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食料・農業・農村政策審議会 企画部会 地方意見交換会（北陸ブロック）議事概要 

 

１ 日 時：平成 27 年１月８日（木）13:30～15:45 

２ 場 所：金沢商工会議所 ２階研修室１ 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

    農業者：義元 孝司氏 （株）アジチファーム代表取締役（福井県福井市） 

    農業者：井村 辰二郎氏 （株）金沢大地代表（石川県金沢市） 

    消費者：青海 万里子氏 石川県生活協同組合連合会専務理事（石川県金沢市） 

    実需者：佐藤 総一郎氏 サトウ産業（株）代表取締役社長（新潟県魚沼市） 

    自治体：杉本 博文氏 福井県池田町長（福井県池田町） 

 ② 企画部会委員：生源寺会長（座長）、山口委員 

 ③ 事務局：大臣官房政策課 押切上席企画官、食料安全保障課 杉本課長補佐、 

       消費・安全局 吉岡消費・安全政策課長、技術会議事務局 松尾技術

政       策課長 

       北陸農政局 雜賀局長、荻島生産部長、大澤経営・事業支援部長、 

       三木農村計画部長、渡辺整備部長 

 

 

４ 地域の有識者による意見・要望概要 

（（株）アジチファーム代表取締役 義元 孝司氏） 

○ 意見・要望として、大きく２点ある。その一つは視点を変えること。その１点

目として、今日では「農家」という家業では物事を処理できるという時代ではな

く、農業が産業として成り立つような施策方向に変えるべき。農家という発想を

変えて頂きたい。 

○ ２点目として、農業と土木業の連携、融合を提起する。農水省の中には構造改

善と農業振興という２つの流れがあるとしたら、これを一体化して農地集積が始

まった。例えば、土地改良は用水管理を含めて農業者が行うようにならないと手

抜きする。農業者自らリアルタイムで農地メンテナンス等を行う方向でお願いし

たい。 

○ ３点目には、基準反収の問題を挙げる。今は、基準反収を上げることにより生

産調整がどんどん増える時代（転作を進める構造）になっており、消費者の構造

が変化し主食米よりも主食以外のものが増えている状況。また、中山間地では耕

作放棄地が増えている。基準反収を下げて広大な農地で米を生産する方向に転換

しなければ、農業者は育成できないと考える。 

○ 意見・要望の大きな２点目として、「ひと」を提起する。人材育成を含めて「ひ

と」に着目した施策に変えていただきたい。農地も大事だが、「ひと」に切り込

んだ施策がほとんどない。新規就農者への援助制度があるが十分ではないと思

う。実際、30 年後の担い手はどこにいるのかというのを示して欲しい。 

  何故かと言えば、農業の中に雇用環境が出来ていないからである。若い人にと
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って雇用環境、就職口がなく職業選択として農業を選ばなくなっている。是非、

農業の中に雇用環境をつくっていただきたい。 

○ 「ひと」について、集落営農組織の問題がある。農事組合法で公平・平等の原

則があるため誰も経営責任を取らない。組織変更を行うにも法律により３分の２

以上の議決が必要である。もう少し緩やかに合意形成が出来るように制度設計を

見直す必要がある。 

○ 「ひと」について、農地における所有者と耕作者が同一というのが根幹となっ

ているが、農地を相続したものの東京にいるような地権者については、農地に関

心を持つことはおそらく無いと思われる。農地については誰がどのように担うの

かについて早く明示し、農地に関する整理（農地流動化）を行っていただきたい。

私としても耕作が継続できる環境を切に願う。 

 

（（株）金沢大地代表 井村 辰二郎氏） 

○ 農業の可能性は今でも大きいと思っており、今回の基本計画には、是非、明る

い 地域農業の未来について盛り込んでもらいたい。 

○ １７年前に就農後、先代までの経営に、豆腐加工への取組、耕作放棄地を軸に

した規模拡大、有機農業を中心とした環境保全型農業に転換した。 

○ キーワードとして、サステナビリティ（持続可能性）とダイバーシティ（多様

性）がある。 

○ 有機農業を中心とした環境保全型農業は、農業や地域の持続的かつ多様な発展

につながるものであり、産業としての可能性も大きい。このような日本型農業を

伸ばし、農業と環境の好循環を生み出していくことが、日本の農業や地域の強み

を活かすことにもなると感じている。 

○ このような日本型農業の絶対的な価値を磨いて、地域の活力を醸成し、国民の

理解を得ていくことが、多様な日本農業の持続可能性にもつながっていくと考え

ており、日本農業の国際競争力を高めることにもつながると考えている。有機農

業や環境保全型農業を日本の農業の柱の一つとして認識し、基本計画の中に明確

に盛り込んで欲しい。 

○ 日本には近代的な技術を使って収量を上げていくという大規模な農家の他に、

各地域で少量多品目の農家もあるなど農業を多様に行っているという素晴らし

い環境にある。 

○ このような多様性のある農業を一つ一つ取り上げていただき、振興策として基

本計画の中に明確に盛り込んでいただきたい。このことが、私たち現場の農業者

としては、いろいろな可能性が広がっていくことになると思う。 

 

（石川県生活協同組合連合会専務理事 青海 万里子氏） 

○ 消費者庁から委託を受けた事業で消費者目線で食品事故を未然に防ぐ商品開発

をしようという試みがあり、消費者が開発段階から参画しアレルギーフリーの商

品作りに取り組んだ。取り組んだことによる教訓として、消費者が開発段階から

参画することで、味、パッケージデザイン、食品表示、キャッチコピーまで全て
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を消費者の目線で考案し普及・啓発に生かそうとした。さらに、開発に関わった

消費者が商品の応援団にもなるという効果もあったと思う。 

○ 「のとも～るスマイルプロジェクト」という取り組みで、コープいしかわが事

務局になり、県内のローカルスーパー、それぞれの町及びＪＡなど、いろいろな

人と協力して地域で商品開発、販路作りをしている。取り組んだことによる教訓

として、６次産業化については農商工連携と言われているが、消費者、流通業者

も入り、「農消工流商連携」として連携を図って欲しい。それぞれの専門家が集

まった形でプロジェクトを進め、販路を作っていくという新しい形を進めて欲し

い。 

○ 「金沢エコライフくらぶ」というＮＰＯの生ゴミの堆肥化の取り組みで、金沢

産段ボールコンポストの素を開発した。これは、従来ピートモスともみがら燻炭

を使って堆肥化していたが、金沢の農林廃材である竹チップの炭等を利用し堆肥

化するもの。この取り組みから食品ロス対策、ゼロエミッション対策をもっと考

えて欲しいと感じている。特に、野菜の生産が過剰になったときや規格外のもの

をゴミにしないで、生で食べる以外として、加工、バイオマス等に利用する仕組

みが必要と思う。 

○ 各世代への食育について、消費者は今、特にマスコミで細分化された情報、例

えば、「これが効くから」、「これが健康に良いから」といった情報が出される

と翌日にはスーパーから物が消えるようなことが生じる。このため、トータルな

食育が各世代に応じて必要と思う。 

○ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）について、日本ではまだまだ普及して

いない。ＥＳＤを食農教育の中で進めることができないか。育てて食べるとか農

業の多面的機能を知る、地域の課題を解決していくというようなことを学校のカ

リキュラムに組み込んでほしいと思う。 

○ 担い手育成について、キャリア教育にもっと農業体験を組み込んでほしいと思

う。また、団塊世代では定年された方、ニートの若者、障がい者等の就労支援、

農業者の就労・育成支援も系統的に進めてほしいと思う。更に、家庭菜園は近所

に配って終わりではもったいないので、プチ農業起業のきっかけに支援して欲し

いと思う。 

○ 食の安全、環境保全について、ＧＡＰ、ＨＡＣＣＰの取組が消費者の目に見え

るような表示や、こういうものを買えば安全・安心につながるのだということを

普及して欲しいと思う。 

○ 食料自給率を高めることは重要と思っており、農林水産省のホームページに掲

載の「クッキング自給率」をいうページを活用して、体験型の環境教育に取り組

み始めた。ハムエッグの自給率が低いことを知り、なぜ低いのかを考えるといっ

た食料自給率について消費者が目に見える形で感じることが必要と思う。それが

ないと、食料自給力という言葉を普及していくのが大変ではないかと思ってい

る。 

○ 温暖化・気候変動対策については、異常気象・自然災害が増えてきているので、

これらを起因とした離農を防ぐために、品種転換やセーフティネットの対策も必
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要ではないかと思う。 

○ 地域資源の活用について、小水力発電は可能性があるものと思っている。また、

農林廃材のバイオマス活用にも積極的に取り組んで欲しい。 

○ 里山荒廃対策について、昔は葛が飼料として利用され管理されていたが、今で

は繁茂していると聞いている。葛や竹、間伐材など農以外の資源の積極的な利活

用や、イノシシ、シカを食すことで減らす（鳥獣被害対策）ということがシステ

ム化できないかと考えている。 

 

（サトウ産業（株）代表取締役社長 佐藤 総一郎氏） 

○ 今日、マスコミにおいて食に関する報道があり、私どもにはアゲインストの風

が吹いている状況の下、お客様の健康をお預かりしていることを十分に意識する

よう毎日社員に伝えている。 

○ 当社では、サラダなどのカップ野菜をつくらせていただき、新潟県全域とその

近県及び関東圏に出荷しており、365 日 24 時間稼動している。 

○ 平成 26 年 12 月は、豪雪の影響から流通面には非常に苦労したが、新潟では昔

から雪を利用する「利雪」という考えがあり、具体的には「雪室」を利用する。

新潟県内の食に関する異業種の方々が集まって協同組合をつくり、越後雪室屋を

立ち上げ３年目になる。雪室で冷蔵したコーヒー、酒、米、味噌などいろいろな

ものを雪室に入れることで商品価値が上がると好評である。 

○ 当社において取り組まなければならない課題は、現在は製品を卸して販売させ

ていただいているだけだが、 終的には生産から加工・販売まで一気通貫を行い

たいと考えている。 

○ 私どもの惣菜工場では、典型的な労働集約型の業種であり、昨今、人手不足の

状況である。前月、金沢で開催された勉強会において表示問題に関する講演をし

た際に、参加者の方からも人の確保は話題となっていた。当社の所属している日

本惣菜協会としても外国人就労に取り組み、今年から外国人労働者を採用できる

ようになった。 

○ 惣菜産業としては将来ビジョンを披露するため、１月 22 日東京において「中食

2025」を公表し、その場で惣菜の在り方も発表させていただく。 

 

（福井県池田町長 杉本 博文氏） 

○ 国が策定する基本計画等において、「自治体が」、「地方が」、「市町村が」

という文言が盛り込まれるが、活字だけではなく、基本計画等をいかにして実現

するかということが重要であり、国、自治体がともに協力することが大事である。 

○ 私からは、農政の総合性の確立と総合力の発揮について提起したい。総合性に

ついては、様々な事業を推進するに当たり、政策と現場が同じ方向を向いて整合

性を保っているか。現場はその趣旨に沿って目的達成のため努力をしているの

か。この点については、社会から指摘を受けるべきことと思っている。 

○ 総合力については、政策を一つに集約させよう、あるいは誘導しようというこ

とがあるが、日本全国では多様な農業が展開されており、大規模農家だけを守る

4



 

