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農商工連携研究会（平成21年度第6回）―議事録

日時： 平成21年4月22日（水）16:00から18: 00

場所： 経済産業省別館11階1120号共用会議室

議事

１．委員等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（小林代理）、大澤委員、尾﨑委員（浜田代理）、

木内委員、小林委員、紺野委員、高島委員、竹田委員（恵本代理）、

皆川委員（堀口代理）、山本委員、

○熊谷課長（経済産業省） それでは、定刻も過ぎましたので、ただいまから第６回農

商工連携研究会を開催いたします。 早速ですけれども、門間先生、よろしくお願いいた

します。

○門間座長 いよいよこの委員会も大詰めに入ってきました。

本日はイトーヨーカ堂の恵本様から、イトーヨーカ堂による農商工連携の取り組みをプ

レゼンテーションしていただきまして、いつもと同じように自由討議をしたいと思います。

次に事務局から植物工場ワーキンググループの報告書（案）について説明いただき、さ

らに本委員会である農商工連携研究会報告書骨子案について提案をいただき、その内容に

つきまして、自由討議を進めていきたいと思います。

本日、竹田委員がご欠席のために、イトーヨーカ堂青果部のシニアマーチャンダイザー

の恵本様からご報告をいただきます。それでは恵本様、よろしくお願いいたします。

○竹田委員代理（恵本） それでは、今、ご紹介いただきましたイトーヨーカ堂の恵本

と申します。
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よろしくお願いいたします。弊社の委員の竹田が海外出張中ということで、私のほうで代

理で説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

お手元の資料なのですが、正面の画面の資料の簡易版という形になっておりますので、

すべての資料がついておりませんので、前の画面をみながら、話のほうを確認していただ

きたいと思います。 それでは、イトーヨーカ堂のＭＤ戦略と農商工連携についてご説明

させていただきたいと思います。 グループについては、今さら説明することはないと思

いますので、皆さんご存じだと思いますので、こういう内容の中で、総合生活産業という

部分で、小売を中心に展開させていただいております。 また、マーケットは昨年来いろ

いろな問題が発生しております。お客様のニーズが非常に素早く変化している中で、我々

小売としては、常に変化するニーズに対応していかなければいけないという形で商売をさ

せていただいております。

マーケットの変化の内容についても、今までいろいろ語られていることなので、ここは

割愛させていただいて、次のところを説明させていただきます。

イトーヨーカ堂のＭＤ戦略ということで、会社としては、４つの大きな柱をもって、今、

経営をさせていただいております。

１つは、昨年の金融危機を発端にした経済危機に対して、コストパフォーマンスという

部分で、価値あるものをお手ごろなお値段という形での展開。環境問題にこだわった部分

で、農業生産法人、セブンファームへの取り組み。食の安全・安心という部分に取り組ん

でいる顔が見える食品。最後に、今の時代を反映しているネットに関する事業。こういう

４つの柱を中心に事業を展開しているという内容になっております。この中で、きょうは

環境問題と安心・安全についてお話をさせていただきたいと思っております。
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まず、セブンファームについてです。目的は、企業としての社会的責任、ＣＳＲを果た

すということで、2012年までにリサイクル率45％を目標にして取り組むという内容の中で、

食物残渣をきちっと循環型に変えていこうという取り組みをするに当たって、どうしても

自前で農業生産法人に取り組む必要があったということの中で取り組みを開始したという

ことでございます。自分たちで売るものを自分たちでつくって、営利を目的にやるという

ことでは決してなくて、環境問題に取り組みをするという形の中で、副次的に発生したと

いうことをご理解いただきたいと思っています。

１つは、確実に循環型が構築できる仕組みをつくろうということで、店舗から出た食物

残渣をその地域の堆肥化センターで堆肥にします。その地域で農業を営んで、そこで生産

された農産物を食物残渣を出したお店に戻して、また販売していこうというリサイクルの

輪を構築したいということで、これがお客様にも非常にわかりやすく理解していただける

だろうということと、生販一体で付加価値を創出することができるだろう。

それから、地産地消ということになってくると思いますので、地元の農業振興にも役に

立てるのではないか。

最後に、食育という部分で、住んでいる地元の消費者の方々と一緒に食育に取り組むこ

とができるだろうという内容をポイントにこの生産法人を運営させていただいております。

その内容は、今ご説明した内容です。売り場で出た食物残渣を堆肥にさせていただき、

その堆肥を自分のところの農業生産法人の畑に入れさせていただいて、露地野菜をつくら

せていただいています。その露地野菜をまたお店のほうに戻して販売するという形で取り

組みをしていくという内容です。

会社の概要は、セブンファーム富里という形で千葉県の富里市につくっております。ス

タート時は２ヘクタールということで、今年度は３ヘクタール。私どもから取締役を１名

出しまして、生産者２名、この３名で生産法人を立ち上げています。出資は、イトーヨー

カ堂が10％、地元の農協のＪＡ富里市さんが10％、残りの８割を２名の生産者の方に出し

ていただいて法人をつくらせていただいております。

運用の仕組みは、私どもは基本的には、でき上がった商品の販売がメーンになります。

生産者の方は生産に専念していただいて、露地野菜をきちっとつくっていただく。農協さ

んは物流、生産の業務、こういう部分をサポートしていただいて、三位一体の協力体制を

もった中で生産法人を運用していく。当然、我々もでき上がった商品は責任をもって販売

する、市場流通に乗らない規格の商品を我々のほうでディスカウントで売ったり、加工品
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に回したりという形の中で、生産者の方が安定した収入が得られるように、そういう取り

組みをした中でやらせていただいています。

我々は販売が中心になるのですけれども、今まで取り組んだことのない生産法人に取り

組むことによって、我々にとっては１つの学校みたいなものです。農業はどういうものな

のか、そういうものをリサイクルを通じて生産者の方、農協さんからいろいろ教わりなが

ら、それをまた消費者の方にフィードバックしながらという形での取り組みをさせていた

だいている状況でございます。

販売品目は露地野菜ですので、当然、シーズンごとにばらつきもございます。できるだ

けの商品、作物をつくらせていただいて展開させていただいています。

また、地元の残渣を使って地元でつくるということで、でき上がった商品がお店にまた

戻るという形になります。それを毎週、お店の近隣に入るチラシに生産者のご紹介を含め

て入れた中で展開させていただいたり、食育では、お店のそばの小学生たちを収穫、種ま

きにご招待させていただいて、農作物ができるまでを一緒に勉強していただいて食べてい

ただくという流れの取り組みをさせていただいております。

千葉県からスタートさせていただいたのですが、今、神奈川、埼玉、茨城というような

形で取り組みを拡大する予定で交渉をさせていただいております。昨年度の私どものリサ

イクルの店舗は23という形なのですが、リサイクル法の施行されます12年までには、何と

か55％のリサイクル率を目標に、頑張って法人を運営していきたいと考えております。

たまたま手前どものお店は首都圏に集中しておりまして、約 180のお店のうちの 120が

関東圏という形でドミナント化になっておりますので、各地域にこのような法人を立ち上

げてリサイクルの輪を拡大していきたいと考えております。

次に、安心・安全に対してのこだわりをもってやっている部分についてご説明させてい

ただきます。

顔が見える食品という形で2002年から取り組みをさせていただいております。野菜、果

物、お魚、お肉、卵という形で展開させていただいております。青果物に関しては、昨年

度で約 3,200名の農家さんにご参加いただきまして、 100億ぐらいの売り上げ規模という

形になっております。

仕組みとしては、皆さん、各量販店がやられている内容をご存じだと思うのですが、生

産履歴をきちっと情報公開してお客様に伝えながら、安全・安心を認知していただきなが

ら買い物をしていただくという仕組みになっております。当然、いろいろな審査、監査、
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販売に対しての制約等々あるのですけれども、その辺はホームページ等々で確認していた

だきたいと思います。

１つのポイントは、第三者による外部監査を受けるという形になっております。ＪＡＳ

有機認証の団体等々の監査を受けた中で、仕組みがきちっと正常に運用されているのかど

うかの監査を経ております。

もう１つの特徴は、生産者一人一人までたどることができるという形になっております

ので、通常はグループ単位、法人単位とか農協さん単位という形が多いのですけれども、

最後の１人までたどることができるということで、お客様に安心感を与えるための仕組み

という形で展開させていただいております。

ホームページと携帯電話のＱＲコードということで情報開示をさせていただいています。

ホームページですと、ご自宅に帰ってからではないと確認ができないという部分の中で、

携帯のＱＲコードですと、お客様が買い物のときに商品を確認しながら買い物ができる。

そして、最終的にはメニュー提案のところまで行っておりますので、その日のメニューの

ご参考になるようなメニュー提案をできるような形の中で運用させていただいております。

週に１万件ぐらいのアクセスがございます。そのような状況の中、消費者の方々にも情報

を開示しながら、安全・安心をうたっているという商品でございます。

その他の取り組みについて、簡単に説明させていただきたいと思います。

１つは、野菜の鮮度についての追求という形での取り組みです。野菜に関しては、お客

様はやはり鮮度だという部分、新鮮さ、安全性、このような部分で購入のポイントをもた

れております。地場野菜という形の中で、地元の野菜を鮮度よくお客様に供給する。ここ

近年、直売所のような形の販売が非常に拡大している中で、我々としても地元の農家さん

がつくったものを販売する新しい仕組みをつくった中で対応していこうという形でやらせ

ていただいております。

通常であれば、農協さんですとか市場ですとかを通った中での商売になるのですけれど

も、今はお店が農家さんと直接口座を結ぶことができる仕組みになっております。店のチ

ーフが隣の畑に行って、そこの農家さんにうちに商品を入れてくださいとお願いして、で

はいいよということになると、お店と直接やりとりをする。農家さんの口座に直接、私ど

もの店舗からご入金させていただくという仕組み、直売所に近いような形の中でやる方法

をつくった中で対応させていただいています。

シーズンによって違いますけれども、今、全国で 7,000名から 8,000名ぐらいの農家の
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方々が近隣の店舗に直接商品を入れるという仕組みをご活用になっているという状況でご

