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午前９時３０分 開会 
 
○司会（土屋生産振興推進室課長補佐）：時間になりましたので、開会いたします。開会に

当たり、生産局総務課生産振興推進室長から御挨拶申し上げます。 
 
○鈴木生産振興推進室長：生産局総務課生産振興推進室長の鈴木でございます。本日は第２

回の地産地消推進検討会ということで、優良活動表彰で農林水産大臣賞を受賞された世羅の

方へ伺いました。後ほど御説明申し上げますが、１９年度の予算は「どこを見ても地産地消」

というようなことを要求していますが、なかなかそういうことが出来ているところが少ない

ということで、しかしながら、ここでは出来ているということで、昨日から現地で皆様から

教えて頂いています。資料なども見させて頂きまして、意見交換も行いまして、より地産地

消を盛んにするため、生産者等の方々からヒントというかノウハウをいただきたいと思って

おります。現地で受け入れて頂いた皆様の御協力に感謝申し上げます。 
 
○司会：現地検討会の御協力を頂いた世羅町の山口町長から御挨拶を頂きます。 
 
○山口世羅町長：お越し頂き御礼申し上げます。光栄でございます。昨日も申しましたが、

世羅町は、２年前に、３町が一緒になり共通基盤のもとにまちづくりを進めようと合併しま

した。１９，６００人程度の小さな町でございますが、世羅台地の個性をしっかり活かして、

世羅台地の持つ法則性に着目しながら、それを素直に伸ばしていこうと考えております。農

業振興を町の大きな柱にしようと考えているところです。 
 ただ、中山間地として、集落をどう維持するかが問題で、６５歳以上の高齢者率が３４％

ですが、集落をどうするかも共に考えていきたいと考えており、また、健康という面に着目

して、高齢者にこだわりの農産物の生産の担い手となってもらいたいと考えています。 
 また、この町は、広島の中央にありますが、北は中国道､南は山陽道が走っており、横断

する尾道・松江線も建設中です。広島空港もあり、空も含め交通ネットワークが広がってお

り、この有利な条件を活かして、町の個性である農業振興を図っていきたいと考えています。 
 地産地消検討会の中では、６次産業ネットワークが具体的な対象となっていますけれども、