べきものではない。各地方での多様な農業を伸ばしていく政策をお願いしたい。

国が企画してそこへ地方を当てはめるのでは無く、国は大枠はつくるべきだが、

地域自らがデザインしていけるような農政の推進体制をお願いしたい。 

○ 農業政策、農村政策について、市町村が地元、農地や農業者の状況を近くで把

握していることから、国が決めた大枠の中で、地方がデザインしていくという多

様性を認める方向についてお願いしたい。 

○ 全国町村会では、平成 26 年９月に今後の農業・農村の在り方について提言書を

まとめたところ。この中で「農村価値創生交付金制度」を提案している。国は産

業的な競争条件を整備していただき、市町村側において農村価値を再度発揮させ

る展開を行わせていただく。この組み合わせが国と地方に求められている知恵と

しての発揮のしどころと考えている。 

○ 見直しが進められている農地の問題について、国が権限を持ち農地法の中で守

られているが、恐らく農地は減り続ける。どこかで必要な農地のライン引きを行

わなければならない。そこで、守るべき農地と柔軟に対応する農地をはっきりと

線を引く。国と地方の間で権限を分け合い、農地を守って行かなければならない。 

○ 食品表示制度について、農業者や農業関係者の産業だけで取り組んでも、日本

農業を救えないと思っている。国民が国産国消する、国民に農業農村は大切と思

っていただくには、食品表示や食の安全性、あるいは伝統食を広く国民に知って

もらうために情報発信を行っていかなければならない。そして、消費者は国産国

消することで農業農村を支援するということがトレンドとなるように、国と地方

が連携して取り組むべきではないか。 

 

 

５ 意見交換概要 

(山口委員) 

○ 本日、担い手について話題が出たところであり、このことについてはいろいろ

と議論されている。外部から農業に入ってくる者が備える要件として、農業に対

する熱意、そして、実際に就農する際の厳しい合理性のものさし、合理性を裏付

ける農業技術の三つの要件を備えなければならないが、これらを持ち合わせるこ

とは大変である。これらを持ち合わせた者をどう育てていくのかが課題であると

思っている。 

○ 義元氏の説明の中で、農業の産業化をしていくべき、そのためには、原料調達

・生産から加工販売、輸出に至るまでを一貫のサイクルとする必要があるとのこ

とで、ＧＰＳやＩＴ（購入時点情報（ＰＯＳ））なりの専門性が高い取り組みが

含まれていたと思うが、自分自身により実行する自前の部分と自分で実行できな

い部分の外部化或いは外部との連携によるかに分けて考えていくことが必要と

思う。 

  私の会社での研究に関して言えば、自前でやる中核技術部分に加え、ひょっと

したらいずれ関係してくるかもしれない技術テーマについては外部の専門家と

連携するという整理をおこなっている。 
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  例えば、ＩＴ（購入時点情報（ＰＯＳ））利用についても、コンビニエンスス

トアでは長く取り組まれているので、各所に蓄積されたデータを使うこともある

のではないか。 

  農業の産業化において、自前で対応する部分と外部化する部分の整理について

の考え方を伺いたい。 

○ 二つ目は、日本全体で人口が減っていく中で、どこまで担い手の後継者をつく

っていくのかということ。人材のソースとして、外国人もあるが、地元の若手が

どこまで地元に残るか、農業をやりたいという都市部の若手や都市部のシニアの

方が可能性を持っていると思う。それぞれを人材ソースとして繋げていくために

は、行政としても仕組みをつくることが大事と考えるが、これに関して要望があ

れば伺いたい。 

  

(義元氏) 

○ いろいろな会社と連携しているが、例えば、原料生産のだけではコスト面だけ

を問われる。単に原料だけ生産して右から左に流すような産業構造では、収益性

は全く出てこない。 

○ 北陸では冬場の大雪では露地物を作って生産して出荷することは無理であり、

冬の仕事が無いと年間雇用が出来ない。昔から農家では味噌や醤油を作ってお

り、余ったら売るという６次産業化をもともとから行っており、その手法を当社

で反映し年間雇用の形態として組み入れたものであり、特別に６次産業化したと

いう意味合いを持っているものではない。 

○ 人を雇っておいて、12 月から失業保険をもらってくれとは口が裂けても言えな

い。年間を通じて働いて頂き若い人が定着して生活の糧にしてもらうということ

が北陸においての６次産業化で一番大事。 

○ 北陸の農業生産法人の財務体質は非常に悪く６月くらいに資金がショートして

しまう。今年は米価が２～３割下がっているので、生産組合や集落営農では人件

費でコスト削減しているのが実態と思う。６次産業化しないと年間雇用すること

は不可能だと思う。 

○ 外部化について、全部を自前でやるということはしていない。販売にしても、

加工にしても委託やＯＥＭ等の手法で行っている。農業者を中心にして周りの産

業の何百人も雇用している状況で農業者全体が周りの産業の礎になっているの

ではないかと思う。 

○ 特に機械メーカーは端的な例である。当社では修理部門を持っていて修理を内

製化している。外部委託するのと２人を雇用した場合とを比較すると費用が１／

３である。外部化とか連携で問題を解決できるものではない。 

○ ６次産業化して販売も加工も修理も土木も出来るような人材を育てないと北陸

の地で冬も雇用しながらやっていくというのは不安がある。農水省もリサーチし

て通年で雇用するのにどれくらいの収入があれば良いかなどモデル的なものを

示して欲しい 

○ 耕作放棄地を解消したら反当たり 10 万円の支援が得られるが、草刈り、抜根す
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るとコスト割れする。単価の 10 万円についての根拠が分からない。農業の労働

評価をどうするのかということを示して欲しい。 

○ 当社は稲作のうち主食用は２割であったため、平成 26 年産において稲作の収入

減のダメージが少なかったが、新規需要米の補助金で成り立っている状況であ

り、外部化や連携を行いたいが、何でも自己で行わざるを得ない状況となってい

る。 

○ 人手不足はもっと加速していくのではないか。一番怖いのは、私たちの会社を

辞めて他所へ行ってしまうことである。そこをどうカバーしていくべきか、来年、

再来年の大きな課題とおもっている。人を雇用して、農業を取り巻く販売・加工

を含めた人材が育つには 低３～５年かかる。それまで財務基盤の弱い会社が持

ちこたえられるのか、農家からスタートして歴史が浅く仕方ないが、若い人が入

れ替わり立ち代り来ることが経営を圧迫している部分もある。北陸の農業法人の

定着率が悪いという実態を調べてほしいと思う。 

 

(井村氏) 

○ 大豆を消費者に直接届けたいと思い豆腐の加工を始めた。私たちにとっての６

次産業化の意味とは、自分たちの作っているものを誰が食べているか、食べてい

る方は誰が作っているのかを分かっているという双方向のトレーレーサビリテ

ィーの関係作りをしたいと思ったからである。 

○ 大豆加工を始めたが、その時は設備、人資源、技術がなく苦労した。その時に、

アウトソーシングをしようということで、麦茶を有機農業で作ったのがスター

ト。今、全体で１００品目くらいの加工品があり７割がアウトソーシングである。

しかし、アウトソーシングのジレンマとして地元に雇用が発生しない。ＪＡＳの

認定を持っていなければならないので、県外にＯＥＭ先が広がっていき物流経費

が嵩んでいく。今は消費者との連携と消費者が商品価値を認めてくれているので

成り立っている。 

○ 現在、ＯＥＭのものを少しずつ内製に戻している。販売の軸が付くと自分たち

でも作ることが出来る。ただし、ＨＡＣＣＰや品質管理の問題もあるため、なま

じっかな形ででは出来ないと感じている。 

○ 景気が悪い時期に公共事業が減り、廃業した土建屋から優秀なオペレーターが

当社に流れてきた。機械に乗れる若い優秀なオペレーターが留まってくれている

が、インセンティブとして給与や福利厚生はもちろんあるが、社員は仕事のやり

がいを感じてくれている。終身雇用として給与テーブルも一緒に作っていこうと

いうコミニュニケーションをとっていくことが大事と思っている。 

○ 県外から優秀な人が集まってくる。高額な給与を貰っていたのに半分くらいに

なっても良いから農業をしたいと言って来る人がいる。ここに農産業のヒントが

あるのではないか。そこは何かと自問自答しながらスタッフとコミニュニケーシ

ョンをとっている。 

 

(山口委員) 
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・仕事に価値観を見出す人間、しかも長続きする人間を見出していくという事は大

変であると思う。その関連で行政の方でも仕組みを持ち、そこからそういう人達

が見出せる仕組みが出来ると良いと思うが、その様な要望はあるか。 

 

(井村氏) 

○ 私の経営では労働分配率がすごく高い。大きく損金を分析すると、農地代、人

件費、農業機械経費のこの３つである。農業経済学の先生と話をするが、農村の

形態の評価として、労働分配率の高いということを評価するような仕組みができ

れば面白い。地域雇用創出型の農業というふうに考えると、雇用を創出している

部分、人件費率が高いところをもう少し評価する仕組みが出来れば面白いと感じ

る。 

 

(座長 生源寺委員) 

○ 義元さん、井村さんの話が非常に印象的であった。基本的には地域の雇用の意

味合いが、高度成長・安定成長期、その後の時期と今では違っていると思う。雇

用はコストであるとの感覚があったわけであるが、大もうけはできないけれど、

安定したやりがいのある就業の場をつくることが極めて重要ということを確認

した。その観点から、制度上もう少し、こういったところをやりやすくして欲し

いとか、これは困るとかがあれば、お話頂きたい。 

○ 農業と川下の食品産業、農業と川上の圃場整備等の土木について、営みとして

はその境目には意味がなくなってきているとの印象である。かつ、どこまで内製

化し、どこまでを外部化かということは一律には言えない。同じ経営であっても、

履歴を積みかねることによって、内製化する部分が広がったり或いは別の所に行

ったりすることもあるかと思う。そういう意味では、柔軟に対応ができるような

制度、政策が必要であろうと感じた。また、北陸の冬の雇用の関係はもっともだ

と感じた。 

○ 企業の観点から、佐藤さんには、特に農業者との繋がりの観点からもう少しお

話を聞きしたい。食品製造業は比較的に地方に密度深く立地している。その意味

で、農業プラス食の製造が、地域の雇用を支えていることは重要と思っている。

その意味でも、製造業と農業の境目はあまり無いと感じた。魚沼は、お米が有名

ですが、野菜はどこの地域の産物を受け入れて、どういう関係で展開しているの

か、お聞きしたい。 

 

(佐藤氏) 

