
農商工連携研究会（平成 20 年度第２回）―議事録 

 

日時： 平成 21 年 1 月 14 日（水）16:00 から 18:00 

場所： 経済産業省本館 2 階 2 西 8 共用会議室 

 

議事 

１．委員からのプレゼンテーション 

２．意見交換 

 

出席者 

門間座長、飯野委員、上杉委員、大澤委員、尾﨑委員、木内委員、小林委員、紺野

委員、高島委員、竹田委員、皆川委員、山本委員 
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○熊谷地域経済産業政策課長 それでは、ただいまより第２回農商工連携研究会を開催い

たします。今回から日本税理士会連合会専務理事の小林健彦委員に本研究会の委員に御就

任していただくことになりましたので、改めて御紹介いたします。 

 小林委員には自己紹介を含めまして、問題意識、今後の方向性等についてお話しいただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○小林委員  

 

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 私ども税理士会は現在全国、北は北海道、南は沖縄まで７万人の会員を擁しております。

特に地域密着型ということで、地元で仕事をさせていただいております。かくいう私も栃

木県の宇都宮というところでございまして、都市部と田舎が共存している。こんなところ

で事務所をさせていただいております。 

 私ども税理士会にとりましては、主たるクライアントというのは、やはり中小、そして

零細企業ということが日常の仕事の中でのおつき合いという形になろうかと思っておりま

す。そんな中、産業分類で言えば非常に多くの業種を見させていただいております。特に

商工の方々とのおつき合いは今までどおり通常非常に深いものがございます。 

 そして、今回農商工という形でございますので、農業とのかかわりということになるの

でございますが、本業の部分はちょっとおかしていただきまして、実は農業者の方々と我々

税理士とのつき合いというのは非常に古くて、また深いものがございます。それはどうい

うところかといいますと、実は不動産の賃貸等を通じまして農業所得者の方とのおつき合
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いというのは我々非常に深いわけでございます。これはどちらかというと都市部に集中す

るのかなというふうに思っておりますけれども、農業所得というのは従来標準率を使って

計算されておりました。現在におきましては収支計算という形にすべて変わっております

ので、そういう形で農業者の所得についての御指導、また相談等を受けさせていただいて

おりますが、今申し上げましたとおり、不動産所得または相続等についての御相談という

ような形でのおつき合いが非常に多かったわけでございます。 

 善し悪しは別にしても、所得申告の中で従前の標準率という形につきましては作柄と面

積で一定の所得が決まってくるというところでございますので、そういった中では農業を

経営として考えた場合には余り経営ノウハウは要らない。しっかり耕作していただければ

いい。こういうところが主眼だったと思います。数値的な、経営的な面は若干欠落してい

ても、十分それでも成り立ったという時代があったわけでございます。 

 現在におきましては、今申し上げましたとおり、収支計算というものが中心になります

ので、実は全国的にもまだ一部でございますが、農業青色申告会等も組織されてきており

ます。これは記帳を中心に経営をしっかりやっていこうと、こういう考え方に基づいての

農業青色であろうかと思っております。 

 そういった中で、やはり直接農業者の方々も農協を通じての販売のみならず、直接百貨

店、スーパー、そしてネットを使って直接にエンドユーザーへという形での取引も相当に

今ふえてきております。そのような御相談も非常に多くなってきております。そういった

中でございますので、経営の面から近代化というものがまさに今図られている状況かなと、

こんなふうに思っております。 

 そのような形で、私ども経営の部分、そして税務申告の部分に関与させていただいてお

りますが、より以上に農商工連携をしていただくことによりまして、私どもも有機的な業

務提供をさせていただけるのかなと思っております。 

 そんな形で参画させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。 

○熊谷地域経済産業政策課長 どうもありがとうございました。 

 それでは、本日の議事に入らせていただきたいと思います。 

 門間座長、よろしくお願いします。 

 

○門間座長  
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本日は、木内委員と大澤委員からそれぞれの取り組みにかかわるプレゼンテーションを

していただきまして、それをもとに質疑討論を進めながら農商工連携のあり方を考えてい

きたいと考えております。討議は自由に進めたいと思いますので、それぞれプレゼンテー

ションを聞きながら感じたこと、あるいは疑問点がありましたら御意見も含めて討議をし

ていただければと思います。 

 それでは、まず木内委員のほうから報告をお願いいたします。 

 

（１）委員からのプレゼンテーション 

 

○木内委員  
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冒頭に映っているのが当社の本社の風景です。 

 私たち和郷園のメンバーが生産するエリアなのですけれども、ちょうど色濃くなってい

る部分です。合併をしましたので、今７市町村になっておりますけれども、千葉県の東北

東エリア。実は千葉県というのは多分今年度は第３位だと思うんですけれども、農業生産

額が年間 4200億円ぐらいありまして、全国第３位。いつも２位、３位、４位というとこが

千葉、茨城、鹿児島、この３県で競い合っているのですけれども、その中においても実は

野菜の生産高においては千葉県というのは全国１位というふうにカウントしております。 

 千葉というのは逆三角形のような地形をしておりまして、下の館山や南房総のほうは山

岳地帯が多いものですから、平地が少ないです。したがって、全国１位の千葉の野菜の大

体７割程度は我々のエリア、このエリアで生産される。そういう意味においては、東京か

ら車で１時間程度、高速道路を使ってですけれども、物流面もかなり充実しておりまして、

東京、首都圏の台所というエリアでございます。 

 私たちは農事組合法人和郷園という組織と、後ほど御案内しますけれど、株式会社和郷

と、２つの法人を所有しております。 

 和郷園というのは、一言で言いますと、専門農業です。我々今 90軒の専業農家が加盟し

まして、その農家がいろんな農産物ごとに和郷園ブランド――ブランドというのもおこが

ましいのですけれども、栽培基準であったり、品質基準であったり、そういうものを統一

して、個々の農家のブランドではなくて、我々の考え方と共鳴する農家で和郷園ブランド
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を形成している。これが和郷園の仕組みになっております。 

 したがって、交流委員会、生産委員会とありますが、交流委員会というのは――主に我々

は 100％産直流通です。どういうことかといいますと、農産物というのは自然災害で需給

調整がかなり余ったり、足りなくなかったりとありますけれども、それを我々、後ほど説

明しますけれども、加工であったり、いろんな部分で、内製で吸収しながら、一切市場に

は出荷しない。どういうことかといいますと、和郷園の農産物をお店や消費者に届ける場

合、事前に契約というんですか、事前に計画的に作付したものしか供給しないという仕組

みにしております。きょうパルシステムの山本常務も来られていますけれども、パルシス

テムさんなどとの産直というのは長くて、消費者の交流というのが昨年ですと、年間約

6000人が当社のほうに視察にこられました。この大体６割程度が消費者です。そういう意

味においてそういうものを総括する委員会が交流委員会です。 

 生産委員会というのは、これはまさしく私たちの農産物のクオリティーをしっかり高め

ていくための技術委員会です。ここで代表的なのは、後ほど説明しますけれども、今、日

本ＧＡＰ協会の前身の基準になるＪＧＡＰ、これが実は私たちがユーレップギャップを日

本で最初に取り入れて、そしてその基準をベースに日本の気候、風土を加味した上でつく

り出したＪＧＡＰ、これが実は今はバージョン３になっておりますけれども、当初の日本

ＧＡＰ協会のバージョン１という基準は実は我々和郷園の基準でありまして、これをつく

ったのも生産委員会です。 

 もう１つは、農家サポート室。これはまさしく私たちの農業ではいろんな制度資金や補

助金だとかそういうものがあります。そういうものの情報であったり、またなかなか生産

農家はそういうものになれていませんから、代筆して、きちっと申請したり、そういうこ

とをやっているのが農家サポート室です。 

 これは和郷園の沿革ですけれども、きょうは時間かありませんので割愛しますけれども、

平成３年に私が農水省の農業者大学校を卒業しまして、実家の木内農園、家業を継ぎまし

た。その後、地元のメンバーと新しいこれからの農業の経営、30年先を考えたときに、流

通であったり、生産のあり方もマーケットインで考えるべきではないかと。こういうふう

にとらえて、産直をスタートさせました。その後、産直の取引先からいろんなことを学ん

で、それを産地において事業として具現化してきた。こういうのが私たちの考え方です。

したがって、我々の事業の取り組みそのものもマーケットインだというふうに理解しても

らえばいいと思います。 
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 その中でも代表的なものは、平成 11年にリサイクル事業を本格化しました。実は食品リ

サイクルというのは物すごいインフラもかかります。もう１つは技術、あとは通常のコス

ト。この３つをいかに低価格で、いかに未利用資源をちゃんとした資源にかえられるか、

こういう問題提起をもって取り組んできました。あっという間に 10年たって、現在はしっ

かりした取り組みになってきております。 

 そのほかに後ほど説明しますけれど、平成 17年度には海外のほうでも生産をスタートし

た。これは取引先の生協さんからの依頼があったということもあるのですけれども、トレ

ーサビリティの管理から入って、せっかく行ったので、生産まで踏み込めるチャンスがあ

ったものですから、生産まで入った。こういうのが実情です。 

 これは私たちの畑の風景です。これは私たちのメンバーです。すべて専業農家です。和

郷園には兼業農家は加盟できません。したがって、農業で食べているというメンバーです。 

 これは和郷園の取り組みなのですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、マー

ケットインだという考え方です。したがって、従来の私たちの農法とか私たちの技術とい

うことを全面に出した売り込みではなくて、むしろマーケットインでお客さんのニーズに

合ったものを要は科学的な根拠に基づいて合理的に生産をしようという考え方です。 

 したがって、マーケットのニーズとしては、安心、安全、または減農薬、有機栽培、こ

ういういろんな特栽の農産物のニーズがあります。それはすべて私たちの取り組みの中で

は生産をしている農家がおります。 

 その中でも特に認証という部分に対して、現在認証機関が民間機関で多いのですけれど

も、これは費用も発生します。私たちはなるたけ低コストというキーワードもあるもので

すから、実はちばエコ農産物というのは農水省の特別栽培の減減の基準とほぼ同じような

基準なのですね。これは県の振興センターがチェックしていただきますので、我々は認証

に関して千葉県の振興センターを活用した品目でちばエコ農産物というのを推奨的に作付

しているというのが現状です。 

 その他、環境の取り組みというのが現在自社の加工工場から出る残渣は 100％リサイク

ルしております。 

 経営戦略でいいますと、これは我々のような産直組織というんですか、農家団体という

のは、とかく流通と一緒に成長してきたパターンが多いです。したがって、１カ所の取引

先に依存度が高い傾向があります。そうしますと、やっぱり我々も経営として自立性がな

くなってきますし、むしろ取引先のほうも取引先の状態いかんで我々にも経営のよしあし
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が波及してくるということになりますから、やっぱり依存度を高めないという考え方を持