私どもは、農業振興のため、従来から国営農地開発等を行ってきましたが、個々の農業者が

それぞれ頑張るだけでなく、相乗効果、スケール的なメリットを生み、お互いに励まし合い、

競争し合う形で、進めていきたいと考えています。そのような大きな方向性をもってやって

いきたいと考えています。しかし、昨日もお話に出ましたが、なお改善点はあり、食の安全・

安心の中で、今後どう進めるべきかが課題だと思っています。花農園についても同じです。

世羅町には、先進性、つまり新しいものがあるということを消費者や訪れる皆様に知っても

らわないといけないと考えています。 
 また、学校、家庭の中など地域に６次産業がどこまで結合しているかについてはまだ課題

があると思っています。その仕掛けについて、まだまだ十分でないところがあると思ってお

ります。それも含め、世羅町をいい町としていきたいと考えています。委員の皆様には御意

見を頂ければ幸甚でございます。 
 
○司会：有難う御座います。では、議事に入ります。進行は、通例どおり永木座長にお願い



します。 
 
○永木座長：では、現地検討会についての議論を進めさせて頂きます。只今、町長から熱い

思いを語って頂きました。ここは、６次産業として、私達にとって、教えて頂くことの多い

先進的取組みをされておられます。昨日、今日と見せて頂きましたが、ここ世羅町は、今年

２月の全国地産地消フォーラムの優良活動表彰で大臣賞を受賞されました。 
 昨日、世羅高原６次産業ネットワークの現状を調査しましたが、また世羅町ならびに広島

県尾三地域事務所などの行政の立場からネットワークについて伺い、また表彰の審査委員長

を務められた山崎農業研究所の小泉先生からお話を伺い、その後、意見交換を行い、最後に

地産地消関係の概算要求について伺いたいと思います。昼までということなので、円滑な議

事進行に御協力お願いします。 
 資料の確認と、委員の出席について事務局から申し上げます。 
 
○鈴木生産振興推進室長：配布資料の確認をお願いします。資料は資料１から８までお手元

に配布いたしました。 
 委員の出席状況について、御報告申し上げます。永木座長、高鷲委員、野見山座長代理、

蓮尾委員、林委員、増田委員、米倉委員の７名の委員が御出席です。残念ながら、ほかの委

員は御都合により今回は御欠席でございます。 
 本日は、世羅高原６次産業ネットワークから田丸会長、橋川副会長、佐古副会長、岡田会

計、夢高原市場の井上様、広島県尾三地域事務所農林局より小原次長様、永井専任主査様、

世羅町から先ほど御挨拶頂いた山口町長、岡産業観光課長、そして鶴田主査、世羅高原６次

産業推進協議会から後（うしろ）様、それから、地産地消推進活動支援委員会から小泉様、

また、農林水産省から中国四国農政局相馬生産経営流通部長、広島農政事務所からは、山崎

補佐、当室から地産地消を担当しております土屋、渡邊、増元、さらに、それから農政局の

担当の松本係長が出席しております。 
 
○座長：有難う御座います。では議事に入ります。世羅高原６次産業ネットワークの活動に

ついてですが、まずは行政の立場から、世羅町の岡産業観光課長からお話を伺います。 
 
○岡世羅町産業観光課長：まず世羅町の概要を申し上げます。まず、ここに「古くから穀倉

地帯として発展した世羅高原」、「旧跡今高野山から」という映像が出ておりますが、これ

は先ほど町長から申しましたように、平安の古から、６１３ヘクタールの荘園として明治の

近代国家統一まで続いてきましたが、小高い丘に、政所があり、甍（いらか）を連ねておっ

たということで。現在も国宝等々、古い収蔵物が保管されているということで、南北の風土

と農林業の生産が混在した幅広い地域特性を活かして９００年の歴史の中で、現在まで続い

てきたということで、それにより有名な尾道港、当時は閑漁村でしたが、世羅台地の恵みを

積み出す港として、輝かしい第１歩を踏み出すという歴史がございます。 
 標高が３５０から５００メートルということでございまして、総人口が１９，６９０人で、

高齢化率は３４．１％で、このまま行政が手を打たないと１０年後には４０％を超えると言

われています。人口も１６，０００人台に落ちるのではと言われています。そして、昭和３

６年の農業基本法の制定を受けて、国営農地開発事業等々を行ってきましたが、そのもとと



して、好条件に恵まれた水田による県内の主要農業地帯として発展してきたという経緯がご

ざいます。 
 現在の農業関係の数値をまとめてありますが、樹園地面積は、１３０ヘクタールは梨園で

す。農業生産額９５億４，０００万円ですが、その約半分は畜産物であり、その他は、梨で

あり、米、アスパラであります。 
 先ほど若干触れましたが、農業基本法で、選択的規模拡大ということで、自立的農家の育

成という大命題のもとに、国営の前に、昭和３０年代の開拓パイロット事業、県営農地開発

事業、昭和５２年から平成９年までの国営農地開発事業を２１年間行ってきたところです。

開発面積は、３５７ヘクタールで、全て山林原野を畑地に開拓したということです。昭和３

０年台までは、眠れる大地、つまり「米俵の上にあぐらをかき、米さえ作っておれば食える」

という、水田単作地帯で、その他の生産が進んで来なかった地域であったので、これらの事

業が行われてきた。大規模経営による生産性の高い農業を構築するため、関係５町、つまり

合併した３町と、三原市の旧２町と共に、１９団地、３８農園を作っておりますが、ここに

至るまでは、農家の一家離散、倒産等々という悲惨な歴史もあり、苦労を重ねてきました。

広島県の民事再生法の適用第１号はこの農園であり、関係機関は相当苦労してきました。そ

して、当初国営団地の葉たばこや野菜でありましたが、葉たばこの生産調整や、雹（ひょう）

に大変襲われまして、現在の形になったのは、約１０年前で、観光農園や花農園に転換して

きました。そして、６次産業ネットワークの機運が高まってきました。 
 そして、カゴメが４７％出資したトマト菜園が８．５ヘクタールがあり、１期工事で約３

２億かかっております。そして、すぐ隣に、日本農園というカナダの技術を用いた水耕栽培

の農外企業が進出し、地域の新しい農業、雇用増大、地域活性化が進みました。また、本年

セラーリオという地元建設会社が農業へ有限会社を建てて進出してきたところです。 
 特産の梨に次ぐブドウを現在振興しており、単なるブドウではなく、５年前に出来たハニ

ービーナスを特産化しようと、３０数戸の農家、法人が頑張っています。また、花観光農園

ですが、多くは国営農地開発事業によるものであり、あるものは、元は葉タバコ農園で、多

くの経営者が代わって現在の形になっております。 
 集落型農業生産法人としては１１法人があり、町内の約２０％をカバーしており、特筆す

べきは、上から３番目の「安田まさくに」というのがありますが、水稲とブドウで、ブドウ

は本年１．５ヘクタール初めて収穫ができたもので、今後の成り行きが注目されます。一番

下の「聖の郷かわしり」は、本年度８月に法人設立しましたが、水稲と、アスパラという野

菜を経営の柱にしており、アスパラは半永年性作物であり、アスパラは、一度作付けすると

１０年以上収穫していくものであります。そういった、水稲、大豆、麦以外のものを探って

いる状態でございます。 
 主な農産物の県内のシェアでありますが、梨は、７３％強、大豆は一昨年前までは５０％

でしたが転作率の削減等の関係で、今は４１％、産直市場のほうでは、テンペというような

新たな加工品であるとか、豆乳ラーメン、豆乳うどん、広島市内の納豆メーカーと提携して

世羅産の大豆を使った納豆として売り出しています。水稲、アスパラ､鶏卵、トマト、茶で、

県内の農産物の供給量では４位程度かと思っています。 
 農業観光では、１０年前は４０万人の入込み客でありましたが、昨年度は約１３０万人で、

経済効果は約１４億円程度になっています。フルーツ、フラワーの世羅高原のイメージを植

え付け、春、夏、秋と世羅高原にいけば、何か楽しめるという農業観光を目指していきたい



と考えています。以上、概況です。 
 
○座長：どうも有難う御座います。続けさせて頂きます。世羅高原６次産業ネットワークの

推進の状況について、世羅高原６次産業推進協議会のアドバイザーであります後様から御説

明頂きたいと思います。 
 
○後アドバイザー：世羅高原６次産業推進協議会の活動について御説明申し上げます。 
 管内では、課長から話がありましたように、農業経営が安定していませんでした。国営農

地・開発団地入植に財産を投入した。技術がない。農地が肥えていない。農産物が売れない。

ということで、特に開発団地の観光農業、産直農業では１人でも多くのお客様が来て頂ける

という体制を整備することで、経営安定ができるのではということがありました。また、観

光農園さんは、自費で観光農園をつくるものですから、グレード感がなく、またリピート客

が少ないということ。おもてなしの心、接客対応が上手にできていないという課題もありま

した。また、加工グループも付加価値をつけてもなかなか販売する方法がなく、どうしたら

いいかという悩みがありました。また、直売所も平成８年、９年、１０年と小さなものをま

とめて大型化していきましたが、商品が揃わないという状況がありました。そういう中で、

平成９年に広島県に６次産業推進事業というのができ、ソフトだけで使えるということで関

係者は喜びました。これに地元町が半額負担すれば、１８０万円のソフトだけの事業ができ

ました。６次産業のイメージとは、１次と２次と３次を掛け合わせるということで、これで

農業が安定する。１次産業は新鮮、安全、多彩、２次産業、３次産業は、創る、食べる、見

る、触れる、泊まる等を総合的に行うことで、所得が増大し、就業機会も増加するというも

ので、関係機関と連携し、取り組んでいこうということになりました。その場合、広域でや

ったらどうかということで、世羅は当時３町だったので、３町とも同じ課題を抱えておりま

したので、一緒に取り組もうということになりました。消費者には町の区分はないこと。郡

全体を広域農業公園として考えたほうが魅力が増すのではないか。あるいは、観光、加工、

直売に取り組む農業者は３町全域にわたっていること。また、複数農業者が協力して６次産

業化することが可能ではないかということ。また、協力することによってグレード感をアッ

プすることが出来るのではないか。１農園見ただけではグレード感に欠けても、２つ３つ４

つとたくさんの農園を一日で見ていくことで、グレード感を得て満足してもらえるのではな

いか。ＰＲについても、一緒になってやることでマスコミにより受けるのではないか。ネッ

トワークを作ることで、観光農園の売場により地場産を取り入れられるようになるのではな

いか。人材、資源、環境、施設が、町の垣根を超えて活用できるのではないか。というよう

なたくさんのメリットが、産地を跨げば出来るのではないかということから、３町が一緒に

なって推進協議会を立ち上げました。平成１０年１月に、３町として、また県の農村振興課、

地域営農課が普及に関わっていましたので、またＪＡにも御協力頂きまして、推進協議会を

結成しました。現在は、３町が合併し、県の組織も変わったこと、生産者の組織も成長して

きたことから、生産者も加わっていただいて、今年３月には、新しい推進協議会になりなり

ました。 
 推進協議会の活動ですが、まず啓発活動、つまり６次産業とはどんなものかを啓発いたし

ました。シンポジウムも開催するとともに、研修会を計画的に実施し、ネットワークの必要

性を啓発してまいりました。３番目に、ビジョンを作りました。そのビジョンによって、６



次産業を推進していく５年計画を立てました。そしてネットワークの育成のお手伝いをして

きました。ネットワークが出来てからは、その活動の支援をしてきました。これが推進協議

会の主な活動です。 
 そして推進に導入した事業ですが、最初に、６次産業推進事業を単県でしたけど、あわせ

て１８０万円で行いました。詳しい資料は１ページ目、２ページ目に書いております。その

後、１０年にも単県を入れましたが、１１年、１２年には単県の事業はなく、３町の事業だ

けで行いました。１３年から１６年にかけて、また単県の事業を入れることが出来ました。

１６年には国の地域連携システム事業を入れることが出来ました。また１７年から１９年に

かけて、同じ、地域連携システム事業ですけど、内容を変えて、使わせて頂いています。 
 ６次産業のビジョンですけど、世羅のブランド商品作り、世羅高原のイメージ強化、アン