ざいます。

あとは、そういうことができるようになると、イベントです。自分のつくった野菜を直

接店に行って販売したり、年末年始、市場が休みのときに収穫をしていただいて、直接お

店に商品を持ち込んでいただいて初売りをするとか、地域密着の展開もできるようになっ

てまいりました。こういう仕組みも活用した中で、こういう部分を拡大していきたいと考

えております。

それから、味の追求という部分に関して、独自の味の基準をもった中で展開させていた

だいている陽だまり育ちという部分がございます。日本の消費者の方々の果物の消費量が

非常に減ってきている中で、どうしてもスイーツ、ケーキとかゼリーとか飲料とか、手軽

にケーキでおいしい果物を食べられるというような状況になっておりますので、そういう

部分に対して、生鮮果物をきちっとお客様に認知していただいて食べていただくためには

どうするかという部分で、味の基準をきちっと決めて、熟度、園地等々をきちっとチェッ

クしながら販売していこうと。手前どもの独自の基準の中で、それをクリアしたものを独

自のプライベートブランドとして販売させていただいている取り組みでございます。

あと、仕入れに関しては、今まで量販店は産直主導型という形で、どこに行ってもいろ

いろなことをいわれるのですけれども、私ども、市場経由の商品、産地から直接いただく

商品がございます。

上の図をみていただくとわかるのですが、今までは我々の小売の専用センターというの

がございまして、ここに産地から直接、物を入れる、そこから各お店に配送をかける。片

や通常の仕入れルート、市場流通ルートで市場に入った商品を、そこからまたお店に配送

するということで、二重の配送がかかっておりました。こういう部分も環境にもよくない

ですし、無理無駄がたくさんあるという中で、１つにまとめて効率を上げて仕事をしよう

ということで、４年ほど前からいろいろな取り組みをさせていただいております。

青果専用センターを首都圏に４ヵ所立ち上げさせていただきまして、そのうちの３ヵ所

は市場内もしくは市場隣接という形で、ここのインフラを活用させていただいた中で、無

理無駄を排除した中でやっていこうという取り組みを今進めております。

当然、産地から出る商品は、もともとはイトーヨーカ堂センター向け、それから市場向

けということで別々に出さなければいけない、もしくは２ヵ所おろしという形でぐるぐる

回らなければいけないという形になっていたのですけれども、市場に隣接することで、市



- 7 -

場便で直接もってきて隣におろせばいいという形で、横持ちをかけるコスト、時間を非常

に削減することができまして、今まで１店舗当たり、青果物で１日５台のトラックが入っ

ていたのですが、今、１日２台、２回配送で済むようになっております。

それから、店への納品もキャリー納品ということで、右の左側の写真があると思うので

すけれども、台車にいろいろなものを載せて店に着いてから仕分けをしていた状態を、セ

ンターで積み込んで店へおろすところまで全部キャリーで納品できるようになりました。

ですから、もうおろすだけ、積みかえ作業なしという形で、非常に作業の効率化ができる

ようになりました。

それから、３温度帯への対応ということで、常温、冷蔵、氷温という中で、各温度帯、

商品の特性に合わせた中で温度を調整しながら、小売のチェーンで最終、お客様の手元ま

で届くことができるということで、そのような形でコスト削減、環境問題を含めて対応を

しております。

私どもの仕入れは、今いったような内容ですが、この後、今回の議題の農商工連携の取

り組みについて、現状やっている内容を簡単に説明させていただきたいと思います。

２つ、例を挙げてやらせていただきます。１つは、ＪＦＥライフさんです。植物工場と

いう形で今回も議題に挙がっておりますが、私どもも、４、５年前からこの取り組みをさ

せていただいております。当然、安全・安心を含めて、安定的に商品が供給できるという

ことで、私どもの店頭でも安定的に販売ができているという状況になっております。

もう１つは、カゴメさんです。こくみトマトを中心にＰＢでの商品ということでの取り

扱いもさせていただいております。

カゴメさんに関しては、私どものプライベートブランドの先ほどご説明した顔が見える

野菜にも参加していただきまして、顔が見えるクッキングトマトという形で別にブランド

をつくっていただいて商品を販売させていただいております。当然、私どもも情報交換、

品種の選定等々も参加しながら、お客様にメニュー提案等々、食べ方の部分を説明すると、

販売が非常に伸びるということで、継続的に販売も拡大している途中でございます。

今のカゴメさんとの取り組みをさらに拡大した取り組みが、グループとしての取り組み

という形で、メーカー間との取り組みという形になっております。

ことしの春先に、私どもイトーヨーカ堂、それから関係のスーパーマーケットとカゴメ

さんグループ、アサヒ飲料さん、アサヒビールさんを含めて一緒にコラボレーションして

関連販売をきちっとしていこうということで、食品フロア全体での取り組みをさせていた
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だきました。

このような取り組みをしているのですけれども、農商工連携ということになりますので、

幾つかの課題を整理させていただいております。

我々が実際、商売するに当たって、１つは消費者の変化に柔軟に対応する部分が大切だ

ろうということで、消費者のニーズは非常に大きく変化します。お客様の欲しいものを欲

しいタイミングで販売するという部分が必要不可欠になるのですけれども、そういう部分

での対応がなかなか難しい。特に青果物は、価格、品質、味、鮮度が日々変化しておりま

すので、一般市場流通の価格にお客様の購買心理が非常に左右されるという中で、どちら

かというと農商工でやっているこのような取り組みというのは、一定の価格で年間動かす、

そのかわり安定して生産できるという形になるのですけれども、相場が高いときは物が足

らない、安いときは余ってしまう、このような部分がまずあることと、一度商品をつくり

出すと、つくるものを変えていくということがなかなか難しいです。新しい取り組み、新

しい商品にどんどん変化していくということがなかなか難しくなってきますので、こうい

う部分に対して問題点があるのではないかなと思っております。

それから、参入時のコストです。当然、大型のハウス等々をつくった中で初期投資が非

常にかかりますので、それを回収するために何年も努力しなければいけないという中で、

時代がどんどん変化している中で、先ほどもいったとおり、売れる商品も変わりますし、

売れ方、売るシーズンも変わってくるでしょうから、こういうところに対応していくと、

コスト回収がなかなか難しくなる。

また、安いときは商品が余って捨ててしまう、高いときは量がないというようなことの

繰り返しになってきますので、そういう部分では非常に厳しいのかなと生鮮の販売では考

えております。

３つ目、リスク分散。ですから、そういうことを考えていくと、やはりある程度、加工

需要という部分に取り組んだ中で、生鮮と加工とのバランスをうまくとった販売をしない

と安定した収入が得られないのではないかなと考えております。

今、私どもの生鮮販売は全体の45％ぐらいしかありません。加工品が５割を超えている

中で、加工需要のプラスマイナスが生鮮の価格も大きく左右するような状況になっており

ますので、そのような取り組みを含めて検討していけば、まだまだ可能性があるのではな

いかなと考えております。

もう１つの取り組みです。いろいろな地方自治体との取り組みということでやっており
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ます。2008年度の取り組み、2009年度の自治体との取り組みということで、年々拡大して

おります。当然、東京を中心に各地方から出られてこちらに住んでいる方はたくさんいら

っしゃいますので、地域フェアというのは、その地域のお客様にとっては、非常にありが

たく懐かしいものという形で、お客様からの支持も非常に得られるという中で、今はトッ

プセールスです。知事さん、副知事さんを含めて、トップセールスで地元の商品をＰＲす

るということが非常に盛んに行われております。

これは宮崎県の例ですけれども、店頭に 5,000人のお客さんが集まったということで、

過去に例をみないお客様を集客されました。当然、もともと芸能人であったということも

集客の原因だとは思います。

そのほかにも長野県フェアですとか、長野県の場合は鬼島太鼓という部分で地域の文化

をお客様に伝えていただいたり、青森県では、ねぶた祭りの部分をやっていただいたり、

津軽三味線をやっていただいたりというようなことで、いろいろな店頭での取り組みをす

ることによって、お客様に地域の商品の伝達ができるという形でやらせていただいており

ます。

最後に、農業者に求めることということで、いろいろ列挙してございますけれども、我

々小売業からいわせていただければ、やはり消費者の方々のニーズをきちっと取り込んで、

それに対応したような商品を常に考えてやっていかなければいけないと思っております。

この１年でも目まぐるしくお客様のニーズは変化しております。昨年の今ごろは、ギョ

ーザの事件以降、安全・安心というのがメーンで来ていたのですけれども、秋口以降の金

融危機になってから、今は価格一辺倒という形の中で、アンケートをとっても如実にそう

いう部分の変化が出ております。当然、我々も安全・安心も対応しなければいけない、価

格も対応しなければいけない。そういう部分に対して、お客様の変化を素早く感じ取って、

いろいろな対応をしなければいけないと考えております。

それから、消費者の方々が買いやすい売り場の展開等々もやらなければいけないという

ことで、お取引先、産地を含めてチームを組んで仕事をしていく形で取り組みを常にやっ

ているつもりでございます。

あとは、私どもの店頭の販売データを使った中で、当然、商品の多いとき、少ないとき

がデータ的に全部出るわけですから、そういう部分を産地にフィードバックした中で安定

的収入が得られるように、作付の依頼ですとか、物が多いときはほかの商品をつくっても

らうようにするとか、仕入れの幅も、安定的に収入が得られるように生産者の方々と相談
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しながら決めていくような仕組みもつくっております。

先ほどの顔が見える野菜、それからセブンファームに至っては、私どものプライベート

ブランドという形になっておりますので、今、話題になっていますＧＡＰへの取り組みを

含めて、レベルを常に上げていく仕組みを生産者と一緒にきちっと伝えながら取り組みを

進めていくという形で考えさせていただいております。

時間がないので、大体はしょって話をさせていただきましたが、小売業としていろいろ

な取り組みをした中で、農商工連携に対して少しでもお役に立てるように今後とも努力し

ていきたいと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。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。小売業の農商工連携に対する取り組みを