っています。現在一番大きな取引先でも全体売り上げの 15％程度にとどめる。こういう仕

組みになっております。 

 これは実は私たちのオリジナルの土壌分析のソフトです。どういうことかというと、私

たちの契約する畑が約 600カ所強あります。それがコード番号、位置図、情報がすべて番

地までわかるようになっています。年間約 500カ所の畑の土壌分析をしています。その土

壌分析のソフトがこちらなのですけれども、ちょっと見づらいのですが、これは半分に割

っていただいて、上と下と分けて見ていただきたいのですけれども、例えばここに「なす」

となっているのですけれど、我々がつくっている作物はすべて登録されております。例え

ば畑の土を分析室へ持ってきて、その土と一緒に栽培カード、例えばＩの１番の畑だと。

この畑で、次にナスをつくります。農家はこういう依頼をしてくるわけなんです。そうし

ましたら、土を分析したデータがこちらに出てきます。これは 10㎝、20㎝、30㎝、深さ

なのですけれども、どういうことかというと、短期作，中期作、長期作という意味なんで

すね。大体その作柄のところで見るのですけれども、黒字が適正、青字が成分が少ない、

赤字が多いというふうになります。その中で、次、ナスをつくるのであれば、ナスとした

ときにどうなるかということになるわけですね。黒字のところは変える必要がありません。

赤字も多い分はとれませんので、基本的には青字の部分に、横にいきますと、例えばアン

モニアが足りないとか、こういうふうに出てくるわけです。この成分ごとに我々がチョイ

スした単肥の肥料がこちらです。これを専門にオペレーションするスタッフですから、大

体これぐらいの数字だなということであれば、何キロぐらい肥料を入れれば大丈夫だろう

ということで、数字を入れますと、ここがすべて黒か赤字になったところでプリントアウ

トします。そうしますと、例えば木内さん、あなたのＩの１番の畑は次にナスをつくるの

には何ていう肥料を何袋、何ていう肥料を何袋入れますと、土壌分析の結果、ベストな土

壌バランスになりますよということを提案するわけですね。その肥料は我々は定価レベル

で大体 9000円かかりますよと。こういうようなコスト提案もする。こういうのが私たちの

仕組みになっております。 

 これは残留農薬の分析の風景です。私たちは今トレーサビリティということで、我々の

メンバーはすべて農薬を使っていないとうそをついても何の得もしない仕組みになってい

ますから、すべて情報はタイムリーにきいている。そう考えますと、例えばちょっと天候

が悪くて、この畑のこの作物の農薬の頻度が高いなといったときに、残留性がある可能性
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があるなということの中では、向かって右側の２時間で簡易分析。これはどういうことか

といいますと、使っている農薬を指定できますから、その残留値をはかるものですから、

わりかし早く簡易分析でできる。こちらのガスクロのほうは大がかりな装置になりますし、

費用もかかりますので、私たちは千葉の科学大学と４年ほど前から提携して、そちらのほ

うに定期的に依頼分析をする。また、今は波崎にあるのですけれども、住友さんのほうに

も分析の装置がありますから、両者にお願いしているというのが現状です。 

 これは、上杉社長がいらっしゃいますが、上杉社長のＧＡＰというところですね。我々

もこれに積極的に取り組んでおりまして、一言で言えば農業版ＩＳＯです。私たちの考え

としては、ＧＡＰというのを日本の流通すべて換金作物として流通に乗せるものに対して

は、最低限のボーダーラインの基準として全農家に取得させるべきではないかと。そのこ

とで、消費者に対しては、安心、安全の最低限の担保がすべてでき上がる。この上に，例

えば生産者を確定するとか、またはおいしさにこだわるとか、または減農薬にこだわると

かというブレミアムをつければいいわけであって、例えばどのスーパーさんであっても、

生協さんであっても、外食産業であっても、それらが調達する農産物は基本的には安心、

安全が担保される。こういう取り組みを私たちはＧＡＰの取り組みだと考えて、私たちは

推奨しております。そのことによって、兼業農家とこれから農業を進める専業農家の線引

きが明確にできてくるのではないかと。むしろ私たちは専業農家ですから、専業農家は農

業経営でなりわいを行っていくわけですから、これを全部取得させるべきではないかとい

うのが私たちの考えです。 

 これは風景ですね。必ず年間２回各農場に内部監査に入って、こういうふうに農薬の保

管状況であったり、または農薬の棚卸のリストであったり、または作業記録であったり、

もっと細かいことで言えば、例えば我々は小分けパッケージしますから、ジャガイモが１

キロちゃんとこのはかりが正確にはかれるのかと。お客さんと１キロという約束をしてい

るわけですから、農家が使っているこのはかりがちゃんと１キロ正確にはかれるのか。こ

ういうところもチェック項目の特徴として取り入れたりしております。 

 これは株式会社和郷。こちらが事業をやっている会社になります。販売事業部、加工事

業部、業務／総務部と環境事業部。現在は生産事業部というのもあります。 

 これは事業フローです。全体の我々の取り組みが和郷園の生産農家を中心に見ますと、

いろんな我々の事業分野と提携できるという仕組みになっております。向かって左側が冷

凍工場であったり、小分けパッケージセンターであったり、カット野菜工場。また、向か



 - 10 - 

って右側が我々のアンテナショップであったり、地域の直売所であったり、こういうよう

な仕組みです。それらを全体で円をかくような形で、下で未利用資源の有効利用というこ

とで、リサイクルセンターで残渣を活用している。 

 これは事業部の説明になりますが、販売事業部です。私たちの販売事業部の基本的な考

え方は委託販売です。どういうことかといいますと、生産者に取引先の情報を提供して、

そして生産者が納得をして契約をする。または、我々がその間に入るわけですから、取引

先から例えば計画どおりの受注がこなかったときでも生産者には和郷のほうから作付依頼

をしているという形になりますから、100％とは言いませんけれども、98％以上生産者から

は農産物を引き取る。こういう仕組みを両立させております。 

 これは販売事業部の販売先比率と品目別比率です。販売先は約 50社ありますけれども、

全体の５割程度が会員組織である生協さん 11社と取引しております。次に多いのは外食産

業、これが 20社です。次はスーパーマーケット 15社。その他、直営の直売店だったり、

そういう小さいところが５社あります。 

 品目別で見ますと、これは金額で見ていますので、平成 19年度ですと、キュウリが、一

番売り上げが多い。大葉やサンチュというのは大型の農場が 365日安低供給しますので、

どうしても金額ベースでは上がってくる。次は大根、トマト、ミニトマト、ニンジン、ゴ

ボウというふうになっておりますので、どちらかといいますと、私たちの野菜の主要品目

というのは基本野菜が多いというふうに理解してもらえばよろしいと思います。 

 これは加工部の冷凍工場の風景です。国の経営体育成緊急支援事業というのを活用しま

して、平成 15年３月にスタートしました。生産能力は年間 1000トン。今回もう１ライン

加えましたので、現在は 1700トンぐらいになっております。生産品目も５品目載っており

ますけれども、このほかにサツマイモ、根ミツバと新しい品目もふえてきております。 

 これはカット野菜工場でつくっている商品の一例です。向かって左側はこのままのパッ

ケージで、特に日配コーナーあるいは、野菜売り場に供給されるものですけれども、どち

らかいいますと、私たちのカット工場のメインは向かって右側のキット商品というのがメ

インになっております。我々が提携しているスーパーマーケットのほうから依頼がありま

して、どうしてもスーパーマーケットの総菜コーナーでのバックヤードでのパートさんが

なかなか集まらない。もう１つは、そのパートさんがやるカットであったり、より複雑な

ことをやるスペースがなかなか持てない。こういう依頼がありまして、そういうものを事

前に私たちが産地で加工して、そして毎日デイリーで供給する。これを組み合わせて、た
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れや肉や魚と一緒に組み合わせて総菜につくり上げる。こういう商品が私たちのメインに

なっております。 

 実際、私たちのこのカット工場の中で、私、よく聞かれるのですけれども、アイテムで

いいますと、いろんな野菜の種類を使っていますから、多分我々の和郷園のメンバーの産

直比率というのは２割弱です。しかし、原料の調達金額に直しますと、５割をちょっと超

えます。どういうことかといいますと、安定的に使われる加工需要のあるものは我々生産

農家が作付に入れるということなのです。例えば小ネギは２軒の農家が我々のカット工場

専用で経営が成り立っております。こういう加工需要のボリュームというのは今後一層大

きくなっていくのではないかと考えております。 

 これは加工分野のカット野菜工場と冷凍工場の取引先の比率ですけれども、冷凍工場の

ほうは生協さんの比率が圧倒的に多いです。その他学校給食。こういうような部分、また

はスーパーマーケットに一部。カット野菜工場のほうは圧倒的にスーパーマーケットへの

供給が多い。そういう状況になっております。 

 これはパッケージセンターです。私たちは市場流通ではなくて、直接スーパーマーケッ

トや生協さん、または消費者へということで、小分けで供給する仕組みになりますので、

小分け作業を事業のほうでパッケージセンターとして取り組んでおります。これは生産農

家のほうが選択できる仕組みになっております。我々の農場の中には雇用をかなり抱えて、

年間数億円と売り上げる農場がありますから、こういう農場は自分のところにパッケージ

センターを保有しておりますから、そちらはその農場のほうで最終製品に仕上げる農家も

あります。 

 しかし、家族経営プラス・パートさんでやっているような農家は小分けパッケージをで

きれば効率よくやってほしい。こういうものはパッケージセンターでやるようにします。

その中でも特にニンジンなどの場合は、実は現在のニンジンの生産をするためのインフラ、

これがニンジンの価格に対して私はかなり重いものになっているというふうに考えまして、

これを組合のほうのニンジン部会で一括してパッケージセンターで機械も用意して、共同

利用、共同出荷で一元化する。そうしますと、パッケージセンターまで自動的に一元化に

する。こういう仕組みもとっております。 

 これはタイの事業部ですね。ＯＴＥＮＴＯタイランドの事務所とバナナの圃場とバナナ

のパッキングセンターの風景です。 

 これは香港のＯＴＥＮＴＯ社で、香港のＳＯＧＯさんの中に私たちの和郷園のコーナー
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を常設してもらっておりまして、そちらに野菜を供給している風景です。 