テナショップの開設、大型イベントの開催、わかりやすい案内板作り、この５つをあげまし

たが、５年間で概ね達成できました。 
 それから、研修会を行ったと申しましたが、特に２次産業部門、３次産業部門の研修を充

実させました。このソフトの事業をさせて頂く最大のメリットはここにありました。本当に

普段はお話を聞かせて頂けない講師料の高い先生方をお呼びすることが出来ました。商工会

関係の講師をお願いし、販売関係の研修もこれで行いました。 
 そして、これらを通しまして、６次産業化による成果をまとめてみますと、世羅高原のイ

メージをフルーツとフラワーで特に強化することが出来ました。それぞれがバラバラでやっ

ていたならば、こういう強化は出来なかったと思います。消費者に向けて、フラワーとフル

ーツの里であることのイメージ作りが大変強化できたと思います。地域特産品のブランド化

では、会員が栽培したもの、加工したものを認定しています。つまり今では、世羅のものを、

といわれるようになり、世羅の野菜を入れたいというレストランも増えてきました。また、

世羅産のものであるということをメニューに入れ、店内に表示したお店が県内にあちこちあ

るようになってきました。 
 そして、新たな消費者との交流活動が行われるようになり、６次産業に取り組む生産者が

増えてきました。また、おもてなしの心を持つようになり、体験交流等新たな取組みが見ら

れるようになって来たようです。 
 また組織の強化も出来たのではないかと思います。こだわりの野菜を作る人達、加工品を

作る人達などの組織強化が出来たと思っています。こうしたことから、売上も伸びたし、入

込み客も非常に増えたと思っています。また、特産品や郷土料理を紹介する機会も非常に多

くなりまして、消費拡大につながっています。それから、こだわりの農業の推進も、出来る

ようになりました。 
 そうしたことから、消費者の方々に最初ビジョンを立てるときに町のイメージの調査を伺

った結果がこの数値ですが、また再度同じ項目で調査してみますと、「野菜や果物の名産地」

というのが、非常に増えてきたのがわかります。「観光花園がある」というのも増えてきて

います。これらをネットワークの効果と思っていますが、いかがでしょうか。 
 また、それぞれの施設で整備が盛んにされるようになりました。産直市場では、設備を増

加したり新設されたりしたのが５箇所御座いますし、また、果樹園でも、施設を増やしたり、

観光用の果樹を増やしたりするのが、５箇所とございます。農園の産直や、食堂やトイレの

整備もされました。観光レストランでも、施設の整備が進んだところが８箇所ございます。

また１００万円を超える地場産を使った加工品を上げてみますと、大豆では、テンペ、豆乳



うどん、豆乳ラーメン、卵では燻製卵、もち米では、もち各種、かしわもち、おはぎ、焼き

米、米では、夢小判、発芽玄米、玄米コーヒーもできております。牛乳ではアイスクリーム、

これは１００万円程度では済まないものです。また、お茶では、世羅茶、健康茶というもの

があります。１００万円という区切りをつけましたが、１，０００万円を超えるものもござ

います。 
 これらを面積で見ますと、大豆６．５ヘクタール、もち米５．６ヘクタール、うるち米４．

４ヘクタール、ソバ８ヘクタール、牛乳５．２トン分が、加工して消費されていくようにな

りました。売上も増大し、一時とまっていましたが、１７年に更に上昇しました。平成９年

に推定で８億円、今は１４億円近くです、これはネットワークの交流部門のみで、市場出荷

分は入っていません。入込み客も非常に増え、４０万人くらいで足踏みしていましたが、活

動するごとに段々増加し、今では１３０万人を超えています。 
 今後の活動をまとめますと、ネットワークの自立をどうするのかが最大の課題だと思いま

す。町を上げての取組のため、自立が難しいです。やはり行政の支援が必要だと思います。

また、ネットワークの拠点としての夢高原市場を整備して行くことです。本当に昨年、一昨

年と１００回以上の会議を行いましたが、１２時を過ぎても会議が終わらないこともありま

したが、今年４月、夢高原市場を建設できました。ここをネットワークの拠点として充実さ

せていく必要があると思います。販売している商品を世羅ブランドとして確立させる方法を

考えないといけないと思います。それは、今年度、来年度あたりで検討していく必要がある

と思います。 
 また、グリーンツーリズムの活動の充実で、今まで色々取り組んできましたが、民泊、体

験が欠けているかと思います。今年、夢高原市場を拠点として、いろいろ行っていきたいと

思います。９月２３日、２４日の３日間、県民公園で、親子体験教室を開催しましたところ

２９９名の子供達が体験して下さいました。夏休み、９月と続けていますが、これが定着し

たら良いと思っています。民泊については、韓国の農業者の方々に、一昨年、昨年と３泊４

日でやって頂きました。こうした活動を国内の人達にもやっていきたいと思っています。今

年の夏は中学生６０人が泊まってくれました。韓国については、１１月に、受け入れた人達

を中心に、逆にこちらから行って、国際交流の方法を勉強しようと考えています。以上、私

の方から、かいつまんでのお話でした。 
 
○永木座長：どうも有難う御座いました。次に世羅高原６次産業ネットワークの田丸会長さ

んから御説明をお願いします。１０分程度でお願いします。 
 
○田丸世羅高原６次産業ネットワーク会長：それでは、私のほうから世羅高原６次産業ネッ

トワークについて申し上げます。後さんと重ならないように簡単に申し上げたいと思います。 
 私たち６次産業ネットワークは、やはり世羅の裕福な農地の中で、活性化が出来ない、生