○ 地場の野菜を使いたいと地域の農家や市場の方と話をするが、それだけの量が

確保出来ない。お客さまには、一定の品質と量を届けなければならないので、品

質と量の確保は地場野菜を使うにおいて大事な要素。 

○ 農作物は毎日生育しており、流通の関係でとりあえず市場に持って行って冷蔵

庫に入れておく、翌日に鮮度を落として我々の所に来る。我々としては、出来れ

ば農家との直接取引し、一緒になって商売させていただければと考えているが解
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消出来ていない。 

 

（座長 生源寺委員） 

○ 青海さんの話にも共感できるところが多く、生協は小売という意味でのビジネ

スであるが、ＮＰＯ、ＮＧＯの側面がある。例えば子供を視野に入れた働きかけ

や、食品ロスや食品廃棄物の問題にも取り組んでいるなど、経済活動の成果とし

てカウントされないようなものであっても、非常に大事な活動を行っていると考

えており、こちらの評価もしなければならないのではないか。成長産業化という

話も大事な点だが、一方で、出来たものを大事に使う、上手に使うということも

大事。それが、農業や自然をベースとした産業に対する特に若い人への理解に繋

がると感じる。そういう点で更に補足できる話があればお話頂きたい。 

 

（青海氏） 

・生協は、自ら事業を営みながら、かつ、消費者（組合員）が自主的な各分野に渡

る活動を行っている。象徴的な出来事が、中国ギョーザ事件で、あのころは各方

面から安く大量に仕入れられることができ、しかも品質が行き届いた、おいしい

ものをより安く消費者に提供することを求めてきた。その事件以降、県内の多く

の組合員から「なぜ地場産があるのに手に入らないのか」という厳しい意見が寄

せられ、それを機にコープいしかわでは「じわも～る」という石川県内の商品を

扱うカタログを別に作成した経緯がある。その中で、食農・食育や能登での商品

開発に繋がってきた。消費者の目線を活かした活動が 終的には商品に結びつく

ような活動ができればと思う。 

○ 今日、生協も社会的な役割を盛んに言うようになり、組合員のためのクローズ

した組織というよりは、社会にどれだけ貢献できるのか、その時にマグネットに

なったりコーディネートできたりすることを目指したいという中での活動とな

っている。 

 

（座長 生源寺委員） 

○ 杉本さんからも非常に印象的なお話があった。政策の整合性は必要だけど、一

律であったり、画一的であったりしては困るという話であった。一昨日、京都で

この会議を開催し座長を努めた際に、「ＰＣＤＡサイクル」という言葉があるが、

農業政策の進め方は「ＰＰＰＰ」で終わっていて、きちんと振り返って総括し着

実に進んでいく姿勢に乏しいという趣旨の話があった。今日の杉本さんの発言に

ついても特に国と地方の連携、棲み分けの部分で更に発言があれば伺いたい。 

 

（杉本氏） 

○ 農水省が地方分権にあまり熱心ではないのではないか。関税など大枠は国が決

め、てもらわなければいけないと思う。農地についても農地法に準することもや

はり国が決めるべきと思うが、本来の目的達成のために、市町村と棲み分け、連

携する形で、その現場、現場でうまく準用しながら確実にやり抜くことが必要。
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大きくプランを見直さなければならないようなことはあまりないのでは無いか

と思うので、国と市町村が役割分担することで、強い農業、農村を作れるものだ

と考える。 

 

（座長 生源寺委員） 

○ プランは様々あるが、根本的な目的は何かということだと思う。そこに立ち返

ってということになれば、ころころと変える必要は無いという話になるだろうと

の感じを持った。 

 

(山口委員) 

○ 企画部会においては、農水省に対して、企画だけでなく、実践に繋がる様なヒ

ントをどこまで盛り込めるのかを要望しているが、企画部会に参加する前に農水省

に対して持っていたイメージよりも、随分各論に踏み込んでいる。資料には、これ

までの議論の中で、それぞれのテーマに関し、地域の事情に即した具体例が多く入

っている。そのまま各地域にもっていけることはできないが、しかし、参考事例と

して、「こういう公式に即するとうまくいくのかな」というヒントが得られないか

という目で見て、それを自分の地区に引きつけたらどうできるだろうかということ

を双方で行うことが大切である。  

 

○ 各地域で実践すること、国策として行政が打ち出したことが出来るだけ連動す

ることが大事だと思う。「百匠一品」という言葉は非常に面白い言葉だと思う。

その地域独特なものやそれを裏付けている技術がここに生きていると思う。これ

を制度化しようとすると具体化しつつある地理的表示の制度があり、これらが連

動するとまさに実現するということになる。 

○ 地域の食文化の掘り起こしも、日本食文化がユネスコ無形文化遺産に登録され

たことを契機に、いろいろなことが打ち出されている。民間全体としても和食会

議などが立ち上がり、来年春からも様々な事柄と連動すると思う。先輩国のフラ

ンス（2010 年、フランスの食美術が登録）では、各地域の食材を活かした食文化

があり、それが集約された天辺にとしてフランス王宮のフレンチ料理がある。こ

の根っこが崩れ始めたのが非常に心配となって遺産登録したとの話であった。こ

の話は日本もよく似ており、地域食文化と和食世界遺産の連動がこれから具体的

に進むと思う。 

 

（座長 生源寺委員） 

○ 井村さんの説明資料の中にある政策として配慮すべき「情報弱者」という言葉

について補足的にお話を頂きたい。 

 

（井村氏） 

○ 例えば、能登の耕作放棄地を来年 10ha 位、水田中心に蘇らす計画をしている。

ある地区で地域の住民に対する説明会を市町村と一緒に行うが、中間管理機構で

10



 

こういう貸し手のインセンティブがあるということを役場の方が一生懸命説明

しても、高齢者の方には分からない。若い農家の方でも、インターネットも一切

見ず、市町村とも殆ど関わりなくやっている人達と話すと、多分、環境支払いや

中山間地対策のことを言っていると思うが、「僕たちの所には情報も来ないし、

どうやったら良いか分からない」と言う。担い手は多様になっているので、イン

フォメーションを積極的に行って頂き、大企業参入も含めいろいろなプレーヤー

を農業会に引き込んで欲しいと思う。 

 

（座長 生源寺委員） 

○ 情報を発信する側の観点からものを見てしまうが、受信する側の観点からいろ

いろと考えていく必要があると思う。 

 

（義元氏） 

○ 現役のサラリーマン時代に福井の伝統野菜に関する冊子を編集したことがあ

り、約３年で５，０００部位作成したが、今は、作成が途絶えている。また、伝

統野菜の中で「かぶら」や「里芋」など約２７品目の野菜については、消滅危惧

種に近いような状況にあり、その一番の原因が生産者が育成されていないため、

種の保存ができないことである。 

○ 農業サイドはいろいろな伝統野菜の情報を発信していくことが一つの仕事と思

っている。また、農業部門の文化を継承する仕組み作りが急務だと思うので、県

単位で伝統野菜が保存される仕組みを整えて欲しい。 

○ 食文化について、料理については目立つが伝統野菜の生産についてはほとんど

取り上げられない。伝統野菜は今日まで地域を支えてきた豊かな食文化だと思う

ので、文化財と変わらないものと思う。 

 

（座長 生源寺委員） 

○ この問題は、国だけでは無いと思うが、国は方ではどういうところが所掌して

いるのか。技術会議の方で簡潔に説明をお願いしたい。 

 

（技術会議事務局） 

○ 農林水産省所管の独立行政法人農業生物資源研究所の「ジーンバンク」で、種

の保存を行っている。基本的には、育種の素材に使用するものを海外から集め、

活用することを目的にしているが、在来品種等についても各都道府県と相談して

必要なものを保存している状況。本当に大事な品種等があれば福井県と相談して

いきたい。ただし、冷蔵庫に長期間保存しておくと劣化するため、増殖しなけれ

ばならない手間がかかるので、希望する品種の全てを保存できること出来ない。 

 

（井村氏） 

○ 米政策関係のＰＤＣＡサイクルについて、 初の理念を現場で循環させる小集

団活動というものをトヨタ自動車で行っているが、農業ではそこが欠けているの
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ではないかと思う。特に米農家が人口減少社会や米の低価格等自分たちが置かれ

ている状況をきちんと理解して、どういう米作りや生産活動をしていくかを考え

るところが弱いのではないかと思う。例えば、農協と水田協議会が生産調整の耕

地配分を考えている。また、農業者が農協の傘の下に入っているケースが全国で

も多くその中で合理的な仕組みで耕地配分されていくと思うが、農業者がこれか

ら世の中はどうなっていくのか、自分たちが生き残っていくために何をしないと

いけないか（米粉、飼料用米、輸出）という事を考えるところが抜けているので

は無いかと思う。 

 

○ 生産調整が無くなって、「自らが考えるということ」状況になっていることす

ら、米農家はあまり理解していない。好きなだけ主食米を作って良いというわけ

では無いはずだが、考えるということが実際には行われていない。例えば、水田

協議会に専業農家を多く入れるとか、ある程度の規模は大きな傘の下に入るので

は無く自らが考える仕組みを作ることが大切なのでは無いかと感じている。 

 

（座長 生源寺委員） 

○ 頂いたご意見からも、同じような規模で同じようなものを作っているという意

味での統一的な農家像は多分過去のものとなっており、いろいろなタイプの農業

者が全体として農業を支えていく関係であるということを頭に入れておく必要

があると思う。 

○ 生産調整そのものについては、まだやや抽象的な書き方となっており、企画部

会でも多少議論したこともあるが、どういう格好で、どの時点でどうなるかとい

う道筋をきちんと伝えることが大事と思う。あいまいなまま何となく時期が来る

というのは一番避けるべきと思っている。 

 

（青海氏） 

○ 農業・農村の所得倍増関係について、過去においては農業者の所得が低いこと

や、後継者が離れていってしまうということで、所得を確保していこうとずっと

努力されてきたことは理解出来るが、事ここに至って格差社会が進行している現

在にあっては、むしろ、消費者、国民の命を守る食であるとか、国土保全を農業

が保全するとかの基幹産業を持続可能にすることが前提に無いと、所得倍増と言

われても消費者は理解できないのではないか。もう少し、消費者目線から切り込

んでいくような説得性のある表現にして頂きたいと感じた。 

 

（座長 生源寺委員） 

○ この点に関し、企画部会の一委員として何回か発言している。資料５の４ペー

ジから所得倍増について委員から出された意見が記載されている。所得の増加は

良いことだが、10 年で倍増ということについては、疑問が投げかけられている方

が多いと感じている。 
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(山口委員) 

○ 青海さんの資料の中で、要望事項や新しい試みが書かれているが、小水力発電

にしても農林廃材のバイオマスにしても、林業との連携にしても、日本の経済界

がＡＳＥＡＮやアジアに対して提案をする時の要素になっており、各地域で具体

化が始まっている。今の日本では、小規模の水力発電は話題になっていなかった

が、それがスマートシティの試みなどで現実に行われつつある。ここに書かれて

いるテーマは今まさに始まっていることであると思うが、地域特性があるので、

この地域にどの部分が応用できるのかという視点を持つと、いろいろな試みがフ

ァインディングスも含めてできると思うので、日本の地域ごとの連携の中でやり

とりを行うことが必要であると改めて思った。 

 

