開していると言われております。 

 植物工場は、圧倒的な生産性を持つということ、消費者ニーズにこたえられる売れる野

菜をつくることができるという特徴があるわけでございます。また、さまざまなタイプが

ありますので、例えば耕作放棄地を含めまして低未利用地での活用、あるいは消費地に近

い街中での生産も可能という場所を選ばないという特徴もございます。 

 他方、検討課題としてエネルギー消費、あるいは施設整備にかかるコストが大きいとい

う問題があり、これをいかに削減していくかということ。また、栽培ノウハウが未確立で、

これまでも栽培管理に失敗して半数が事業倒産をしているという過去の歴史があるようで

ございますので、このリスクをいかに低減していくかということ。また、現在では対象作

物も限られているといった課題も残されております。また、植物工場は農業を行う工場と

いうことで、建築基準法あるいは都市計画法の規制の適用がいまだ明確になっておりませ



 

 

ん。 

 植物工場の検討はかなり専門的な知見が必要ですので、別途、ワーキンググループを設

け検討し、本委員会に報告させていただきます。 

 次には農林水産業分野におけるイノベーションを推進するためのＩＴのさらなる活用、

あるいは研究開発の体制を強化することが、今後大きな課題ではないかというふうに思っ

ております。ＩＴは農業生産の生産性の向上、あるいは農業経営の効率化、販路開拓の重

要な手段になりますので、ＩＴを有効に活用していく仕組みづくりといったことを今後検

討してみたいと思っております。 

 また、農商工連携に係ります研究開発の促進につきましては、国においても地方におい

ても大きなテーマではないかと思っております。本年度は、経産省、農水省双方で農商工

連携に係る研究開発を促進するための予算を数十億円オーダーで計上しておりましたが、

今後、研究開発分野においてさらに連携を深めていく必要があるのではないかと思ってお

ります。地方自治体のレベルでも、農業研究センターと工業技術センターそれぞれ農政部

と商工部ばらばらの縦割り組織の中にあり、ほとんど連携できていないのが実態があるの

ではないかと思いますので、地方における農商工連携研究開発の分野で促進する体制をど

うやってつくっていくかということも今後検討していけたらと思っております。 

 次は、食品リサイクル規制への対応を今後の検討課題にしたいと考えております。昨年、

食品リサイクル法が改正されまして、業種ごとのリサイクル率の目標が定められました。

本研究会では、目標達成に向けた先進的な取り組みを取り上げまして、こうした取り組み

を普及するための課題です、あるいは事業者と利用者を連携させるための仕組みを今後議

論していきたいと思っております。 

 次は農産水産物の輸出でございまして、輸出は農林水産業の新規需要を創出するという

ことで、食料の安全保障という意味でも大変重要な意味を持っております。近年、世界的

な日本食ブームでございますし、また、アジアの富裕層の拡大で日本食が非常に伸びてい

る、輸出が伸びているという状況にございます。今後さらに輸出を拡大していくという意

味では、ブランド戦略の推進、あるいは海外におけるきめ細かな販路開拓支援といった官

民挙げた総合的な取り組みが必要ではないかと思っております。農産物輸出につきまして、

ジェトロも近年特に力を入れているところでございまして、今後は国内における支援体制

も含めまして、さらに取り組みを強化していくことが必要だろうと考えております。 

 次は、農産水産物のブランド化も需要拡大を図る上で重要な取り組みと考えております。

国産品を優先する消費者が圧倒的であり、なかでも有名産地のものを優先する消費者が



 

 

かなり多いという結果が出てきており、特に米、果物あるいは肉類にその傾向が強く出

ております。 

 ２００６年からスタートいたしました地域団体商標制度の出願のうち７割が食品関係で

す。ブランド化は商品の高付加価値化の有効な手段ですので、こうした地域団体商標制度

の活用に加えまして、先般、「新経済成長戦略２００８改訂版」の中でも示されたように、

究極のブランドの保護策であります地理的表示につきましても、農商工連携の立場から今

後検討を深めていく必要があるのではないか思っております。 

 以上、幾つかのテーマについて、現状認識を含めまして今後の検討課題を御紹介いたし

ましたが、本研究会では、これらの課題につきまして委員の方々あるいは外部の有識者の

方のプレゼンテーションを中心に検討を進めまして、4 月上旬を目途に取りまとめを行い

たいと考えております。 

 研究会の検討テーマは、今まで説明した内容以外では、今後農商工連携をさらに推進し

ていくための体制づくりということで、地方自治体の支援も含め地域ぐるみ、地域におけ

る農商工連携の支援体制のあり方といったことについて、今後議論を深めていきたいとい

うふうに思っております。 

本研究会で議論されました課題を解決するために必要となる取り組みにつきましては、

「農商工連携行動計画」という形で取りまとめを行いたいと考えております。 

 また、植物工場ワーキンググループにつきましては、植物工場の普及拡大に向けた課題

の分析、あるいは設置に伴うさまざまな制度上の考え方の整理、あるいは促進するための

支援策の検討ということで、いろいろ低利融資ですとか人材育成、工業団地貸し事業場と

しての取り扱い、研究開発支援等々さまざまな支援策の検討もこのワーキンググループで

議論をしていきたいと思います。 

 

○門間座長  

 熊谷課長から、かなり体系的に今の農商工連携にかかわるテーマが整理されたのではな

いかと思います。説明の中で，食料産業が全産業の 1 割以上の 11％を占めているという中

で、地域ごとに見れば、35～36％を占めて地域産業の基幹になっている地域もあり，恐ら

くこれからもふえていく可能性があると思います。 

 それから、農業の担い手につきましては、年々高齢化、担い手の減少が進行する一方で、

法人経営のような形で担い手が育っていくという新しい状況が生まれて、それぞれの法人

が連携するような状況が生まれてきています。特にビジネスとして農業をとらえていこう



 

 

という人材が地域でもふえてきています。 

 ただ、大規模な家族経営でも法人経営でも一番難しいのが後継者の問題です。いかに企

業活動を持続していくかということで、農業法人経営でも地方の商業者，中小企業経営者

のいずれもが頭を痛めていますので，農商工連携の中でうまく後継者の確保ができていけ

れば非常に有意義ではないかと考えています。 

 それと、法人経営が育っていく中で地域の農協がどう変身していくかということもある

程度検討していかなければならないでしょう。 

 それから、流通コストの削減の中で契約生産という問題がありましたけれども、本当に

契約生産でうまくいくのかどうか、あるいはどういう仕組みを構築するのか，直売所も含

めてこういう問題が出てくるだろうと思います。 

 それから技術革新がこれからの農業を変えていくという中で、現場で使える技術の開発

をいかに推進していくかが重要です。先端的な技術をつくることは世界と勝負する意味で

も必要ですけれども、現場で使える実用的な技術を現場の農家と一体で開発していく仕組

みをつくり上げていくことが重要です。 

 また，リサイクルの話もありましたが、農業の現場でも環境を守る戦いが，農家のプラ

イドを高め、農村の価値を高めて、経済的価値以上のものをそこに見出していこうという

生産者の方がふえてきております。この辺も含めて農家のプライドを高めるような試みが

重要だと思います。 

 それから、どういう体制で農商工連携をやるかということが今後，重要な論議になりま

すけれども、体制とともにスピードをいかに早めて実践していくかということが求められ

るのではないかなと思います。 

 

○門間座長  

委員の皆さんから、それぞれ自分の今取り組まれていること、あるいは農商工連携につ

いて自分の業務の中で考えていること等を中心に報告をしていただければと思います。 

 

○飯野委員  



 

 

 

高島屋に入社をしまして食品一筋で今日に至っています。入社しまして、店頭での接客

販売、販売業務を中心に行っておりまして、その後、バイヤー、新宿店あるいは名古屋店

の食料部長を務めました。現在は、高島屋の中で全店の食品関係の統括的な仕事をしてい

るというようなことです。仕事柄、どうしても常備商品の掘り起こしですとか、物産展あ

るいはイベント等々の商品開発等々の中で、全国をいろいろ回りながら仕事をしておりま

す。 

 そういった中で、特に気がつく点といいますか問題だなというような点が 2 つほどあり

ます。1 つ目は、全国の都道府県あるいは市町村によって、これは農産物だけではありま

せんが、地元商材に対する取り組みに大変にばらつきがあるというようなことです。京都

ですとかあるいは金沢ですとか、知名度の高い地域につきましては、大変に商材に恵まれ

ているといいますか商品の開発が進んでいる、あるいは商品のブランド化が進んでいると

いうことでございますが、逆に過疎化している地域がたくさんある。いい素材があっても

なかなか製品化ができない。あるいは製品化ができても、その売り方といいますか販促活

動がスムーズにいかない、そういった課題がたくさんある。 

 もう一方で、我々の百貨店でございますが、なかなか全国のいろいろな情報が入りづら

い。したがって、話題性の商品といいますか、本来であれば、いち早く商品を取り入れる

ということが重要なわけですが、なかなかスムーズにいってない。やはり今後、生産者と



 

 