短時間で説明していただきまして、どうもありがとうございました。

ぜひ質疑討論の中でさらに内容を詰めていければと考えておりますので、委員の皆さん、

どうぞ自由にご発言ください。――どうぞ、大澤委員。

○大澤委員 ありがとうございました。いろいろ興味のある取り組みなのですが、手元

のいただいたレジュメですと、鮮度の追求というところで直売的なことをやっておられる

というお話なのですけれども、これは今どのぐらいで、将来的にはどのぐらいの比率とい

うのですか、取り組みになるような見通しなのでございましょう。ちょっと教えていただ

いていいですか。
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○竹田委員代理（恵本） 地場野菜ということでとらえてよろしいですか。

○大澤委員 はい。

○竹田委員代理（恵本） 今、昨年度の実績で、地場野菜としての取り組みは 200億円

弱でございます。これは、そんなに大きく変化するものではないと思っております。地元

でとれる商品の限界もございますし、つくっている生産者がすぐふえるということはない

と思いますので、多少増減した中でやっていくという形になっておりますので、 200億前

後の中で、当然、北海道であれば夏しかないですし、関東であれば春と秋しかないという

ことになります。地域地域によって差異はありますけれども、全体的にはそれぐらいの規

模という形で、多分横ばいというような形でとらえております。

○門間座長 よろしいですか。

○大澤委員 地場野菜というときは、直接持ち込むということなのですか。そのうちの

一部が直接持ち込みになるという……

○竹田委員代理（恵本） 一部ととらえていただければ。

○大澤委員 直接持ち込みの比率はどのぐらいになるのですか。まだ非常に小さいもの

ですか。

○竹田委員代理（恵本） そうですね。１割から２割ぐらいだと思います。

○大澤委員 ありがとうございます。

○門間座長 これに関連して、地場野菜の場合には、生産履歴はどのようになるのです

か。

○竹田委員代理（恵本） 誓約書ですね。履歴に関しては、法律にのっとって栽培をし

ていますという誓約書のみいただいております。
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○門間座長 生産履歴として開示しているわけではないですね。

○竹田委員代理（恵本） していないです。

○門間座長 わかりました。ほかに。どうぞ。

○山本委員 生産履歴の記入は、生産者みずからが行うわけですよね。

○竹田委員代理（恵本） そうです。

○山本委員 それを組織的に保証する、例えばＪＡだとか何か生産団体の事務局とか、

そういう個人の入力と第三者の監査の仕組みがあるといっていましたけれども、その場合、

監査で誤記入だとかミスだとか、その辺の発見とか是正といったものはあるのですか。

○竹田委員代理（恵本） 生産履歴に関しては、農家さんがまず記入していただきまし

て、栽培の確認者というのが現地におります。それは農協さんであったり、法人さんの担

当さんであったりというような形で、その確認者の方々が最終的に記入して私どもの外部

委託をしているシステムの会社に提出させていただきます。そこで最終チェックをしてホ

ームページの中に入れていくという形になります。

第三者の認証機関は、その書類の確認を抜き打ちでして、農家さんに直接お伺いして、

その記帳があっているかどうか事務所に立ち入り調査をして、農家さんが出している記帳

がきちっと報告されているかどうか、外部委託されているところに産地から来ている情報

がホームページにきちっと正しく表記されているかどうか、こういうチェックをされてお

ります。私どもも年に２度ほど書類の管理、運用を含めてチェックを受けた中で指導をい

ただいています。当然、人間がやることですから、誤記入とかそういうことがございます。

それは指導いただいた中で、その都度、修正していくというやり方をさせていただいてお
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ります。

○山本委員 もう１つ聞きたいのです。生産履歴を公表する生産者の生産物というのは、

ほぼ契約栽培のようになっているのか、それとも受発注は全く別に、受注が来たら、数だ

け出すという形式になっているのか、どうでしょう。

○竹田委員代理（恵本） 大まかな数字のお約束はさせていただきますけれども、きち

っとした契約というのはしておりません。これは生産者の方々の信頼関係等の問題もござ

いますが、農作物ですから計画どおりに商品ができるとは思っておりません。天候が悪か

ったりよかったり、多かったり少なかったり、生産者の方々は、価格はある程度市場の価

格に連動した中で、自分のところの収入が多少プラスに年間として動けばご不満は出ない

という中で、彼らは自分がつくったものが捨てられることを一番嫌がられますから、当然、

量が多いときは多少価格を安くしてでも全量売ってほしいと。それから、天候が悪くて規

格外が出たときに、Ｂ品、Ｃ品を含めて販売をしてほしいというご要望がございますので、

ここにきちっと対応していくというのが我々の仕事と思っています。

首都圏で 120のお店がございますので、多少のプラスマイナスは販売側はございますの

で、価格は正直いって日々変えていくという形での対応になりますので、受発注のプラス

マイナスの調整を私どもの 100％出資している子会社が販売責任としてリスクをもって運

用するという形をしております。

○門間座長 よろしいでしょうか。

○山本委員 はい。

○門間座長 基本的に生産者との取引は市場価格に連動して行われているのですね。

○竹田委員代理（恵本） そうですね。

○門間座長 木内さん、どうぞ。

○木内委員 和郷園の木内です。実は、当社もヨーカ堂さんの顔が見える野菜は取引さ

せてもらっていますので、詳細に関しては、トレーサビリティーと契約の仕組みに関して

私は理解しているつもりなのです。

１つ、感想としてはヨーカ堂さんの、先ほど恵本代理は契約といいましたけれども、最

初に提示される数字が余りぶれないということです。店舗の全部の集計が上がってきて、

たしか４時ぐらいに最終確定になるのです。どうしても数％の微調整はありますけれども、

ほぼぶれないというのは、当社がたしか３年ぐらいやっていると思いますが、それはすご

いと思っているのです。
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あと、資料の中にはインターネットの販売があって、説明の中でそこの部分がなかった

と思うのですけれども、大まかで構わないので、インターネットの販売がどのような状況

なのかということを教えていただきたいということと、私の県ですと、インターネットで

注文を受けて、お店で店員さんがお客さんにかわって買い物をしたような形になって、そ

してお届けするという話を伺うのです。そうした場合、仕入れがみえない部分というのが

かなりリスクが、実際に来るお客さんとインターネットで来るお客さんの注文がかなりわ

っと来たときにぶれるとか、そういう部分に対して何かお考えがあるのかということを２

点お聞きしたいと思います。

○門間座長 では、回答をお願いします。

○竹田委員代理（恵本） ネットに関しては、通常の皆さんご存じの通販とか、ホーム

ページ上のネット販売も拡大してやっているのですけれども、今ご質問があったのは、ネ

ットスーパーというのをやっております。

ネットスーパーというのは、各店舗が専用のブログをもっていまして、お店に置いてあ

る商品を登録して地元のお客様に開示しております。登録されている商品はホームページ

上で買い物をすることができます。買い物をされた商品は、私どもの従業員、パートさん

がお客様の立場になって、かごをもってフロアを回って、注文の出た商品をかごに入れて

精算して、日に６回、配達地域、自分と店舗の近隣の地域のお客様のご自宅にお届けする

という仕組みになっております。

これを 180のお店で今、89店舗展開していまして、きょうの日経、拡大するという記事

が出ていたと思います。今の高齢化しているお客様、お忙しい、日中働きに出ているお客

様からは支持を得られています。



- 15 -

ただし、それが店舗のお客様の販売を邪魔するような件数までは行っておりません。こ

れから伸びてくれば、我々もそれを見越した販売も仕入れも考えなければいけないでしょ

うし、当然、ある一定の金額をお買いにならないと配送コストもかかるわけですから、こ

の辺、コストとの分析をしていかなければいけない部分で、今のところ赤字黒字ぎりぎり

の状況というのが今の状況です。

ただ、年率何倍という形で伸びてきておりますので、将来的には店舗の近隣のお客様で

買い物をされる方は多分ふえていくだろう。当然、ネットで買えるわけですから、店舗に

足を運ばなくてももってきてくれるという部分では、今後期待できると思います。

ただし、高齢者の方がホームページを使えないという部分もいろいろ問題がありまして、

この後のユビキタスのいろいろな部分で、高齢者の方も簡単にお買い物ができるような仕

組みができれば、そういう部分を活用しながらやっていかなければいけないと思っており

ます。

先ほどもあったとおり、そういう商品の発注を含めて、すべて連動できるような仕組み

にはなっておりますので、日々そのような対応をしたいということと、一番いいのは、お

客様に喜ばれるのは、その日の朝入ったチラシの商品は全量対応できるようになっており

ます。チラシで安いものを一気に買い物して、朝注文して仕事に行って帰ってくると荷物

が届くというような仕組みになっておりますので、イトーヨーカ堂の店舗がある近隣にお

住まいのお客様は非常に喜んでいただいているという形でございます。

○門間座長 ほかに。どうぞ。

○飯野委員 関連なのですが、きょうの日経新聞をみていますと、イトーヨーカ堂さん

が 200億のネット事業を強化していく。
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そういった中で、店舗のない中国、九州地方、そこまでもネットの販売を拡大していき

たいというようなことが書いてあったのですが、その辺、もうちょっと具体的にご説明い

ただければありがたいなと。

○竹田委員代理（恵本） 済みません、それはちょっと認識がお間違えで、店舗のある

関西、中国地方もやりますということなのです。今は首都圏と北海道の一部しかやってい

ないのですが、それが89店舗なのですが、地方都市までやっていきましょうということで、

大阪、広島の福山、この辺のお店までやっていきますというのがあの記事の内容でござい

ます。

先ほどもいいましたとおり、ある程度、人口が集中していないと効率が悪い仕事になり

ます。遠くまでお届けしなければいけないということになりますので、件数もある程度、

トラックに満載して動かないとコストがかかるということになりますので、我々も今やっ

とお客様から認知されて効率が上がってきたということで、きょうの拡大をするという記

事になっていると思いますので、そこをご理解いただきたいと思います。

○門間座長 ほかに。どうぞ。

○高島委員 顔が見える食品のことで、お客様側の反応についてお伺いしたいのですが、

このページをごらんになられる方は週に１万件ということで、来店客数から考えると非常

に少ないのかなという印象でして、当社の場合は、ほとんどのお客さんが興味ある人しか

いないみたいな状態なのですが、一般のそういうお客様というのは、基本的に気にならな

いということなのか、顔が見えるといってさえくれれば、別に自分はみなくてもいいやと

いう感じなのか、その辺、マスのお客様というのは生産者さんのこだわりとか識別という

ものに対して、どれぐらい関心をもたれているのかということを教えていただければと思

います。
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○竹田委員代理（恵本） おっしゃるとおりだと思います。私どものお客様は、不特定