５. 閉会 

（以上） 
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食料・農業・農村政策審議会企画部会地方意見交換会（中国ブロック）議事概要 

 

１ 日 時：平成 27 年１月９日（金）10 時 00～12 時 40 分 

２ 場 所：岡山市 ピュアリティまきび（２Ｆ千鳥） 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

    農業者：金原 邦也氏（農事組合法人シトラスかみじま組合長（広島県大崎上島町）） 

    農業者：吉弘 昌昭氏（農事組合法人ファーム・おだ組合長理事（広島県東広島市）） 

    消費者：藤本 サチミ氏（岡山県消費生活問題研究協議会副会長（岡山県玉野市）） 

    実需者：宮田 裕也氏（オタフクソース（株）国際事業部長（広島県広島市）） 

    自治体：片岡 聡一氏（総社市長（岡山県総社市）） 

 ② 企画部会委員：中嶋部会長（座長）、香髙委員、三石委員、山内委員 

 ③ 事務局：農林水産省大臣官房 中澤政策課首席企画官、川合食料安全保障課長、消費・安

全局 吉岡消費・安全政策課長、農林水産技術会議事務局 松井技術政策課課長補

佐、中国四国農政局 仲家局長、西田生産部長、鈴木経営・事業支援部長、細谷

農村計画部長 

 ④ 一般傍聴者：約 30 名 

 

４ 地域の有識者による意見・要望概要 

 

（農事組合法人シトラスかみじま組合長 金原 邦也氏） 

○ 農事組合法人シトラスかみじまの目的は、魅力的で安定的な果樹農業の担い手

を育成すること。担い手の受け皿づくりには、ほ場整備とハウス設置が必要と考

え、平成 21 年の１月に法人を設立した。広島県では初めてのかんきつ類の農事組

合法人だった。現在は、約 1.5ha で新品種かんきつのハウス栽培、露地のうんし

ゅうみかんの主幹形栽培に取り組んでいる。11 名が移住し、うち半分は新規就農

者だった。 

○ ほ場整備の後に国の補助事業でハウスをつくる予定だったが、結果的には採択

要件が当初考えていたものとは全く異なり、低コスト耐候性ハウスも複合経営促

進施設事業も全てできなかった。その後慌てて広島県の単独事業に取り組んだが、

目標としていた金額は県の総事業費を充てても足りなかった。結局、町が 50％を

負担してくれることになり、２年遅れでハウスが完成した。 

○ もう少し地域に合った採択要件を検討してもらい、多くの人が取り組めるよう

にしてほしい。市町村が出せる可能性がないものに着手すると大変なことになる、

採択要件を検討してもらう必要があるということを経験談として話している。 

○ 夏レモンは２月頃から加温を始めて、国産レモンがゼロの時期である７月から

９月、特に８月のお盆前に国産レモンがグリーンレモンとして出回るようになっ

た。単価は高いが、燃料代が高くつく弱点もある。農家が努力すれば、レモンの

周年供給体制が可能になると思っている。 

  「せとか」という品種は、高いものは、１個が 600 円という値段がついている。
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加温するので燃料がいるが、なんとか今年の２月から収穫・販売することになる。

県内からも注目されており、このままいけば良いものが収穫できる見込み。 

 

（農事組合法人ファーム・おだ組合長理事 吉弘 昌昭氏） 

○ 東広島市河内町小田は小学校区の単位であり、中山間地域の真ん中に位置して

いる。13 集落あり、人口は 600 人、戸数は 210、うち農家は 170 戸。農家は全て

兼業。過疎化、高齢化、担い手不足、ひいては荒廃地の増大あるいは限界集落と

いう段階を向かえている。広島県は高齢化の進展が全国より 10 年から 15 年早い。

この危機をチャンスととらえ、集落営農を行うため法人化し、優良農地を荒らさ

ないで守り、担い手の受け皿となっている。最終目標は、生産対策と地域政策を

あわせた住みよく明るい地域にどうもっていくかである。集落営農における集積

面積は 103ha で、県内 246 法人のうち面積的には一番大きい。 

○ 平成の大合併を機に、自らのことは自らで、との発想の下、平成 15 年に「自治

組織共和の郷・おだ」を設立しました。これは「小さな役場」と思っています。

次の段階として、農業振興部の活動があり、農業生産については法人化をするこ

とになった。更に次の段階として、耕畜連携による地域間連携や栽培協定を行っ

て共同出荷する法人間連携など持続可能な経営を目指している。 

○ 設立から 10 年経ち、水稲は 61ha、大豆 19ha、小麦 11ha、そば 4ha、野菜 2ha

を栽培している。農産物販売額の目標１億円を突破し、今後は５年後に１億 5 千

万円をどう構築していくかが課題。現在 154 名の構成員で農地集積率 95％。構成

員に対してアンケートを行った結果、94.3％の方が法人に参加してよかったと回

答した。その理由は、第一に、農地を荒らさずにすんだこと、集落がきれいにな

ったこと。第二に、高齢化の中で体や気分が楽になったこと。第三に、赤字が解

消されたこと。赤字の解消は、若者が農業に取り組むチャンスになる。 

○ 水稲、大豆、麦、そばは 6 千万円から 7 千万円止まりとなっている。水田が 95

％を占める地域なので、売り上げをさらに伸ばすには米の需要拡大を図るしかな

い。したがって、米を米粉にし、地元産品を食材とした米粉パンづくりを平成 24

年度に始めた。６次産業化はやればできるが、しかし投資も大きいのでこれをど

うクリアしていくかが課題。 

○ 国策として平成 32 年を目標に食料自給率を 50％とする計画があったが、40％

が１％減り 39％になっている。実行できる手順、道筋をわかりやすく、具体的に、

現地に伝わるように示すことが必要。計画は計画のままで終わってはならないし、

５年毎に評価し出来ない原因を改善していくべき。 

○ 提案だが、全国の荒廃農地は 40 万 ha と言われるが半分を山に戻す、という国

の考えがあると聞くがもったいない。山でなく畑地化して、鳥獣害の緩衝地帯に

しつつ、大豆、そば、麦を作ると良いものができるのではないか。 

○ ヒト、モノ、カネ、情報の中でもヒトは一番大切。農業をやる人がなぜいない

かといえば、それは儲からないから。儲かれば後継者もできる。昔は、親の背中

を見て子供は育ってきたが、今はそうではない。しかし、法人経営は年配者の背

中を見ることができる。若者を周年で雇用する場をどのように確保するかが課題。
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農の雇用事業を活用しているが、２年で終わってしまう。準備に３年かかるし、

定着するのに５年かかるので、期間の延長を提言したい。 

○ 農林水産省にも様々な局、課、班、係があり、それぞれ予算を分担しているた

め、種類が多く非常にわかりにくい。一括して予算を地域に流しこみ、それを地

域の特性を生かしながら活用できないか。また、日本型直支払制度のように重要

なものは法制化して、最低 10 年間は制度が持続するようにしないと、現場に浸透

しない。 

 

（岡山県消費生活問題研究協議会副会長 藤本 サチミ氏） 

○ 会は「主体的な行動ができる消費者」を目指しており、色々な実践を行いなが

ら消費者被害の防止を第一にしている。そのほか、食の安全・安心に関する学習

や環境問題に対する運動、啓発にも取り組んでいる。 

○ 最近は詐欺事件が多発しており、消費者被害にも取り組んでいる。消費者被害

は知識がないと対応できないので、隅々にまで知識が行き渡らせるために消費者

サポーター養成に取り組んでいる。本部の事務局は岡山県県民生活部くらし安全

安心課であり、県内 26 支部では双方向に意見交換や勉強等を行っている。 

○ 食料については、食品ロスを懸念している。廃棄する量と米の生産量が同じぐ

らいで、一人当たりでみると毎日おにぎり２個を捨てているとの指摘もある。食

品ロス削減の一環として、平成 26 年 10 月 30 日と 11 月 30 日に冷蔵庫の中を見直

しの活動を行った。全国的な展開であり、まだ集計できておらずはっきりしたこ

とは言えないが、岡山県の一部での調査結果では、多くの参加者が計画的な食料

品の保存を行っているためか、全体的にも廃棄量は少ないと思われる。 

○ 消費者団体で研究、学習する中で、生産加工、流通の段階で１／３ルールがあ

ることを知った。賞味期限の１／３で大量廃棄されるのはもったいない。１／３

ルールの改正や食品表示や期限の改善が行われているのか。生産者、消費者、事

業者全員が納得できる品質表示やルールづくりを要望する。 

○ 最後に、消費者としては食品表示の諸課題を改善してもらいたいと考える。 

 

（オタフクソース（株）国際事業部長 宮田 裕也氏） 

○ 我々の会社は広島に本社を構え、調味料を中心に製造・販売している。会社の

ポリシーは商品を通じて心と体の健康をもたらすことによって社会に貢献するこ

と。創業 90 数年になり創業当時は調味料や酒を販売する小売店だったが、現在は

ソースが主体の会社となった。 

○ 自身も入社し 20 数年になるが、当時広島、中四国エリアの販売から関西、関東

へエリアを広げる活動に携わってきた。その中でソース自体を販売するのではな

く、広島のお好み焼きをいかに大阪、東京、日本各地の人に知ってもらうかを使

命として活動してきた。モノを売るのではなくコトを売ろうと活動してきた。 

○ その象徴として８年前にはお好み焼きの文化を発信する施設を広島本社の近く

に建設した。普段から学校へ食育としてお好み焼きを提案するほか、施設でもお

好み焼きを振る舞っている。社内にはお好み焼き課を設置して取り組んでいる。 
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○ 私は５～６年前から海外に向けての活動として国際事業部を担当している。十

数年前からアメリカで販売の拠点を置いて活動をしており、一昨年にはアメリカ、

中国に工場を建設し現地での製造も開始した。日本と同様にお好み焼き、たこ焼

き、焼きそば等の粉物のメニューの普及を目指し現地の食生活に貢献できればと

思う。最近は日本食ブームにより好意的な反応を得られる。日本食は健康でヘル

シーというイメージと高品質と安心という声を頂いている。 

○ 3.11 原子力発電所の事故以降、輸出に際して、特に EU では手続きが煩雑化し

た。段階的には緩和されているが、初めて輸出に挑戦する業者にはハードルが高

いという意見がある。今後、いち早くそういった手続きが無くなるよう要望する。

また、海外進出の際、先行投資があり色々な国の機関や公的機関から援助等も頂

いているが、もっと間口が広がり沢山の業者が参加できるようなシステムを要望

する。 

○ 現地では日本で食料としてあたりまえの原料が中国等の海外では食料として使

われていないケースがある。説明しているがなかなか理解されず輸出できないこ

とも多々ある。こうした問題は一企業だけでは改善に限界があるので、ある程度

のスパンをもって事例等を収集し、改善に向けて折衝してほしい。 

 