産した物がなかなか販売出来ないなどということがあり、そういうことで、皆さんと一緒に

やっていきたいと考えたもので、行政の皆さんに、起業支援をして頂きました。また、その

ほかの支援をして頂いたことで、このようなネットワークを作ることが出来たと思っており

ます。これがネットワークの設立総会ですが、平成１１年の７月にこのネットワークを立ち

上げることができました。いろんな面で行政の支援を受けながら、皆で集まり、当初、個人

も含めて３２団体でスタートしました。 



 組織図ですが、会長、副会長、会計、監査、理事が１５名程度おります。ここにあります

ように、フルーツ観光園が７、花観光園が６、加工グループが１２、田舎レストランが２、

産直市場が４、直売農園が１６、地域農業集団が４、高等学校が１、農協が１、特徴的なの

は、高等学校の生徒さんもメンバーになってくれて、一緒に活動してくれているということ

です。６次産業推進協議会が支援してくれますが、この中に、こだわりの農産物の研究会や

郷土料理の研究会が一緒に入って活動してくれています。昨日もお話しましたが、花観光農

園のうちの５農園によるフラワービレッジ会議も入っています。今は、世羅全体で、盛り上

げてくれるようになったと感じています。また、消費者のファンクラブについても、広島市

方面から来て頂く方を登録するということもやっています。 
 フルーツ農園が７農園ありますが、梨が中心であり、今、ブドウに大きく力を入れている

というところです。 
 つづいて、花農園は６農園ですが、昨日行って頂いた旭鷹農園は５月のチューリップが中

心ですが、随時、夏のひまわり、秋のダリアまで、年間を通じて花を見て頂くよう取組をさ

れておられます。 
 次が産直市場であります。なんと言っても、今朝見ていただいた甲山いきいき村というの

が一番大きなもので、３つの産直市場については、行政が建物を建てて、以後、それを皆様

が使って活動をしているというものです。高齢の生産者が、生産物を売る場がないというこ

とで、高齢者の活動が実を結んだものだと思っております。 
 次に加工施設ですが、世羅の女性が美しいと言って頂きましたが、世羅の女性が、世羅の

特産品作りに励んでもらっています。 
 次はレストランですが、地元の野菜を使って、惣菜屋なのですが、有機栽培を中心とした

レストランにして経営を頑張っています。次も地元の野菜を使ったふうりゅう亭というレス

トランです。 
 また、勉強する機会を与えてもらって、私達も作ることにはある程度自信がありますが、

２次、３次産業的な加工や販売等で弱い点があり、講師に来ていただいたり、視察などで勉

強したりすることができました。こだわり農産物の関係では、県のジーンバンクの種を分け

てもらって、世羅に合った作物を研究しています。郷土料理研究会も、勉強し、特産化して

いきたいと考えています。こだわりの加工品ですが、今、大豆が県内トップなので、大豆を

使いたいということがあり、テンペに加工しています。また、豆乳うどん、ラーメンを販売

しています。珍しいということもあり、健康にいいだろうということで、好評いただいてい

ます。ただ、まだインパクトに弱いなと思っています。 
 フルーツ王国夢まつりは、今年６回目を迎えました。２日間で３万人のお客様に来ていた

だけるようになりました。フレッシュ市場とかを出してもらっているし、食べ歩きや、いろ

いろな教室の開催、広報活動、あるいは、宝さがし、梨の皮むきや餅投げ等、この祭りに、

高校生が小さい馬などを連れてきてくれて、子供たちを乗せてくれる等、地元の芸能をやっ

ている方にも出ていただいて、地元の皆様と協力してやっており、関係者に感謝しています。

また、大学生もボランティアで手伝ってくれています。こうやって世羅をよく知って欲しい

と思っています。 
 また、世羅高原フェアと言って、広島市の中央に、広島県のアンテナショップがあります

が、春と秋に、春は花、秋は梨とかブドウとかフルーツで世羅に来て下さいということをし

ます。自分で売るワゴン売り、ブース売りでは私たちが作ったものを２、３００種類は持っ



て行きます。世羅だけがやっている体験コーナーでは、世羅高原を知って頂くＰＲの場だと

思って頑張っています。 
 また、産品試食会ですが、皆で作ったものを皆で食べて評価していくというものです。１

回に４０品程度の物が出てきます。それを１００名程度の皆様で食べてもらい、商品化でき

るかを研究する会で、年１回やっています。産直市場などは、産直だけではやっていけない

ので、売るだけでは駄目で、加工もしながら、販売もやっていくというものが広がりつつあ

ります。 
 エコファーマーの認定についてですが、１３団体が認定してもらいました。安全・安心を

中心にするためには、大事なものだと思っています。 
 最後に、夢高原市場についてですが、本当にすごい数の会議を重ねて、ようやくこのよう

な形にしました、その中で、私達が考えたのが、特産品の販売、郷土食のテイクアウト、こ

れをネットワークの情報発信としたい、体験コーナーを入れたい、商品をふるさと小包にし

たい、レストランへの食材の供給もしたい。この市場では、町内の産物でないと出してはな

らないとしています。地産地消の一環といえると思いますが、よそのものを置かないという

ことを徹底しています。４月１４日に開園しました。ここを拠点として、もっと充実したネ

ットワークの拠点として行きたいと思っております。 
 また、世羅の高校生が授業の一環として、会員さんの話を聞いてマップを作ってくれまし

た。こういう中で、高校生と触れ合うことで農業の理解、関心につながると思っています。

ボランティアの協力による体験交流も、世羅に行けば、こういうことが出来るのだというこ

とを知ってもらえるので、将来へのつながりになるかと思っています。 
 最後になりますが、新たな活動の展開ということですが、まだまだこだわりの特産物の生

産が出来ていません。これこそ世羅のものだというものを、地元で作って、地元で消費でき

る、安全・安心なものを作りたい。加工品も世羅になくてはならないというようなものを作

りたい。有機栽培、特別栽培の安全・安心なものを作りたいと考えている。グリーンツーリ

ズムも、国際交流の中で、農業を知ってもらう、世羅を知ってもらうという、そして、世羅

から海外へ出て行き、いろんな勉強をすることも必要だと思います。 
 ５３団体がありますが、全体を考えた中で、地域活性化することができると思っています。

広く皆で考えることが大切だと思っています。以上です。有難う御座いました。 
 
○座長：では、もうお一人お願いします。広島県尾三地域事務所農林局よりお願いします。 
 
○永井広島県尾三地域事務所農林局農村振興課専任主査：広島県尾三地域事務所農林局農村

振興課の永井で御座います。食品の安全推進担当でして、私の業務の一つとして、食育とか、

地産地消がございますので、私の方から御説明申し上げます。お手元の資料の、右肩に資料