多数のお客様が日々ご来店されます。そういう中で、先ほどもいいましたとおり、顔がつ

いているから安心できるだろうというロイヤルティーの問題だと思うのです。それを専門

的に求めて来るお客様は今のところ１割から２割ぐらいという形だと思いますので、１万

件のアクセスは、販売件数において0.04％です。１万件のうち、約半分は競合他社を含め

て、いろいろな消費者ではない方のアクセスということになっております（笑声）。官庁

の方を含めて、学生さんが学校の勉強の教材に使われたり、競合の方とか、皆さん、どこ

の大手の方もサーバーをおもちなものですから、アクセスがあった瞬間に我々はどれぐら

いアクセスされているかわかっているような状況になっていますので、半分はそのような

方です。

消費者の方々は、これがついているから、イトーヨーカ堂がやっているから大丈夫だろ

うと認識していただいて買っていただいている。ですから、我々もそれにうそ偽りがない

ように常にこだわりながらやっていくというのが現状でございます。

○高島委員 わかりました。お願いします。

○門間座長 ほかに。どうぞ。

○紺野委員 日本農業法人協会の紺野です。資料33ページの最後の箇所について、お教

えていただけますでしょうか。「小売側から産地へ新しい取り組みを勧めること」とあり

ます。「例はＧＡＰ」と書かれています。もう１箇所、「直接間接に、農業者にメリットを

生む取り組みの導入を勧めたい」ともあります。ＧＡＰ以外に小売サイドから具体的にな

されている提言なりアドバイスについて、二、三ご披露いただけるとありがたいのです。
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○竹田委員代理（恵本） 全体的な仕組みの中で、今、説明させていただいて推奨させ

ていただいているのはＧＡＰだけでございます。販売の情報ですとか、お客様の変化です

とかというのは、日々、生産者の方々とのお話の中でやっておりますので、当然、農水省

さんの指針に沿って基礎ＧＡＰ、まずこれを私どもの顔が見える野菜、果物の生産者の方

々に認知していただいて実行していただく。最終的にＪＧＡＰの部分まで取り組みを拡大

される部分に関しては、我々もバックアップしましょうということでやっております。

セブンファームに関しては自分のところの畑ですから、これを実践しながら、いろいろ

やるに当たって、どういう問題があるのか、どういうメリットがあるのかという部分も我

々は勉強しながらやっていきたいと思っています。

私ども仕入れ担当は、東京には――本部で産直をやっている人間というのは６名しかお

りません。あと、地域の担当は30名ほどおりますけれども、この６名というのは常に産地

を回っているという状況の中で、青果物ですから、天候によって、年によって、毎年状況

が違うわけで、そういう状況をきちっと把握して、生産者、消費者にフィードバックする

という仕事になると思います。我々イトーヨーカ堂の青果部の年間の出張は延べ 2,500回

ぐらい出張しますので、そういう中で産地の情報を的確につかんで消費者の方々に伝えて

いく、ＧＡＰの場合も取り組みをしていくというような状況でございます。

○門間座長 もっともっとお聞きしたいことがたくさんあるのですけれども、最後に政

策面での要望がありましたら恵本様お願いいたします。

○竹田委員代理（恵本） 先ほど、文書の中に出していたような内容の中で、農商工連

携ですから、私ども、いろいろな企業さんとのおつき合いもさせていただいた中でやらせ

ていただいているのですけれども、やはりどうしても企業さんの場合はブランドをつけて、

そのブランドを維持しながら販売するという傾向が強く出て、ブランドをつけることによ

って、ブランドを維持することが価格を維持することととらえがちな部分がありますので、

そういう部分で我々小売業とは意見を交わすことが結構多いです。こういう部分も含めて、

対応がもっと柔軟にできるような仕組みであれば、もっと拡大ができるのではないかなと

思いますし、先ほどもいったとおり、つくるものです。小売側から欲しいものを一緒につ

くるような仕組みもできれば、それで加工商品を一緒につくれるような仕組みができれば、

多分安定的な収入を得られるのだと思います。

当然、我々も小売の部分でイトーヨーカ堂みたいにお客様を相手にする商品、セブン―

イレブンのように加工してつくる商品、デニーズのようにレストランで使用する商品、い
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ろいろな商品によって規格とか品質とかサイズとか、さまざまですので、一緒に取り組む

ことによって、もっと効率的な商売ができることもあるとは思っています。そのような取

り組みを含めて、いろいろなバックアップをしていただければ我々としても協力しながら

やっていきたいと思っています。

○門間座長 現時点では、加工企業とタイアップしてイトーヨーカ堂が加工品の開発に

取り組んでいる事例は少ないと理解してよろしいですか。

○竹田委員代理（恵本） 一部ございますけれども、やはり土物関係が多いのです。ど

うしても大型産地の土物関係を年間である程度契約した中で、例えばタマネギですとかジ

ャガイモとかニンジンということであれば、年間何万トンという契約をした中で、各形態

によって使いたいサイズとか、そういう部分は違いますので、産地側としてはトータルで

契約することによって、物流コストを含めてコストダウンができるという部分で喜んでい

ただいている部分はたくさんございます。

○門間座長 消費者ニーズがどんどん変化していく中で、これに生産者も柔軟に対応し

ていかなければいけないということですが、現実的には対応できていないということです

が、こうした問題に対する対応をどのように行っていますか。

○竹田委員代理（恵本） 先ほどもいいましたけれども、今度こういうハウスをつくっ

て、こういうものをつくるから売ってくださいという話が多いのです。最終的に売ってく

ださいという話が多くて、こういうこだわりがあって、こういう安全性があって、このよ

うに供給できるからどうですかという話はたくさんいただくのですけれども、実質、最終

的にお客さんがそれを評価していただけるかどうかというのは、店頭に出てみないとわか

らないのです。店頭に出た段階で売れる売れない、どこに問題があるかというのが徐々に

わかってくるという形になりますので、どういうものをつくったら売れるかというのをき

ちっとリサーチして、テストケースをある程度もった中で、生販一体ではないですけれど

も、きちっとチームを組んでやらないと厳しいのではないかなと思います。

いまだに私どものところには、こういうものをつくったからどうぞという人がたくさん

来ます。そういうものは――これは失礼ですけれども、売りに来られたものほど売れない

のです（笑声）。私どもが産地に出向いて、やはりこういうものが欲しいといったものほ

ど物がなくて足らないという状況は続きます。ですから、さあ、こういうのをつくったか

らどうぞといわれたものほど、実際、販売に出すと厳しい状況は明らかにあると思います

ので、その辺は消費者というか、マーケットの分析をきちっとして、どのタイミングでど
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ういうものをつくることがメリットなのかということを認識してからやらないと、農業素

人の方がいきなり参入して――トマトのカゴメさんでさえ、生鮮トマトの販売ではいろい

ろな問題を抱えているというのが現実問題としてありますから、その辺だけはやはりご理

解いただいたほうがいいのではないかなと思います。

○門間座長 私も同感です。少し時間がオーバーしましたけれども、どうもありがとう

ございました。

次に、植物工場ワーキンググループ報告書（案）について、事務局の大塚大臣官房審議

官からご説明いただきます。よろしくお願いいたします。

○大塚審議官（経済産業省） それでは、資料４でございますが、簡単に説明させてい

ただきます。

農商工連携研究会の下に植物工場ワーキンググループを設置しまして、この報告書の一

番後ろにメンバーが書いてございますけれども、座長・高辻先生のもとで、４回ほど検討

会を行いまして、まとめたものがこの報告書でございます。

まず、１ページ目の植物工場とはという定義のところでございますが、これは高度な環

境整備を行うことにより、周年的に計画生産が可能な栽培施設として、完全人工光型と太

陽光利用型の２種類を主に議論してまいりました。

２ページ目の普及状況でございますけれども、全国50ヵ所ぐらいに設置されてございま

して、大体つくっているものはレタス類、ハーブ、花、イチゴ、そんなものがございます。

立地場所については、完全人工光型の植物工場は、工業用地に立地している例、宅地、

いろいろなところがございました。太陽光利用型は大体が農地でございますけれども、準

工業地域などに立地している例もございました。

下のほうの植物工場の特徴、利点でございます。いろいろございますけれども、年間を

通じて季節や天候に左右されない生産が可能であること、場所を選ばないこと、生育や品

質のコントロールが可能なこと、農薬の使用量が少なくできること、快適な労働環境など

があるわけでございます。そういうことで注目と期待が高まってございます。

４ページ目の農商工連携のシンボルとしての植物工場でございますけれども、これは人

工光源でございますとか、ヒートポンプでございますとか、こうした先進技術の農業への

利用ということで、経験と勘ではなくて、サイエンスに基づく農業ということで期待され

ている面がございます。それから、農商工連携の代表事例として注目されている農業生産

システムということがございます。
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５ページにかけて、先ほど話がございました、できたものを売るということではなくて、