流通、あるいは物販といいますか、販売という一連の流れが結びついて、これらの課題対

策といいますか対策に努めることが地域活性化につながっていくのかなというふうに思っ

ております。 

 2 点目でございますが、農業、漁業、あるいは林業も入るかと思いますが、余りにも高

齢化が進んでいるというようなことでございます。若い人が少ない。仕事がきついとか就

労時間が長いとか、あるいは収入が安定していない、将来が不安だと、いろんな課題があ

るわけでございますが、今後、農業ですとか漁業に従事する人たちが働きがいですとか生

きがいが持てるような、自信を持ってこの仕事に取り組める時代をつくることが大変重要

だと。努力すれば報われるといいますか、こういう時代をつくらなければならないなと痛

感をするわけでございます。そのためにも、地域の活性化といいますか、商品の掘り起こ

しというものは至急の課題であるというふうに認識をしております。中長期的な視点では、

次世代を担う人たちにいかに関心を持ってもらうか。農業、漁業をやってみたいというよ

うな人材の育成ですとか教育が必要なのかなというふうに思っております。 

 百貨店にいますと、今、地産地消ですとか、あるいはフードマイレージですとか、ある

いは商材的には健康・美容時代、あるいは日本食ブーム等々を背景としまして、農産物を

中心とした商材については、言い方をかえると、大変に追い風だというふうに思っている

わけです。したがいまして、大変に厳しい時代なわけですが、時代の流れに沿った、時代

対応型の商品開発、地域の活性化、そういったものが一番求められているのかなというふ

うに思っております。 

 以上です。 

 

○門間座長 

 今、バイヤーさんの立場からいろいろな問題点を指摘していただきました。市町村によ

って取り組みにばらつきがあって、商品を仕入れるサイドからなかなか難しいところがあ

るということですね。それと、全国情報がなかなか入らないので、本当にいいものがどこ

でどのようにつくられているのかという情報が不足することも大きな課題であることを指

摘しています。2 点目は高齢化が進んでいる中で、本当に欲しいと思われるものを的確に

つくって供給できるかどうかが問われています。そうした中で、次世代を育成しながら新

しい地域をつくるための新しいビジネスの形態が求められています。その一つの試金石に

も農商工連携はなっているような気もします。 

 



 

 

○上杉委員（小林代理）  

三菱商事・小林でございます。委員の三菱商事アグリサービス上杉社長の代理として、

今日出席させていただいております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 今日は、三菱商事アグリサービス及びアグリサービスが進めておりますＪ－ＧＡＰ関連

の取組、同様に三菱商事側でも農業関連の検討をいろいろ農商工連携を中心に推進してお

りますので、その辺の簡単な御説明をさせていただければというふうに考えております。 

 まず、三菱商事アグリサービスは、三菱商事 100％の子会社でございまして、肥料の国

内販売を主とする業に携わっておりまして、来年で創業 20 年の会社で。三菱商事の肥料販

売の歴史は明治時代にさかのぼり、戦後の農地解放前は、庄屋的な存在でありました優良

な肥料商の方々の全国ネットを有しているというところが特徴でございまして、この辺の

ネットワークを通じまして、Ｊ－ＧＡＰ及び農商工連携にお役に立てるのではないかとい

うところに我々が入れていただいた意義があるのではないかというふうに考えております。 

 三菱商事アグリサービスのほうの今のビジョンでございますが、Ｊ－ＧＡＰを通じた安

定した質の高い肥料販売というところを事業の中核というふうにとらえておりまして、Ｊ

－ＧＡＰ指導員の育成並びにＪ－ＧＡＰ認定農場づくりに貢献しているし、今後とも発展

させていきたいというふうに考えておるということでございます。 

 このＪ－ＧＡＰの普及がすなわち農商工連携につながるという考え方のもとに、今後と

もその意義を強調していきながら広げていきたいという考え方でございまして、あわせて

上杉社長は、最近、全国肥料卸商組合、これは全国の肥料商 2,300 社の協会でございます

けれども、こちらの会長にも就任いたしておりますので、この辺の組織も利用してＪ－Ｇ

ＡＰの普及に貢献したいと考えております。 

 さて、もう 1 つの三菱商事のほうでは、農業貢献策を検討する 2 つの横断的な組織が社

内的に立ち上がっております。1つは食料資源総合政策委員会というものがございまして、

これは副社長の井上を中心としまして、全世界を対象とした農業貢献策を検討する場。も

う 1 つは、農業イノベーション事務局という私が所轄しておりますグループで、これは社

内のほとんどのグループ、営業グループも入りまして、国内農業の活性化、国内産地の活

性化に焦点を当てた付加価値の検討を行っているグループでございます。この中で、当然

中核のテーマとして農商工連携が挙がっておりますので、今後の各論の中では、上杉社長

を通じてこの辺のところも御披露させていただいて、テーマとして挙げさせていただけれ

ばというふうに考えております。 

 農商工連携について、私どもの認識としましては、まだ始まったばかりでございますが、



 

 

これまでの現状としましては、商業、工業が農業を引っ張っている事例が多い、これはこ

れとして大変有意義なことでございますが、今後この研究会で考えていく中では、本来の

目的として、農業が主体となって商業、工業の支援を仰ぐという形のフォーメーションっ

て何なんだろうかというところについて議論をすべきではないかというふうに考えておる

部分がございまして、言いかえれば農業現場発信型の農商工連携というようなのは何なの

かということは、大事な本質ではないかというふうに思う次第でございます。 

 支援策の重要なポイントとしては、高付加価値化ということが中核になろうかと思いま

すけれども、この中で公が果たす役割として我々が思っておりますのは、これまでの農業

の経験と勘の部分で制御されてきた部分に加えまして、サイエンスをしっかり入れた制御

された揺らぎのない環境で、どういうものをつくっていって付加価値化するかというとこ

ろが公の役割の中核であろうかという考え方。それから商の役割としまして、広い意味で

のマーケティング力ということは何なのだろうかというところ。グローバルな視点を加味

したマーケティング力のところについては、我々の出せるものはすべて出していきたいな

というふうに考えております。 

 今回参加させていただくことは大変光栄な機会でございまして、三菱商事としても積極

的に参画させていただくということになっておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと

思います。ありがとうございました。 

 

○門間座長  

 これまでは，商工が地域を引っ張る形での取り組みはありましたが，これからは農業が

中心にそれを商工がサポートするという形が重要になるという指摘がありました。それを

推進するためには、やはり経験や勘に頼っていた農業からサイエンスとしての農業への脱

皮、これは公が支えることになります。それからマーケティング力、グローバルな展開も

含めてマーケティング力を高めることが重要であるという御指摘ではなかったかなと思い

ます。 

 

○大澤委員 

 



 

 

 

この農商工連携は非常に重要なことだというふうに常々思っておりまして、こういう検

討の機会を与えられて喜んでいるんですが、農商工連携で何をやるかということだと思う

んです。大きく言うと日本の国のあり方というか、製造業がずっと引っ張ってきたのが 50

年ぐらい続いたと思うんですけれども、来るところまで来て、もっと違う、例えば観光産

業ですとかサービス産業が国のかなり大きい部分を引っ張るような時代にかじを切りつつ

あるんだと思います。そのときに、冒頭御説明あったように、食品産業で 103 兆円だと。

これは自動車と鉄鋼に匹敵するということなんですけど、自動車も鉄鋼も規格大量生産と

いうか、そういうところで引っ張ってきたわけです。食品産業というのは、それの対極に、

ある意味あって、しかもここ 10 年ぐらいは日本の社会も本当の先進国になって、先端先進

国といいますか、真似するところがないわけで、価値をいろんなところで、全国津々浦々

で価値を発信していかないとだめ。食品産業も一次産業もまさにそういうことだと思いま

す。そういうことからいえば、農業、水産業というのはある意味で違いが、日本国じゅう

津々浦々皆違うというようなことなので、そこを伸ばしていけば、日本国じゅう皆個性の

高まりになる、これによって地方の経済だとか地方の食ビジネスだとか地方の観光産業だ

とかということを引っ張る契機になると思います。 



 

 