番号４と書いたもので説明します。県の支援についてですが、既に行政の取組についても触

れて頂いているので、私のほうからは、これまでに至った経緯と今後の方向について御説明

します。 
 まず、世羅農業の特徴は３つ。地域の個性があって、それを活かした６次産業の振興があ

るということで、１つ目の特徴は、多様な農業の展開と多様な担い手の存在です。県では世

羅台地を主要農業地帯の一つと位置付けており、町はじめ関係機関の皆様と連携しながら、

国営農地開発等の事業を行ってきました。また、近年は農外企業の農業参入を支援して参り



ました。それにより多彩な担い手による大規模な果樹農園、観光農園、それから魅力的な個

人経営の農業が成立しております。 
 ２つ目は、直売所、加工施設、交流施設が長年の事業導入・実施により集積している地域

だということです。 
 ３つ目は、昭和５８年から広島県の提唱で始まった広島ふるさと一品運動で、地域資源を

活かすかたちで、多彩な人材やグループが存在していることです。 
 つづいて、その特徴を生かすということで、６次産業化を進めてきましたが、世羅の６次

産業の特徴である広域化、６次産業化、ネットワーク化に至りました経緯について御説明申

し上げます。平成２年から５年にかけて、県が中心に取りまとめました各種報告書や振興計

画で、世羅台地の振興方向や課題を明らかにしております。平成５年の広島県中部地域農業

新機能集積整備基本構想で、今後の方向性を明らかにしておりますが、一つは農業経営の大

規模化、野菜等都市近郊農業の展開、高収益水田農業の推進、都市農村交流の公園という基

本構想を打ち出しています。また下の囲みに課題を整理していますが、構想推進のためには、

世羅高原地域の一体的整備が必要、基幹産業としての農業活性化は必須、地域資源を活かし

た農村レクリエーション空間の整備という課題、また、あわせて、町長、課長からの説明に

もあったかと思いますが、高速交通網の整備を背景とした都市と農村の新たな関係の再構築

というのも課題となっておりました。平成６年には、世羅高原地域の振興として県のほうで

まとめていますが、県内の農山村活性化の先導的モデル地区として町の枠を超えた一体的施

策の展開というのを打ち出しています。以後順次その振興方向に沿いまして、事業導入を図

りながら支援をしてきたところです。 
 そして、今回のネットワーク化による６次産業の推進に当たり直接大きく動き出すきっか

けとなったのは、平成９年度に広島県農政部が打ち出した農村地域６次産業推進事業の導入

であります。この事業の導入によりまして、世羅高原６次産業のコンセプトや方向性が明確

にされたのは、先ほど説明のあったとおりです。 
 それでは、続きまして、ネットワークの支援についてですが、図１を御覧下さい。ネット

ワークを下支えするために世羅高原６次産業推進協議会が立ち上がっています。推進協議会

の体制図については図２を御覧下さい。平成１０年１月２０日に協議会が立ち上がっていま

すが、立ち上がった当時の体制図が上の図です。今年２００６年の体制は下の図です。当初、

町、当時３町とＪＡ、県のほうで担当者会議を開いて進めて参りました。特に、県の普及組

織である尾三地域事務所地域営農課が中心となりまして、６次産業のネットワークの立ち上

げ、それからセミナーの企画、農業生産及び産品開発の技術支援や経営支援を中心に行って

きました。地域営農課で普及計画に取り上げて、計画的かつ継続的に推進してきました。ま

た、上のほうに、県の事務所の農村振興課を載せておりますが、先ほど説明しました加工施

設や世羅夢公園等の整備については、農村振興課で関係機関との連携を図りながら、事業導

入を進めて参りました。下のほうは説明を省略します。 
 今後は、食育と地産地消の更なる連携ということで進めたいと考えております。本年の８

月に世羅町で食育推進ワーキング会議が設置されました。これは今まで取り組んできた関係

者が中心となり、食育や地産地消をどう進めるかを話し合った結果、ワーキング会議が立ち

上がったものです。 
 食育については、上の経緯の方に掲げていますが、農業振興を行う産業観光課では、６次

産業、地産地消、担い手対策ということで、また、教育委員会、保健福祉課が、それぞれの



立場で食育を進めておりました。食育は、それぞれの担当課が進めるよりは、町全体で大き

く旗を振って進めることとし、ワーキング会議が設置されました。ワーキング会議は立ち上

がったばかりで、毎月１９日が食育の日として決まっていますので、毎月１９日には会議を

持つようにしています。現在、それぞれの部署で取り組んでいる食育を町全体の取組みとし

てまとめ、さらに、町の食育への取組み姿勢をまとめて、町民に情報発信する準備をしてい

るところです。 
 ２番目に今後の展開、イメージを掲げていますが、展開については、今後協議して固めて

いく予定で、私の頭の中のものを掲げさせて頂きました。町が作る健康増進計画の中の分野

別計画の中に食育基本計画を位置付け、今後のスケジュールとして、書いてありますとおり、

１９年度にはこの健康増進計画を策定していく計画で、今年度はその準備段階です。それか

ら、食育の展開には、住民との協働が大変重要となりますが、６次産業ネットワークの皆様

をはじめ、一人でも多くの町民の皆様に参画して頂けるようなシステム、新たなネットワー

クの立ち上げなどが課題と思っています。さらに、皆様のお知恵を頂ければと思っておりま

す。私からは以上です。 
 
○永木座長：有難う御座いました。ただ今、岡課長から農業の概要を御説明頂き、後様から

６次産業協議会、ネットワークがどう作られてきたかを御説明頂き、田丸会長様から、この

６次産業ネットワークの活動を始めて、どこまで至っているかを御説明頂き、最後に、県の

方から、食育の大きな課題があるとお話を頂いた次第です。 
 本来ならここで議論をしたいところですが、これだけ盛りだくさんのお話を頂いたのでや

むを得ないと思いますが、時間が迫っておりますので、続いて、（２）のネットワークの重

要性についてということで、このお話を地産地消推進活動支援委員会委員長を務められまし

た山崎農業研究所の小泉浩郎事務局長からお話を頂きたいと思います。 
 内容的に関係のある点もあるので、このお話を頂いてから、まとめて議論をしたいと思い

ますが、よろしいでしょうか。６次産業ネットワークの何が優秀であったのか、ポイントを

お話し頂ければと思います。 
 
○小泉浩郎地産地消推進活動支援委員会委員長：御紹介頂いた小泉でございます。昨年初め

て、地産地消の全国表彰を行いました。各農政局から３３点の候補があがりました。最初で

あったため、選りすぐりの事例が挙がって参りました。現地調査を行ったり、審査員はレポ

ートまで書いて頂いて、審査を行いましたが、その審査に当たっては、地域性を活かした創

造的活動、生産者と消費者、それに地域関係団体がどう連携して活動しているかどうか、さ

らに、その将来性は、というあたりが、審査に当たってのポイントでありました。 