売れるものをつくる発想の転換が必要だということも書いてございます。

あと、５ページ目の下から植物工場産業の見通しということでございますが、これは加

工・業務用食材としての需要が見通せること、さらなる生産性向上によるコストの大幅な

低減、付加価値の向上が期待されること、地域活性化の一端を担う新産業育成といった面

がございます。

７ページに飛びまして、課題と今後の対応の方向性というところでございます。植物工

場は今申し上げましたように、利点はもちろんあるのですけれども、課題もたくさんござ

いまして、コストがまだ高いということ。イニシャルコストとランニングコスト、両方で

ございます。それから、経済的に栽培可能な品目が現状では限られていて、品目の拡大が

大きな課題でございます。現状では、先ほど申し上げましたように、葉菜類や苗、生育期

間の短い品目が中心でございます。それから、安定的な販売先単価というのが確保できて

いない場合もあるということ。それから、消費者のほうのイメージとしても、まだ定まっ

ていないところ、政策上も位置づけがちょっと明確でないところがございます。

そういうことで、９ページに飛びますが、まず生産コストの大幅な低減をしなければい

けないというところがございまして、これは生産性向上と計画的、安定的生産を実現する

必要がある。先ほど申し上げましたように、イニシャルコストをもっと低減される必要が

ある。またランニングコストも同様でございます。

そうしたこともございまして、これを踏まえまして、この報告書では、３年以内に植物

工場における野菜の単位重量当たりの生産コストを３割低くしようということを目指そう

ということを掲げてございます。11ページの中ごろでございます。

11ページでございますが、基盤となる事業環境の整備に向けてということで３点ほど書

いてございまして、これは人材育成ということで、人材育成はいろいろございますけれど

も、横断的な学問を身につけた人材を育成する必要がございまして、総合的な人材を育成

する研究開発、教育体制が重要、そして拠点整備をやろうと書いてございます。

12ページの植物工場の立地促進のところでございますが、工業団地や商業地、農業以外

の場所で農業生産が可能な植物工場でございますので、そうした新たな農業立地として国

や自治体が立地支援を行っていくことが重要と書いてございます。

12ページから14ページにかけまして、建築基準法、消防法など、いろいろな法制度上の

規制もございますので、これの課題も整理してございます。
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14ページの下から、今後必要となる具体的な取り組みの提言ということで、15ページに

ございますけれども、国に期待される役割の中では、植物工場の初期投資に関する支援と

して、民間事業者による付加価値向上、安定的な販路の確保の取り組みのインセンティブ

となるような支援策、非農家による非農地への植物工場の整備に対する支援策の拡大を検

討すべきである。それと、研究開発や人材育成に関する支援策として、民間事業者の取り

組みを進める呼び水としての植物工場研究プロジェクトの立ち上げを検討すべし。それか

ら、植物工場が広く認知されるように、普及のＰＲをやるということを書いてございます。

この後、自治体の取り組みとかを書いてございますけれども、こうした取り組みを速や

かに推進することにより、全国の３年後の目標として、植物工場の設置数を現状の50ヵ所

から大体 150ヵ所の３倍増を目指そうという目標を掲げてございます。

あと、自治体に期待される取り組みは４点ほど書いてございますけれども、地域の特性

を踏まえた立地戦略の明確化、自治体の中の部局横断的な対応、企業立地促進施策による

支援、建築基準法、消防法の柔軟な運用、地産地消の推進等でございます。

民間事業者に対してもコンソーシアムの形成を通じたいろいろな技術開発、実用化の推

進、栄養成分表示の実践、ＧＡＰの取り組み、業界一体となったメリットの発信等々を書

いてございます。

簡単でございますが、以上が報告書の概要でございます。

○門間座長 どうもありがとうございました。

続きまして、農商工連携研究会の報告書の骨子案につきまして、事務局の熊谷地域経済

産業政策課長からご説明いただきたいと思います。

○熊谷課長 では、お手元の資料５の骨子案を簡単にご説明いたします。

まず、報告書全体の構成でございますけれども、大きく２つに分けまして、前半はこれ

までの議論のエッセンスを整理して政策提言を行う部分。後半は本研究会、大変貴重なプ

レゼン、あるいはご意見の発表をいただいたものですから、それをまとめた２つの部に構

成してやりたいと考えております。本日は政策提言を行う第１部の構成、あるいは内容の

骨子を簡単にご紹介いたします。

初めに、総論でございますけれども、農商工連携の現状、取り組みの経緯ということで、

農商工連携の取り組みが法の認定範囲にとどまらない幅広い形で浸透しつつあって、広が

りつつある現状を整理した上で、具体的なビジネス事例、前回、門間先生に整理していた

だいたビジネスモデルを４つの類型に分けてご紹介したいと思っております。
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次に、農商工連携の意義ということでございますけれども、農商工連携が農林水産業に

とって、ここにありますような需要の拡大ですとか、低未利用品の有効活用など、さまざ

まな形での収益拡大の機会になること。また、連携のパートナーである商工業にとっての

収益拡大の機会でもあること。

次のページにまいりまして、消費者にとっても多様で高品質な生産物を購入できるとい

うメリットがあること。さらには、農商工連携が単なる個々の事業者の新商品開発の取り

組みにとどまらずに、地域全体での面的広がりをもった取り組みに拡大してくれば、地域

経済の活性化につながっていくということを総論で整理したいと考えております。

続きまして、農商工連携の課題と方向性ということで４つの視点、ここにあります商品

力、販売力、経営力、地域力という視点から課題を整理したいと考えております。

まず、 (1)商品の魅力を向上する商品力ということでは、ここにありますように新商品

を消費者のニーズにこたえた魅力あるものとするためには、生産、加工、輸送技術の向上、

消費者に対する訴求力をもった地域ブランドの醸成、商品開発と販路開拓が連動した売れ

る商品づくりの促進が必要であることを指摘したらどうかと思っております。

(2)消費者ニーズを掘り起こし、こたえる販売力ということで、農商工連携によって開

発された商品を実際に収益につなげていく、本格的な事業につなげていくためには、何と

いいましても供給力を確保するハード面での体制整備が必要ですし、それとともに、小売

業者や流通業者との連携を深めることで販路開拓の取り組みを強化することが必要である

ということを指摘したいと思います。

(3)高いノウハウや技術に裏打ちされた経営力ということでは、農商工連携によって高

収益を安定的に上げるためには、やはり相手側の知識や経験を活用しながら、高い経営能

力、あるいはノウハウを身につける必要がありますので、そのための人材育成の必要性に

ついて触れたいと思っております。

(4)連携を促進する地域力ということでは、農商工連携を地域経済の活性化につなげて

いくためには、個々の事業者の連携にとどまらず、自治体やＪＡ、商工会、商工会議所な

ど、さまざまな関係者を巻き込み、地域ぐるみの取り組みにしていくことが不可欠である

ということを書いたらどうかと思っております。

３ページ目にまいりまして、農商工連携の方向性ということでございます。まず、総論

として確認しておきたいことは、農林水産業とその関連産業でございますけれども、地域

経済の基幹産業でございまして、観光産業と並び地域外から地域内に人や金を呼び入れる
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ことのできる地域活性化の大変大きな役割を担う産業でもありますし、もちろん食品の安

定供給にとっても重要な意味をもっております。

しかし、現状においては所得が半減している、高齢化が進む、新しい担い手がふえず、

産業としての持続可能性が懸念されている極めて厳しい状況、経営環境にあるのはご案内

のとおりでございますし、一方、地域の商工業者も近年の産業構造の変化の中で新たな事

業展開を図る必要性に迫られている。こうした中で、地域の農林水産業とその関連産業が

農商工連携を通じて、業態にとらわれない新たなビジネスモデルを確立して収益が増大す

れば、地域の活性化が期待されるであろうということでございまして、特に個々の連携に

とどまらないで、バリューチェーンといいますか、川上の生産者から川下の流通業者まで

の垂直的な連携を行うことによって、先ほどもプレゼンにございましたけれども、消費者

ありきの新たなビジネスモデルの確立を目指して支援を推進することなどを盛り込んでい

ったらどうかと考えてございます。

以下、４つの視点ごとに具体的な取り組みを掲げておりますけれども、商品力の強化と

いうことでは、農商工連携による研究開発の推進、国、自治体における各種研究機関がご

ざいますので、その連携による研究開発体制の整備ですとか、地域ブランドの育成、消費

者の感じるおいしさ等に対応した売れる商品づくり、品質管理技術の向上などが必要だと

考えております。

(2)販売力の強化ということで４ページ目にまいりますけれども、安定供給のための生

産体制の構築、生産者と小売業等との多様な連携、マーケティング力の強化、消費者ニー

ズに即した生産、販売の促進、あるいは出会いの機会の創出による販路開拓、産地と流通

関係者等との連携強化を通じた輸出の促進などについての方向性についてとりまとめたい

と思っております。

(3)経営力の強化ということでは、戦略的に農商工連携に取り組める人材の育成ですと

か、農林漁業経営のＩＴの導入促進、あるいは農商工連携を通じた商工業者の経験、ノウ

ハウの導入という人材面での取り組みが必要と思っております。

(4)地域力の強化ということでは、やはりなるべく早く広く日本の中に広げていくため

には、成功事例をできるだけ積極的に普及啓発していくことが重要だろうと考えておりま

すし、あわせて地域ぐるみで農商工連携に取り組む地域に対しましては、こうした取り組

みがさらに発展するように、頑張っている地域については、ソフト面、ハード面での支援

をしていく必要性などについて盛り込んだらどうかと考えてございます。
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以下、Ⅲ以降が具体的なアクションに向けてということで、政策提言のパートになりま