 これはミニ店なのですが、コンビニにちょっと毛が生えたぐらいの大きさなのですけれ

ども、我々アンテナショップとして、東京と千葉ニュータウンに１カ所ずつやっておりま

す。ここではどちらかといいますと、例えば魚コーナーだったのですけれども、従来魚に、

特に東京のほうのお店ですと、高齢者あるいは、２人、３人住まいの家庭が多いわけです

ね。そうしますと、キャベツ半切りだったり、４分の１であったりというのが多い。魚の

ところに、ちょうどお刺身の値段が上がっときに、小分けのお刺身のパックの盛り合わせ

を大体５切れになっているのを４切れに１切れ減らして、その分、逆に大根と基本的な「つ

ま」を、容器を大きくしまして、お魚サラダという仕組みにして、逆に野菜をふやして商

品提供してみたり、我々は野菜ですから、そういう商品企画を店舗のほうで常に実験して

いる。こういう機能が我々にとっての一番大事な要素になっております。 

 これはリサイクルセンター。土壌改良の流れと資源循環の流れ。この２つの柱を取り組

んでおります。 

 これは土壌改良の流れですけれども、これは我々のメンバーなのですけれども、地域の

酪農家と堆肥を提供してもらう契約をしまして、その堆肥を私たちがみずから私たちの畑

で使いやすいように、発酵であったり、または熟成であったり、そして私たちは先ほどト

レーサビリティで畑の場所、位置図が全部わかっている。それがこのリサイクルセンター

でも活用されておりまして、私はよく説明するのですけれども、私たちは化学肥料を振る

よりも、有機肥料を振ったほうが農家にとって楽なような仕組みになっています。これは

どういうことかといいますと、有機肥料であれば、リサイクルセンターに電話をすればい

いだけ。例えば木内ですけれども、Ｉの１番の畑に１月中に１台入れておいてくださいと。

これで終わっているわけです。そうすると、散布されています。だから、後でロータリー

に行って種まきすればいい。こういう仕組みになっております。 

 これはつくばの農総研の中の農工研と東大と私たち産地で国のバイオマス事業の実証型

研究を行っているプラントです。ここで私たちが担当するのは、メタンガス等を取り出し

た後の液体肥料、これは消化液と呼んでおりますけれども、消化液の有効活用を私たちが

担当しております。 

 これがその例ですけれども、これは消化液を追肥でやっている風景ですけれども、もう

私たちはこうふうにショウガあるいは、約 10品目のバイオマスの液体肥料だけで作付をし

ている品目があります。これは専門的な話になりますけれども、肥料の代表的な要素とい
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うのはＮＰＫ、窒素、燐酸、カリなのですが、我々は、牛糞と食品残渣のリキッドを原料

にバイオマスプラントを運営しまして、メタンガスを取り出します。その後の消化液は我々

平均的にデータをとっていきますと、ＮＰＫで 12、３、12なんです。私たちが、各作物に

よって微妙に違いますけれども、万能的な肥料というのは、12、15、12なんです。どうい

うことかいうと、燐が足りないということですね。燐というのを、これも未利用資源で活

用できないだろうかということで、私たちは鶏糞の中に燐が多く含まれていますから、実

はこの消化液だけではなくて、元肥に振るのは消化液の場合には鶏糞を振ります。鶏糞と

消え化液だけで十分作物が育つ。我々も事業ベースでの収量が上がってくるということは

実証済みです。 

 それをさらに食品リサイクルまで提案したフロー図がこちらです。 

 これは例えば都市と産地の提携ということも１つ含めますとどういう問題があるかとい

うと、産地まで都市残渣を回収しなければいけないわけですね。そのときの物流コストが

従来の都市側でのごみを出す業者のほうのコストとうまくかみ合わない場合が多いですね。

それを加味した中で、実は廃食油、これはＢＤＦですけれども、廃食油も一緒に回収する。

現在私たちはＢＤＦプラント、１回の１バッチの処理量で 100リッターの実験プラントを

入れておりますけれども、１回 100リッターの廃食油から安定的に 94リッターの軽油がつ

くれる。この軽油で実はリサイクルセンターの車両だとかそういうのは全部動いているの

ですけれども、この技術も安定してきております。 

 したがって、私たちは残渣と廃食油を一緒に回収して、廃食油を軽油に精製をして、我々

の作業車であったり、そういうものに有効的に使おうというところまで含めたフロー図で

す。最終的には必ず液体肥料であったり、エネルギーであったり、いろんなものが農業の

現場で使われますけれども、すべて 100％リサイクルする。これが私たちのリサイクルセ

ンターの考え方です。 

 これが和郷園のホームページです。時間が 20分と言われて５分オーバーしてしまったの

ですけれども、以上が私たちの取り組みの説明になります。ありがとうございました。 

○門間座長 どうもありがとうございました。 

 非常に盛りだくさんの内容で、なかなか 20分でフォローするのは難しいのですけれども、

また質疑討論でより内容の理解を深めていきたいと思います。 

 

○門間座長 では、続きまして、大澤委員のほう報告をよろしくお願いいたします。 
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○大澤委員  

 

今、和郷園の木内さんの話を聞きまして、農業というのはいろんな要素をうまく組み合

わせて転がしていくビジネスだなとつくづく思うんですけれど、いってみれば一種のソリ

ューション、パラメータが物すごくいっぱいあって、しかも地域によってきいてくるパラ

メータが全然違う。木内さんの場合は千葉の北部という――首都圏というのは農産物のマ

ーケットからすると、世界的に見ても極めてわずかな土地に所得が物すごく多い人たちが

密集して住んでいて、しかも食に対して要求のレベルがものすごく高い。世界的に見ても

異様なマーケットだと思うんですけれど、そこで環境も含めて木内さんたちはいろいろな

パラメータを組み合わせて、そのソリューションを見事に回しておられるなということを

お聞きしました。いつも私感じることなのですが、農業というのは、その地域、地域のソ

リューションできいているパラメータがいろいろ異なる。例えば消費地からの距離だとか、

気候、土壌、それから地域の住んでいる人たちの価値観だとか、その地域の経験ですね。

例えば、昔、繭をやっていたとか、たばこをやっていたとか、実はこんなことまでソリュ

ーションにきいてくるわけですね。 

 ちょっとずれますけれど、たばこをやっていると、国と契約して契約栽培になじんでい

ると、契約してお客さんと農作物を取引するということに対して抵抗がない。日本の場合

は流通的卸売市場中心ですから、価格が乱高下するわけですけれども、契約という自分た

ちのビジネススキームを組んだとしても、価格の乱高下があると、ついつい市場の値段が
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高くなると、そっちに引っ張られるとかですね。ところが、契約になれているたばこ農家

などの地域の人たちは意外にそういうことに対して、我々は契約したのだから、市場の値

段が上がってもそっちに出すという、そういう意識が余りないというか、それは当然のこ

とだと思うですね。そうすると、契約したスーパーの方なり、外食の方なりは、いや、こ

の産地は非常に信用ができるということで評価する、そういうことも含めて、外部の者、

その土地にいる者でないと全くわからないいろんなパラメータがあって、成功している農

業地域の経営というのはそういうのをうまく組み合わせて、見事に問題を解決して回して

いく。しかも木内さんが出されたような環境にも非常に配慮して、効率的に回っていく。 

 最後に結論めいたことで、ちょっと私の感想なのですけれども、お話しすると、こうい

うソリューションを地域、地域の中でびっしり日本列島の中でやっていくと、国際的な競

争力、日本の農業の競争力というのは実は物すごく高いのではないか。つまり、今、原燃

料の仕入れ値が高くなっている。それから、環境に対してＣＯ２の問題などを含めて、今

まで経済の中に上がってこなかったいわば外部経済のような要素まで中に入れて計算する

と、今木内さんがその１つのすばらしい例を御説明されたのだと思うんですけれど、こう

いうソリューションが日本列島の中にびっしり埋まっていると、これは実際に経済計算を

すると、それが例えばＦＴＡの交渉、ＷＴＯの話、どういうところの交渉で話をしても、

日本は数字で実に効率的で、合理的なことをやっている。そういうことも十分あるのでは

ないかということを常々感じていて、何とかしてそういうような日本列島が全部ソリュー

ションに埋まるような農業というのは、いってみれば木内さんみたいな人があっちこっち

日本全国にいて、それぞれ独自のソリューションを地域でやって成功するというふうなの

ができないかなというふうに思っていました。実はきょうお話しする繁昌直売所というの

はその１つのきっかけになるのではないかというふうに思います。 

 きっかけというのは、木内さんのソリューションの組み立てというのは、冒頭におっし

ゃったようにマーケットインだということですね。だから、結局マーケットに向かって自

分たちの持っている千葉の北東部という特殊性だとか、中間作型、千葉だったらリンゴも

ミカンも全部できるというようなこと。それから、首都圏と非常に近いので、食品残渣の

リサイクルだとか、外食産業、中食産業との関係もいろいろ特殊なものがある。そういう

ことの条件を巧みに組み立てて今のモデルをつくられたのだと思うんですけれど、そうい

うことから言えば、直売所というのはいずれにしてもお客さんと対面しながら、その地域、

地域のソリューションをしていかなければならないと思います。直売所を持つということ
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はそういう意味で非常に大きい力になるのかなと思います。 

 冒頭少し外れてしまったのですけれど、御提案の趣旨ということでちょっと書いてみた

のですが、今回の研究会のテーマは農商工連携ということなのです。農商工連携で地域経

済を活性化するためには、基本的に当たり前のことではあるのですけど、連携で何をする

のかということと、だれがするのかというのが重要だと思います。何をするのかというと、

当然売れる商品とかサービスをどんどん生み出していく。それから、後者では連携を指導

するキーパースンというのが必要で、これを日本全国津々浦々につくっていく必要がある

のだと思います。 

 繁昌直売所を見ますと、そこにはコンテンツ、何をつくるかということについての製造

仕様書のようなものですね。何をつくったらいいかということについてヒントと、かなり

革新的な種が生まれている。それを切り盛りしていく人材も生まれていく。今木内さんが

御説明されたようなことを繁昌直売所でもリーダーがやっているケースが、スケールはい

ろいろ違いますけれど、大分あると思います。 

 ここで取り上げるポイントというのは６つほど考えてみたのですけれど、１つは、農商

工連携で地域に新しい市場を創造しようということ。 

 もう１つは、地域の食ビジネス・観光産業と１次産業の関係。やっぱり農商工連携の出

口のほうに観光ということを位置づけるということは重要ではないかというふうに思いま

す。 

 これは我々の国が少子・高齢化という、胃袋の数が減って、しかも１個１個の胃袋のキ

ャパが余り食べなくてもいいというようなことですので、どうして海外からお客さんが来

る。国内外無差別。外国からのお客さんが喜ぶと日本からもお客さんが喜んで行くという

ことだと思います。 

 ３番目は、直売所の現状と成功のモデルということで、実は成功している直売所を見て

も、その一つ一つが全く地域のソリューションであって、与えられている条件が全く違う

ので、違う要素をうまく組み合わせて成功しているということですね。それをちょっと御

紹介したいと思います。 

 それから、直売所の店頭で生まれている新しい価値というのがどんなものだろうかとい

うことを御紹介したいと思います。 

 それから、その価値を発信するために、地域の人だとかビジネスモデルがどんどん変わ

っていくということ。 
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 それから、６番目に、繁昌直売所を進化させると、やがてそれは本格的な農商工連携に