 ですから、ぜひそういう意識で農商工連携を進めていただきたい。これまでは製造業中

心の日本だったけれども、これからはサービス産業、なかんずく観光が強いと。特に思い

ますのは、ビジット・ジャパンという政府がやっておられる政策がありますが、非常に成

績がいいわけですね。あれで、現在我が国が世界全体の中でどういう立ち位置にいるかと

いうことが見えてくるんではないか。世界じゅうから今後もたくさんの人が日本に来てく

れると思います。そういう人たちに、どこへ行ってもすばらしい食があり、それを材料と

した加工食品があって、観光客として、そこへ行くと非常に癒されると、満足すると、日

本はすばらしいと、一次産業がそういうところへ引っ張る一つのリーダーとしてやってい

く。食品産業やら観光業、そういうのも最大限利用して、地域全体が変わっていくという

ことができればなというふうに、そんなイメージを持っております。 

 そういったときに、これは言うことはいいんですけどなかなか難しいと。農業の構造改

革はずっと取り組まれているんですけれども、生産だけであっても非常に難しい。農地の

問題一つとっても非常に難しいと思います。今の私の言ったような話をやろうとすると、

生産も変える、流通も変える、需要創造も変える、みんな一度にやるのか、そんなことで

きるのかということになるわけですけど、例えば、私が注目しているのは直売所です。場

所によって、休日なんか行くと、ほとんど入場制限するような直売所があります。それで、

商圏が物すごく広い。いろんなところの調査で明らかになってきていますが、はやってい

るところは 40～50 キロはあります。地方の中核都市には、スーパー、量販店さんのすばら

しい店があって、そこには海外から非常に安くて質も十分な農産物があるわけですけど、

そことの競争に勝ってお客を集めている。それだけの価値を持っているということはすば

らしいと。 

 そこのメカニズムはどうなっているかという、その研究が 1 つあるかと思うんですけど、

それがまさに農商工連携だと思います。そこには農産物現体、水産物現体だけじゃなくて、

加工品もいっぱいあります。それは何かというと、まさに農商工連携の手づくりのアウト

プットです。そういうものがいっぱいありますので、この難しい課題に対してたくまずし

て、一部ですが成功している直売所というのは、現実にそういうことをやれるんじゃない

かというのを見せくれていると思います。ですから、そういうのをぜひ研究会でも勉強し

ていきたいと思います。 

 あとは、今回、植物工場やら大規模化ということも言われていますが、これも非常に重

要なこと。だから、私が常々思うのは、農業とか地域の構造改革というのは 2 つの軸が必

要で、大規模も必要、今言った直売所も必要だというふうに思うんですね。ただ、どちら



 

 

かというと、やっぱり直売所みたいな小規模のハイエンドのほうを先行させる、これが重

要なのじゃないかなと。現実に物すごい人が集まっているわけで、せんだって九州の山の

中に行ったら、有名な直売所ですけど、韓国から来た人たちが観光バスでみんな見ている

わけですよね。そういうこともあります。あと、この近くには築地で、あれを直売所と言

えるかどうかわかりませんけど、市場もあって、そういう人を引きつける力がある。直売

所は、言ってみれば日本の一次産業の研究開発センターというか、マーケティングセンタ

ーだと思うんです。あらゆる企業はそういう研究開発機構を持っていまして、それは会社

全体の中からすればほんの 1％か 2％です。でも、残りの 99％はそれによって変わってい

く。そういうことから考えれば、直売所はまさに私たちが持っている研究開発センターだ

というふうに位置づけて、ぜひそれを活用して、残りの大多数の、大規模の方々もそのコ

ンセプトを、もうちょっと安く効率的に規模を大きくやったらどうなるか、それが日本の

大規模農業になるかもしれない、こんなことを思っています。よろしくお願いいたします。 

 

○門間座長  

ただ今、大澤委員のほうから、今まで日本経済は製造業が引っ張ってきた。それは大量

生産で画一化して世界に低コストで高品質の商品を供給するという形が中心でしたが，こ

れからは個性化といいますか、地域それぞれが個性を出した製造業、新たな製造業をつく

り上げていくことが大事であることを指摘していただきましたが，この新しい製造業では

多分サービスまで含んだものとなると考えられています。その中で農産物直売所が非常に

重要な核になっていくことを指摘されました。 

 私もいろんな農産物直売所を見ましたけれども、非常にユニークな試みをしているのは、

沖縄の北部のヤンバル物産という直売所です。ここは単なる直売所ではなくて，先ほど熊

谷課長から説明がありました、契約生産もやり，商品開発や製造技術のイノベーションも

実践しています。さらに，地域内での雇用確保にも貢献しており，沖縄北部の地域産業を

全部取り込んでやっている直売所です。こうした事例を見ていると、まさに農商工連携と

いう形で地域が活性化していることが実感できます。 

 

○尾﨑委員 



 

 

 

本日は、この農商工連携の委員会にお加えいただきまして、本当に光栄でございます。 

 先ほど来いろいろお話しございまして、農商工連携についてでございますけれども、正

直申し上げて高知県は、今までこういう農商工連携というのは最も進んでなかった県であ

って、しかしながら今後最も進めなければならない県であって、そして、今一生懸命これ

を進めていこうとしている県だというふうに考えております。こちら、我々が今産業を振

興するためのトータルプランということで盛んに策定をしておりまして、この中間取りま

とめは、一般に皆様に御説明するためにつくり上げたものでございます。 

 正直なところ、高知県の今の経済というのは極めて厳しい状況にありまして、ほとんど

すべての経済指標は 46 位か 47 位であります。例えば 1 人当たりＧＤＰは全国第 46 位で、

全国平均の 7 割しかないという状況でありますし、製造品出荷額というのも、これもまた

全国第 46 位。45 位の鳥取県が大体 1 兆 4,000 ぐらいですか、本県は 5,500 ですから、45

位の半分しかない、そういう 46 位という状況になっているわけでございます。そういう中

で、どういう問題を抱えていて、そのために農商工連携というのがどう位置づけられるか

ということ。恐らく私は、地方自治体、いわゆる地方側から見たときの必要性ということ

を論ずるのが私の役目だと思いますので、若干そのお話をさせていただいたいというふう

に思います。 



 

 

 資料をごらんいただきますと、本来ではいろんな強みを持っております。食べ物なんか

も非常においしい地域としての評価が高いところでございます。ある意味、知る人ぞ知る

地域であろうかと思います。また、自然と歴史、坂本龍馬、四万十川と。また、よさこい

なるこ踊り、これは北海道の祭りではなくて高知県の祭りでございまして、ぜひともお間

違えないようにしていただきたいと思いますが、こういうような強みもあり、また食に対

する安全志向の環境、もしくは地球環境問題への関心とか、こういうものについても、非

常に森林県であり自然の多い本県などは追い風としていける環境にあろうかと思っており

ます。 

 しかしながら、2 ページをごらんいただきますと、恐らく地方の中で農業県でありなが

ら最近非常に伸びが小さい県というのは、ほぼ同様の状況にあるのではないかというふう

に思いますけれども、まず、ここに 3 つ書いてあります。この 3 つが本県なんかの抱える

構造的な問題だというふうに思っています。まず左ですが、県内市場はどんどん今縮小を

続けています。地産地消を徹底しなければなりませんが、それでは恐らく生き残れません。

地産外消を一次産業中心でありながらやっていかなければならないと。実際、人口減少が

始まったのは平成 2 年から、全国に先駆ける 15 年前。高齢化率については全国に 10 年先

行しております。商業販売額なんかもピークに比べて 2 割落ちるという、いわば足元はど

んどん、頭数が減っていますので小さくなってきている市場を抱えています。ですので、

我々高知県のようなところは、地のものを外で売ることをしないとなかなかこれから生き

残っていけないというのがあります。 

 ただ、地のものを外で売ろうとしたときに、幾つかのハンディがあって、これをどう克

服できるのかと。ハンディは、当然のことながら、まず高知県から例えば首都圏というこ

とになりますと物流コストの問題。そしてもう 1 つ、平野が非常に小さいということがあ

って、ロットが余りそろわないという問題もございます。これらを克服していくためには

何をしないといけないのか。結局、いかに価格を上げるかということになります。すなわ

ち、そのために付加価値を上げていかなければならないと。生鮮素材にいたしましても、

生産履歴を徹底していくことによって、いかにこの付加価値を高められるか。安全・安心

は当たり前といいますか、それをいかに形にできるか。そしてまた、味のおいしさについ

ては自信を持っているつもりですけれども、それをどう生かせるのか。 

 もう 1 つは鮮度の問題がありまして、今の首都圏のスーパーなんかでも、かなり野菜は、

茨城県産、千葉県産、長野県産、静岡県産という形が席巻をしてきているんじゃないかと

思います。かつては高知県産が非常に多かったはずですが、朝どれの野菜がすぐスーパー



 

 

に並ぶということで、本県のように遠いところはなかなか太刀打ちができなくなりつつあ

ります。それを考えますと、単に鮮度のよさを競うような商売では、今後はなかなか首都

圏なんかには打って出ていけないのはないかという問題意識を持っているわけです。こう

いう点からいくと、加工ということについて興味を持ってくると。付加価値を上げて価格

を上げるための加工であり、また鮮度勝負からの脱却という観点からの加工ということに

今後は力を入れていかなければ、なかなか生き残っていけないのではないかという問題意

識でございます。 

 実際、この加工の分野、真ん中のところ、「極端に弱い産業間の連携」と書かせていた

だいておりますが、その下のグラフをごらんいただきたいと思うんですが、和歌山から香

川県まで、農業産出額は高知県とほぼ同様の県でございます。ごらんいただきますと、多

くの県は、左側の青が農業産出額で、右側の赤が食料品製造品出荷額ということですけれ

ども、この食料品製造品出荷額のほうが農業産出額よりも大きいと、そういう比率。大体

の県は同じような取り組みをされておるわけですが、本県は、ごらんいただきますように、

この比率は 0.71 で、食料品製造品出荷額のほうが農業産出額より小さいという県です。こ

の比率、全国第 45 位。去年は 0.66 ぐらいで 46 位でございました。いわば我々の県という

のは、先ほど申し上げたように、食品加工という分野について、いわば一次産業と二次、

三次産業と連携を果たす分野に力を入れなければならないのですけれども、それが最もで

きてない県であるという状況かなというふうに考えています。 

 今後、外に打って出るという観点、あと、3 ページ、4 ページ以降については、また御参

考でごらんをいただければというふうに思いますが、地産外消を進めていくという観点で

本県なんかが今後の課題かなと思っておる点でございますけれども、1 つは、先ほど申し

上げましたようにロットが小さい、物流コストが高い、時間もかかるということを考えま

したときに、どうしてもかなりのヒット商品というのをどう探していけるかということが

大きなポイントとなります。単に地のものを加工して売ろうとするとき、例えばブルーベ

リーでアイスクリームをつくりましょうというような話をしたとき、首都圏近郊でしたら、

すぐここで地産地消的に多量の消費ができて、農商工の連携産業というのは育つんだろう

と思いますが、例えば、高知県でブルーベリーのアイスクリームをつくって首都圏に持っ

てこようとしたって、そんなありきたりなものが、わざわざ高知県から来たものが売れる

わけがありません。ですから、遠隔地になればなるほど特異の商品、強みを持った産業で

なければ、なかなか加工という分野でさえも成功できないというところが大きなポイント

なのかなと。我々が、いかに首都圏などにおける消費者のニーズというものをつかめる加



 