（総社市長 片岡 聡一氏） 

○ これまで発言のあった皆さんは優秀な農家であり、優秀な政策提言者。一方、

私の立ち位置は総社市長として「優秀じゃない農家」への支援をいかにビルドし

ていくか。「優秀じゃない農家」とは、あえていえば「やらされている農家」の

こと。多くの市長は、農林水産省から通達のあった減反やほ場整備や米価コント

ロール等に粛々と言うとおりに働いてきただけで、なんの独自策を持っていなか

ったと思われる。その反省にたってこれからやっていきたい。 

○ 総社市は農家が 3200 世帯あり優秀な農家もあります。もも、ぶどうで、特に清

水白桃は全国の約 40％を生産している。 

○ これを政治家達はブランド化、輸出などきらびやかな政策を進めがちであるが、

これらの方々は放っておいても売れる。これらは 3200 戸のうちわずか 5％。残り

の 95％は兼業農家で 80 歳以上で担い手のいない農家であり、今後急増していく。

これへの対応を市が考えていなかったことの反省に立ち、総社市では農産物買付

会社を設立した。市役所がＪＡよりも高い値で米や野菜を買うシステムであり、

弱小農家でも作れば必ず買ってくれる場所ができた。弱者救済、しかも利益を上

げていく「総社地食べ公社」を設立して契約栽培農家方式にして 257 名が加入し

ている。 

○ １日 6,400 食の学校給食があるが地元の野菜はほとんど使っていない。6,400

食を作ろうとすると、まず大量の規格品を揃えられるのかという議論になり、す

ると北海道や群馬から買おうという話になる。総社市政始まって 60 年、１個たり

とも学校給食には総社市産のじゃがいもは使っていなかった。そこで、学校給食

の調理場の管理栄養士及びスタッフと闘い、重量ベースで 35％総社市産の市が買

い付けた野菜を使用することとなった。さらにスーパーマーケットや特別養護老
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人ホーム、民間保育園等にも売っていった。あらゆる出口を見つけ産地化を図っ

た。 

○ 同じ 10a でも米を栽培すると赤字だが、キャベツやタマネギなら利益が出る。

野菜等を奨励し、遊休農地を開墾し、総量買い取るシステムができた。高齢化が

進む農家に対して市政が取り組んでいく勇気をもつことが大事である。今はＪＡ

の買い取り価格と差がなく、農家も増加していないので問題になっていないが、

これがあちこちに広がればＪＡの敵になっていくと思う。弱い農家にとっては寄

り添い型のシステムもツールとして考えられるのではないか。 

○ 私からの提言ですが、自治体には６次産業モデルの取得権がない。今、総社消

防署カレーを公社でつくり飛ぶように売れている。NHK の紅白の前番組で 90 秒間

紹介されたことで予約が殺到している。自治体には６次産業モデルの取得権がな

いことに風穴が開けばよいと思う。 

○ 総社市では 14 社連続で企業誘致に成功しており、この３年以内で雇用が 3,000

人増える予定。しかし、残余の土地は全て農振地域及び市街化調整区域である。

農業公社が最大限農地を開墾等し農地を再生していくので、再生した農地と同じ

面積または同等の価値のある部分を農振除外及び市街化区域編入の権限を地方の

首長に与えてほしい。 

○ 最後の要望だが、基礎自治体をうまく使ってほしい。独自策を得た場合は市民

に一番近くに接しているので、基礎自治体を信用していただいてうまいルールづ

くりをしてほしい。例えば、我々が一番困るのが販路、出口。出口確保について

お互いが共同歩調できるようなシステムみたいなもの。これからの農業は補助金

では何れ限界がくると思う。作れば売れる喜びを得るものに変換していくべきと

思う。 

 

 

５ 意見交換【概要】 

 

（山内委員） 

○ （吉弘氏、金原氏の話を聞いて）将来の見通しを持てる農業生産ができれば、

安心して担い手が戻ってくるということが実感としてわかった。また、地域農業

が持続的に発展できるように、地域特性に応じた柔軟な仕組みづくりが必要であ

ると感じた。 

○ （宮田氏に対して）人口が減り、高齢化するので個人消費が必然的に落ちる。

そのような中で、国産原材料の利用拡大の考えはあるか。また、拡大するときに

必要な超えなければならないハードルのようなものはあるか。 

○ （片岡氏に対して）公社による農産物買い上げの仕組みを作ったことによって、

新しい担い手は増えたか。 

 

（オタフクソース（株）国際事業部長 宮田 裕也氏） 

○ 主力商品であるソースに関しては、海外から仕入れている野菜・果実の割合が
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非常に高い。国産原料を使うと非常にコストが高くなることが一つの原因。ただ

し、国産原料を使うことで国内外で商品価値が上がるというケースもある。酢に

ついては工場周辺の農家と契約し、米やレモンを購入している。通販用商品など、

量が少ないものから取り組んでいる。 

 

（総社市長 片岡 聡一氏） 

○ 神戸大学を卒業した優秀なカップルが参入するなど、担い手は３人増えた。た

だ、自分としては、ある地区で農家 15 人が集まって、借りた重機で休耕地４反を

開墾して、キャベツ農家の集積地ができたりして、全部で３箇所できたことが勇

気づけられる。また、東京から戻ってきて、定年就農で野菜作りを検討している

方が４人程度いる。 

 

（三石委員） 

○ （金原氏に対して）２年間相当苦労されたようだが、補助金の制度はなかなか

変わりにくい。仮にもう一度同じことをやるとしたら、違うやり方があるか。 

○ （吉弘氏に対して）農政はわかりにくく、制度のサポート期間が短く、頻繁に

制度が変わる。これに対して、人材育成などには時間がかかるため、腰を据えて

取り組む必要があるという理解で良いか。 

○ （藤本氏に対して）食品ロスの量は先進国と途上国であまり差は無く、「誰々

が無駄にしている」ではなかなか前に進まない。賞味期限に関する知識が高校生、

大学生でもあまりなく、消費者の知識を如何に上げていくかが課題と感じた。 

○ （宮田氏に対して）輸出先毎に制度が違って苦労されているようだが、各事例

をシェアして全国にフィードバックする仕組みができないものかと感じた。海外

進出の際に、どのような点で積極的にリスクをとり、どのような点でリスクヘッ

ジが必要か。 

○ （片岡氏に対して）地元農産物の利用を試みると、必ず規格やロットの話とな

る。地元との戦いがあったというが、どのようなことが「やってみよう」という

意識の転換になったのか。 

○ 総社市では優秀でない普通の農家が作った農産物を公社が全量買うというリス

クヘッジ、リスク回避という方法を編み出したが、全国の他の市町村に対してア

ドバイスがあるか。 

 

（農事組合法人シトラスかみじま組合長 金原 邦也氏） 

○ みかんは、最初３年間は収入が得られず、そのままでは補助を得られないので、

野菜や花を栽培したり観光農園に取り組んで初年度から収入が得られるよう年次

別計画書を作り直すよう指導されたが、生まれて初めて野菜を作ったとしてもう

まくいくわけがないのに、それを説明しても担当者に伝わらなかった。また、風

速 45ｍに耐えられるハウスの補助事業だが、非常にコストが高くて自己資金のな

い新規就農者には負担できない内容だった。 

○ 補助金について、全国的なモデルを変えるのは困難だろうが、採択要件につい
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ては、県･市町村が認めれば緩和するなどの改善を行ってもらいたい。採択要件の

緩和など制度の改善がないまま同様の負担が必要であればもう一回はやらない。

後継者の持続的な育成は安定した収入がないとできない。 

 

（農事組合法人ファーム・おだ組合長理事 吉弘 昌昭氏） 

○ 農業・農村は非常に高齢化している。色々な情報がメールで流れてくるが、パ

ソコンを使えない農業者も多いい、政策立案の場と現場の隔たりが大きい。 

我々のように組織化すると若い人も入ってくるし、デジタル情報を活用できる

が、法人組織ができるまでが問題。交付金予算で一番使いやすいのは、日本型直

接支払制度事業。地域にとっては、高齢者が多いいのでわかりやすい法律や制度

が必要。主要政策は 10 年間は継続するべき。10 年継続すれば一つの目標をたて

て事業計画を樹立することができるが、途中でしばしば変更があると現場は影響

が大きい。 

 

（岡山県消費生活問題研究協議会副会長 藤本 サチミ氏） 

○ 様々な消費者問題があるが、幼児から大学生まではカリキュラムで勉強するよ

うになっているので、消費者問題を勉強できると期待。教育機関を卒業した高齢

者などについては、岡山県では消費生活センターがその役を担ってくれるので、

それを受けて私たちは消費者サポーターなどで地域で啓発していきたい。 

 

（オタフクソース（株）国際事業部長 宮田 裕也氏） 

○ 国内企業にとっては、海外展開する際の事業の規模や環境自体がリスクに転じ

る。生産拠点を海外に作る場合、成功するまで続けることが一つの結論。 

○ 新規海外展開リスクの低減方法としてテストマーケティングなどがあり、展示

会や商談会などの支援制度もあるが、単発、一過性のものを何度も繰り返してい

る状況に見える。食品分野であれば、農産物や飲食の分野と一緒になり、完結し

たメニューを一つのストーリーに整えることが重要。 

 

（総社市長 片岡 聡一氏） 

○ 学校給食については、調理現場のみならず学校給食調理法との戦いでもあった。

給食は前日仕込みができず、当日の朝、２時間で 6400 食を作るため、カボチャな

どの堅い野菜で中国の冷凍野菜が好んで使われていた。その中で、複数産地から

集めて規格はバラバラでも一定量確保できるようにした。また、通常２週間であ

る献立決定から給食までの期間を短くすることで生育が早い野菜も使えるように

なった。また、総務省の給料削減の勧告に応じず待遇確保を約束した。 

○ 同様の公社の取組に向けたアドバイスとして、販路と優秀なリーダーの確保が

必要となる。販路としては給食がある。総社市の農業を支えているのは、65 歳か

ら 75 歳までの地元の農業高校を卒業した優秀な方々。このような人たちが、地域

に１人でもいれば産地になる。ただ、日本の農家の多くは米しか作れないので、

それ以外の品目については県農業普及所による技術指導が鍵となるが、役立って
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いるか見直す必要がある。縮小しようとする動きは、時代に逆行するもの。 

 