結びつくのではないかと思うので、その話。 

 どちらかというと、今、繁昌直売所が動いているというのは、農商工連携で本格的に大

規模にやる際の１つのモデルみたいなものがあちこちにぽつぽつといっぱいできている。

だから、これを他産業の人たち、農業、水産業が一緒に取り組めばもっと大規模にいろん

なことができるのではないかというふうに思います。 

 それで、初めにこれは全然内容とは関係ない話なのですが、このペーパーをつくりなが

ら頭にいろんなことを思い描きなから、それをどこで見た、どういうシーンが印象に残っ

たかというので書いてみたいんですね。具体的な名前も出ていて、それはちょっと深刻だ

なと思うような状況を思い浮べたもとにもなっているので、具体的なところは挙げないほ

うがいいのかもしれませんが、１つは、有名ですけれど、北海道のニセコのスキー場に行

きまして見た光景です。ニセコへ行って、外国人がよく利用するレストランというのを教

えてもらって行ってみました。そうしたら、お客さんは 20人ぐらいいるのですけれども、

日本人は私ともう人、一緒に行った人間の２人だけで、あとはみんなオーストラリアの人

で、店のスタッフは日本人でしたけれど、こういう中で地の食材が出ているわけです。こ

ういうシーンで農業、水産業でそこに食材を供給することも考えないとやっぱりまずいな

と。ニセコはすばらしいと思って帰りました。 

 もう１つは東北のスキー場なのですけれども、30年ぐらい前よく行ったスキー場にちょ

っと勉強も兼ねて去年訪れたのですけれども、非常に苦戦している。お土産屋さんで、か

なり高齢のおばあさんが一生懸命客に見ていくのだけはただですよというような話をして

いるわけですけれども、こういうことは何とかしないとだめだなと。ニセコと東北のスキ

ー場のコントラストですね。東北も成功している店はいっぱいあると思うのですが、やっ

ぱりそういうことを考えると、ちょっといろいろ考えながらペーパーをつくりました。 

 それから、直売所については、１つはここにある、カーソルを今動かしていますけれど、

関東平野、つくばにある「みずほの村市場」という直売所です。ここは要するに平野です。

ここは専業農家だけがやっている直売所です。やっぱり立地からいって、つくば学園都市

の近くにあるのですが、ある意味で非常に特殊だと思います。したがって、特殊なソリュ

ーションで大成功している。 

 それから、ずうっと南に行って、福岡の西のほうに糸島半島という小さい半島があるの

ですけれど、そのつけ根に前原市というのがあって、このＪＡさんたちが「伊都采彩」と
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いう直売所を始めていました。これは２年目なのですけれど、有名な直売所なのです。こ

としの売り上げは 20億を超えるのだとそうです。２年でそのぐらいの直売所を見せられる

と、物すごい生鮮物のパワーセンターみたいな、肉も、水産物も、加工も、ハム・ソーも、

それから牛乳乳製品も、みんなあります。みんなブランド的な動き。要するにこの農家の

原乳を使って牛乳、ヨーグルト、バター、この農場の豚肉でこのハムというような、そう

いう提案をしています。駐車場が 400台ぐらいあるのですけれども、休みの日は 30分ぐら

いでいっぱいになるのだそうです。これはやっぱり１つの断面として強烈な印象を受けて、

それはどんなふうになっているか。 

 それから、同じ九州なのですが、雲仙、島原半島にいる人たちが「大地のめぐみ」とい

う、これは大村空港に大分寄ったところに直売所をつくっています。この人たちのグルー

プも、先ほどの木内さんたちのグループと同じように、生協さんなどと直販をずっとやっ

てきたグループなのですけれど、その人たちが自分たちで売り始めた。これは、今は「大

地のめぐみ」という直売所まで島原から 50キロです。直売所が成功したので、その後、長

崎の市内にインショップ――スーパーの店の中にワゴンを置いて売るのですけれど、簡易

直売みたいなものですね。ここだと 100 キロ離れているんですね。直売所といっても 50

キロも 100キロも離れているのも直売所ということです。ここも専業の人たちが多い、家

族経営で島原半島でやっている人たちです。島原半島は御存じのとおり、段々畑みたいに

中山間になっていますから、「みずほの村市場」の人たちが平野とすると、ここは中山間

地です。しかも半島部。「伊都采彩」というのも半島部ということですね。 

 もう１つ、四国の今治に、これもＪＡさんがやっているところなのですが、「さいさい

きて屋」というところがあって、これも２年目で 17億ぐらい売っております。ここはちょ

うどここに矢印をしてあるのですけれど、瀬戸内に面していて、合併したＪＡさんのです

けれど、10以上、14といいましたか、合併したＪＡさんなのですが、半分は島のＪＡさん

なのです。これもまた違う条件で成功されている。 

  

 次に、農商工連携で地域にグローバルな市場をつくる必要があるだろうと。農商工連携

のゴールというのは地域にグローバルな新しい市場をつくること。顧客は国内外無差別。

日本の地域経済は、この農商工連携の研究会の立ち上げの趣旨というのを１回目に説明を

受けたのですけれど、やっぱり地域を何とかするということなのですが、ここ 10年ぐらい

で都市と地方の経済格差というのはすごく大きくなっているということなのです。去年の
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秋口からちょっと状況は変わりましたけれど、成功しているところは、例えば典型的には

自動車産業などそうなのですが、お客さんは海外で、稼いでいる。昔は大体どこで稼いで

も国内でそのお金を落としていた。つまり、成功している自動車メーカーが名古屋で大成

功したら、年末の忘年会は、例えば別府温泉に行くとか、そういうようなことで回ってい

たと思うんですけれど、ここ 10年ぐらいそういうことはなくて、もうかった自動車メーカ

ーの社員の方は年末にはタイにちょっと遊びに行くとか、ハワイに行くとか、そういう構

造になってしまって、地方は切れてしまったんだと思うんですね。やっぱり地方の１次産

業も内外無差別でお客さんをとるというのを初めから考えるべきだろうと。これは特にさ

っき言ったニセコのスキー場だとか、九州もいろいろ行くと温泉場に外国からいっぱいの

方がおられて、にぎわっている。直売所にも結構外国の方がのぞきに来ている。ですから、

国内外無差別で、いいものをつくって、さっき木内さんがＧＡＰという普遍的な手法のお

話をしてくださったのですけれど、そういうことでだれにもわかるようなおいしいもの、

安全なものをつくって、日本のお客さんも、外国のお客さんもお客にする。 

 少子・高齢化で、日本経済の中でゼロサムでないゲームを行う。 

 ゴールは、初めから海外、そういう話ですね。 

 例の２にある山間部の直売所というのは、一村一品の大山町の直売所に行ったら、韓国

から観光客の方がバスを仕立てて来られていた。多分これからこういうことがいっぱい出

てくるのではないか。こういうことをどんどんつくっていこうというようなことです。 

 それから、地域の食ビジネスと観光産業と１次産業ということなのですが、原則的に初

めに農商工連携ありきというのは実はないのではないか。というと、農商工連携の研究会

で怒られそうなのですけれど、重要なのは新しい価値を生み出すということで、そのため

には農業とか商業とか工業の融合というんですか、はやりの言葉で言うとフュージョンと

いうのか、連携というのはその１つで、農業の人が植物工場をやったら、農業が工業をや

るようなことだと思います。逆の場合もあるのだと思うのですけれど、こういうことです。 

 ただ、（１）でそれでも、初めに連携ありではないかなと思うのは、例えば日本酒と酒

米の関係ですね。例えば日本酒などは平成になって 20年間で蔵出しの量が半分に落ちたの

だそうですけれど、いろいろ蔵の方とお話する機会もあるのですけれど、酒米とうまく連

携するというのが本当に小さい蔵だとできるのですけれど、地域の１番手、２番手、３番

手ぐらい、本当に地域で頑張ってもらうような地域の経済を昔は引っ張ったようなところ

については、なかなかここの米といってもそれがとれない。これは取引の仕組みが酒造組
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合中央会さんと系統の県本部さんとの間で契約を結ぶというようなこともあって、いろい

ろ難しいことがあると思うようです。醸造産業である酒産業などについては連携というこ

とが初めにあっていろいろ検討することも必要かなと思ったりします。 

 ２番目は、「地域から“新しい価値”を発信できない従来型の食ビジネスと農業」と書

いてありますが、今、食ビジネスなどでも加工などで苦労していらっしゃるのは新しい価

値を、個性といいますか、それを自分たちの商品の中でアピールできていない。あるいは

農業もそうだと思うんですけれど、そういうところはなかなか振り向いてもらえない。苦

戦している。ここは何とかする。ですから、まず新しい価値の確立が必要だろうと。 

 こういうことから言うと、新しい価値は初めから量産はできない。そこにピラミッド型

の構造を持つファション産業の市場に似ているところがあると思います。これも食品だと

かを含めて、これからピラミッドのトップみたいなところを一生懸命ねらう。そういうよ

うな提案の仕方、ビジネスの仕方をしないといけないのではないか。ですから、ファショ

ン産業はそうだと思うのですけれど、ファション産業も世界じゅうにありますけれども、

それをリードするのは東京とかミラノとかパリとか、そういうところのファションの一部

の企業、手づくりのところがどんどん新しい価値をつくると世界じゅうがそれを追っかけ

て動いていく。食ビジネスというのもそういうようなことを考えたらどうかなと。 

 グローバル市場というのは、さっき言った観光と一緒にという話です。 

 取り上げるのはここに挙げたようなところです。 

 直売所の現場とここにいろいろ書いたのですけれども、農水省さんも最近もやっておら

れますし、去年の後半も農水省の研究所でいろいろおまとめになっていると聞いています

けれど、たまたまここで非常にわかりやすいというので、財団法人の交流活性化機構さん

の調査から幾つか挙げましたけれど、大体生鮮物流通の３％とか５％ぐらいが直売所流通

ではないかと言われていて、大小合わせると１万店ぐらいある。３割ぐらいが加工品など

を随分置いている。それから、３割ぐらいが、これは成功している大きいところの３割と

いう意味ですが、出張販売とか量販店のインショップなどをやっている。５割ぐらいが学

校給食などにも食材を供給しているということですね。ちょっと前ですが、５割ぐらいの

直売所は売り上げがふえています。７割ぐらいが独自の商品の出荷規約、ルールを設けて、

ルールを守らないとペナルティを課すこともある。こんなような状況です。直近のものは

もっと変わっているかもしれませんが、はしょって言うとこういうような話です。 

 これは生鮮物で、米ではないのですけれど、野菜の流通の直売所と一般の流通というこ
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とで書いたものです。当たり前ですけれど、直売所は生産者からいきなり来るわけで、ダ