 

工産業というのを育てられるかどうか、ここの情報収集と生産地とのマッチングといいま

すか、ここが我々にとっては一つ大きな課題なのかなと考えています。 

 非常に首都圏から遠いところ、そしてまた物流コストの高いところと、首都圏近郊で比

較的な大きな消費地を近くに持っていて、それほど付加価値が高くなくても、珍しくなく

てもそれなりに販売ができるところ。少しここらあたり、地域性というのを分けて考えて

いかないと、全国一律ではなかなか通用しない政策になってしまうのじゃないのかなと、

そういうところを今感じておるところでございます。 

 我々も今、必死になってこの分野の開拓について考えておるところでございますので、

この研究会を通じまして、我々の勉強の成果というものについてもお伝えを申し上げたい、

そのように考えております。 

 

○門間座長  

 県内市場がどんどん縮小していく中で、地産外消あるいは地産他消と呼ばれる試みが不

可欠になっているとの説明がありました。これは恐らく高知県だけではなくていろんな県

がそういう状況になっているのではないか思います。そのため，産業間連携を強固にして

付加価値の高いものをつくっていく。特に遠隔地の場合はそういう対策が必要だというこ

とですね。そうした対応は，すべての商品でやるというよりも、ヒット商品をどのように

つくり上げていくかが問われています。例えば、農産物およびその加工品で全国に通用す

るヒット商品というのはなかなか生まれません。タイでも、大分県を真似て一村一品運動

をやっていますが，どの産地からもいつも同じような商品しか出てきません。全国で 1 万

以上の取り組みがあると言われていますが，商品は限られています。差別化ができないこ

とが最大の問題です。この農商工連携についても、画一的ではない地域の個性を生かした

農商工連携のあり方をこの検討会では考えていく必要があるだろうという御指摘は、まさ

にそのとおりではないかなと思います。 

  

○木内委員  



 

 

 

私は、一言で言いますと農業は製造業だという考え方に立って、今までの産地の特徴や

その地域の伝統的な農産物の生産、もちろんこれも重視するんですけれども、そこからの

見方ではなくてマーケットイン、要は消費者の観点から見た私たちの役割という考え方、

それに基づいて、私たちは種も買いますし、肥料も買いますし、人も雇いますし、設備投

資もします。したがって、これを担保できる供給ができなければ経営の維持ができないと

いうことで、それに取り組んできました。あっという間に 18 年たちました。 

 もう 1 つは、私たちの地域というのは千葉県の東部、北東部のエリアに専業農家が 90 軒

おります。そのうち、小売を私たちがやっている関係上、小売の店舗のほうに供給する生

産者が一部おりますので、これは花なんですけれども、30 軒ぐらいはそういう生産者で、

私たちの核になる生産者は約 50 軒弱です。これはすべて専業農家です。この農家が、一番

小さな農家でも年間の売り上げが大体 2,000 万円以上、一番大きなところは 2 億円以上生

産する農家が育成されております。 

 この段階で私たちが考えたことは、千葉の我々の地域というのは首都圏の大消費地があ

りますから、日本で農業をやる環境として一番恵まれた環境にあると。ここで農業経営が

成り立たないということは、日本の構造そのものがすべて機能しないんじゃないかと、こ



 

 

ういう考え方に立って実験をしました。結果としては、1 つは私たちが考えるのは、実は

問題は流通やマーケットサイドだけではなくて、生産者サイドに大きな問題があるという

ことです。どういうことかといいますと、すべての農家の長男が農業経営者になっていい

のかという問題なんです。実は私たちのデータでいいますと、全体の約 2 割ぐらいは、今

までの従来の市場流通や農協流通から和郷園の直販流通に変わりまして成長ができていま

す。今後も、もう少しいろんなノウハウを身につければ、もっと成長できるだろうと。全

体の 5 割は変わりません。要は今までの市場流通に比べて、和郷園の産直流通に変わった

ことによってその分だけの付加価値が乗っただけで、依然として変わらない。全体の 2 割

強ぐらいは、これはほとんど維持しているだけ。そもそも農協流通や市場流通だったらと

うの昔に倒産していたでしょうと、こういう農家です。 

 だから、農業というのは製造業と考えますと、実は多種多様な規模があるということな

んですね。先ほど来話もありましたが、私たちも実は年間 3 億円ぐらいの販売をする直売

所を経営しております。しかし、我々の和郷園の生産者は、我々の直営の直売所にほぼ出

荷しません。これはどういうことかといいますと、こういう言い方をしては失礼なんです

けど、直売所デフレが起きているわけですね。実際に私たちの専業農家がちゃんとコスト

を計算して提供する価格は、直売所で提案される価格では経営が維持できないということ

です。これが皆さんが誤解している大きな部分だと思います。 

 したがって、これがマクロの部分では小売業──小売業のところでも、大手さんとか中

小零細のスーパーマーケット、いろいろあると思います。私たちの感覚ですけれども、大

手さんは大量に仕入れますから、事前契約的な市場の先取りのような流通形態になってお

ります。したがって、ある程度の値段で引き取っていると思います。それに比べて中小零

細のスーパーマーケットというのは、バイヤーが毎日毎日市場で小回りをきかせて、いか

に安く買うか、これがそのスーパーマーケットの生命線になっております。だから、どう

してもそこの価格に全体の小売の価格が引っ張られてしまう、こういうことが大きな問題

じゃないかなというふうに思っております。 

 したがって、私たちは、生き残りと言うのもおかしいですけれども、和郷園ブランドと

いうことで、一切市場に出しません。しかし、市場に出さないということは、需給調整が

極めて難しくなります、自然相手ですから。したがって、私たちは内製の加工事業に取り

組んできました。これは葉物野菜を中心に冷凍食品をつくる冷凍工場、それと根菜類の─

─根菜類というのは一括収穫ですから、その規格外をちゃんと収入に変えるためのカット

野菜工場、こういう 2 つの加工分野を持っています。それらの事業の展開から食品リサイ



 

 

クル、要はそこで出てくる残さを 100％リサイクルしようと。どういうことかといいます

と、一言で言えば、種をまいて物をつくる、またつくったものを加工する、これはすべて

製造業において動脈産業なんですね。これだけでは完結しないと。我々は、地域に農業を

テーマにした地域産業を興しているわけですから、なるたけ多くの人を雇用できるような

仕組みをつくろうということで、静脈産業をしっかりやろうと。これはごみを資源にして、

これをまたリサイクルする。今は、そこからエネルギーであったり、リキッド系の肥料で

あったり、そういうものを生産する。またはお客様のところから回収して、一緒になるべ

く資源になるものは多く回収して、その 1 つが排食油なんかも一緒に、どうせ運賃をかけ

るのであれば、できるだけ多くの資源を回収しようと。これを軽油に精製したり、こうい

う静脈産業も並行して産業として取り入れている。 

 こういう中でわかってきたことは、やっぱりマーケットインの考え方なんです。農業現

場が持つ特性であったり、農村における可能性というのはまだまだいっぱいあります。こ

れを生かすためのマーケットインの考え方から、自分たちで仕事をちゃんとつくり出すと

いう考え方が必要なんじゃないかなというふうに思っております。 

 もう 1 つは、結論というかわかってきたことが、食品の偽装であったりいろんな問題が

起きます。だから、トレーサビリティという言葉がかなり標準化してきていますけれども、

消費者にとってコストのトレーサビリティ。どういうことかというと、この時期にこの商

品を買うためには、大体これぐらいの価格で買うのが標準的な価格ですよと、これより安

い価格で買うのはリスクがありますよと。消費者責任ですよね、これをちゃんと、今まで

製造業責任だけで来ていますけれども、そろそろ消費者責任をちゃんと理解させる仕組み

が必要なんじゃないかというふうに私は思っています。 

 あと、先ほど来三菱商事の小林さんが言っておられましたＪ－ＧＡＰというのも、実は

私たちは平成 16 年にユーレップＧＡＰ、ヨーロッパのＧＡＰを日本で最初に、ヨーロッパ

から審査官を呼んで基準を受けました。それをベースに──ヨーロッパと日本の生産現場

の状況も違いますし、また気候風土も大きく違います。だから、農法そのものも違うわけ

なんですね。だから、グローバルな基準を世界標準で押しつけられると、実はアジアは困

るんですね。そういうことがわかっておりましたので、Ｊ－ＧＡＰの前身になる、私たち

は和郷園の運営管理指針と言っているんですけれども、ユーレップＧＡＰを取得して、そ

れをベースにＪ－ＧＡＰの基礎を私たちがつくり上げました。それをＮＰＯ法人に提供し

て、私たちも積極的に今展開をして、できるだけＧＡＰを、これから日本で農業をやって

いく農業者の最低限のミニマムのツールにしようと。誤解されてはいけないんですけど、



 