 昨日から今日の御説明で、委員の皆様、これが何故農林大臣賞を受賞したのかという要点

は、お判り頂けたと思いますが、簡単に申し上げますと、繰り返しになりますが、世羅高原

という立地条件を活かした活動であるということ。そして現在は合併によって１町になりま

したが、かつては、世羅郡３町が自治体域を超えて、その地産地消を核にした、世羅台地の

農村公園化に成功しているというのが第１点です。 
 第２点は、題名のとおり、６次産業化ということ、農業は第１次産業として儲からない産

業と位置付けられてきましたが、それから脱却するのが課題で、１．５次産業という言い方

もありましたが、今では６次産業という言い方が一般化しているわけです。足し算しても６



であり、掛け算しても６でありますが、世羅高原は掛け算しての６として、第１次産業の農

業生産の１がゼロなら掛け算したらゼロになる。農業生産が基盤だということを評価いたし

ました。 
 また第３は、ネットワーク化ですが、ネットワーク化に参加している団体、個人は、いず

れもその活動が高いレベルにあるということ。全国表彰のレベルに十分達しているものがた

くさんありますが、更に一歩進め、関係する機関が手をつなぎ、相乗効果を出していこうと

して、その効果が具体化されているということを評価いたしました。 
 それから第４で、この種の地産地消運動というのは、突出したリーダーがいる。つまり、

旗振りがいるということですが、ここは強いリーダーシップがあるリーダーがいるわけでは

なく、多くのリーダーが存在しているということであります。この原点は、その夢市場を作

るために、１００回以上の話し合いをしている。夜は１２時過ぎになってしまうこともあっ

たとのことです。長い話し合いをすると、言わなくても良いことまで出てしまうのですが、

それがもめる原因にもなるわけですが、それを超えていくところに、この種の活動の重要性

はあると思うのです。時間はかかりますけど、こうした辛抱強い話し合いの中で、それぞれ

が、６次産業ネットワークがいかに重要であり、どのように自分の役割を果たすべきかを考

えることで、多くのリーダーが育ってきたということを評価いたしました。 
 第５は、元気なお母さん達は、つい少し前までは農家の嫁だったということです。農家の

嫁というのは、農村、農家の中でも決して高い立場にあったわけではない。お風呂も最後に

入るというようなものでしたが、今や、お母さん達が、地域のリーダーです。自分の貯金通

帳を持ち、立派な名刺を持ち、女性を超えたひとりの人間として成長した姿であり、人が生

きるということの重要性を教えてくれたということを評価いたしました。 
 最後に、昨日から気になっていることですが、期待や責任が重くなってしまい、地産地消

は自分達が楽しむ、自分達がくつろぐ、自分達が健康であるということを都会の皆様や、子

供さんに御裾分けするということが原点だと思いますが、御裾分けする方がくたびれてしま

っては、地産地消の本来の目的が失われてしまうのではと気になりまして、皆様、まずは御

自分が健康であることに留意されますようにと思います。以上で御座います。 
 
○永木座長：有難う御座いました。小泉様から５点頂きまして、また最後に、地産地消は自

分達が楽しむものだという言葉を頂いたところです。それでは、これから議論を行いたいと

思います。２つの議題をまとめて議論したいと思います。特にこの点を確認したいというも

のがありましたら、お願いします。 
 
○永木座長：年間１３０万人の来訪者があるとのことですが、どの辺りから来訪されている

のでしょうか。広島、尾道の方なのか。それとも、もっと遠くの方なのでしょうか。 
 
○岡産業観光課長：県内が多かったのですが、４月１４日に夢公園がオープンしまして、観

光バスでの来訪者の６割が四国地方の方です。というのは、観光商品名として、世羅高原花

ツアーとして、宣伝していただいています。あとは、中国地方を中心とした近県が３割程度

だと思います。 
 
○永木座長：四国とは、旅行会社などと組んで企画でもされた結果なのでしょうか。 



 
○岡産業観光課長：公園を開園する前に、四国地方の観光エージェントを集めるようなこと

もしたのが、これにつながっていると思います。 
 
○後アドバイザー：フラワービレッジ会議では、班を組んで、中四国にキャンペーンをしに

行きました。平成８年にフラワービレッジ会議を作り、平成９年ごろから実施しています。

その結果だと思います。特に高知県からが多いのは、高知新聞が新聞見開きで世羅台地の取

材、ＰＲをして下さって、それから多くなったようです。また、高知県から一番北の日帰り

コースが世羅になるということもあるようです。 
 
○永木座長：増田委員どうぞ。 
 
○増田委員：ここは、稲作地帯というよりも畜産地帯というくらいの地帯ですが、畜産の風

景には余りお目にかかれませんでした。畜種は何が多いのでしょうか。また、戸数はだいた

い３０戸と伺いましたが、頭数は平均どの程度になるのでしょうか。 
 何故このような質問をするのかというと、地産地消のポイントの一つは耕畜連携で、エコ

ファーマー、有機を含めて、消費者にとって良い農産物を生産する農家とは、耕畜連携が上

手く回っているものであり、そのような農産物に触れたいと思っています。地域の中で、ど

のようにリンクしているかどうか。また、食育というのが今テーマとなっていて、ここでも

進めようとしていると伺いましたが、農業農村が教えなければならないのは、命の教育とい

うことだと最近強く思うのです。それが上手く出来ているのかどうか。葉野菜１つにしても、

にんじん１本にしても、子供達に何かを伝えないといけないと思うのです。だいこん抜きを

するだけではない、バーベキューをするだけではない、何かができるだろうと。そういうネ

ットワークを作って頂きたいと思うのです。 
 先程、小泉先生がおっしゃいましたが、女の方が本当に元気ですねえ。女性を支えている

のが男性だと思います。それにつけても、小泉さんが健康第一とおっしゃっておられました

が、１２時過ぎまで会議をしたこともある、なのに、朝８時には直売所で働いている。一体

いつ寝るのだろうかと。家事をやっているのは男性とは思えませんから、女性の健康を地域

で大事にしないと。農業者の６０％は女性なのだから、女性だけに頼って、世羅の活性化は

ないので、支えてくださる立場の男性の意識改革を是非お願いしたい。 
 
○永木座長：畜産の話と、食育の話と、女性の役割の話について、お伺いしたい。 
 
○岡産業観光課長：畜産については、世羅の農業の５１％ですが、最も多いのは採卵鶏で８

３万４百羽で法人を含めて８戸であります。畜産は、全国の傾向どおり一極集中型が進んで

おり、ブロイラーが８７万５千羽で１０戸、養豚が、２万５百頭で２戸、肉用牛が３２００

頭で３4戸、乳用牛が３１４頭ですが、島根県から進出した大規模酪農家が４４０頭を目指
しており、一挙に倍以上になるかなという感じです。しかし、牛乳は、近年生産調整が続い