イレクトだと。これが生産者なのですけれど、直売所を開いて、消費者にいく。通常は卸

売市場を通して、量販店さんだとかを通して消費者に流れる。直売所流通が卸売市場にか

わるというのは難しいと思うんですね。現実にはそうではなくて、やっぱりこっちは少数

派だと思うんです。ただ、これが強くなってくると、卸売市場は物すごく変わってくると

思います。農水省さんでも卸売市場流通についていろいろ改革案を出されておられて、私

も委員でちょっとお手伝いをしたことがありますが、なかなかライバルが出てこないと本

気にならないというか、あるいはしりに火がつかないと、卸売会社のほうも会社で大胆な

かじが切れないということがありますので、そういう意味でも直売所はどんどん元気にな

ると、市場も市場でしかやれないこと、大都市における市場の役割というのは物すごく大

きくて、そういうのもお互いにすみ分けというのですか、そういう形で得意な分野に特化

してやると両方ともレベルが上がるというので、流通が効率化するということだと思いま

す。 

 直売所で、これはつくばなのですけれども、首都圏、関東平野に立地して、販売金額６

億円ぐらいです。出荷者は 45人だそうですが、全員が専業です。ここがおもしろいのは、

会員制をとっていて、大体１万 2000人ぐらいの会員で、売り上げの７割ぐらいを占めるの

だそうです。ここの社長さんはこれ以上会員がふえたらフリーの客はとらないと。会員制

の直売所みたいなのをやりたいというふうなことも考えておられるようです。こういう直

売所で、これは全風景ですけれど、割合質実な、余り華美でない直売所で、中はこうなっ

ています。奥のほうにあるのは加工品で、直売所は非常に加工品がいっぱいあります。 

 それから、ここは隣に、古い民家、農家のあずまやというんですかね、ここで和食のレ

ストランをやっています。やっぱり物を売るだけでは限界があって、今後はもっと直売所

のこういうタイプのレストランが地域の食を供給して、お客さんがいっぱい来るというよ

うな形が１つのモデルになるのではないかと思います。 

 それから、これはさっき言った「伊都菜彩」というところです。福岡市の近郊で、半島

のつけ根にあります。販売金額は２年目で 20億を超えているそうです。ここは出荷登録者

が 1200人、常時出荷している人が大体 600人ぐらい。ここは兼業が６割に、専業が４割ぐ

らい。商圏は 70キロぐらいで、ここでは例えば地元産の小麦でつくったうどんコーナーな

どがあって、これも人気です。これが全景ですけれど、ここも非常に人気です。こういう

売り場で、ここも加工品が物すごく出ています。これは例えばということで「美豚」と書
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いてありますけれど、こういうふうにブランド化をしている。 

 ちょっと時間が押しているので、これは「さいさいきて屋」ということで、ここは兼業

が９割で、専業が１割です。専業で成功するところもあるし、兼業というところも必ずあ

るわけですから、そういうところで成功されるというのも非常におもしろいのではないか

と思います。これはケーキですが、これが今、一番人気とのことです。見ると、ケーキと

いうよりも、イチゴを売っているような感じです。下を見るとわかるのですが、イチゴが

あふれるようなケーキになっていまして、恐らくこういうのはここに行かないと買えない。

要するにこういう個性があるとお客を呼べるということですね。 

 これは長崎南部の話です。これは半島部の話で、ここも牛乳もいろいろあります。 

 １つ、今、直売所の話をすると、固定的な直売所のイメージをお持ちになるかもしれな

いのですが、実はそうじゃなくて、物すごく変わっています。上の段から３つ、年商 20

億円に迫る生鮮パワーセンターみたいな直売所ができたというのはここ１～２年です。次

のもう１つ先に見えているのは、例えば直売所のネットワーク化。そうすると、このぐら

いになってくると、卸機能を持つ。そうなってくると、本当に地域の観光産業などの相手

ができる本格的な農商工連携ができるということだと思います。 

 時間の関係でいろいろはしょってしまうのですけれど、例えばこういうことで、今、地

域の食ビジネスとか観光ビジネスが、例えば繁昌直売所といえどもそこのものを十分利用

できていないのですね。まだ力が弱いです。これが例えばさっき言った繁昌直売所は 20

億ぐらい、ああいう都市部でなくても、10億ぐらいになると、今後は観光産業との連携が

できるようになると思います。そうなってくると、今度地域の観光、あるいは食ビジネス

の人たちが相当頼りがいのある１次産業になる。こうなってくると、お互いに１次産業が

食ビジネスや観光ビジネスを利用し、観光産業の人たちと食ビジネスの人たちが１次産業

をだしに使い、お互いに利用し合える力になってくる。 

 これは大分県の豊後の事例なのですけれど、今５つの直売所があるのですけれど、みん

なスタンドアローンです。相互に 15分ぐらいですけれど。１億から３億ぐらいのもの。こ

れをネットワークで結ぶと、もっといろんなことがどんどんできる。地元の旅館だとか、

ホテルなどと本格的に取引ができる。こういうところまでは見え隠れしているわけですね。

ですから何とかこの研究会の施策で新しくこの次のステップに進めるような施策をぜひ打

ち出していただきたいと思います。 

 あと、農商工連携でどんな商品が生まれるかというので２つほど、古い例なのですけれ
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ど、１つは、神戸など有名なのですが、イカナゴの釘煮という商品です。これは地元の漁

師料理を５年、10年かけて大きい商品にしたという、非常においしいものですが、こうい

うもの。しかもこれは原料がとれるころは本当に捨てるぐらいで、利用されていなかった

ものなのですね。 

 これは非常に機能の高い冷凍機を使って、フィレ加工して、冷凍なのだけれど、刺身で

いけるというようなことで、これも上手にやられたと思いますが、やられたところは当初

よかったのですけれど、追随者が出て、今はちょっと売り上げが落ちているようです。こ

ういうイメージのものがいっぱいできるのではないかと思います。 

○門間座長 どうもありがとうございました。 

 

（２）意 見 交 換 

 

○門間座長 農産物直売所がここ数年で大きく変貌しており，従来型の直売所のイメージ

を持っていると，現代の直売所の正確な理解はできないのではないかというお話であった

かと思います。 

 それでは、引き続きまして自由討議に移ります。木内さんと大澤さんの報告に対して，

それぞれ 20分ぐらいずつ質疑討論をしていきたいと思います。 

 最初に木内さんに対しての御質問、御意見等がありましたら委員の皆さん、よろしくお

願いいたします。 

○竹田委員  
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木内さんの御報告の事例、非常にすばらしい内容で、感動したのですけれども、ＧＡＰ

の件なのですが、今、和郷園さんに参画されている農家の皆さん、ＪＧＡＰの認証をすべ

て取得しておられることになるわけですか。これは大体コストというのはどのくらいかか

るものなのでございましょうか。 

○木内委員 我々今団体認証に切りかえているものですから、コストというのは更新があ

ります。最初取得するときに１農場当たり４万円です。その後、更新するときに、我々の

場合団体認証にしますと、１農場当たり 5000円ぐらいになっていますね。ですから、１回

取得するきに４万円ぐらいかかり、あと年間 5000円程度かかります。 

○竹田委員 農家の方が実際に非常に厳しい管理基準だろうと思います。それを自分自身

でクリアしていかなければいけないという形だと思いますが、そういったことに対する啓

蒙といいますか、関心が非常に深い生産者の方であれば、本当に御理解をいただいてきち

っとやっていただく方が多いと思いますが、こういった活動を生産者の方に啓蒙していく

という手段といいますか、教育をして、指導していくというところで何かいろいろと御苦

労とかおありでしたら、そういうところを教えていただきたいと思います。 

○木内委員 これは一言で言うと、意識と志の問題だと思います。基準に関しては、実は

和郷園の場合はＪＧＡＰを３段階ぐらいにランクアップさせまして、入門コース、必須コ

ース、そして専業コースみたいにして、いきなり全部の基準を農家に押しつけていません。
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それで、時間をかけて、今は３年間ぐらいで我々の契約の農家すべてに取り入れていった

ということですね。 

 当初生産メンバーからのほうからは、まず農家の場合、これをやるのであれば、どうプ

レミアがつくのだと。こういう話にすぐなるわけですね。これを私たちはそういう問題で

はないと。これから我々専業農家として兼業農家との差別をしっかり我々自身が図ってい

くべきだと。そのために先行してやろうと。最初はぶうぶう言っていた生産者もいました。

ところが、これは例えば我々の経験ですけれども、みんなやってよかったと。何がよかっ

たかというと、別にプレミアが上がらなくても、実はみんなパートさんを頼んでいる、あ

るいは、例えばいろんな農業で道具を使いますよね。私の経験ですけれども、こういうも

のが整理整頓されている農家はちゃんと野菜も農産物もいいものをつくります。ところが、

大体そういうものが整理整頓されていない農家というのは、品物も悪いです。それが農業

版ＩＳＯですから、整理整頓なのです。はっきり言いますと。だから整理整頓することに

よって、農産物のクオリティーなどにもつながってくる。もっと大きな意味で言えば意識

にもつながってくる。だから、何の特典もつけていないです。でも、我々のメンバーは取

り組んでよかったというふうにみんな結論としては言ってくれています。 

○竹田委員 ありがとうございました。 

 私どもの青果部といいますか、部門の中でも直接生産者の方と御一緒に取り組みをさせ

ていただいている方が多数いらっしゃいますので、そういった方たちにこういったＪＧＡ

Ｐを一つ一つにつけていただくといいますか、やっていただくためにも指導の仕方、啓蒙

の仕方が非常に重要だと思っていましたので、ちょっと質問させていただきました。あり

がとうございました。大変参考になりました。 

○門間座長 今のＧＡＰの問題については，ＧＡＰを導入したからといって経済的なメリ

ットが出るというものではなくて、理念や使命感の問題が大切であるという主張であると

思います。そのため，ＧＡＰを普及するためには，いきなりハードルを高く設定するので

はなくて、徐々にレベルアップを図っていくような仕組みが大切であるという主張だと思

います。これにつきまして何か関連して御質問、御意見がありましたらどうぞ。 

○上杉委員  
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私、日本ＧＡＰ協会の理事をしています上杉ですけれども、三菱商事アグリサービスの

ほうがずっと本業でございまして、今の木内さんのお話の中で、いろいろ感銘したことが

たくさんあるのですけれども、実を言うと、きのう千葉県で農商工連携フォーラムという

のがありましてね。幕張で 500名ぐらい集まった会があったわけですけれども、この会に

出まして、私、本当にいろんなことを学んだわけですけれども、何を学んだかといいます

と、農商工連携の成功の秘訣は、農家の方をちゃんともうけさせる。もうからない農商工

連携というのはやはりだめだということは、講師の方、並びに農商工連携を取り入れてい

る方たちの御意見がそうだったのですね。 

 では、農家の方をもうけさせるにはどうしたらいいかというところから話が急に飛んで

しまったところで、結構参加された方々からはほんとかいということもあったかもしれま

せんけれども、例えば現在の農家の方が農産物をＪＡさんとか、ここにイトーヨーカドー

サンが来られていますけれども、イトーヨーカドーさんに売っては農家の方の再生産コス

トがカバーできないというところが非常に強調されたフォーラムでした。その代替として

農商工連携ということをやっていかなくてはいかんといった御意見が多数出ておられたと

いうことなのだと思います。そういう面で、農商工連携というのは、農業現場発信型の農

商工連携ということを軸足に置いて考えていく必要があるのでは、なかろうかなというこ

とを思った次第です。 
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 その中で、ＧＡＰというのは、皆さんがおっしゃっていましたけれども、農商工連携し