（香髙委員） 

○ （金原氏に対して）国の方は、先進的な農家に対しては、様々な金融措置とい

うことで、新たな施策を講じるということを行おうとしている。補助金を念頭に

取り組んでいたようだが、例えば、金融機関からの借り入れは選択肢になかった

のか。 

○ 瀬戸内海のレモンはブランドとして定着しつつあるが、大消費地に向けて、ど

のようなブランド化の動きをしているのか。 

○ 果樹共済は加入率が低いと問題視されているが、使い勝手について課題等があ

るか。 

○ （吉弘氏に対して）米粉は数年前は脚光を浴びたが、当初の予想よりも拡大し

なかったというのが現状。米粉をより国民に浸透させていくための課題は何か。 

○ 若い方々を地元に定着させるためには、何らかのキャリアパスが行われる仕組

みが必要と企画部会でも話題になったが、そちらの法人の中で若手を育てるため

の仕組みはあるのか。 

○ 「食料自給力」と聞いたときに、どのような印象を持つか。また、実際に農業

生産に携わるなかで、参考値としてどのようなものとしてとらえるか。 

○ （藤本氏に対して）消費者の方々からみて、今の表示はどのような点がわかり

にくいのか。 

○ 食品ロスが多いのは単身者など調理に割く時間が少ない者と思われる。冷蔵庫

の中身の調査の対象者がどのような人なのか、対象者の属性別に結果を分析する

ことは可能か。 

○ （宮田氏に対して）製造業界の大手企業が海外進出する際に中小部品メーカー

を連れて出ていくように、農業者と一緒に海外展開をすることは想定されるのか。 

○ 日本の食品を世界にブランディングするための苦労やコツは何か。 

○ 農家の方と一緒に何か事業を実施する上で、企業から見て提携する農家を選定

するポイントはあるのか。 

○ （片岡氏に対して）学校給食に地元の農産物がなぜ使えないのか、具体例がわ

かった。片岡氏が取り組んでいる「やらされている農家」を支援する施策と、国

が進める大規模農家を支援する施策は相反するものなのか。65 歳以上の農家は現

状で 63％いることを鑑みれば、高齢化が進む中で、こうした農業者に頼って良い

のか。 

○ 農地中間管理機構が動き出したが、総社市ではどのような状況か、どのような

課題があるのか。 

 

（農事組合法人シトラスかみじま組合長 金原 邦也氏） 

○ 補助金をもらった残りの 50％はＪＡの制度資金を 10 年間借りている。新規就

農した者は自己資金が少なかったので、補助金頼りになっていたことは間違いな

い。 
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○ 日本が輸入しているレモンは大体５～６万トン。国産の約８割が広島県産であ

りその主産地は、当地のＪＡ。夏場は独占販売できるので、レモンを夏場に売る

ためにＪＡ安曇野のリンゴの貯蔵庫へ１月に預けている。大消費地では生協を中

心に拡販している。 

○ 自身は果樹共済の学識経験者として会員になっている。果樹共済の加入率の低

さは国の責任ではなく、地域の組織の推進不足が原因と考える。災害を受けやす

いレモンは今年度から加入するようになったので、加入率が少し増加した。 

 

（農事組合法人ファーム・おだ組合長理事 吉弘 昌昭氏） 

○ 米粉が広まらないのはＰＲ不足と表示の問題。自身のところは米粉を 80％用い

ているが、多くの製品は米粉 20％程度。せめて米粉が 60％以上でなければ「米粉

パン」を名乗らせないようにするといったようにしないと、本当の米粉の良さが

伝わらない。学校給食で食べてもらいたいが、簡単にはいかない。地元企業と提

携しＧＡＢＡ加工（胚に含まれるアミノ酸 GABA）でストレス解消、精神安定、肥

満防止、高血圧抑制などの効用が期待できるので、このような高付加価値化を行

っている。米粉の良さを知った子供達が親になったとき、次世代につながるよう

にしたい。 

○ 若い人が農業に定着するために、周年雇用、所得の確保、社会保障への加入を

行った。この所得を確保するためには、水稲単作では難しいので、高収益作物を

導入する複合経営が求められる。 

○ 食料自給力という考えは良いと思う。自給率 39％といわれても、現在の食卓が

飽食の中では実感がないし、わかりにくい。自給力の方が日本の農業生産を支え

る力がどの程度なのかが分かりやすいし、自立する日本を目指す意味では自給力

という考えに賛成。 

 

（岡山県消費生活問題研究協議会副会長 藤本 サチミ氏） 

○ 消費者が一番先に見るのは、消費期限・賞味期限の表示。調味料や添加物の表

示も見るが、使用量の第３位までは記載されているが、それ以降は記載されてい

ないということを耳にする。体に良くないものが使用されていないか、不安に感

じることもある。 

○ アンケートは現在集計中のため、単身者などの時間がない人のロスなど、調査

対象者の属性を分けた調査はできていない。 

 

（オタフクソース（株）国際事業部長 宮田 裕也氏） 

○ 調味料だけを売ろうとしてもなかなか普及しないので、料理等の素材と調味料

をメニューとしてセットで普遍化することを一緒にやれる人と提携したい。例え

ば広島の牡蠣の生産者と海外向けの加工品を作る、海外向けの味付けを提案する

といった取組を行っている。 

○ 海外でのブランディングは正直苦労している。お好み焼きを例にすると、当然、

現地の方は食べたことも無い、見たことも無い、買ったことも無いという状況に
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ある。このような地域で現地従業員に調理法を教育しても、調理を委ねた後で形

が崩れてしまうということが何度も続く。繰り返し行うことと、おいしい店を出

して本物に触れてもらうことを、時間をかけて進めていくことが重要。 

○ 現在はあまり国産原料に目を向けていないのが実情。素材の付加価値が高いも

のであれば最終商品作りもしやすいが、大衆的な原料であればコストを優先する。 

（総社市長 片岡 聡一氏） 

○ 国の施策とやろうとしていることは同じ。例えば、一番大きいところでは 30～

40 軒の農家が 36ha 集積して、7 人のオペレーターで米と白豆とビール麦を栽培し

ている。平均年齢 77 歳であり、後継者、補助金、機械の老朽化、国の制度の頻繁

な変更に悩んでいる。後継者については子供は継ぐ気がないが、よその人には継

がせたくないというジレンマがある。その解消のため、ふるさと納税を財源にし

て農協よりも 5000 円増しで米を買い取り、納税者に米を送るというシステムを検

討している。補助金に頼っては滅び行く農業になってしまう。売れる、儲かる、

楽しい農業をいかに作っていくかが課題。 

○ 中間管理機構の実績は総社市はゼロ。岡山県全体でも厳しい状況。担い手の受

け手法人が少ないことと、遊休地に相続などの事情があるため難しいことも確か。

このような現状だからこそ、遊休地を耕作地に変えた場合、同等の面積を農地転

用できないか提案した。農地中間管理機構にはもう一工夫してもらいたい。 

（中嶋部会長） 

○ ５名の有識者から共通して感じたのは、「人を育てる」、「人を活かす」取組

の重要性。様々な現場でそれを実践し、ご提案いただいたので、今後の基本計画

の中にも反映させていきたい。 

６ 閉会 

（以上） 
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食料・農業・農村政策審議会企画部会地方意見交換会（四国ブロック）議事録 

１ 日 時：平成 27 年１月９日（金）14 時 45 分～17 時 10 分 

２ 場 所：高松市 アルファあなぶきホール（５Ｆ多目的大会議室Ａ） 

３ 出席者： 

① 地域の有識者：

農業者：矢野匡則（（株）三豊セゾン） 

農業者：遠藤真理子（（株）テレファーム） 

消費者：橋田行子（香川県消費者団体連絡協議会） 

実需者：住友達也（（株）とくし丸） 

自治体：大山茂樹（さぬき市長） 

② 企画部会委員：中嶋部会長、香髙委員、三石委員

③ 事務局：大臣官房政策課 中澤首席企画官、川合食料安全保障課長、消費・安

全局 吉岡消費・安全政策課長、技術会議事務局 松井技術政策課課

長補佐 

中国四国農政局 仲家局長、西田生産部長、鈴木経営・事業支援部長、

細谷農村計画部長 

④ 一般傍聴者：20 名

４ 意見陳述者からの意見 

（（株）川豊セゾン 矢野氏） 

○ 平成５年、香川県観音寺市に、当時は有限会社だったが農業生産法人三豊セゾ

ンを立ち上げた。露地野菜を中心に、飼料用米、学校給食の食材を正社員、研修

生を含め 27 名、延べ面積 40ha 程度で生産している。３年前に地元の農業法人３

社で三豊ファームサービスという株式会社を立ち上げ、主に６次産業化に取り組

み、消費者との交流、生物の調査や子供向けに稲刈り、スイートコーン、レタス、

さつまいもなどの収穫体験を行っている。立ち上げて３年経つが、思うように軌

道に乗れないというのが現状。しかし、このような取組をしていかなければ、将

来、子供達が農業をしてくれないのではないかと懸念。 

○ 全国から従業員を募集しており、現在、正社員のうち地元香川県の人は５名ほ

どで、その他の人は、農業に特化したサイト等を見て、全国から集まっている。

平成 15 年に宿舎を建てた。平成 15 年から 26 年までで 300 名ほどが短期間の研修

やインターンシップで来た。その後、地元に帰って独立して農業をしている人も

いる。 

○ 地域の遊休地が増えているので、遊休地の管理をしていく必要。今後、後継者

を増やし、分社化といった組織作りをしたい。６次産業化は言葉で言うのは簡単

だが、新しい商品を作っても、２、３年ではなかなか軌道に乗らない。５年、10

年して軌道に乗ったらいいという考え方でやらないと挫折する。社員の技術向上

のため、地元の３社だけでなく県内・県外との交流をしており、夏は農閑期でも
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あるので長野の農業法人との交流も行っている。 

○ 説明資料にはいいことばかりが書いてあって、これが実現すれば農家も裕福に

なると思うが、現実はそう簡単ではない。やはり一番は、採算がとれる野菜の単

価。特に米の昨年の値段を見ると採算がとれない。本当に所得倍増になるのか。

また、近年、資材、肥料等のコストが上がり、生産経費がかかっている割には農

産物が高くならない。昨今は天候の影響でレタスなどは高くなっているが、値段

だけ高くて懐は暖まらない。収量が少ないから値段が高いのであって、収量が多

いときには安値安定となるのが現状。米のレートが下がった関係で、田植えや稲

刈りの作業を委託している兼業農家が農業を辞めるのではないかという危惧があ

る。飼料用米の補助金は継続されるのか。制度が変わって作り手がいなくなるこ

とを畜産農家は危惧している。飼料用米を保管する施設が不足しているが、それ

が増えないと生産量は増えない。天候の関係で、一時、レタスが不足し、商社が

台湾から入れることがあり、需要側にも農業に対する信頼がなくなっている。県

外などに分散して作らなければ、安定して業者に供給できないのではないか。 

○ 農業者が安定して希望が持てる農業政策を進めて欲しい。猫の目農政の転換が

必要。先ほどの説明でも、食料自給率、カロリーベースといった農家が聞いても

分からないような言葉が先行して惑わされている。 

（（株）テレファーム 遠藤氏） 

○ 農地は内子町、大洲市の山間部にある。7 年ほど前に新規就農し耕作放棄地等

を活用し、年間約 50 種類の JAS 認証有機野菜を栽培。現在は約 2ha だが、今後広

げる予定。私は生産以外に主に梱包発送業務、経理、テレファームシステムの管

理、ネットによる顧客向け情報発信等を担当している。地元の高校生に遠隔農場

テレファームを食育として活用してもらい、学生達が６次産業化に取り組み喜ん

でいる。テレファームのサイト内では常に生産者と遠隔の消費者がコミュニケー

ションをとることができ、都市と農村の交流ができる。 

○ テレファームはパソコンや携帯端末を使ってインターネット上で農薬や化学肥

料を一切使わない有機栽培野菜の遠隔栽培が可能なサイトを運営。遠隔栽培ウェ

ブシステムは、現実の農場と連動しており、ウェブ上で指示したとおり実際の農

場で栽培し、収穫された有機栽培野菜が自宅に届けられるという新しい農業サー

ビス。分かりやすくいうと、参加者がウェブ上で栽培する品目と数量を指示し、

契約農家が現実の農場で鍬を持って実現するという遠隔提携農業支援システム事

業。テレファームを通じた CSA（地域支援型農業）の展開及び農業における安定

収入確保策の構築。これにより農作物の収穫後でしかない収入形態を変え若者が

安心して農業参入できるよう、他産業と同じように月給制による安定収入を実現。

中山間地域の特性を活かした高付加価値化とトレーサビリティの公開を通じた食

の安心・安全を提供。 

○ 今後は、テレファーム型サービスの提供による月給制の農業の拡大をしていき

たい。有機農業のノウハウ提供や資材購入をまとめてテレファームが行うことに

よるフランチャイズ化を目指す。 
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○ ＴＰＰ締結後を見据えたＩＴ活用による高付加価値農業を展開していく必要。