す。

まず、商品力の関係でございます。産業クラスターを活用した食品関連技術の開発促進

ということでは、ご案内のように、各地域によっては産業クラスターという活動が行われ

ておりまして、現在、18プロジェクトが動いておりますけれども、産業クラスターに参加

している事業者、研究者と農業関係の事業者、研究者の出会いの機会、あるいは交流の機

会をできるだけふやして農業生産技術、あるいは加工技術の研究開発を促進するための環

境整備をしていきたいと思っております。

②産総研と農研機構の連携でございます。昨年11月に産総研と農研機構は研究の連携協

定を締結いたしましたけれども、今後、研究施設の相互利用ですとか、研究者交流等の研

究協力を積極的に進めることで、国の研究分野のレベルで農商工連携について具体的な成

果を期待していきたいと考えております。

③自治体公設試、農業普及指導センターの連携強化と書かせていただきましたけれども、

やはり地方における研究機関同士の連携も特に重要だと思っております。例えば、各県に

あります工業技術センターに農商工連携技術アドバイザーを設置してさまざまな相談に応

じる体制をつくったり、現在、往々にして商工部と農政部の縦割り構造の中で、連携する

機会が少ないのが工業技術センターであり、農業試験場、農業普及指導センターではない

かと思いますので、これらの各機関の連携を地方レベルで評価いたしまして、地域におけ

る農商工連携に関する技術開発、技術指導を強化する体制が必要ではないかということを

盛り込んだらどうかと思っております。

植物工場については、先ほど審議官からの説明についてのエッセンスをご紹介したいと

思っております。

５ページにまいりまして、ブランド確立の推進ということでは、地域におけるブランド

コンセプトの設定、あるいはマーケティングに至る一貫した取り組み、海外におけるブラ

ンド保護への取り組みを推進することについて触れていきたいと思っております。

⑥地理的表示制度につきましては、昨年に新経済成長戦略の改訂版が出されましたけれ

ども、そこにも導入の検討が盛り込まれておりますので、今後、国内企業等の既存の取り

組みとの調整を図りながら、その整備について検討していきたいと考えております。

それから、消費者の感じるおいしさ等に対応した売れる商品づくりにつきましては、売

れる商品を開発するという物づくりを支援できるように、ハンズオンの支援体制の充実を
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図っていくことを考えております。

また、食品関連産業に関する専門的な知識、あるいはネットワークを有する人材を幅広

く登録するコーディネーターバンクというものを農水省さんのほうで今回新しく創設され

ることを聞いておりますので、こうしたコーディネーターバンクを活用することで、売れ

る商品づくりのサポートができればと考えております。

また、委員会でも提案がありました、おいしさの基準づくりにつきまして、既に地域や

企業が策定したさまざまな農林水産物ですとか、食品の品質管理基準がございますので、

基準のレベル等を調査いたしまして、どのような基準が策定できるか、今後検討を深めて

いきたいと思っております。

⑧ＧＡＰ等の普及促進につきましては、品質管理技術の底上げのために引き続き普及啓

発、あるいは必要な施設整備についての支援を行う必要があると思っております。

販売力の関係でございます。本格的な事業実施を行うためには、安定的な生産体制の構

築が不可欠になるわけですけれども、そのためにも生産加工施設の導入支援ですとか、地

域ぐるみの農商工連携を行っていくためには、企業立地促進法のハードの補助制度を活用

した共用加工施設の設置などを推進することが必要ではないかなと思っております。

生産者と小売業等の連携促進という項目でございますけれども、６ページ目にまいりま

して、ここでは消費者ニーズに即した生産、生産者のマーケティング能力の向上ですとか、

産地の立場に立った卸売業、いわゆる産地商社の振興ですとか、地域農産物のコーディネ

ーターを活用した地域流通モデルの構築など、生産者と小売業者との多様な連携を実現す

るための仕組みの検討、必要性について触れたらどうかと思っております。

③直売所や学校給食、社員食堂等による地産地消の推進につきましては、本研究会でも

たびたびご意見がございましたけれども、地域農業を活性化する重要な施策ですので、今

後ともハード、ソフト両面で支援していく必要があろうと思っております。

④販路開拓支援でございますが、農商工連携の成果について、今後、全国規模で販路開

拓、拡大を促進していくための商談会、各種ＰＲの推進を行ったり、先ほど申し上げまし

たコーディネーターバンクが創設されますので、コーディネーターバンクを活用してマー

ケティングの専門家が販路開拓を行うといった取り組みなどが考えられるだろうと思いま

すし、下のポツに書いてありますＩＴを活用した販路開拓支援ということで、昨年、にっ

ぽんｅ物産市という地場の商品の販路開拓のツールに使っていただくＥモールが運用され

ておりますけれども、こうしたｅ物産市等を活用しながら販路開拓支援も行っていきたい
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と思っております。

⑤農商工連携を通じた輸出促進ということでは、既に産地において農林水産物、食品の

輸出に挑戦する人材をさまざまなプログラムで応援する応援プログラムを農水省さんのほ

うでやっておられますけれども、こうした人材育成プログラム、あるいは産地、ＪＡ、流

通関係事業者との連携による取り組みについての支援、ＪＥＴＲＯが行っております見本

市出展支援等々、これまで取り組んでおります輸出支援策についても引き続き充実強化を

図っていきたいと思っております。

経営力関係でございます。中小・小規模企業の人材対策事業、農商工連携実践型研修と

いうのが20年度から始まりましたけれども、まさにこうした新しい施策を活用しながら、

戦略的に農商工連携に取り組むための知識を習得する人材育成事業を展開していきたいと

思っておりまして、それについての必要性を盛り込みたいと思います。

それから、農業経営人材の育成ということでは、現在、中小企業経営者に対する研究機

関としての中小企業大学校、また農業者の研修機関としての農業大学校があるわけですけ

れども、農商工連携という以上、まさにこの両研修機関が連携して商工業、農業双方の知

見を有する農業経営人材を育成していくことが重要ではないかなと思っております。

その他、農林漁業経営のＩＴの活用、あるいは経営に関する知見をもっておりますリタ

イアシニアを経営指導に派遣する新現役チャレンジプランという政府の事業もございます

ので、こうしたものの充実強化を図っていくということがあるのではないかと思っており

ます。

最後に、地域力関係でございます。現在の農商工の取り組みをなるべく全国に広げてい

くためには、何よりも普及啓発の取り組みが重要でございまして、現在は既にブロックご

とに農商工連携フォーラム、あるいは先進事例を事業者さんに実際にみていただく新発見

ツアーですとか、地域の要請に応じまして専門家を派遣する農商工連携キャラバンといっ

た各種の普及啓発活動をやっておりますけれども、これらを継続的に実施しますとともに、

実際に農林漁業者さんが農商工連携に取り組むメリットを積極的に紹介していきたいと思

っております。

②農商工連携に取り組むクラスターへの支援と書かせていただきましたけれども、これ

はやはり地域ぐるみで農商工連携に取り組むクラスター、ある意味では地域におけるクラ

スターについては、一定のソフト、ハードについての集積を高めるための支援策が必要で

はないかという問題意識をもっておりまして、農商工連携コーディネーターをきちっと配



- 28 -

置して、その地域で農商工連携を継続的に実施し、拡大していくような取り組みを支援す

る枠組みを新たに考えていくということも今後必要ではないかなと思っておりますので、

ここに書かせていただきました。

③地域ぐるみの農商工連携事例集の策定ということで、「農商工連携88選」を一昨年に

出させていただきましたけれども、それをさらにバージョンアップした形で地域ぐるみで

農商工連携で成功している事例をまとめて、各地域の参考にしていただく、あるいは農商

工連携が地域で成功するためのポイントを分析し、それを地方自治体等に紹介していくと

いった取り組みもあるのではないかなと思っております。

最後、８ページでございますけれども、やはり地域ぐるみの農商工連携を実施するため

には、農林水産業及び食品関連産業の集積をつくることが重要でございますので、食品関

連産業の誘致、また企業による農業参入の普及・周知活動が重要だと考えておりまして、

そのための企業立地促進法の活用も含めまして、食品関連産業の集積を地域に根づかせる

ための取り組み、支援策、普及・周知活動をやっていったらどうかということを政策提言

の中に盛り込んでいったらどうかと思っております。

以下の２編は農商工連携の具体的取り組みについてということで、各先生方からいただ

いたプレゼン内容等のポイントをまとめて１冊のレポートにしたいと思っております。

以上でございます。

○門間座長 どうもありがとうございました。非常に内容豊富で、いきなりこれをフォ

ローしろといわれても、かなり困難ではないかなと思いますが、順を追って話を進めてい

きたいと思います。

まず、植物工場ワーキンググループ報告書（案）につきまして、委員の皆さんからご質

問があればお受けしたいと思います。いかがでしょうか。では、大澤委員。

○大澤委員 ありがとうございました。植物工場は施設園芸の高度化したものと。ここ

に太陽光併用型と完全閉鎖型というような紹介があるのですけれども、施設園芸の線引き

はどのようにされたのかということを教えていただきたいのです。

○門間座長 では、筑紫さん回答をお願いいたします。

○筑紫課長補佐（経済産業省） 地域経済産業政策課の筑紫と申します。

ご指摘のとおり、今までの施設園芸、特にガラスの温室については、これまでも相当高

度な環境整備を行ってきているものもございますので、そこの線引きについては、かなり

難しいところでございます。
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今回の植物工場ワーキングの報告においては、環境整備をして周年で栽培するというの

を１つの役回りとしておりまして、その中でも完全に人工光を使うものを完全人工光型、

太陽光を一部使う、あるいは太陽光を原則使うのだけれども、空調とか温度、湿度、二酸

化炭素濃度を環境整備して周年で栽培をするものについては、太陽光利用型の植物工場と

いう形で整理しております。

○大澤委員 といいますのは、施設園芸のほう、農水省さんでも低コストの施設園芸と

いうのですか、そういう取り組みをいろいろされてきたと思うのですけれども、今のとこ

ろグローバルでみると、オランダとかイスラエルなどは非常に競争力があると思うのです

が、彼らの気候条件とかつくっているものとアジアでいろいろ条件が違うと思うのです。

１つ、農業に関連する産業ということでいいますと、東アジア型のかなり暑くて、太陽も

さんさんとというところで非常に安い、競争力のあるものをつくるということはどうかな

と考えることがありまして、そういう議論がここでなされたかどうか、ちょっと教えてい

ただきたいのです。

○筑紫課長補佐 ご指摘のとおりでございまして、植物工場と通常申しますと、どうし

ても完全な人工光型の非常にいかついものをイメージされることが多いのですけれども、

特にアジアのモンスーン型の気候に対応できる、夏の高温、梅雨どきですとか雨季の湿気

に対応のできる高度な園芸施設というのは、非常に求められていると認識しています。

ワーキンググループの中では、今まさに中国で園芸農業が非常にすごいスピードで進ん

でいるといったところに、日本のこういった環境の中でやってきた経験がなかなか生かさ

れない。そういった意味で、非常にもったいないところもございまして、他方、日本の気

候というのは非常に変化に富んでおりまして、施設園芸の世界でも標準化というか、１つ

の類型をつくってコストを下げていくということが難しいことが今まであったのです。そ

ういった中で、もう少し農商工連携の中で標準化コストの低減というのを目指して、最終

的にはアジア、あるいは中東、今まで非常に苦しいといったエリアにも適用できる部分が

あれば、それはすばらしい。実際はコストの問題がありますので、すぐにどうこうという

ことは難しいのかもしれませんけれども、そういった方向を目指して、まずは足元をみな

がら、しっかり技術の確立を目指していくことが重要だろうという議論はございました。

○門間座長 よろしいでしょうか。堀口委員どうぞ。

○皆川委員代理（堀口） 日本政策金融公庫の堀口と申します。

きょうは皆川の代理でまいりました。
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先ほどの植物工場ワーキンググループの報告書の15ページのところで、イニシャルコス