 

ＧＡＰをやったことについて付加価値をつけようという動きが一部ありますけれども、私

たちの考えは全く逆で、付加価値じゃなくて最低限の担保として、マーケットに農産物を

供給する人は、すべてこれを最低限としてクリアしてなければマーケットに出しちゃいけ

ないというぐらいの底辺のレベルにしたらどうだというのが私たちの基本的な考え方です。 

 こういう形で、私たちは生産から流通、加工、販売まで一貫して取り組んで、現在はタ

イのほうでも生産を行っております。ここでの特徴は、従来は日本の商社であったり、タ

イフルーツを日本側に供給する日本のサプライヤーは、日本の基準に合ったＡグレードと

いう商品しか取り扱わないと。そうしますと、私たちも農家なのでタイの農家の気持ちが

わかるんですけれども、それだと農家の信頼関係が構築できないんですよ。だから私たち

は、Ａグレードをもちろん日本側にサプライヤーとして提供するんですけれども、Ｂグレ

ードをタイ国内で販売をしております。現在はバナナなんですけれども、契約したものは

すべて引き取って、Ａグレードは日本輸出、Ｂグレードはタイ国内で販売。タイ国内でほ

ぼすべてのスーパーマーケットと取引を始めておりまして、現在は日本へ持ってくるより

もタイ国内での販売のほうが大きいと、こういう仕組みを取り上げています。これはどう

いうことかといいますと、私たちが生産者であるがゆえに一番生産の原点を知っていると。

そこからマーケットインの考え方で流通を組み立てたと、こういう仕組みでやっておりま

す。 以上です。よろしくお願いします。 

 

○門間座長  

木内さんの挑戦は，多分 2～3 時間しゃべってもしゃべり足りないぐらいの試みがたくさ

んあると思います。木内さんの話では，マーケットインを基本にしながら、実際に専業農

家が商品をつくって販売していくと、供給過剰が生まれたり、需給調整が必要になること

を指摘しています。それは今までは市場がやっていたわけですが，市場に任せていたので

はなかなか不安定な経営になってしまうので，そこから加工が始まり、リサイクルが始ま

り、輸出が始まりというさまざまな形で事業が展開しています。まさに農商工連携を一つ

の和郷園という組織の中で展開しているケースではないかと思います。それと、ＧＡＰと

いうのは最低限のクリア条件であるという指摘は重要です。物をつくり、売るという経済

行為の中で最低限の条件を守っていくことが求められています。それと、消費者に適正な

値段で買ってもらうためには，適正なものを適正な値段で買うという正しい判断情報を提

供することが基本になるということを強調されました。 

 



 

 

○紺野委員  

 

社団法人日本農業法人協会の紺野でございます。私のお隣、木内代表理事の和郷園さん

も社団法人の会員で、活発に活動いただいております。  

 私どもの社団法人の知名度は、反省も含めましていま一つ高くないものですから、この

機会をお借りして、組織の活動について若干ご報告させていただきます。会員は全国で約

1,700 社ございまして、北海道から沖縄まで各県にございます。平成 8 年に組織的な活動を

開始いたしまして、平成 11 年 6 月に社団法人化をさせていただきました。農林水産省管轄

の公益法人でございます。来年の 6 月には 10 周年という節目の年を迎えます。  

 私ども社団法人の概要としましては、木内さんもおっしゃっておられますとおり、農業

を企業として経営されている農業法人の経営発展に資する活動を行うということで、調査

研究、政策当局に対する提案・提言、会員等への情報発信、この 3 つが定款で定める業務

の柱でございます。これらに取組むことで、我が国農業の発展、あるいは農村の振興、消

費者に対する安全・安心な国産食材の提供ということについて、後方支援をするというこ

とが設立の目的でございます。  

 具体的に政策・提言活動はどんなことをやっているかと申しますと、今年度の活動では、



 

 

農業法人の後継者育成はどうあるべきかという人材育成のテーマについて農林水産省へご

提言を申し上げたり、税制改正に対する法人協会単独での要望、これは自民党、公明党、

政府当局にもお願いを申し上げております。農地法の改正も控えておりますので農地政策

に対する提言、この 3 本が今年度の大きな柱でございます。もう 1 本は、農業ファンドの

創設に向けての研究をしております。  

 それで、今年 4 月に経済産業省と農林水産省が選定されました「農商工連携 88 選」、実

は 88 社の中で 9 社が私ども法人協会会員でした。また、秋に認定されました農商工連携の

第 1 回認定でも、私どもの会員がご認定をいただいております。木内代表をモデルという

言い方をしたら大変失礼でございますけれども、法人協会の会員にはそういう農商工連携

のビジネスモデルが幾つもございます。今後、そういうモデルをご提示、情報の提供をし

ていければと思っております。私ども若干自負しておりますのは、安全・安心でトレーサ

ビリティがきいていて高品質、そしておいしい食材、農畜産物を広く消費者に提供してい

る会員が多数加盟している団体であるということです。  

 それで、今回の農商工連携研究会に参加させていただいて、法人協会事務局からの問題

提起と致しまして 3 点ございます。現行の商材、これは農畜産物ですけれども、この付加

価値向上にどのように取組んだら資することができるのか。2 つ目は、地域の産品である

──これは先ほどもご説明ありましたとおり、地域経済の中核をなす産業の一つが農林水

産業ですので、地域の農畜産物を新たに商品化するという形で持っていくためには、どの

ようなシステムや仕組みがあったらいいのか。3 つ目は、今まで未利用だった農畜産物の

新たな用途の開発、こういったことを農畜産物の製造・生産サイドである法人協会からも

いろいろご提案申し上げ、政策の当局のほうでもバックアップをしていただければ大変あ

りがたいというふうに思っております。  

 先程、農林水産業に対して追い風が吹いているというお話がありました。私ども同様な

認識を持っておりますが、農業界あるいは農業法人として自ら風を起こすといったところ

まで、農商工連携への取組みを進めることで、そういうパワーを私どもも発揮をして、広

く国民なり消費者のお役に立つように取組んで参りたい。そのための一つの作業として、

この農商工連携に法人協会事務局としても何か貢献できればと思い参っております。  

 以上でございます。  

 

○門間座長  

 農業法人協会には日本を代表する農業法人がほとんど参加しているわけですけが、この



 

 

中でさまざまなビジネスモデルが形成されていますので，それをこの検討会では紹介でき

るということですね。さらに，法人協会としては地域農産物のさらなる商品化、あるいは

未利用の資源を活用して地域を活性化していくということを中心にして、みずから風を起

こす活動を展開したいということが強調されました。 

  

○高島委員  

 

このような場に呼んでいただいて、非常に感謝しております。 

 まず、簡単にオイシックスを御紹介したいと思うんですが、非常に小さな会社で、2000

年に設立をしたベンチャー企業でして、食品の宅配をしています。基本的にほとんど、99％

以上ですが、インターネットを通じて一般の消費者の方に販売をするという仕事をしてい

ます。売っているものは、比較的付加価値の高いというか、有機野菜であるとか特別栽培

のものであったりとか、加工食品であれば添加物の利用の少ないものであるとか、そうい

った商品に絞って販売をしています。 

 買っているお客様というのは、首都圏を含めほとんど都市の方です。首都圏と京阪神が

合わせて 90％ぐらいです。女性の方、大体 30 代の小さなお子様のお母様というのが一番

メーンのお客様というふうになっています。大体月に 100 万人ぐらいの人がページには見



 

 