その際、ＩＴを大規模農業の効率重視のために使うのではなく、遠距離の小規模

多数の生産者を一元管理するために使うことにより、個別の生産者及び生産物の

情報を消費者に提供できるようにすれば高付加価値農業の展開に資すると考えて

おり、国としても仕組みづくりを検討して頂きたい。 

○ 私たちも農地確保に１年ほど苦労したが、新規就農したくても農地の確保が難

しいのが現状。今でも新たな農地を探し続けている。新規参入者確保のために農

地中間管理機構がもっと活用され農地がスムーズに借りられるよう機能を強化し

て頂きたい。そして新規就農後の 初の５年程度が成功を左右する期間にあり、

まじめに取り組む農業者に対する青年就農給付金等の補助金を今後とも充実して

頂きたい。 

○ 私は農林水産省の農業女子プロジェクトに参加してから、新たな繋がりや販路

を創ることができた。農業は多くの女性の支えで成り立っているが、前に出られ

ず裏方で頑張っている方がほとんどだと思う。会合の半数を女性にする、女性農

業者に役職を与える、共同経営者として認めるなど、後押しすることが必要。 

（香川県消費者団体連絡協議会 橋田氏） 

○ 私たちの団体も改革時期。組織も高齢化しており、皆さんからニーズをいただ

いても、前向きな意見が出てこない状況だった。新たな事業を展開して団体を活

性化し、新しく若い消費者を呼び込むための団体づくりに取り組んでいる。 

○ 偽装表示の問題などが出てきた辺りから消費者の安全意識はすごく高まってき

たが、消費者も色々な年齢層があり、色々な価値観があるので、ひとつの消費者

のニーズとして表現するのは難しいが、安全安心は望むことです。 

○ 消費者団体としても自給率向上、地産地消に取り組んでいるが、なかなか目に

見えて上がってこない。 

○ 30 年くらい前に生産者と議論した際、生産者が「曲がったキュウリを市場に出

しても消費者は買わない」と言っていた。実際は、「曲がったキュウリは買わな

い」のではなく、市場に出ていないから買わないだけ。 近、若いモニターと話

をする機会があり、「曲がったキュウリを買うか」と聞いたら、「今は市場に真

っ直ぐなキュウリばかりが出ているからそれを買っているが、店に曲がった物や

ちょっと傷ついた物の専門店やコーナーがあれば、人の目を気にせず買う」と言

われた。目的によって消費の形も変わってきていると思う。また、消費者団は消

費の少ない集団となり正しいニーズとは言えない状態。これからのデーターは若

い人達のニーズも取り入れた内容を、団体では表現していきたいと思う。 

○ 「こしょく」には、いろんな形がある。「個食」は家族で一緒に食べるが、自

分の好みに合わせて別々のものを食べるスタイル。子供達の協調性や好き嫌いが

増える。「孤食」は、家族が不在のためひとりで食事する。ひとりでテレビゲー

ムをしながら食べるスタイル。「固食」はリンゴだけを食べるなど、いつも同じ

ものを食べるスタイル。「粉食」は柔らかいものしか食べないスタイルで、噛む

力が弱ってしまう。「濃食」はソースやマヨネーズなどをどの料理にも大量にか
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けるスタイル。これらのように、食のスタイルが変わってきており、多くの農産

物を消費するには、消費者に対して食育をしなければ消費拡大はできない。 

（（株）とくし丸 住友氏） 

○ 移動スーパーを経営しており、創業３年になる。買い物難民が大きな社会問題

化するだろう、ビジネスとして成長性があるだろうということで起業した。ネッ

トスーパーや弁当の宅配、生協、コミュニティバスの巡回、家族のサポート、色

々あるが、現場を調査すると高齢者は不満を持っている。我々のお客さんの中心

は 80 歳前後で、200～300ｍ先にスーパーがあってもたどり着けない方々が多い。

ネットスーパーは全く使いこなせない。弁当の宅配もすぐに飽きてしまう。生協

の商品が届くのは注文してから一週間後。特に女性の目で見て触って匂いを嗅い

で、買い物するという生活の中の楽しみを奪っている。コミュニティバスは、乗

るために着替え、化粧しないといけないため面倒だという女性もいる。 

○ 買い物難民対策は全部上から目線。食料が手に入ればいいだろうという思いが

どこかにある。高齢者には、買い物を楽しんだ上で食料を手に入れたいという要

望がある。それに対してどう対応すればよいかと我々が考えたのが一番アナログ

で手間のかかる移動スーパー。たくさんの企業がチャレンジしてきたがどこも赤

字。国が２，３年前に 10 億の補助金を出して、全国でたくさんの移動スーパーの

トラックが作られたが、ほとんど使われていないという事例もある。 

○ 当社では、地域のスーパーに商品を提供してもらい、移動販売の個人事業主が

販売代行をする仕組みをプロデュース。役割分担を明確にし、リスクを分散する

ことにより非常に効率の良い収益構造を作り上げる事が出来た。もちろん 初の

１，２年は大きい赤字で相当投資をしたが今年からは回収にかかるところまでき

た。３社が粗利益をシェアするという発想で始めたが、これだけでは無理で、４

番目の協力者に参加してもらった。誰かというと消費者、買い物してくれるおば

あちゃん。プラス 10 円ルールという、スーパーの店頭から家まで届けるのに１品

10 円負担してもらうという発想。これが消費者に受け入れてもらえ、事業が軌道

に乗った。全て軽トラックを使用。なぜ軽トラックかというと、軽トラックすら

入るのがやっとの路地裏の裏におばあさんが一人で住んでいる。私たちは基本的

に一軒ずつ玄関先まで行っている。玄関先にすら出て来られないおばあちゃんが

いて商品を家に持ち込んで選んで買ってもらうこともしている。これが買い物難

民の現実。２トン、３トンのトラックを公園や公民館に停めて音楽を流して、皆

が集まってくるものもあるが、そこまで歩いて来れる人は買い物難民ではない。

我々は県と警察と協定を交わしており、見守り協定、安心安全パトロールをして

いる。 

○ 大きな社会問題になるにも関わらず、行政は補助金を出すしか能がない。補助

金が欲しいとはいわないが、やりやすい法整備をして欲しい。軽トラックでやっ

ているが、手洗いをしなさいというルールがある。20Ｌのポリタンクに水を入れ

て手洗いをしてもう一つの 20Ｌのポリタンクに汚水をいれる、これがネックにな

っている。昔、行商の時に直接魚や肉に触って切ったりした時代に作られた制度
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だと思うが、今はスーパーでパックされたものをそのまま持って行くので、直接

触れることはない。アルコール消毒液、アルコールティッシュ、特にノロウィル

スは次亜鉛酸水が水より有効。一律のルールによって非効率になってしまってい

る状況を早く変えて欲しい。 

○ とくし丸は「徳島」ではなく、「篤志」から取っている。全国の地域のスーパ

ーと連携しており、福島、東京四谷を走っている。高知、京都、広島、静岡、今

月は岡山でスタート。２月は和歌山、３月愛知、４月秋田、愛媛、全国の 60 数社

の地域に根ざしたスーパーからオファーをいただいている。年内に随時開業して

いき、ヒューマンネットワークを作る。地域のスーパーを支えて地域で雇用を生

み、買い物難民問題を多少でも解決するということで事業を進めている。 

（さぬき市長 大山氏） 

○ さぬき市は平成 14 年４月に合併してできた市で、人口は約 52,000 人、合併以

降毎年 400～500 人、社会減かつ自然減で人口が減っている。農業は水稲が中心。

日本の国では、瑞穂の国という言葉があるくらい、水稲は一番適した作物。しか

し、その適した作物の消費量が、だんだん減っている。日本の文化を、瑞穂の国

を、もう一度、輝かせたいと個人的には思っている。 

○ 担い手が減っているので、農地中間管理機構を活用して、できるだけ集積しよ

うと取り組んでいるが、香川県の場合は、水をため池から持ってきているため、

水利関係が非常に複雑であり、簡単には進まない。ほ場整備は農業を盛んにする

ためには必要だと思うが、ほ場整備に対する非農家の方の理解をもっと深めてい

かないと、税金の使い方としては難しい。多面的機能支払は、困窮している農村

を維持していくために、もっと活用する必要がある。 

○ 農業の先行きが不透明であり、自分の子供たちに農業を継がすことに多くの農

家が不安を抱えている。地方創生ということで、人口の流れが一方的に大都市に

向かうのではなく、その方向を少し地方の方にも戻ってくるような仕組みを考え

る必要がある。地元に残って農業をするといった価値観の社会的評価をもっと上

げないと、都会に行けなかったから地元で農業をやるという負のイメージになっ

ている。 

○ イノシシ等の獣害の被害が増加しており、駆除しているが追いつかない。被害

が出ると生産意欲が減退して、ますます意気消沈してしまう。 

○ ほ場整備をするときには、関係者の同意が必要だが、お金の負担などで反対が

あれば進まない。残すべき優良な農地のほ場整備が進むような仕組みを考える必

要がある。 

○ 行政の立場としては、民間の方の努力が無にならないように、頑張っている人

がその地域でもっと頑張り続けられるように環境整備に力を注ぎ、日本の国が本

当に昔ながらの素晴らしい文化と伝統を持った国であるために、農業とか水産業

といった一次産業を、今一度、本来の姿に戻すことが必要。 
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５ 意見交換の概要 