トのことを触れておられて、それに対して助成とか融資とか、税制の優遇が必要だと。ま

さに同感でございますが、イニシャルコストにつきましての検討経緯というか、どれくら

いかかるのかとか、そういうことにつきましては、どのような議論がなされたのかちょっ

と教えていただければと思います。

○大塚審議官 そこは、具体的な金額が出たケースもございますが、その会社の事情が

ございますので、いろいろな議論――ただ、コストは議論いたしました。その中で、オラ

ンダなどに比べますと、明らかにイニシャルコストが高い。それは議論しまして、そのた

めにも、もうちょっとこれを下げる余地は随分あるのではないかという議論でございまし

た。

○筑紫課長補佐 若干の補足ということで、ただいま大塚審議官より発言ありましたけ

れども、どうしても施設自体が非常に高くつくということに対して、プレゼンテーション

の中で実際に取り組んでいらっしゃる事業者から何十％ぐらいかかるのか。会社によりけ

りでありますけれども、２割、３割、４割ぐらいの値段が減価償却費でかかっていて非常

に難しいといったお話はございました。

これにあわせて、そういったものに対しての何らかの支援措置がないのか、そういった

ものをつくってほしいといったご指摘がございまして、やり方として、いわゆる助成措置

的なもの、補助金的なものがよいのか、税制的なものがよいのか、その他もろもろ、いろ

いろな案があり得るだろうと。いずれにしても、やはりコストを下げないことには、せっ

かく洗わなくていいという特徴をもっていたとしても、なかなかその特徴が発揮されるよ

うな状態にならないので、そういったところについて、できるだけ早く措置をすることが

重要であるといった議論はございました。これにつきましては、農林水産省の生産局と私

どものほうで、具体的な支援のパッケージを今検討しているところでございます。

○門間座長 よろしいでしょうか。山本委員、どうぞ。

○山本委員 ネーミングが植物工場というのが非常によくないのです。だから、ネーミ

ングの検討。コンセプトのところで安全・安心のコントロールは割と多いかなという気が

しているのです。

もう１つは、高エネルギー投入型ではなくて、例えば地熱だとか、堆肥の発熱だとか、

自然エネルギーをうまく使いながら、資源が枯渇していく中で、そういった栽培技術を高

めて安全なものを通年で供給するのだという最初のコンセプトをうまくまとめておかない
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と、今、どちらかというとナチュラルだとか自然とか、そういう方向に向かっているのに、

そこから逆行するイメージにとられるとすごくマイナスなのかなと思うので、そこら辺の

コンセプトをうまく整理していただければと思います。

○門間座長 これはアドバイスですね。小林委員どうぞ。

○上杉委員代理（小林） 上杉の代理の小林でございます。

長く電子産業界にいたもので、１つだけこういうことも考えられたらというのがござい

ます。今回の農商工連携の促進法にしても、知的財産権のことを十分認識されたほうがい

いと感じていまして、特に異なる産業がコンソーシアム型で何か技術開発をしたり情報共

有したりする場合、パテントを出す手法についてわからない、だれが出すのだということ

も含めまして、非常にコンフューズする場面が出てくるのではないかということで、支援

策の中に、例えばアドバイザーの方がこういう難しいパテントの書き方についても十分意

識してアドバイスするとか、または国家パテントに入れておいて、無手勝流に流出しない

ようにするとか、特に国の技術などは我々電子産業界では平気で使っていますけれども、

海外へ行くと物すごいノウハウになっているケースは多々ありまして、その辺ご留意いた

だいて、知財戦略についてもあわせて何か項目を設けられたらいいのではないかと感じて

おります。

○大塚審議官 大変重要な点なので、その方向で。

○門間座長 堀口委員どうぞ。

○皆川委員代理（堀口） 話がちょっと戻るようで恐縮なのですけれども、先ほど、ま

さにイニシャルコストがかかるという植物工場の件ですが、ご指摘のとおりで、私どもで

もこれまで農業関係資金で幾つか融資案件がございまして、１工場当たり、平均すると２

億から２億 5,000万ぐらいかかっている。そういう中で、先ほどイトーヨーカ堂の恵本様

がおっしゃられたとおり、売る先がはっきりしていないのに多額の申し込みを受けて四苦

八苦するケース。しかも、苦労して融資案件としてまとめてご融資させていただいたにも

かかわらず、必ずしもすべてが現状、成長先ではないということで、後々フォローアップ

に非常に苦労するケースがかなりありまして、たまたま私どものほうでも、食品の関係で

いうと、流通業者との関係で、食流改善法の中で生販提携資金というものがあるのですが、

それをご融資させていただいている某有名スーパーにその方をご紹介させていただいて、

何とか成長先に持ち直したという事例もあって、これはこの報告書に書いておられますよ

うに、リスクも極めて高いので、私どもも引き続き頑張っていきたいと思うのですが、そ
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の辺の支援措置的なところはぜひご配慮いただければ非常にありがたいと思っております。

○門間座長 では、木内委員どうぞ。

○木内委員 １つですけれども、資料の14ページに、多分イメージされているのが完全

人工光型の植物工場だと思います。私も多分、この部分が植物工場の重要なポイントかな

と思っています。アグリ・ヘルス産業、完全人工光型の植物工場に対する問題が２つある

と思うのですけれども、１つは品種改良が大分おくれているということです。だから、従

来の種苗が完全人工光型のところでちゃんと機能するのかということに対して、もう少し

強化したほうがいいのではないか。どういうことかといいますと、種苗の専門家であった

り、その辺の部分を強化したほうがいいのではないか。

もう１つは、実際、こういうものをつくり上げたときに、厚生労働省とリンクしていな

いと、表示の問題であったり、機能性の制度をつくり出したときに、そこでなかなか表に

出ていかなくて、苦労して、結果的に時間がたってだめになってしまったという経過があ

りますので、むしろ厚労省と表示であったり制度に対しての提案の仕方のパターンを取り

入れてもらったほうがいいのではないかと感じました。

○門間座長 ほかによろしいでしょうか。――それでは、続きまして、農商工連携研究

会の報告書骨子案につきまして、委員の皆さんからご意見いただきたいと思います。この

報告書はこれから執筆しますので、いろいろご注文を出していただければと思います。よ

ろしくお願いします。高島委員どうぞ。

○高島委員 大変すごい内容をよくまとめていただいてわかりやすかったのですけれど

も、課題として商品力、販売力、経営力、地域力ということで４つ挙げられているのです。

今回の議論を通して、私もすごく感じたのは、商品力と販売力を別に考えることで、きょ

うの前段の話もそういうのが多かったのですが、つくっている人にとっては商品力が高い

と思っているのだけれども、販売はできないということが起こりやすいのかなと思ってい

て、商品力と販売力、それぞれやりつつも、商品力と販売力を一気に上げるような取り組

みをするのが、まさに農商工連携なのかなと思うのです。

先ほど、恵本さんのイトーヨーカ堂さんとカゴメさんのコラボがあったと思うのですが、

ああいう連携のプロジェクトに対しての支援があったりすると非常にやりやすいと思うの

です。クラスターへの支援というのももちろんいいと思うのですが、案件ベースで支援が

あると、それが非常に進みやすいと思っていて、規模がそんなに大きくないところでも積

極的に農商工を連携して商品力と販売力を一気に上げることができるようにということで、
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その辺もちょっとご考慮いただけると大変うれしいと思っています。

○門間座長 回答ございますか。

○熊谷課長 大変貴重なご指摘でございまして、ここを書き分けるのがちょっと、かえ

って書き分けが苦労した点もございまして（笑声）、そういう意味では、行為の？裏表み

たいなものもあるものですから、主体別に分けていくと、どうしてもこういう切り方で整

理しないと施策面がついていかない部分がありまして、形式的にこのように整理してはお

りますけれども、そういう考え方でやらないと農商工連携はうまくいかないというような

ことをこちらのパートにぜひしっかり書き込んでいきたいと思っています。

○桒山審議官（経済産業省） あくまで商品力のところも、売れる商品力なのです（笑

声）。そこは高島さんのおしゃっていることを書いているつもりなのです。

○高島委員 ありがとうございます。

○門間座長 ほかに。山本委員どうぞ。

○山本委員 私などが思っていますのは、総論の部分で、なぜ農商工連携か。今までで

いってしまうと、経済先進国というのが、例えば電気だとか自動車だとか、そういう工業

がだあっと発展して、今、中国はそういう形でだあっと伸びている。それに対して日本が、

ある意味では21世紀未来国家というか、自然とか生物多様性とか、環境との共存を通して、

地方の中における農や中小企業や食品企業や商店街がもう一回新しい形で活性化するよう

な国の未来を大事にするので、あえて農商工連携という取り組みを強化していくのだと。

その中に農が一番最初にあるのは、生命産業としての価値みたいな、余り大げさだとまず

いのですけれども、そういうさわりがあっていいのではないかなと思います。

○熊谷課長 大変貴重なご指摘いただきまして、時代コンセプトとか国の未来とか、そ

こら辺までちょっと書き込んでいなかった点がありますので、そこはぜひ盛り込ませてい

ただきたいと思います。

○門間座長 では、紺野委員、どうぞ。

○紺野委員 大変良い骨子案をおまとめいただいたと思いますが、３ぺージ４段目の

「今後の農商工連携施策」は「川上から川下の垂直連携」があって「消費者ありきの新た

なビジネスモデルの確立を目指し」という記載箇所については、次回もう少し議論あるい

は検討していただきたいと思います。「消費者ありき」となると、生産者のポジションは

どう担保されるのか。生産している側・提供する側の大切さについても触れていただく必

要もありますね。消費者ありきでは、そもそも連携にならず、記載内容自体に矛盾を含む
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ことになるのではないか。