にくるんですけど、実際に 10 万箱ぐらい、結果 10 万オーダーぐらいということで、年商

で多分今年は 65 億ぐらいですが、ほとんどが食品で、農産物が 20～25 億ぐらいというよ

うな形でビジネスをやっています。 

 私たちは、そういう形で生産者さんとも直接やるケースが非常に多いのと、消費者の方

とダイレクトに接点があるということで、基本的につくる人と食べる人をどうやってつな

いでいくかということが常に我々の企業のテーマなんですけれども、今回の農商工連携と

いうことで言うと、その商の部分をインターネットという新しいところでやっているとこ

ろからのコメントというのをさせていただければというふうに思います。 

 今日の議論でも価格の決定権というのが非常に重要なポイントになっていて、その価格

の決定権を持つために高付加価値化という話、あるいはブランド化という話になっている

というふうに思うんですが、私が今日お話ししたい課題として、じゃ高付加価値って何な

んだろうということなんですけれども、食べ物の高付加価値というのは、安全であるとか、

栄養がいっぱいあるとか、レアものであるとか、いろいろあると思うんですが、まず安全

は高付加価値とかではなくて、先ほど木内さんもおっしゃられたんですが、それは食べ物

が食べていいものであるということだけなので、安全というのは付加価値というよりは前

提だというふうに我々は考えています。 

 じゃ食べ物が食べていいものであることを前提として、何が付加価値か。いろんなこと

あるんですけど、おいしいというポイントが非常に重要だと思うんですが、意外と私がこ

の業界に入ってびっくりしたのは、何がおいしいかをだれもわかってないというか、余り

つくっている人たちがおいしさを定義してないなというのは結構びっくりしまして、うち

の農家さんとかに行くと、例えば、どのトマト農家さんへ行っても「うちのトマトが日本

一だ」とみんなおっしゃいます。「何でですか」と言うと、「すごく頑張っているから」

なんですね。 

 インターネットでやるとお客様の声がいっぱい来るので、生産者さんがこれが一番おい

しいと思っているものと、消費者の方がこれがすごくおいしかったというものは結構ずれ

ているということに気づきまして、消費者の方から来たものを生産者の方に見せに行くん

ですけれども、最初は、「このオイシックスの客はトマトがわかってない」とかと言って、

なかなか変えていただけないんです。ただ、私たちは味に付加価値を置いていますので、

味の評価が高いものは我々高く買うんですよね。ですから、できるだけ味のいいものをつ

くっていただいたほうがお互いにとって意味があるというふうに思うんですが、そういう

意味で一番効果があったのは、1 年で一番おいしい声が多かったトマトをそれ以外のトマ



 

 

ト農家さんに送ったんですね。このトマトが今おいしいトマトなんですと、このトマトだ

ったらこの値段で買いますということをやりました。 

 トマトなんかわかりやすいんですが、ほかの農産物だと非常に難しいところもあるんで

すが、これは国がやるべきかどうかわからないんですが、付加価値をつけていこうといっ

たときに、今やっぱり目指すべき方向が何なのかというのはよくわからないのかなと思う

んですね。こういうものを実現したらこういう経済的なリターンがあるよというような格

付というか評価指標というものがあると、特に若い農家さんなんかは頑張りやすいかなと

いうふうに思っていまして、食べ物の一番大事なポイントであるおいしさのところで評価

指標というものをつくれたらなというようなことは課題認識として考えたいと思います。 

 以上です。 

 

○門間座長  

高島さんのほうから、今のビジネスはインターネットを中心に展開しているが，その中

で、おいしさという付加価値を追求するということの大切さが指摘されました。実はこの

間、うちの学生たちを集めて、有機野菜とそうでない慣行栽培で生産された野菜の試食を

行い「どっちが有機栽培だと思うか」と言ったら、みんな慣行栽培野菜が有機だと応えま

した。「なぜだ」と聞いたら、「慣行栽培の方がおいしい」という判断を下したんですね。

農業を勉強する東京農大の学生がこれですから、一般の消費者の評価はどうなるのでしょ

うか。本当のおいしさというのは意外とわかっていないのではないでしょうか。そのため，

おいしさの評価指標をつくって、生産する農家さんにこれを提示できるかというのは非常

に重要なポイントではないかなと思います。 

 それでは、恵本さんのほうからよろしくお願いします。 

 

○竹田委員（恵本代理）  



 

 

 

イトーヨーカ堂の青果物を担当しています恵本と申します。よろしくお願いします。今

日は、私どもの食品の責任者の竹田の代理で参っています。私のほうは青果物の担当なも

のですから、そこの部分を中心にちょっとお話をさせていただきたいと思います。 

 我々は小売業ですから、消費者のところで、つくられた商品を販売すると。消費者のニ

ーズを一番肌で感じながら、それを生産地につなげながらお客様のニーズに対応していく

ということが経済活動の一つというふうにとらえながら仕事をしております。その中で、

当然川下の消費者の方々の意見も吸い上げながら、一方では川上の生産者の方々のいろい

ろな意見を集約しながら、その橋渡しをするというようなことが、私どもにとって非常に

大切な仕事になっております。 

 特に農産物に関しては、いろいろ今お話しありましたけど、価値観が、お客様のニーズ

が多種多様にわたっています。安全・安心であったり、味であったり、鮮度であったり、

一方では価格も重要な価値観のファクターの一つという中で、不特定多数の消費者を相手

にすると、あらゆる消費者のニーズにこたえながら商売をしていかなきゃいけない。これ

が我々の一番難しいところでして、安全・安心ということであれば、我々は、プライベー

トブランドでそういう安全・安心にこだわった独自の規格の商品、顔が見える食品という



 

 

のをやらせていただいています。先ほどの木内さんにも参加していただいていますが、全

国で約 3,000 名の方々が登録をされて、我々の安全・安心にこだわるお客様に対して商品

を供給していただくと。 

 また一方では、鮮度という部分に関しては地産地消。一番いいのは、とれたての野菜を

そのままお店に持ち込んでいただいて販売をすると。先ほどから出ている産直直売所、こ

ういう思想を店の中に持ち込むということで、お店の近くでつくっている生産者の方々が

直接お店に持ち込んでやると。仕入れの権限をお店に与えた中で直接取引をするというや

り方。今、登録されている約 7,000 名の方が、地産地消という中で、お店に直接販売をす

るということをやられております。 

 あとは大型の産直野菜、果物。特に果樹関係なんかは大型選果場で選果されるものも多

いですから、そういう部分に関しては、果物は特に味の部分できちっと基準を決めて、そ

の基準をクリアできるものを差別化商品として継続的に販売をしていくというやり方もさ

せていただいています。 

 先ほど、大型スーパーの先取りの話とか中小スーパーさんの市場での買いつけの話とか

いろいろありましたけど、我々は約 1,000 億の売り上げがありますので、その中で商品を

安定的に供給するということであれば、農協さんとある程度情報交換をしながら数量をと

っていくということも必要なんですけれども、一方で、価格の部分で日々需給のバランス

で価格が上がったり下がったりしますから、そこでの細かい対応というのもしていかない

と、業界の競争の中では生き残っていけない。そういう部分がありますので、最終的には

生産者の方々にも安定的に収入を得ていただかなきゃいけない、一方では、消費者の方々

に継続的にお店に来ていただかなきゃいけない、ここの部分のバランスのとり方が非常に

難しいという中での取り組みになっております。 

 それから、1 つは、今年の 8 月に私どものほうで農業生産法人への参入ということで、

そういう形の農業への参加もさせていただいております。これは、農業を自分たちで直接

やって直接売っていこうということが趣旨ではありません。先ほどもありましたけど、食

品のリサイクル法の部分で、2012 年から小売業にとっては 45％のリサイクル率を達成しな

きゃいけないという目標に向かって、ＣＳＲの観点から社会的に私ども企業として環境問

題に取り組んでいこうという中で、お店の食物の残さを有効活用していく上で、必然的に

生産法人を立ち上げたほうが有効活用できるということで、完全循環型リサイクル農業と

いうことで、お店で出た食物残さを処理工場で処理をしていただきまして、堆肥にして、

それを農業生産法人で借り受けた土地に堆肥として入れて、そこで露地野菜を栽培して、



 

 

でき上がった野菜を、そのごみを出したお店にまた戻して販売する。こういう循環型リサ

イクル農業をやろうということで、先ほど木内さんからお話があった内容を一小売業とし

て取り組みを始めたというのが本来の考え方ということで、関東に私ども店舗が集中して

おりますので、そういう店舗の集中しているところ、店舗のそばでリサイクルをして、農

業をして、またその店舗に戻すと。地産地消も含めて、環境問題の対応も含めて一緒にや

っていくという流れを今構築しております。 

 この後、農商工連携ということで、我々も当然農業の現場の方々とのおつき合いもたく

さんありますし、工業、商業の部分で新規の参入されている方々との取引もたくさんござ

いますので、そういう部分の問題点を含めて、一緒に議論、検討をさせていただきたいと

いうふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○門間座長  

 今、企業の農業参入の話がありました。実際に企業が農業をやる場合、ＣＳＲという形

で企業の社会的責任を発信することが重要になり，そのために循環型農業に取り組んでい

る企業があるという話がありました。本格的に農業生産を展開するのではなくて、企業の

社会的責任に応えるという姿勢を示すためにも農業が重要であるといわれて，そうした取

り組みを行う企業が今ふえてきております。こうした問題もこれからの一つの議論の柱に

なっていくのかなという気がします。 

  

○皆川委員  



 

 

 