（三石委員） 

○ （矢野氏に対して）６次産業化の取組の中で、一つだけやっていてもだめで、

上手くいかなかった場合の別の選択肢が必要ということが印象的。また、人を育

てるのに５～10 年くらいかかるとのことだが、５年程度でなんとか一人前になれ

るものか。 

（（株）三豊セゾン 矢野氏） 

○ 平成 23 年に６次産業化の認定を受け、プランナーと相談してにんにくの加工を

始めた。６次化の認定を受けた方法以外の加工をしてはならないと言われており、

商談会などで先方から粉にしたらどうかなどの加工方法の提案があった場合も、

作るには別の加工施設等が必要となる。商談会で生まれた様々なアイデアのうち

どれが売れるか分からない中で一つの加工品に決めなければならない。プランナ

ーも毎年変わるので、自分たちで前に進まなければ間に合わない。５～10 年はか

かるため、こうした期間に開発費を回せる企業や農家でないと厳しい。 

（三石委員） 

○ （遠藤氏に対して）農家は本来、経営者だが、従業員になるという発想の転換

を見事に行った例。ＩＴ技術を小規模の別々の農家に対して使う際、上手く管理

するために一番大変だったことは何か。 

○ （橋田氏に対して）消費者の力が強くなった一方で、消費者も生産の場を知ら

なければいけないという考えは重要。そのためにはどのような取組が必要か。 

○ （住友氏に対して）移動スーパーの取組は、ある規模を超えると社会教育の効

果を持ち得るのでないか。高齢者の傍にいる子どもへの教育効果はあるか。 

○ （大山氏に対して）地域に残って農業する人などの地域を担う人を一番に評価

しなければいけないが、様々な視点や価値がある中で、どのような社会的評価を

行うべきか。 

（（株）テレファーム遠藤氏） 

○ 説明できなかったが、契約農家はまだおらず、テレファームの社員が農業をし

ている状況。従業員にノウハウを伝え、今後独立する際にテレファームの仕組み

を広げていきたい。特に有機農業などは、農家が独自のノウハウや勘によって取

り組んでいるために広がらなかった面があると考えている。誰でも取り組める手

軽さが必要であり、研修生が独立後に同じように生産できる、農業のフランチャ

イズ化を目指している。 

（香川県消費者団体連絡協議会 橋田氏） 

○ ハウスを借りてハーブや季節の野菜を栽培している。そこに消費者団体を連れ

て行き、収穫などの農作業を体験させている。非農家の方が多いので、作物を作

ることを通じて農業の難しさへの理解や感心が高まっている。農業は体験するこ
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とで、農薬の必要性など生産者の気持ちが分かるようになる。消費者、生産者及

び事業者が接触する機会が少ないのではないか。 

（（株）とくし丸 住友氏） 

○ ３日に一度のペースで訪問しており、場合によっては家族以上の人間関係がで

きている。近所の人も集まるなど、コミュニティの再生を実感する場面もある。

小学校の授業にも呼ばれ、授業をしている。 

○ コンビニ店員は誰でも替われるが、移動販売は客との間に個々の関係が構築さ

れており、販売担当の個人事業主にも充実感がある。地元の買い物に困った人を

地域中で解決する仕組みをフォーマット化し、事業モデルを全国に広げたい。 

（さぬき市長 大山氏） 

○ 現在では、社会的評価を得るためには、所得を指標とすることが一番手早いが、

かつてはもっと多様性があった。子供を偏差値という一つの尺度で測ることが、

一極集中を進める原因ではないか。昔は寿司職人や大工になった友人をうらやま

しがったが、今は「勉強しないと農業に就かなきゃいけなくなるよ」と親子で会

話することもある。そうしたことを変えなければ地方創生はない。そのために、

教師に子供の多様な可能性を伸ばすような教育を行ってもらうなど、地方に残っ

て仕事する人が社会的に評価され、地元の人が幸せに暮らしていけるための環境

をつくっていく必要がある。 

（香髙委員） 

○ 国の施策は自治体や県単位で下りてくるものが多いが、現場はそのような枠を

超えて縦横無尽に動いており、施策を県や自治体単位だけで下ろすことは有効で

ないと分かった。 

○ 経団連が年末に発表した 2030 年の日本経済・産業構造の姿によると、全産業で

210 兆円規模伸び、農業・食分野は 20 兆円規模伸びると試算されている。銀行が

農業を融資等の対象として見るようになってきており、大規模化、若者をいかに

取り込むか、専業をいかに増やすかという方向で、この流れを加速化させて欲し

い。 

○ （矢野氏に対して）食品産業全体では 100 兆円規模なのに対し、農林水産業は

８～10 兆円規模であり、１／10 しか取り込めていない。どうすれば、農林水産業

が富を取り込めるシステムができるか。 

○ （遠藤氏に対して）農業が、女性が活躍する職場になる上で見えない制約要因

はどこにあるか。 

○ （橋田氏に対して）来年度から機能性野菜の表示ができるようになるが、どの

ような期待があるか。お店では新品種の開発などの生産者の努力が消費者に伝わ

っていない。伝えるためのアイデアはあるか。 

○ （住友氏に対して）ＪＡとの軋轢はあるか。また、県を跨いで事業を展開して

いるが、移動サービスをする上で規制緩和して欲しいことが、ポリタンク２個の
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搭載義務以外にあるか。 

○ （大山氏に対して）都会に行けなかったから地元で農業をやるという負のイメ

ージの払拭については同感。霞が関が補助金を獲得する過程で、農業は弱い立場

にいるといったマイナスイメージを増長している面が有り、そのようなところか

ら払拭する必要。 

○ 農地中間管理機構や普及指導員の課題は何か。

（（株）三豊セゾン 矢野氏） 

○ 全国で同じような６次化の取組をやってもなかなか商品化に結びつかない。私

の場合は、自社のにんにくをどうすれば高く売れるかを考えた結果が今の状態。

一緒に取り組むコーディネーターや商談会で意見を聞くといったことを重ねるこ

とが必要。生産している人は、このような情報が少ないので、一番苦労する。 

○ 昔からある切り干し大根は、 近、味や機能性があり良いと言われだした。私

どもは、たまねぎ、ニンニク、ねぎ等、機能性のある野菜を生産しているので、

それをもっと活かすために、研究機関や大学等に相談しないといけないが、乾燥

野菜にしても、なかなか、方向性が分からない。 

○ 規模拡大に取り組む法人は多いが生産面で対応に追われてなかなか加工・販売

までできないケースが多い中で、奥さんなど、女性がアイデアを出して実行して

いる。昔からの考えや、役所から命令されてやるのではなかなか広がらない。様

々な意見を取り入れながら農家自身が自発的に取り組んでいくことが必要。 

（（株）テレファーム 遠藤氏） 

○ 力仕事以外は女性という理由で不利なことはない。工場での細かな長時間作業

は女性の方が向いている。女性農業者数は多いが、家庭環境や周りの目などが理

由で会合の場で前に出られる女性は少ない。会合の半数を女性にする、女性農業

者に役職を与える、共同経営者として認めるなど、後押しすることが必要。 

（香川県消費者団体連絡協議会 橋田氏） 

○ 機能性食品や新しい品種といった話もあるが、主食・副食・副菜といった食文

化が崩れたことが農業の衰退につながったと考えている。新しい品種についてイ

ンターネットで情報を入手できるので消費者はすぐに飛びつくが、それが長続き

し日常的に取り入れられるのかが問題。新商品一辺倒になってしまうのも問題で

あり、食料自給率を高めるためには、食文化を高める必要がある。 

（（株）とくし丸 住友氏） 

○ ＪＡを意識したことはない。限られたパイの中でビジネスしているので生協と

競争になるが、選ぶのは消費者。むしろ、我々が軋轢にならないことを意識。奇

跡的に残っている個人商店にとどめを刺してしまわないよう半径 300ｍ以内では

移動サービスを行わないなど、共存したいと考えている。 

○ 行政の役割は民間のサポートであるはずなのに「こんな制度・補助金を作った
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からどうぞ」というお上意識を感じる。国の 10 億をかけた買い物弱者対策支援は、

補助金申請が上手い企業が全部持っていき、本来補助金を出すべきである限界集

落に通う全国数千人の行商の方々には届かない。役人は現場を知らなすぎるので、

こういう人たちにこそ補助すべきということに頭が回らず、費用対効果の上がら

ない施策に税金を費やしていることに是非気付いてほしい。 

（さぬき市長 大山氏） 

○ 農地中間管理事業が昨年４月から始まっているが、現時点で結論を出すのは早

計。香川県は水利関係が複雑で農地も点在しているので、集約化が難しい面があ

る。上手くいかないとすぐに目新しいものを求める傾向を危惧している。既存の

制度でできることは多くあるので、香川県にあった農地集積ができるようにした

い。 

○ かつての農協は営農指導に非常に力を入れていた。今は農協の職員よりも農業

者の方が詳しいといった声もある。実施主体はともかく、営農指導する人材の育

成は今後も必要。 

○ プロとしてあそこまで努力しなければ農業はできないんだなという評価を受け

るために、行政の反省に加えて、農業者ももっと努力し、地元で農業をやってい

る人が皆に尊敬されるような環境をつくりたい。 

（中嶋部会長） 

○ 私どもにまたは役所に質問があればお聞きしたい。

（（株）三豊セゾン 矢野氏） 

○ 農地中間管理事業について、昨年６月に借り手として手を上げたが事務処理が

非常に遅い。出し手の事例だが、新規のものは少なく、契約が切れたものや一旦

解除して機構に預け直すというものもある。 

○ 人・農地プランに入っているが、担い手とそれ以外の農業者の役割分担を踏ま

えた今後の地域農業のあり方などの話し合いが止まってしまっている。認定農業

者になってくれと言われ、数は増えたものの指導できておらず５年後に再認定と

いう状況。農地中間管理機構でも同じようなことにならないか懸念。また、農地

中間管理機構で土地を集めるのはよいが、土地を集めたら人や農機具も必要。そ

の辺りのことを考えていないのではないか。 

(さぬき市長 大山氏) 

○ 農業者も多様性を含めた形で評価されるよう努力しなければならない。また、

全国の首長も農業についての見識を高める必要がある。そうした高まりなどを条

件に、国が決めた大きな方針のなかでできるだけ柔軟な規制緩和を今後も行い、

現場のことは現場に近い者が決められるようにするのがよい。それによって地方

創生が本当の意味で実現すると思う。急いでは軋轢を生じるので、まずは、その

ような方向の議論をして欲しい。 
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(中嶋部会長) 

○ 質問と言うよりも課題提起を二方からいただいたと思う。

○ 中間管理機構についていただいた御指摘は非常に大きな問題。役所も含め、き

ちんと受け止めたい。 

○ 国と地方の関係をきちんと見据えながら基本計画を検討していくべきとの提言

であり、きちんと受け止めたい。 

○ 紹介いただいた事例それぞれが、国と地方、生産者と流通業者と消費者間の既

存の関係の強化や、新しい関係の構築に取り組んでいるという印象持った。様々

な関係性の再構築が行われており、新しい時代の基本計画を作る上で、こうした

考えを反映していきたい。 

６ 閉会 

（以上） 
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