もう一点は、この骨子案の説明をいただいて、「農商工連携の推進が我が国の自給力や

自給率の向上に資する」旨の記載箇所がありませんでした。農商工連携推進が「自給力・

自給率の向上」と「国産の農畜産物の生産力向上」にも資するという視点を入れるべきで

はないかと思いますが、いかがでございましょうか。

○熊谷課長 最初の消費者ありきの観点は、これまでどうしてもそちらの観点が不足し

ていたのではないかという議論もかなりあったものですから、それを強調する意味で、そ

ちらに重点を置くべきではないかという書き方をさせていただきましたけれども、表現に

ついては、また検討させていただければと思います。自給率については、何らかの形で盛

り込みたいと思います。

○門間座長 では、木内委員、どうぞ。

○木内委員 私の考えがちょっと違っているかなと思うのですけれども、参考にしてい

ただければと思います。例えば、この中で工業用地だとか、そういうところに積極的に植

物工場であったり製造業をやるとあるのですけれども、できれば今、我々地方の場合は、

公共の学校が統合して廃校になったりして、公共の機関の空き地が出ているところがある

のです。だから、そこを利活用するということを１つの打ち出しにすると、建物をそのま

ま活用しながら、要は低コストで地域産業、農商工連携の拠点になるような気もして、何

かそこをうまく地方自治体であったり、国がもっている公共の施設を積極的に利活用する

ことによって、助成を設けるみたいなものがあったらおもしろいのではないかなと思いま

した。

○熊谷課長 それは大変おもしろいご提案だと思います。まさに地域ぐるみの農商工連

携だと、そういうアイデアが地域で出てきたら大変いいものになると思って、早速、好事

例としてそういうご提案の話もこちらの中に盛り込んでいくというのは大変いいのではな

いかなと。ちょっと検討させていただきたいと思います。

○門間座長 ほかにありますか。小林委員どうぞ。

○上杉委員代理（小林） ２ページ目の課題の２つ目に販売力とあるのです。言葉の定

義をここですることは避けたいと思うのですが、４ページ目の一番上から３行目にマーケ

ティング力の強化と書いてあるのですが、ここに書かれていることを弊社では反対に意味

を使っておりまして、どちらかというとタイトルのほうがマーケティング力で、４ページ

目の上から３行目のようなのが販売力になると思っていまして、私自身が論文を書いてい
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るので持論なのですが、日本はマーケティング力というのを勘違いしている人がたくさん

いまして、この場でご検討いただくかどうかは別にしまして、販売というのはマーケティ

ングの１つのツールであって、ＩＲもＰＲもＣＳＲもみんなマーケティングの活動の１つ

であるという考え方でこの際は臨んでいただけると、国際社会からも尊敬されるのではな

いかと思うのですけれども、ぜひこれをご議論いただければと思います。マーケティング

が上位概念で、販売がワンオブゼムのツールだと弊社では使っております。

○門間座長 ほかにありますか。堀口委員どうぞ。

○皆川委員代理（堀口） ７ページのところでございますが、④のところで、食品関連

産業の誘致、企業による農業参入の普及というくだり、まさに同感でございますが、私の

ところも会社からそういう相談を受けることもままございます。したがいまして、これは

ぜひ実現なり、地方ですと、必ずしも企業立地にかかわらず、農地の転用とかも絡んでく

るケースもあろうかと思うのです。先ほど申し上げましたように、イニシャルコストなり

運営コストが高くかかりますので、やはりこういうことを植物工場に限らず、いろいろな

取り組みをされる中で、後々のフォローというのでしょうか、掘り起こしを一生懸命、皆

さんあちこちでおやりになられて88選とか、たくさんあるわけなのですけれども、私たち

がそうだから申し上げるわけではないですが、後々うまくいかなくて結構苦労していると

か、そういうこともあろうかと思いますので、ぜひその辺もご配慮いただけたらと思いま

した。

○門間座長 ほかに。では、山本委員、どうぞ。

○山本委員 ちょっと今のに関連する形なのですが、企業の概念というか、今、いわゆ

るソーシャルビジネスとか、コミュニティービジネスという概念でいろいろな活動が行わ

れてきていて、特に地方の場合、必ずしもすぐもうかるということではなくて、地方の問

題解決のための会社が設立されるという流れがあるのですけれども、結局、会社といった

ときに、いろいろな規制が一般の会社と同じようにかかってしまう。だからそこら辺が、

イギリスなどだとソーシャルビジネスの会社に対しては、やはり税金とかいろいろな配慮

があるのです。その辺についても、もし企業が参入するといった場合、一般の今の会社と

いう前提にしないで、例えばＪＡなどの動きが鈍い場合に、会社を設立して農業者が問題

解決を図っていくということをどんどん促進していくためには、会社の定義とか対応がこ

こら辺で検討されるといいのかなと思うのです。

○大塚審議官 地方でコミュニティービジネスをやるかなり多くの課題というか、材料
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が農商工連携と物すごい密接に関係しているのだと思っています。それで、コミュニティ

ービジネスのほうの議論では、また別途、どういう法人形態がいいのかという議論はある

のですけれども、ご承知だと思いますが、ほかにもいろいろ問題があって、法人形態だけ

の問題ではない、もっとプリミティブな問題もほかにあるので、とりあえず法人形態はど

うしたらいいのかというのは、その中の一部として検討しています。もちろん農商工連携

の中で、どういう税制、どういう補助金、そういった仕組みがいいのかというのもまた並

行して、お互いリンクしながら検討していきたいと思っています。

○山本委員 農地問題なども、そういうところがかなりあるのですよね。

○門間座長 これまで、委員の皆さんから非常に多くの意見をいただきましたが、農水

省の方からコメントがあれば、よろしくお願いいたします。

○平尾次長（農林水産省） 何点か話がありました。特に自給率の問題です。私どもも

農業者が新たな販路を開拓したい、あるいは付加価値をつけて供給力を高めるということ

が重要だと思っています。このツールを使って自給力、あるいは供給力の強化につながれ

ばと思っていますので、書き込みたいと思っております。

それから、当然、売れなければいけない。自分で勝手に思い込みでつくって、売り込み

ばかりやっているというご指摘が何点かありました。恐らく農商工連携というのは、紺野

委員から若干ご指摘がありましたけれども、消費者の目線で農家も生産をするというとこ

ろにきちんと物事を動かすということは極めて重要だと私どもは思っています。そういう

意味では、そのツールとして農商工連携を使っていければ、今まではどちらかというと産

地の農業者の方々は、その季節につくれるものをできるだけ高品質につくろうということ

でつくっていらっしゃいました。それはそれでいいのですけれども、それが必ずしも消費

者ニーズとマッチしていないというのも、本当にどうやっていくのかは今後の課題だと思

っていますので、このツールとして非常にいいことだと思っています。その辺も強調させ

ていただきます。

○門間座長 今、農商工連携に対する地方の期待がかなり大きいことを実感しています。

私たちが農村の現場を歩いていても、これから農商工連携はどのように行われていくのか

ねという質問をよく受けます。こういう地方の期待にこたえていくためにも、新しいこれ

からの日本の地域産業のあり方を示す、ある面では地域振興の哲学を出してもいいのかな

という気もします。それとともに、地域における物作りの力をつけていくという形で地域

の取り組みを強化していくことが重要です。
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もう１つ、農商工連携の取り組みは地域の中でクローズに推進するのではなく、もう少

し他産業、他業種、他地域にオープンに外に開いてやっていくという発想をもう少し強く

出していってもいいのかなという気もしました。

それから、廃校の件がありましたが、この間、廃校を活用していろいろな活動をしてい

る人が私のところへ来まして、これから全国的な廃校ネットワークをつくり活動したいと

その夢を語っていきました。自己資金でこういう活動をやっています。こうした廃校のネ

ットワーク活動の支援も大切ですね。

それと、基本的にこの報告書の主要な読み手と配布先はどこを想定しているかによって

も書き方は全然違ってくると思いますので、その辺ももう少し詰めてください。かなり末

端にまで配布するということになると読みやすく、あるいは政策的な利用価値の高いもの

が必要です。大学でいうと履修モデルみたいなものがあるといいですね。チャレンジする

活動に従って、取り組みや政策の履修アドバイスができるような仕掛けも必要かなと思い

ます。

また、農商工連携88選は非常に参考になりますが、もう少し内容を充実して、88選の取

り組み事例の紹介が、これから取り組みを行おうとしている人たちに参考になるような書

き方重要かなという気がしました。

あと、植物工場のところで知財の話が出ましたけれども、農商工連携の中にも、やはり

知財への取り組みを説明しておく必要があるかと思います。その辺も含めてこれから検討

して、いい報告書をつくっていきたいと思っております。

以上できょうのプレゼンテーション及び報告書の骨子案についての論議を終了したいと

思います。

では、次のスケジュール等につきまして、課長からよろしくお願いします。

○熊谷課長 次回、第７回目、最終回でございますけれども、５月20日の10時から開催

したいと思います。本日のご意見を踏まえまして、全体の報告書を作成し、意見交換をさ

せていただきたいと思っております。長時間、大変お忙しいところ、本日はどうもありが

とうございました。

――了――