ましても、やはり食品の安全というものがプラットホームにない限り、どんなことを言っ

てもだめよと。すなわち、安全というのは農商工連携の入り口にあるということだったか

と思います。それにおいしさというものがプラスされた格好で、なおかつそれにプラス、

付加価値をつけていく。こういったことがこの農商工連携の姿だろうということを感じた

次第でございます。 

 先ほどＧＡＰの普及は難しいだろうというふうにおっしゃいましたけれども、実を言う

とそんな難しいことではなくて、皆さんがおっしゃっていますが、当たり前のことを当た

り前にやるというだけのことでございます。私がＧＡＰを普及している中で、ＧＡＰの制

度の中にＧＡＰの指導員という制度があります。この指導員をいかに育成するかという数、

それとＧＡＰの農場というものは比例していくことだろうと思います。 

 ですから、まずＧＡＰの指導員をいかにふやしていくかというところにこのＧＡＰ協会

のポイントがありますけれども、その結果としてＧＡＰの認証が取れた農場がふえていく。

こういう結果になっております。ＧＡＰの指導員は２年間ぐらいで 1800名ぐらいになって

いるようでございます。そのうちの 800名がことし、昨年から１年間でＧＡＰの指導員を

とられたということでございまして、指導員の数が非常にふえていっていることは非常に

いいことであろうかと、思っております。 

 それから、ＧＡＰに関しまして、最近、鹿児島に行きまして、鹿児島でＧＡＰの普及を

していましたら、何と 200名ぐらいの方が生産農家の方、食品流通の方が来られたのです

けれども、非常に鹿児島におけるＧＡＰに対する関心が高まったのですね。どうしてかと

いいますと、やっぱり事故米なんですね。例の昨年の事故米のことで、特にしょうちゅう

メーカーの方たちが、返品、返品の大騒ぎになってしまったわけです。しょうちゅうメー

カーの方たちが契約栽培でイモをつくっておられところがありますけれども、農業現場か

らきちんとした格好にしていかないことにはいけないなと。こういった意識が非常に高ま

ってきたということなのです。ということで、鹿児島で、こっちでＧＡＰの指導をしなく

ても、ＧＡＰの農場をやってみたいという方が非常にふえてきたということがあります。

そういう面で農業生産者の方と食品流通の方が同じ意識になってきたということはいいこ

とであろうかと思っております。 

○山本委員  
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今おっしゃられたように、１つはＧＡＰが農業者の側の適正農業規範だと、ルールだと。

もう１つは、生協の側は消費者側がどのようにそれを評価するとかという考えを持ってい

まして、我々はそれを公開確認委員会ということでやっています。年間大体８カ所ぐらい、

10年ぐらい続けているので、80カ所ぐらいやっているのですけれども、それは消費者の中

に監査人の教育をして、農業者のほうは自分たちでＧＡＰのような基準をつくる。正確に

はＧＡＰをやっている産地も結構ありますけれども、その産地を訪れて、他産地や農業試

験センターの研究員の人たちも入れて、公開で監査をするということをやります。そうす

ると、単に検査員が検証するという領域を超えて、農業者の努力や苦労というものを消費

者みずからが評価する。二者認証になるわけですけれども、評価するという仕組みをつく

る。そのことによって、実はその農産物をどのような価格で買うかということに非常に影

響を与えます。安定して、継続的に買い支える。そういう関係がいわば市場外の中におけ

る価値の創造へと結びつく。そのことは和郷園からしてみるとマーケティングだし、消費

者側から見ると、確かな商品をつくる人を確認していくという、つまり事故米や食品偽装

を超える内容を持っているのではないかというふうに思います。 

 もう１点は、木内さんはさっと流しましたけれど、和郷園のすごさというのはＧＡＰだ

けではなくて、いわゆる技術、スキルです。特に「さあや‘Ｓキッチン」という冷凍野菜

の工場があるのですけれども、ＨＡＣＣＰ対応が一義的にやられていて、品質管理のレベ

ルでは非常に高い。工場の中も全部ＨＡＣＣＰ対応になっていますから。 
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 もう１つは、ブランチングして、酵素失活というか、温度を一定の高温にするのですけ

れど、その温度は完全コントロールしていて、そのために酵素失活するけれども、味を落

とさない。それから、急速なＩＱＦという瞬間冷凍をかけますので、解凍したときに、ホ

ウレンソウなどの水分が出にくいです。そのために非常に使い勝手がいい割には香りが閉

じ込められています。恐らくこれは普通のニチレイとか大手流通の冷凍野菜に絶対負けな

い。だから物すごく固定的なファンがついています。そういう意味で技術的な開発につい

ても非常によくやられているのではないかと思います。 

○門間座長 これは補足意見ですが，和郷園さんのような先進的な取り組みでは，技術革

新が非常に大切になると思いますが，和郷園さんでは技術革新を経営内に内部化している

のか、あるいは外部と連携しながら技術革新をしているのか、その辺の技術革新の仕組み

を教えていただけますか。 

○木内委員 実は和郷園というのは総合産直といいまして、和郷園でつくっている農産物

すべてを産直しているのは実はパルシステム生協です。この１社だけです。そういう意味

では、総合産直をやるというのは我々にとって物すごいメリットがありまして、もちろん

山本常務が言いました公開確認委員会というのを我々も受けています。実はＧＡＰの話で

いいますと、一言で言えばＧＡＰの上に公開確認委員会が実はあります。例えば生協さん

の場合ですと、消費者団体ですから、消費者までわかりやすく、我々農業者だと農業者用

語がありますが、消費者にはわかりません。それを消費者がわかるレベルまでかみ砕いて

情報を公開するというのがパルシステムでやっている公開確認委員会です。 

 実は我々総合産直をやることによって、マーケットインだと私は言いましたけれども、

いろんなことを学んできました。実は我々がトレーサビリティを平成７年に団体でシステ

ム化しました。当時トレーサビリティという言葉がありませんでしたが、これも実はパル

システム生協との産直の中でも栽培記録のちょっとしたミスと事故がきっかけで、もっと

消費者にわかりやすく管理しなければいけないと。その中で生まれてきたのが、当時、ト

レーサビリティという言葉がなかったので、和郷園の安全管理システムと呼びましたけれ

ども、これもマーケットインなのです。そういうところで技術革新のこれも一部だと思い

ますが、明らかに買い手側により近い関係の中で情報をいただく。これが１つのポイント

だと思います。 

 あと、製造の技術というのは、往々にして工作メーカーの機械屋さんが持っている場合

が多いです。ただ、機械屋さんと機械屋さんが連携している場合が意外と少ないです。こ
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この連携の人を見つけることです。我々は幸いにして冷凍のフリーザーメーカーに長年技

術者として勤めて、その方が独立して、もう定年なので、自分の今まで培った技術を自分

の働いたメーカーだけではなくて、いろんなメーカーさんと、自分がここに１台置けば、

右、左があります、必ず。そういうつながりを御紹介いただいて、一番いい製造の技術が

たまたま我々は確保できたというのが冷凍工場なのです。 

 その後、現在は常に実験しています。もう何十回、何百回とつくります。それを我々は

パルシステムさんと総合産直をやっていますから、我々の新商品というのは必ず実は冷凍

食品などはパルシステムさんから先行発売されます。と我々は考えています。だから、そ

の以前に商品部の人間たちにこういう味でどうだろうとか、こういう色合いでどうだろう

という打ち合わせはかなりやります。そういう面では通常のメーカーさんが自分たちで商

品をつくって、例えば生協さんやスーパーマーケットさんに持ってくるという段階から、

我々はつくっている最中からそういう情報を聞く。こういう仕組みを取り入れております。 

○門間座長 買い手のほうからいろんな技術革新のためのアイデアをいただくということ

と、いろんな技術を持っている人を探して利用することが大切だということですね。 

 ただ、利用する方の経営に活用できる力が必要ですね。活用しようとしても、活用でき

る力がその組織になければできないことになります。 

○高島委員  

 

１個質問なのですけれども、農作物の付加価値についてなのですが、木内さんのところ



 - 31 - 

の生産者さんで一般的な生産者さんに比べると非常に収入が多いと思いますが、それでも

90戸の農家さんたちの間でかなりばらつきかあると思います。その違いというのはどうい

うファクターがきいてくるのかなということに興味があって、もちろん規模が違うという

のもあると思うんですが、品目が違ったり、技術力の違いであるとか、生産性の違い、安

全性、味へのこだわりの違いとか、そういった何が付加価値の違いになってくるのかとい

うことと、それに対して木内さんのところではそれを競争させて、より競わせていく方向

のポジションなのか、あるいは平準化する、全体を底上げしていくような形なのか、その

辺についてお伺いできればと思います。 

○木内委員 前回もお話ししましたが、これは本当に大事な要素でして、私たちが産直を

我々のメンバーとやってきて、わかった結論はただ１つです。それは農家の息子をすべて

農業経営者にすべきではないというのが経営の規模の違いです。私、前回もお話ししまし

たけれども、大体和郷園のメンバーでいいますと、３割ぐらいが今までの農協流通、ある

いは市場流通ではなくて、産直流通になったことによって、倍、３倍と飛躍的に経営の規

模を伸ばしました。いい経営をやっています。残りの５割ぐらい、これは市場流通に比べ

て、我々の産直流通というのは価格が安定していることと、あとはいろんな中間での物流

であったり、資材であったり、いろいろ細かい要素をコスト削減しますから、そのことに

よって多分２割ぐらい手取りがふえていると思います。この分だけしか利益になっていな

い。これが５割です。実は２割ちょっとの方は、ほぼ変わらない。多少はよくなっている

のだろうけれども、経営をほとんどもうやめたほうがいいのではないかという農家がいる

のは事実です。これが問題です。この３対５対２の中で共通の情報が得られないのか、ま

たは共通のチャンスがないのかというと、すべて平等にあります。しかし、そういう現状

です。だから、私たちが今思っているのは、これからの農業を担うのは、最初に考えるの

は、その３割の農家をしっかり支援すべきだと私は思っています。それが経営に関しての

大小の規模があるというのが和郷園の中でも実情です。 

 競争なのかという部分で言えば、実は私たちは競争を緩めているわけではないのですけ

れども、どちらかというと協調路線をとっています。例えばトマトならトマト部会の中で

１軒１軒の農家の技術を部会の中では必ず公開をして、よりスキルアップできるように、

ちょっと謙遜して毎月と言っているのですけれども、実は多分２週間に１回か、毎週部会

が必ず夜、我々の事務所では部会をやっていない日はないです。それぐらい品目をつくっ

ている農家同士が情報を共有する。そういう意味では協調だと考えています。 
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○紺野委員  

 