ておりまして、課題となっております。また、畜産がこれだけあると町内で生産される堆肥

は相当御座いまして、それが十分有効利用されていないというのが問題です。経済産業省や

県というか、経済産業省の外郭団体の経済活性化センター等と共に､勉強しながらバイオマ



スタウン構想だとか、ソフト事業の補助金を頂きながら可能性について研究をしており、世

羅高原との方々との連携の中で、本年度から試験区を設け、２年３作型、つまり、稲、麦、

大豆で堆肥の施用の試験を行っており、現在結果をまとめつつありますが、散布量について

は、化学肥料と異なり堆肥の散布は大変だなあと、これが課題となるようです。また、レタ

スの大型生産施設から出ますバイオマスはエネルギーとして利用できるかどうか試験段階

です。 
 
○後アドバイザー：女性が元気だというお話を頂きましたが、元々私は生活改良普及員をし

ておりまして、農業者の健康について一番注意すべき立場にあったかなあと思いますが、最

近は、個別にそのようなことをすることはなくなりましたが、女性達が元気で、本当に町を

動かす者として、生きがいを感じて頑張って下さっていると思っています。自分自身につい

てみると、退職して、いかに新しい人生を夫と共に送るかを考えていました。夫もお互いに

楽しんでくれているなあとは、思っておりましたが、１００回の会合や、４月、５月は土日

もなく、夢市場に出させて頂いて、帰りは７時以降になり気にはしていましたが、夫も、そ

ういう仕事をしてくれているのだからと協力をしてくれました。 
 毎朝、家族のためのジュースを作ってくれたり、お茶碗を洗ってくれたりするようになり、

支えてくれております。３８年間普及員を続けられたのは、家族のおかげだと思っており、

この一時期の忙しさが終わったら、次のことを考えようと思っております。 
 
○井上夢高原市場店長：夢高原市場の井上です。昨日も増田先生とこのようなことでお話が

できたことを嬉しく思っております。 
 私の場合、もし、このようなことがなければ、農家の嫁として、ピーマン、アスパラ、今

はいちごを作っていたのだろうなあと思っております。平成５年に「かめりあ」を開業した

ころからほとんど百姓をすることはなくなってしまいました。これは夫がやることになり、

夫は早目に郵便局も退職して家で農業をすることになりました。夫は、外で仕事をすること

に文句を言うこともなく、かえって申し訳ないと思っています。夫は家事はほとんどしませ

ん。私もしてほしいとは思いませんが、私は、お昼のおかずは準備できますが、夕食までは

準備できず、コンビニで買って食べているのを見ると、涙がでる思いです。１分でも１秒で

も効率的に仕事を終わらせて、夫と一緒にいたいと思っております。とても理解のある夫で

す。 
 
○佐古ネットワーク副会長：佐古と申します。私は、畜産農家です。３２０頭のホルスタイ

ンを飼っています。主人も私も農家出身でもないのですが、３６年間の経験で農業が一番人

間形成にいいものだと思っています。子供も３人おりますが、種まきから、嘘のないのが農

業で、子供の教育にも良いもので、子供もそんな中で成長しました。主人が、こだわる方な

ので、たい肥を作るにしても、好気性発酵菌、嫌気性発酵菌などを確かめながら、主人の出

身の農大の研究室で分析してもらいながら、こんな菌が生きているのだなあと思ってやって

いました。そのような中で、やっぱり好気性発酵菌がいいねという結論になりました。何で

も好奇心が旺盛で、旧態依然とした農業に反発するわけではないのですが、いろんな事を研

究しながらやってきています。ゴルフ場のカートを見て、上向いて仕事を出来るのはいいね

と思ったりして、やってきました。１０年程前、町でヨーロッパ研修に行かせてもらったが、



井の中の蛙でないようにしたいと思いました。 
 ３人の子供がいますが、全員が跡継ぎ候補だったのですが、真ん中の娘がやりたいという

ので、他の二人は譲っている状況です。ブドウの栽培やハム加工など研究してくれています。

できることは、何でもしたらいいと思っています。 
 ここまでやってこられたのも、一から本当に普及所に教えてもらいました。これが今は近

くにないので寂しいですが、普及所にはお世話になりました。 
 だいこんの芽が出た時の感動を忘れずに、新しい農業観を子供に植え付けながら、楽しみ

ながら仕事をやらしてもらっています。また、６次産業も田丸会長のもと、楽しんでさせて

いただいています。 
 
○永木座長：どうも有難う御座います。畜産については、バイオマスタウン構想等、検討課

題があるということですね。農村女性の立場から３人の関係者に伺いましたが、理路整然と

お話を頂きました。男女共同参画の社会を実現している家庭の話を伺いすることができたの

ではないかと思います。地産地消の効果の観点から、従来の家族経営のコンセプトが変わっ

てきていることも挙げることができそうです。 
 時間が限られており、４５分までとなっていますので、これから先生方に御質問・御意見

等を頂きたいのですが。世羅町は、地産地消については、ネットワーク型であること、２つ

目は、６次産業であること、観光型産業を目指していて、面的であること、４つ目は、法人

が多いこと、そうでなくても、グループが多く、ネットワーク化の一つの形態となっている

と思います。モデルにしたい取組だと思います。 
 積極的にこういうものを全国の地産地消の取組みに一般化するにはどうすればいいか、課

題は何か等、委員の方から御意見を伺いたい。野見山委員どうぞ。 
 
○野見山委員：昨日、今日と、世羅町のネットワーク型組織の先進優良事例を拝見し、大変

勉強になりました。この組織が更に輝きつづけるためには、どうすればいいかを考えました。 

それは、ネットワークの構成員が、寄りかかることなく、個々の農家がリスクを負いなが

ら、前進することが必要だろうと思います。そして、更なる飛躍のためには、個々の構成員

がとんがっていくと言いますか、個性を主張することが必要だと思います。また、ここには、

強力なリーダーがいない代わりに、コーディネーターが重要な役割を果たしていますよね。

しかし、コーディネーターが仕事を全部かぶっていては、大変なので、仕事をシェアするこ

とが大事だろうと思います。日本全国を見ても、こんなに農業多角化に成功しているところ

はないと思います。大変勉強になりました。 
 
○永木座長：どうですか委員の先生方。 
 
○蓮尾委員：質問ですが、ネットワーク型から離れますが、近年企業の農業参入が支援され

ているのが少し気になりました。食の安全・安心を確保するためには、食の安定確保が必要

だと思います。それは単に食料を安定的に、例えば行政が確保するというのではなく、国内

生産・地域生産の食料が確保されて、そこに住んでいる住民の食の安全・安心につながるも

のと考えています。 
 そういう意味で、農業の一次産業の生産額は８兆７千億円と農水省の資料ではなっていま



す。ところが、健康食品とかサプリメントなどに走る人が増えているようで、１次産業の売

上が伸びない中、サプリメント、健康食品の売上額は急増一途で、来年当たりで３兆円にな

ると聞いています。 
 そういう中で、企業の参入をどう支援するのかを聞きたいのですが、企業は優秀なので、

企業に良いとこ取りされることがあっては困ります。地域の中で加工等もやって欲しいと思

います。１次産品がきちんと生産されてはじめて、２次産品、加工品も上手く行くものなの

だと思います。企業の農業参入をどう考えているのか、町はどう支援しているか教えて欲し

いと思います。 
 
○岡産業観光課長：具体的な支援内容で御座いますが、世羅菜園であり、日本農園でござい

ますが、世羅菜園は、第１期工事は１２年ですが、町として国庫補助事業で支援しており、 
中山間地域に重厚長大産業が来るとは思えないので、企業誘致としては、農業関連企業しか

ないだろうということで、町独自の企業支援条例を作り、５年間は固定資産税、償却資産分

を含めて、納めていただいたものを全て奨励金として返しています。１０億以上の融資の場

合は、年２００万円ずつの奨励金を出しています。町全体では年間２，５００万円を奨励金

として返しています。また、日本農園も、国庫補助事業を町としてきちんと行ってきました。 
 また、農地法の規制があります。この農地法をどう運用し、クリアしていくかが課題です。