この資料を見ていますと、農林公庫資料と日本政策金融公庫資料と両方を載せていただ

きまして、まことにありがとうございます。私は農林公庫の出身でございまして、その農

林公庫は 10 月 1 日から日本政策金融公庫に統合されております。担当は、農林公庫が事業

部制になりまして農林水産事業部ということになっておりますので、その営業を担当して

おります。もう 1 つは、共通管理部門の企画管理部、これは 4 つの機関のまとめ役でござ

いますが、そこの仕事の一部も担当しております。 

 この研究会での役割を考えるに、恐らく農林公庫時代に私どもの資金が生産者と加工・

流通業者とくっつける仕事をコンセプトにしていたものですから、そこら辺のノウハウを

提供しろということだろうと思っておりますが、一方で、新しい日本政策金融公庫も 4 つ

の機関が一緒になっておりまして、シナジー効果が発揮できます。したがって、もうちょ

っと幅広くいろんな分野でお手伝いができるかなというふうに思っております。シナジー

効果の発揮という点では、早速 2 月に開催しますが、5 回目になりました「アグリフード

ＥＸＰＯ」、最近テレビでよく取り上げられますが、その中でも農商工連携の活動をテー

マに掲げてございますので、一部にそういうブースを出してみたいというふうに思ってお

ります。後で御案内を差し上げますので、ぜひとも行ってみていただければと思います。 



 

 

 特に農商工連携は、シナジー効果という部分では象徴的な存在ということで認識してお

りますので、事例集など拝見いたしまして、ああいった新しい芽を育てていくようなこと

を考えていく、あるいはお手伝いしていくということに傾注したいと考えております。 

 それから、課題でございますが、先ほどから見ておりますと、形はありますが中身がな

いという事例がまだ大分あるような感じでございます。植物工場のワーキンググループの

紹介の中にも、立ち上げたけど半分はつぶれたというようなことがございましたね、これ

からの課題としては、立ち上げたはいいけれども、その後どうするのかということがある

と思います。したがって、具体的なフォローアップの仕方みたいなところ、ここをきちん

としていく必要があるかなというふうに思っております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○門間座長  

農商工連携はシナジーを発揮させるというところを追求していかなければいけないとい

うことが主張されました。また，実際の農商工連携の取り組みを実際に立ち上げたけれど

もうまくいかないというケースもかなりあるのではないかということで、フォローアップ

をどうするかが，重要な課題となるという意見ではなかったかと思います。 

  

○山本委員（横山代理）  



 

 

 

パルシステム連合会の横山です。今日は山本の代理で参加させていただきまして、あり

がとうございます。 

 簡単に、私たちパルシステム生活協同組合連合会の御紹介をさせていただきます。私た

ち生協は、1 都 8 県 10 の会員生協で構成されている連合会組織です。設立というか最初の

連合会を組んだ当初は 1977 年、30 年前に発足しまして、当時は年間の供給高 5,800 万ぐ

らいでスタートしました。現在、登録組合員 110 万人で、供給高は 1,870 億まで進めた事

業です。私たちも、自分たちがこんなに大きくなると思ってなかったんです。で、余りぴ

んときてないんですけれども、当時、農家の方々とやっていたときに、「おまえのところ

におろして大丈夫かよ」というぐらいの小さな規模でした。それが今ここまで大きくなれ

たのは、産直と環境というのを設立当初から掲げて、国内農業を発展させるんだというと

ころを第一に掲げて、大小 300 以上の生産団体の方々とおつき合いをさせていただいてい

ます。 

 この農商工連携というのは、私たちの事業の中でもそういう視点で進めてきたわけでは

なくて、農家からつくった商品を何とか無駄なくとれないだろうかということで、当然 100

つくれば 20 出して、残り 80 は知らないよというのでは農家自体も成り立ちませんので、



 

 

原料を使ったジュースの開発ですとか、ジャムですとか、梅を使って梅酒なんかもつくっ

て供給させていただいています。 

 今、私たちは全国 11 で協議会というのをつくっておりまして、これには生産団体、地元

の農協さんですとか、あとは地方自治体さん、それとメーカーさんなんかも入って、そう

いう自治体 11 で取り組んでいます。これの目的は何かというと、大きくは地域の発展とい

うのが大きい課題です。なぜかというと、いわゆる地域経済や農業が衰退すれば、当然こ

ういった私たちの求めている商品がなかなか手に入らないというのがありまして、また、

組合員の方々に農業の現場、日本の国力というんですか、それを知ってもらいたいという

ことで進めております。その中では、新潟県での豆腐工場、大豆を生産して豆腐をつくる

という豆腐工場の建設で、今これは逆に注文を抑えているぐらいの形になりました。現在、

この農商工連携に乗って、私たちは秋田県の湯沢市で米粉を使った麺の開発をしています。

その中でもいろいろ進めていく中で、自治体の湯沢市役所の方ですかと農協の方も含めて

動いて、今、何とか供給をしていきたいということで開発をしています。 

 その中で、今出ている課題を幾つかここで報告したいと思います。1 つはやっぱり技術

者の創出ということで、加工をするとなれば、例えば原料はある、土地もあるのに、つく

る技術がなかなか地元にないと。どうせつくるのであれば、地元の中で完結できる形をつ

くっていきたいということで、この技術者の創出というのは非常に課題です。 

 もう 1 つは、企業メリットは結構出るんですね。ですけれども、なかなか農家のメリッ

トが出てこないというところで、農家側も原料供給だけではなくて、加工に合わせた品種

改良なんかができるようになれば、もっとメリットは出てくるんじゃないかなというふう

に考えています。 

 一番大きくは、やっぱり都市の生活者と農業をどういうふうに結ぶかということで、こ

れがやっぱり一番大事な観点だと思っています。いろんなところで今米粉の開発をやって

います。その中で、ここをチョイスするにはじゃ何が一番の要因になるかというと、やっ

ぱりあの人がつくっているところ、あの人がいるところから買いたいとか、やはり親戚づ

き合いですとか自分の実家から送ってきてもらえるような、そんな商品にしていくには、

顔の見える関係というのがかなり言われていますけれども、ここをやっぱり基本でいきた

いということで、交流事業なんかも積極的に行って、今全国で大体年間 2 万人ぐらいの方

の組合員を対象に交流事業も行っています。 

 農家のところも、今いろんな収入が、柱があってもいいじゃないかということで、グリ

ーンツーリズムなんかも取り入れて農家民泊をしたりして、さらなる農業外の収入なども



 

 

立てて担い手が育ってくれればいいかなというふうに考えて今進めています。おかげさま

で私たちのグループの各生産団体の中では、順調にといいますか、担い手もいます。その

担い手を対象にした会なんかも年に数回行って、情報交換をしたりとか横の連携をとるよ

うな形をとっています。 

 今回、この制度の課題も幾つか私たちがやってきた中でありました。1 つは、地方に行

くと、こういう情報をなかなか伝達してこないと。ですから、たまたまそういうものにか

かわっていた人がいれば伝わるんですけれども、それ以外だと、なかなかそういう制度が

あるということが伝わらないというのが 1 つあります。 

 もう 1 つは、地方自治体に言っているのは、窓口がはっきりしないと。商工課へ行った

ら違う、農政課へ行ったら、うちでもないということで、やっぱりこの辺の窓口をはっき

りしないところがなかなか広まらない一つでもあるのかなというふうに思っています。こ

れは先ほどの秋田の事例なんですけれども、東北農政局の管轄内ですけれども、秋田県だ

と東北農政局は仙台にあります。ですから、仙台の担当の方がなかなか秋田のほうの実情

というのが把握できない。なので、実態を把握しても、地域の状況が想像できないという

ような部分が幾つかありました。この辺は私たちの伝える能力なんかもあるのかもしれま

せんけれども、そういった制度の問題もありました。 

 私たちももう既に供給を先に決めてしまったものですから、補助事業に乗る前に工場建

設、今建てているんですけれども、何とか地域の中でこういう事業が成り立ち、雇用が成

り立っていければ非常にうれしいかなと思って、今私たちと農協さん、あと地方自治体さ

んが一団となって進めている事業です。また、いろいろ動きがありましたら御報告したい

と思います。ありがとうございました。 

 

○門間座長  

 先駆的に農商工連携に取り組まれている中で出てきた課題として、技術者の創出あるい

は農家へのメリットをどのように出して行くかが重要であることが指摘されました。それ

から消費者と農業、農村との信頼感、それをどうつくっていくかが課題となります。さら

に、実際に取り組んでいる中で情報伝達がうまくいかない、あるいは都道府県や市町村の

担当窓口が決定していないという中で、実際に農商工連携に関わる事業を推進する中でい

ろいろな問題があるという報告であったかと思います。 

 

○門間座長  



 

 

これから意見交換に入ります。今日の議論の中で、農商工連携には地域性があるだろう

ということがありました。例えば、都市近郊で活躍されている木内さんが、遠隔山間地で

ある尾﨑さんの高知県で活動して欲しいと要請されたらどういう試みを行いますか。いき

なりの質問で済みませんがよろしくお願いいたします。 

 

○木内委員  

やっぱり地域性というのは重要なファクターでして、一番大事なのは 1 人じゃできない

んですね。高知県の例えば尾﨑知事のところで、「おれ、やるんだ」というリーダーシッ

プを持った人間が一番大事なわけですね。そのリーダーシップの人間にどういう知恵、人

というのをどう加えるか。そこでいかにチームにして、そのスキルをどういう方向に上げ

ていくか。単純なシンプルな話なんですけれども、そこが原点だと思うんですね。その中

に、例えば私たちが取り組んでうまくいった事例だったり、または私たち以外のところで

もいろいろ事例がいっぱいあると思うんですね、そういうものに取り組んで、その地域性

の中で一番有効なビジョンをつくり出すということが必要かと思いますね。 

 