先程のお話とも少し重複しますが、御案内のとおり、木内さんは私ども協会会員 1700 法

人を代表する法人の１社であり、経営の成果及び実績は、先程の御説明の中に随所にあら

われていたと思います。質問は２点あります。自社の中での農食一貫の経営を手掛けられ

ている。自社内で手掛けられている農食連携事業の将来の可能性や今後の課題・限界、あ

るいは期待する支援政策について、お教えいただければと思います。 

 また、経営発展の方向として、更に農産物の高次加工や食品製造への展開とか、販路の

拡大や販売方法の新たな取り組みだとか、経営施策上、どのようにお考えになっているの

か、可能な範囲でお教えいただきたいというのが１点です。 

 もう１点は、先程のＧＡＰのお話の中で出されましたが、生産サイドでのＧＡＰ普及は

大事な取組であると、私ども法人協会も十分に認識し、普及宣伝に取り組んでいるところ

です。ＧＡＰへの取組みは生産管理上の整理整頓ですから、農産物の品質向上だけでなく、

経営全般、職員意識向上などの社内に好影響をもたらします。一方で、農商工連携を推進

するために、農業生産サイドから商工サイドに対する、農業生産の技術や自然と向き合う

難しさなど特殊性を伝える、「食育」と例えればよろしいのでしょうか、そういうことの

理解を深めてもらう取組が必要ではないか。理解を深めるためにはどのようにすればよい
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のか。その辺は農業生産現場においでの木内さんから少しお話が伺えればありがたい。 

また、政策当局でも、農業サイドから商工サイドへの、農業現場の状況や特徴、特殊性

を知らしめる取組、商工サイドへのいわゆる「食育」ということを、政策としてどのよう

に取組んでおられるのか、または農商工連携政策の中で、どのように組み込まれているの

か、お教えいただければありがたいと思います。連携する当事者同士が、それぞれの特徴

を理解しておくことは、最も基本的であり最初になされなければならない点だと考えます。 

 以上でございます。 

○木内委員 ちょっと私が質問の趣旨に全部答え切れるかどうかと思いますが、１つ私た

ちのやっていることが見方によっては１人農商工連携というような形ですけれども、我々

があくまでもの事業の規模から見たら生産事業あるいは、また加工事業の分母というのは

大きくて、出口の小売事業だとか、こういう部分はそれの数％もカバーできないような規

模なのです。だから、これはどう理解してもらえばいいかというと、例えば小売のヨーカ

ドーさんのように、我々も取引しているからわかるのですけれど、１店舗だけお願いする

というわけにいきません。そうすると、ある程度の規模になってくるわけですよ。それに

完全に商品がつくり切れるかとか、品質が安定するかとか、そういうことも大事な要素に

なってくると思います。 

 私たちの場合には、どちらかというと、川下の小売の部分というのは本当に実験店レベ

ルなんです。むしろ我々は飲食業だとか外食業に我々の加工品をこういうような状態まで

私たちが、もちろんトレーサビリティだとか、作付からしていきますから、こうしますよ

と。そうしたら、こういう商品ができませんかという提案はしております。例えば我々が

冷凍のところで使っている冷凍のトロロというのがありまして、これはヤマトイモ 100％

だったので、こういう商品がありませんでした。これを例えばパルシステムさんだとか先

行して消費者に売ってもらう。値段も高いものですから、最初なかなかうまくいかないか

なと思ったら、ＰＲでちゃんとこういう商品なのだと言ってくれると、すごく消費者から

支持されて、安定的な供給になってくるわけですね。実はこれはスーパーマーケットの、

例えば鮮魚のところのトロロがありますね。山かけ。これにももう少し小分けすれば提案

できるのではないかということも実はこちら側で生協さんとそういう取り組みをすること

によった実績、支持率をちゃんとファクターにして提案することもできるわけですね。我々

はあくまでも実態をつくって、それの成果を提案していく。そのことによって我々は生産

の拡大を図っていく。こういうような仕組みかなと思っています。それが戦略と言えるの
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か、今後の我々のやり方というか、私たちの今の考え方です。 

 あと、ＧＡＰを、これは法人協会として普及していくに当たっての普及のポイントみた

いに考えてよろしいですか。 

○紺野委員 食育というもっと広い意味で農業サイドの特性を商工サイドのほうにもう少

し宣伝する必要はないのだろうか。 

○木内委員 食育ということになりますと、交流になりますから、そうしますと、先ほど

山本常務が言ったように、公開確認委員会のようなスタイルをとらないと、消費者にＧＡ

Ｐの基準ですべて伝え切るというのはちょっと難しいと思います。こういうツールになっ

ていけたらいいなというふうに思っています。そういう意味では法人協会というのはすべ

て専業農家ですから、積極的に推奨していただいたほうが消費者のためも、農家のために

もなるのではないかというふうに思っています。 

○門間座長 木内さんには，まだたくさん質問したいことがいっぱいあると思いますが。

時間ですので，大澤さんの報告に移らせていただきと思います。 

 大澤さんのご報告につきまして，御質問、御意見があればどなたからでもよろしくお願

いします。 

○上杉委員 大澤さんのプレゼンテーションをお聞きしまして、なるほどこういう直売所

というのは新たな農業のビジネスになるなということを改めて強く感じました。 

 その中で、またきのうの農商工連携フォーラム千葉戻ってしまいますけれども、その中

でも直売所の案件についていろんな意見が出ておりました。１つのポイントでお聞きした

かったのは、直売所がどんどん成功されますと、逆に言うと、地産地消でやっていた供給

力が間に合わなくなってしまうということが起きてくるそうです。そのときは逆に言うと、

市場から買って直売所に並べなくてはいかん。この辺のところで直売所に物を出している

農家の方にとってみると、いいのかいと。確かに売れるのはいいのですが、市場から買っ

て、そこに物を並べるのがいいのかいという、一方、非常に不安感を将来に対してお持ち

になっているんですけれども、直売所の規模というもの、もしそういう場合はどういうふ

うにしていったらいいのかということについて大澤さんに何か御意見があったらお聞きし

たいと思っております。 

○大澤委員 よく問題になるところだと思いますが、確かに人気が物すごく出てきて、あ

ちこちから仕入れて売ると、店がおかしくなってしまって、だめになる。これは普通の一

般の企業でもよくあるパターンで、成功して、品質管理とかに手を抜いてだめになるとい
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うことなので、そういうことから言えば、直売所も経済行為としては１つの企業と似てい

るのかなと思います。ですから、それについてはそれぞれの企業の経営者は多分意思決定

は自由にされて責任をとられると思いますが、ここでそれぞれのお店の基本戦略ですか、

それによるのだと思います。 

 ただ、基本的には直売所みたいな地産地消の地域の価値というか、そういうこととか、

生産を見せるとか、そういうことが結構消費のベースの中で消費者が反応するようになっ

た。理由はよくわかりませんけれど、去年、夏にアメリカでこういうことをやっている先

生に聞いたら、アメリカでも地産地消というのは、昔はばかにしていたけれど、決してば

かにできないぐらいの動きになっていて、という話を聞きまして、アメリカの経営学者で

ハイテクハイタッチという、ジョン・ネズビッツという人ですか、言って、ハイテク社会

になればなるほど琴線に触れるような交流的なものを求めるというようなことを言った人

がいますけれど、結構こういうのは上手にその店、店で立ち位置を考えてやればとお客さ

んをつかめるのではないか。ただ、見失ってしまうと、普通の経営者と同じように店がだ

めになってしまうということではないかと思っています。 

○門間座長 よろしいでしょうか。 

 この関係で少し補足してもらいたいのですが，地産地消を基本として直売所が成り立つ

という考え方もありますが，直売所間の連携に関するネットワークについて補足していた

だけますか。 

○大澤委員 直売所のネットワークだと、さっき５つのほどの直売所がネットワークする

という話をしましたけれど、あれだと５つは車で 10 分、15 分ほどのところなのですけれ

ど、生産のベースがみんな違います。町場だったり、山だったり、できるものが違うので、

ネットワークするとお互いがある程度品ぞろえがレベルアップするとかということでメリ

ットを得る。それから、より大きいところと取引できる。だから、大きくなるときに、恐

らくは門間先生がおっしゃったようなネットワークというような新たなモザイクのまま、

個性を持ったままネットワークすることでビジネスを大きくするということもできるのか

なというふうに思います。 

○門間座長 尾﨑委員、どうぞ。 

○尾﨑委員  
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大澤先生がおっしゃったことで、最終ゴールは観光産業との連携だと。人口が減る、高

齢化する。胃袋が小さくなる。ということなので、外から来ている人に食べてもらう。そ

ういうことの受け皿としての直販所というのは、高知県みたいな人口が減っているところ

などについては、はっきり言って県内需要だけに頼ったらじり貧ですから。非常に共感を

覚えるところでございますし、今後もそのようにしていきたい。我々もそれを目指してい

きたいと思っているところなのですが、１つ直販所が成り立つといったときに、外から来

る人に売というのもあるのでしょうが、もう１つは地域の人たちのミニスーパーとしての

役割を果たすことによって商売が成り立っていくという姿、特に田舎などにおいてはたく

さんあるのだと思います。それが両方あってビジネスとして成り立っているところがあろ

うかと思うのですが、そういう中で、そういう地域における直販所の１つの大きな課題と

いうのが、どうやって荷を集めていくのか。集荷をしていくのか。さらに、それを直販所

に出した後、売れ残りとか、もしくは先に売り切れしまって機会損失が出てしまう。逸失

利益が出てしまうとかという問題についてどのように対応していくのか。ここを効率的に

対応することができるかどうかというのが大きく商売として今後成り立ち得るかどうかの

課題だと思います。 

 実際には、特に中山間で高齢化の方々が多くなってくるような地域だと余計集荷の問題

なんて物理的に非常に大きな課題になっているのですが、こういう点などについての御意
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見はいかがでございましょうか。成功例などがあれば参考にさせていただきたいのですが。 