両農園とも、ガラス温室があり、特に日本農園には温室プールがあります。プールの中で、

レタスをつくるというようなことが行われていますが、農地として活用できるかについて県

と共に、配慮しており、具体的に申しますと、コンクリートの代わりに強化シートでプール

を作っていくとか、剥がせば直ぐに農地となるということなどです。従業員１期は６０人を

雇用し、２期で最大限で２２０人を雇用するということなので、人手不足が課題であり、後

継者となり得る若者を集めたいと思っておりまして、ハローワーク等を通じて、雇用の面で

協力をして集めています。補助事業の補助の残りの部分は、農林漁業金融公庫の制度資金が

受けられるように、認定農業者の認定や融資の斡旋を町としても行っています。 
 企業は、勝手に入って、勝手に撤退しても困るが、両方ともネットワークには入っていた

だいており、トマトにせよ、レタスにせよ、相当程度の出荷が行われており、連携をとって

いるということです。 
 
○永木座長：有難う御座いました。他の委員の先生方、まだ御意見を頂いていない方。どう

でしょう。 
 
○増田委員：最後に言っておきたいことがあります。夢高原市場では、世羅町のものばかり

を売っているということでしたが、隣接の施設では、一部外国産のものが売られていました。

世羅町に外からお見えになられる方は、せら夢公園では、全て世羅のものを売っていると思

っているわけです。外国産のものが売られているとせっかく皆様がこだわって作られたもの

が台無しになります。そこだけは注意してほしいので、お願いします。 
 
○蓮尾委員：関連して、世羅ワインについて、世羅で取れたブドウを使ったワインかなと思

っていたら、原料の一部が輸入品だったのです。今は量的に生産が間に合わない、将来は世

羅のものでやっていきたい、と御説明頂きました。それは仕方のないことなのかなと私は納



得したところです。しかしながら、いろいろな方が見えるわけでありますので注意が必要で

す。また、漬物もいろいろな食品添加物が使われているものがありました。加工グループな

どの皆様が一生懸命こだわってやっていらっしゃることが、これをおみやげにすると、リピ

ーターにつながらないのではないかと懸念しています。是非、検討していただいたほうが良

いのではないかと思います。 
 
○永木座長：これは、地産地消運動の本質的な問題だと思っています。 
 
○田丸会長：私どもも、そういうやり方は、将来の方向と逆方向になるので、よそから来ら

れる人に、そんなものを置くのかと思われると困りますので。夢高原市場は起業組合、協同

組合になっており、我々は、一切、地元産品以外を置かないことでやっています。そのほか

の施設についても、イメージ的に良くなるよう、そのような物を用いないように働きかけて

いきたいと思っております。 
 
○永木座長：時間がせまっていますが、ほかにご意見はございませんか。 
 最後に辛口の意見も頂きましたが、地産地消というは、単なる商品としてだけではなく、

作品として自負し、消費者に伝える気持ちが大事だと考えさせられました。ここの地産地消

のやり方は、他と異なっており、観光型で、一般のファーマーズマーケットではその日の食

材を買って帰るというものだが、ここは違います。地場の産物だけではなく、伝統的な加工

食品を土産品にして売り物にするやり方であり、御婦人の方々が衛生、添加物に配慮しつつ

作っておられる。女性の力が地産地消を作っていると思います。ここには、観光型という別

のタイプの努力の仕方があることが判りました。花園について、私は、それが経営として成

り立つとは思っていませんでしたが、花のグループと野菜のグループが上手く組み合わさっ

てバランスよく行われている。野見山先生や小泉先生もおっしゃっていましたが、若い世代

と中間世代と、年配者が、持ち味を生かして、持ち場を持って、うまく組み合わされて行わ

れています。高齢化社会となりますが、高齢者ものけ者とされないし、若者も、新規参入、

ＩターンとかＵターンとかで加わっている。第６次産業としていい仕組みだと思います。 
 ひとつ農協さんとの付き合いについてもお伺いしたかったと思います。ここは、尾道市農

協ということで因島からここまで、非常に大きな農協になっているので、金融事業は近代化

したが、ＪＡさんには、もっと頑張ってもらい、地産地消のリーダーになってもらいたいと

思っています。そういう２人３脚の仕組みが大事だと思いました。 
 また、もう一つの課題としては、地産地消は、食べる方の安全・安心の食材の確保だけで

はく、循環型社会の中に廃棄物をどう資源化してリサイクルに組み入れるかが大事だと思っ

ています。それが、生産者と消費者の結びつけのもう一つの連携だと思います。地域に与え

られた農業、農業とは、単に作って届ければいいのだというのではなく、消費者もそれに参

画するということが大事だと思います。これが地産地消の中には必要だと思います。こちら

では、誉め言葉も多かったと思いますが、完成度の高い地産地消が行われていますが、さら

に高い課題を立てて、高い段階の地産地消を行って欲しいと思います。 
 小泉先生や増田先生も触れておられましたが、新しい取組は、女性が犠牲になるという場

合もあるかと思いますが、地域の活性化、女性が楽しみながらの男女参画の農村社会を夫婦

一緒になって作られることを願っています。 



 最後の議題が残っております。平成１８年度の地産地消推進の事業進捗状況と、平成１９

年度の予算の概要について説明お願いします。 
 
○鈴木生産振興推進室長：資料６から資料８まであります。資料６は、平成１８年度の地産

地消事業進捗状況であり、（１）は、我々が公募型と呼んでいるもので、いろんなところか

ら御提案を頂き、５つの事業に取り組んでもらっています。効果測定、国際シンポジウム、

人材育成のセミナーの開催などがあります。 
 資料７は１９年度予算で、財務省に説明中ですが、ポイントは３つで、１つは地域リーダ

ーやコーディネーターを継続的に支援していきたいというものです。次は、（２）ですが、

「どこを見ても地産地消」ということで、世羅に近いかなと思いますが、構想を作っていた

だいて、公募で選定をして全国で５地区に国が直接助成をするモデルタウン事業です。（３）

は、国の強い農業作り交付金の中の１０億円を地産地消特別枠として枠を設け、優先的に県

に配分したいと考えています。また、生産性向上や品質向上という目的のものについては、

直売施設、加工処理施設、交流施設が対象となっていませんでしたが、助成の対象となるよ

う財務省に要求中です。１２月末までには政府原案が出来ますので、現在、鋭意折衝中です。 
 資料８は、食育と地産地消と連携ということで、私ども生産局と、総合食料局と消費・安

全局が連携して７月に出させて頂いた通達です。時間がないので、内容は省略します。以上

です。 
 
○永木座長：有難う御座いました。室長の説明について何かないでしょうか。 
 そろそろ時間なので、これで終わりにします。２日間にわたりまして検討会を開催させて

いただきました。皆様の御協力に厚く御礼申し上げます。事務局におかれましては、委員の

御議論を踏まえ、地産地消の施策に取り込んで頂きたいと思います。どうも有難う御座いま

した。 
 
○鈴木生産振興推進室長：有難う御座いました。委員の皆様には、２日間にわたり御視察に

加え、御議論頂き有難う御座いました。また、世羅町の関係の皆様の御協力に感謝申し上げ

ます。 
 なお、次回の検討会は１１月に商工との連携ということで、日程等については、後日御相

談申し上げます。本日の資料は、従前どおり農水省ＨＰに掲載いたします。 
 皆様の熱心な御議論を施策に反映させて頂きます。これで終了といたします。有難う御座

いました。 
 

以上 ２時間４０分 