○門間座長  

実際に人を生かす仕組みというか、結局いろんな地域で活動していても、その地域のこ

とをよく知っているのはその地域の人たちですから、地域の人材を生かす仕組みをつくっ

ていくことが重要であるという意見だと思います。例えば木内さんのところの組織構成員

は、90 名でしたが、90 軒の農家を最初に組織化していくプロセスはどのような形でおこな

ったのですか。 

 

○木内委員  

私たちはシンプルに、地元の子どものころからの要は後輩であったり、同級生であった

り先輩であったり。たまたま私が農業者大学校を卒業して就農したときに、ちょうど時代

がバブル期の終わりごろだったので、我々の地帯は成田であったり鹿島工業地帯であった

り、結構 30 分以内に通勤圏の職場があるんですね。だから、親が立派な専業農家の経営を

やっていても、その後継者が家を継がなかったんですよ。そういう中で、残っている継い

だ農家というのは数少なくて、だから、すごく農家同士の情報を共有する場ということで

結束が強かったですね。そこからどんどんまた、それの広がりという感じですね。 

 



 

 

○門間座長  

それから，高島さんのところでは、インターネット販売に参加する農家さんの選定をど

のように行っているのですか。高島さん自身は農家出身でないので，農家とのネットワー

クは無いと思うのですが。 

 

○高島委員  

最初は、「僕らインターネットで野菜を売りますので、売ってください」みたいな感じ

で農家さんを訪問して、「何言っているかわからないから帰ってくれ」みたいな感じだっ

たんです。最初は昼間からお酒を飲んで仲良くなってという感じだったんですが、今は、1

つは結構おいしいものをつくる人の横のつながりというのがすごくあって、おいしい生産

者から漬け物会社さんを紹介されて、そこからまた別の生産者を紹介していただくとか、

あるいは種会社さんと連携をとりまして、特に有機とかそういうものを種にしているとこ

ろでやっていくという形で、結構広げています。 

 その後うちで残るかどうかというのは、うちの場合お客様が決めていて、お客様の評価

というか味に対しての満足度で、あるレベル以上だとずっと取引が続くような形で、最終

的にはお客さんに審査していただくような形になっています。 

 

○門間座長  

そうすると、やっぱり売れない農家は脱落していくという形になるんでしょうか。 

 

○高島委員  

そうです。もちろん私たちで事前に、オイシックスのレベルにあるかどうかというのは

確認しますけれども、実際にオペレーションをやってからそういうこともあります。 

 

○門間座長  

オイシックスの中で、先ほど出た農産物のおいしさの基準は，具体的にどのような形で

つくろうとされていますか。 

 

○高島委員  

基本的にはお客様の評価の高いものを再現するということで、我々は栽培指導とかは全

然しないので、目指すものの提示というのは、それぞれの農作物に対して生産者さんに提



 

 

示をしていくという形でやっています。 

 

○門間座長  

それである一定レベルの農家が残っていくという仕掛けになっているわけですね。 

 

○高島委員  

そうです。 

 

○飯野委員  

今日は高知県知事もいらっしゃっておりますので、実は高島屋の中で、中元・歳暮とい

いますか、農産物ですとなかなかギフトになりづらいわけですが、実は高知の香川県寄り

になるんですかね、山下農園という有機野菜の商材を取り上げさせていただいているわけ

ですが、大変に評判がいいんですね。高島屋も、従来であれば缶詰だとかノリを売ればい

いという時代だったわけですが、時代に対応したギフト品をやろうというようなことで、

特に伝統野菜を掘り起こそうというようなことで、この歳暮期には山形の赤ネギというん

ですか、平田ネギですとか、あるいは種子島の安納芋ですとか、そういったこだわり商材

というんですか、百貨店ですからスーパーさんほど量的な販売はできないわけですが、新

しい切り口の掘り起こしといいますか、そういうところに今力を入れているというような

ことなんですね。ぜひ今後、高島屋も少し利用していただけるとありがたいと思います。 

 

○尾﨑委員  

山下農園さんは有機野菜で非常に高い技術を持っておられて、野菜で鍋なんかつくろう

としましても、お鍋に入れて野菜を炊いて食べるよりも、そのまま置いてあるのをぷいっ

と食べたほうが甘くておいしいというくらいの技術を持っておられるところで、そういう

すばらしい食材もあったりします。また、我々なんかもブンタンというのがありまして、

これなんか 1 玉 1,900 円ぐらいで、風月堂さんなんかで贈答品で置いていただいている。

我々がもし生鮮という世界でやっていくとすれば、そのような超高付加価値で、安全・安

心は当たり前でおいしさがずば抜けているとか、そういうもので勝負していくのかなと。 

 あとはパッケージの工夫とかということなんだろうと思うんですが、そこで、先ほど来

の地域の方をどうやって巻き込んでいくのかという話については、我々特に行政サイドか

らすると、これをどうやって実現できるかどうかというのは胆の胆になってまいります。



 

 

先ほどトータルプランというのをつくっているんだというお話をさせていただきましたけ

ど、これも我々、あえて地域版というのをつくりまして、結局、高知県だから通用する理

屈かもしれませんが、79 万人ぐらいの県というのは社会が小さいです。特に市町村同士だ

と、割とお互い顔を知り合っている方々が多い。それぞれのアイデアはあります。人のつ

ながりもそれなりにあります。ですけれども、アイデアがあったときにそれがアイデア倒

れになってしまうということがすごく多いので、アイデアに仕組みをくっつけて活動資金

も入れて、そういう形で具体的に雇用、収入を生むような仕組みに、いかにもっとレベル

アップさせられるかどうかというのは大きなポイントになってくると思うんですね。 

 そういうものの先導役というのは行政なんかがとっていくというのが、本県なんかのよ

うなある意味田舎の姿なんだろうと思うんですが、ただ先ほど来申し上げましたように、

どうしても井の中のカワズにならないようにするためにはどうすればいいのかという点に

ついて、こういう場をどのように準備できるかどうかというのが地域、地域のアイデアだ

し、人のつながりというものをビジネスに転換できるかどうかの焦点だと思うんです。い

わゆる定時、定性、定額、定品質とかそういう 4 定がしっかりと準備できるかどうかとい

う問題もあるでしょうし、もう 1 つは、自分たちはおいしいと思っていても、都会ではと

てもじゃないけど通用しないということもあるかもしれません。だから、例えばテスト販

売なんか、果たしてどれだけそういう場を準備できるかどうかとか、そこのあたりは大き

なポイントだと思うんですよね。そういう情報をフィードバックしていくということなん

だろうと思うんです。 

 そういう中で、やっぱり生鮮だとこういうレベル以上じゃないと絶対に売れないなとい

うものも出てくるでしょうし、贈答品として組まなきゃやっぱりだめだというような工夫

も出てくるでしょうし、試行錯誤の繰り返しなんでしょうけれども、試行錯誤をするシス

テムをどうやって組み込めるかどうかというのが成否を分けると我々は思っています。冷

凍庫を買うとか生産ラインに補助金を出すとかというのは、こんなのは簡単なことですか

ら。ただ、往々にして失敗するパターンは、冷凍庫を買う、生産ラインに対して補助金を

出した、全く使わない生産ラインがごろごろ残っている、これが今までの姿ではなかった

かと私は思っておるんですね、本県の場合は。ですから、そうならないように、むしろソ

フト面で試行錯誤するプロセスをどう政策の中に組み込めるか、ここがポイントの中のポ

イントだと思っています。 

○門間座長 

 私も、今まで地域おこしで全国 100 ぐらいの集落を歩いていますが、頼まれたときの条



 

 

件というのは幾つかあります。最も大切なのは，我々と市町村、普及員、農協、住民、こ

うした人々がスクラムを組むということが大切です。さらに，住民の方々から意見やアイ

デアを出して実践を合意形成したものについては，必ず実践するという条件をつけます。

そういう実施体制をつくって地域を動かすようにしています。そして，簡単な活動から実

践して自信をつけて、どんどん活動をレベルアップしていきます。農商工連携でも，こう

した体制が構築できればいいと思います。また，地域の農産物や開発した食品のテストマ

ケーティングには，東京農業大学の「食と農の博物館」を活用することができます。 

 それでは、予定時間を大体 10 分オーバーしておりますので、この辺で討議を終了させて

いただきたいと思います。 

 

○門間座長  

今後の予定につきまして、事務局のほうから説明をよろしくお願いします。 

 

○熊谷課長  

次回第 2 回は、委員の方々のプレゼンテーションをいただいた上で意見交換を行うとい

う予定です。以後の研究会は、におおむね月 1 回のベースで開催いたしまして、4 月中に

一応の取りまとめということで考えております。よろしくお願いいたします。 

 

○門間座長  

それでは、今日予定した議事はこれで終了となりました。お忙しい委員の皆様方、どう

もありがとうございました。またよろしくお願いいたします。 