○大澤委員 結局そういうのはソリューションなので、地域の中で解決していくというこ

とだと思いますが、そうすると集荷の機能も必要だと思います。集荷の部隊というか。必

要で、そういうものを新たにつくっていく。直売所のタイトルの一番初めにビジネスステ

ーションと言ったのは、そういうふうに地域、地域で求められる機能というのは違うと思

います。それを一つ一つ手づくりでそういう機能を付加していって、そこで例えばいろん

な意味でＰＯＳシステムだとか、携帯電話などがどんどん使い勝手が上がってきている。

パソコンも使い勝手がよくなってきているので、そういうハンドヘルドのターミナル的な

ものをいっぱい使って、問題解決していくということだと思います。すぐ成功事例は思い

浮かびませんけれども、ネットワーク化だとかということで 1つの直売所ではクリアでき

ない問題もクリアできる。あと、さっきちょっと横で話していたのは、地元の商店街とか

そういうところに、ない手をかりるとか、それはまさに農商工連携だと思います。 

○門間座長 これについて，若干私から補足します。現在，東京都世田谷区では地産地消

を推進するための事業を推進しています。この中で一番困ったのが野菜の集荷の方法です。

農家はなかなか八百屋さんやスーパーまで野菜を運べません。そのため，農協と市場が連

携して集荷するための仕組みを検討しています。 

 それから、売れ残りの対応等に関して、沖縄の「やんばる物産」という直売所では，加

工したり，果物や野菜を詰め合わせ販売するなどの工夫を行っています。こうした試みを

する背景には，農家から農産物をすべて買い取り方式で購入しているという実態がありま

す。買い取りでやるから、無駄を出せないので、売れ残ったものは自分たちで加工して販

売しているのです。そこから，新しいビジネスが生まれています。 

○尾﨑委員 実は品切れというのも結構ありまして、午前中一挙に売れてしまう、観光客

が来たりして。午後になると棚がすっからかん。非常にもったいないのですが、結局集荷

のシステムが効率的にしっかりできていないものですから、そういう状況が起こっている。

私はここで生まれている機会損失というのは物すごく大きいと思うんですよね。直販所な

どをベースとした、田舎なれども効率的な、簡易ＰＯＳといいますかね、そういうものを

いかに構築できるか。意外に店まで持っていくのに５分以内とか、小さな町にあって、地

理的に閉鎖されているようなところの直販所というのは、人が見にきて、それを全部補っ

たり、電話で補ったりできているのですけれど、より広域に、特にネットワーク化とかと

いう話になってきたときにはこれは割と大きな課題になるのではないかと。こういうシス
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テム構築というのをぜひまた勉強させてもらいたいと思います。 

○門間座長 農産物直売所で先駆的に情報システムを導入した愛媛県内子町のフレシュパ

ーク「からり」では，こうした取り組みを行っています。 

○大澤委員 携帯電話ＰＯＳというのが入ってきて、普通、ＰＯＳというのは小売店さん

など本部が情報を集めるわけですけれど、農業の場合は生産者だから、メーカーのところ

にいきなり情報が飛んでくる。「からり」の人と、内子という有名なところがあるのです

けれど、確認してなれてくると、２度、３度、自分で畑へ行って出す。さっき知事がおっ

しゃった売れ残りですか。 

○尾﨑委員 売れ残りもさることながら、品切れも。 

○大澤委員 売れ残りなどの場合は、例えば天気が悪くなるとか、あるいは人が出ないみ

たいなときになると、値段を大幅に下げるとか、まさにきょうはお祭りだみたいになると、

強気になって値段を大幅に上げる。品切れ対策も値段を上げるという方法も１つあるかも

しれません。 

○門間座長 木内さん、どうぞ。 

○木内委員 私、前回もお話ししましたが、我々も直売所をやっているんです。我々が直

売所に取り組んだきっかけは、実は町からおじいちゃん、おばあちゃんの野菜を和郷園で

と取り扱ってほしいと。こういう要望がありまして、我々はすべてトレーサビリティなど

をやりますので、当時、コンピュータで全部やっていましたから、おじいちゃん、おばあ

ちゃんのそれは無理だということで、町と一緒になって、じゃ、直売所をつくりましょう

と。そこに提供してくださいということで我々やっているんですね。 

 その直売所は、１つ問題は、直売所デフレが加速していく傾向にあるのではないかとい

うことがすごく問題だと思っています。どういうことかといいますと、おじいちゃん、お

ばあちゃんとか、直売所に供給している農家というのは、ほとんどが兼業農家で、専業農

家というのはないとは言いませんけれども、かなり少ない。その専業農家も厳密に言えば

多分後継者がいなくて、あと５年後、長くても 10年以内にはやめていく農家です。これが

自分のものが売れなかったら恥ずかしい。売れ残ったら恥ずかしい。そういう形の中で値

段を下げていくんですね。そうすると、消費者は勘違いしてしまうんですよ。直売所で売

れたら、農家はみんな喜ぶんだと。だから、流通の方々がいて大変恐縮なんですけれども、

消費者は流通がぼっていると。流通が間で抜き過ぎているから農家が成り立たない。結局

この値段で農家はもうかるのだから、流通が高過ぎる。こういう発想になってくるんです
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ね。これを直売所が加速させている傾向が私はかなりあると思っているんですよ。それが

一番大きな問題だと思っているんですね。 

 もう１つは、つい最近なのですけれども、やっぱりおじいちゃん、おばあちゃんたちの

農業すべてとは言いませんけれど、大方、技術レベルが低いですよ。だから、直売所など

もトマトというのは１つの代表的な顔になる商品なのですけれども、こういうものがわり

かしおいしいな、まあまあかなというようなトマトをつくっている人がいましたが、ぴた

っとやめてしまいました、我々のところで。そうしたら、ほかのトマトも全然売れなくな

ってきた。何とかしてほしいと。我々が親会社ですから、我々のところに要望がきて、私

たちが今回提供したトマトは、それこそ高島社長のオイシックスさんでも、画面を見せて

もらったら、田中君が売っている 200グラムあたり 600円弱ぐらいで売っている。それで

も消費者に大人気のトマトですね。あれの技術だとか、あの栽培方法は実は私たちも取り

組んでいます。その高糖度のトマトを普通の人たちが持ってくる値段の、我々は 150グラ

ムあたり 300円ぐらいでぶつけました。そうすると、最初は振り向かない。ところが、我々

ちゃんとスタッフをつけて試食をさせやったら、売れる。 

 だから、直売所の役割というのは適正な価格、適正な商品価値をしっかり伝えていくと

いうことがもう１つやってもらわないと、ただやみくもに農家の売り場構成になってしま

うと、デフレをどんどん加速して、農家の崩壊につながるのではないかと私は思っていま

す。これはあくまでも私の意見ですけれども、そう感じております。 

○門間座長 直売所が持っている１つのマイナス面ですね。 

 これについて何か大澤さんのほうから意見がありますか。 

○大澤委員 そういう問題もあります。さっき紹介した中で、「みずほの村市場」といの

があるのですけれど、ここの長谷川さんなどが、それを強烈に言っておられて、我々は直

売所では周りのスーパーから１円でも安く、絶対スーパーより安くしない。そういうこと

を言っていて、そういう中で兼業の農家が直売所で安く売るということは実は我々の足を

引っ張るのだというようなことをおっしゃっていまして、確かにそういう面はあると思い

ます。こういう議論をするときに、よく僕が思うのは、これも地域、地域によって兼業農

家の位置づけみたいなのが大分違うんですね。多分木内さんのあたりというのは、千葉、

茨城というのは、あそこが野菜をつくれないと、首都圏は干上がってしまうので、食糧供

給の基地なのだと思います。役割は安定的に首都圏の人を食わせるというのがまずミッシ

ョンだと思います。これが１つ。 
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 だから、こういう問題が生じたときに、専業の人がつぶれるようなことにならないよう

な施策というのが必要だと思います。また、一方、さっき言った「さいさいきて屋」とか

平均回答が 67名とか 68名ですよ、出荷者は。1300人の中。中山間というのはそういう現

実があって、このところでは今木内さんがおっしゃったような問題も一部にあるかもしれ

ませんけれど、中山間地の地域を維持するという非常に大きい役割があるので、ここの問

題解決は地域性、首都圏の東に広がる関東平野というか、千葉と茨城のあたりはともかく

専業の人がまず絶対がっちりやっていけるような根本の政策があって、それで直売所をど

う使うか。それから、中山間みたいなところはまたちょっと役割が変わっていて、地域を

維持するというのがかなり大きなウエートを占めていて、それで今のような問題に解決策

を出す。多分これは一律の回答というのはなくてということなのではないか。まさに知事

がお考えになるような、高知県ではこういう回答というような話になるのではないかと思

います。 

○門間座長 ほかに御質問はありませんか。 

○飯野委員 地産地消ということで、実は高島屋の中で、埼玉県大宮に店があるのですが、

高島屋ですと、繁昌している店もあれば、大変苦戦をしている店もあるわけですが、この

大宮の店は大変苦戦をしている店の１つなのですが、実は今週、地産地消ということで、

埼玉県のいろいろな商材を使いながらものづくりをしよう、それを販売しようというよう

なことで、地元の、例えば地鶏ですとか、お米ですとか、おしょうゆですとか、そういっ

たものをベースにしながら親子どんぶりを販売する。あるいは米粉、ハチミツ、もちろん

埼玉県のものですが、これがまた大行列。いろいろな形で地元の商材を使いながら地産地

消という１つの冠のもとでものづくりをし、販売をしているわけですが、なかなか朝一番

でお客さんが来てくれない店でも、今週は朝から行列ができている。そういうような状況

があります。ですから、切り口を１つ変える。特に地元商材ということで大変に地元の皆

さん方も関心が高いというようなことが言えると思います。単に１次産品だけではない。

２次産品、加工品にしながら販売するというようなことも大変重要だと思います。 

○門間座長 大体予定された討議時間の終了の時間となりました。 

 本日は、木内委員、大澤委員からすばらしい報告をいただきました。本日のお二人の話

からは、農商工連携には模範解答はなく、地域性、あるいは地域の置かれている状況に従

ってかなりパリエーションを持った取り組みが重要になっていくのではないかという指摘

が重要だと思います。また、最後の論議に出ました、専業的にやる農家と兼業農家の位置
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づけをどうするのかということも非常に重要な問題であり，農商工連携の中でどういう形

の推進システムを創るかという点で大きな論点になるでしょう。例えば中山間地域、ある

いは都市近郊地域も農商工連携の担い手は変わると思います。 

 今回は時間がなくて十分論議できませんでしたが，木内さんのところでもかなり多くの

従業員さんを雇用しています。地域での取り組みでどのように人材を確保して、その人た

ちを生かす仕組みを創造していくのか，そういう点も重要な論議のポイントとして残され

ていると思います。 

 それから、直売の場合、いきなり大規模な直売所ができるというのは、一体どのような

仕掛けでできるのか、この点については、今回十分に触れられませんでしたので、今後、

機会があれば論議をしたいと思います。ＪＡが中心になってやっていると思いますが、い

きなり 20億円近い売り上げを開設後２、３年で実現してしまう直売所というのは一体どう

いう仕組みで運営されているのか，農商工連携を考える上で大切ではないでしょうか。 

 本日は、木内委員、大澤委員、どうもありがとうございました。 

 

○門間座長 それでは、次に事務局のほうから今後のスケジュールについてお願いいたし

ます。 

○熊谷地域経済産業政策課長 では、次回、第３回でございますけれども、２月３日の 16

時からということで、農産物流通の多様化・効率化についてのディスカッションをさせて

いただきたいと思います。 

 それから、最後補足ですけれども、先ほど上杉委員から農商工連携 in 千葉というイベン

トの御紹介がありましたけれども、昨年から農商工連携を普及するということで各ブロッ

クで実施しておりまして、この 19日は高松、また２月２日には広島で開催されることにな

っておりまして、引き続き農商工連携を広めるための各ブロックごとのイベントも継続し

て実施していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 それでは、お時間になりましたので、これで終わりとしたいと思います。どうも本日は

ありがとうございました。 

 


