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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（北海道ブロック）議事概要 

 

１ 開催日時：平成 27 年 1 月 23 日（金）13:00～15:45 

２ 開催場所：札幌市 ホテルモントレ エーデルホフ札幌 13 階ヴェルヴェデーレ 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：渡邊 勝美氏 ＪＡめまんべつ代表理事組合長（網走郡 大空町） 

農業者：東出 敏幸氏 東出農園(株)代表取締役（樺戸郡 月形町） 

消費者：橋本 智子氏 一般社団法人北海道消費者協会会長（札幌市） 

実需者：西山 隆司氏 西山製麺代表取締役社長（札幌市） 

自治体：浜田 哲氏  美瑛町長（上川郡美瑛町） 

 ② 企画部会委員：中嶋部会長(座長)、藤井(雄)委員、三石委員、山口委員 

  ③ 事務局：大臣官房政策課 平山調査官、食料安全保障課 中島食料安全保障専門官、消

費・安全局表示・規格課 相本課長、農林水産技術会議事務局国際研究課 髙

野研究専門職 

北海道農政事務所 武石所長、中山農政推進部長 

 ④ 一般傍聴者：約 60 名 

 

 

４ 地域の有識者の意見・要望 

【ＪＡめまんべつ 渡邊氏】 

○ 今回の策定にあって、担い手の方が、将来への希望が持てるような農業施策の

中長期的な展望を是非確立していただきたい。 

○ 食料自給率に関して、国が国民に示す国内食料供給の重要な施策目標なので、

国内農業生産の増大による食料自給率の目標達成に向けて、都道府県別・作物別

に生産目標の設定などをお願いしたい。 

○ 生産・供給面の取引目標を共有し実践するために環境整備を行ってもらいたい

と思っており、食料自給率を上げるための具体的な対策、作物を増やしていくた

めの目標を合わせて設定していただきたい。 

○ 食料自給力の指標化について、国民に分かりやすい指標として設定を出してい

ただきたい。 

○ 地方の人口減少の関係について、農村地域コミュニティの維持や食料自給力の

指標化の観点から基幹的農業従事者・販売農家・集落営農・農業法人などの農業

の担い手について、数値目標・展望を明確に示していただきたい。 

  北海道は府県と異なり、畑作農家でも、30 町、40 町規模の経営体になっている

ところであり、これは、規模拡大による生産性の向上を追求してきた結果。今後

も安易に規模拡大を続けていくとなれば、農家が減り、農村の賑わいを失うこと

になると危惧されるので、規模拡大がもたらす懸念についても、十分に考慮して

いただきたい。 

○ 経営の規模の要件だけでなく、拠出金を伴う国の施策、農業共済の加入、需給

調整の参加などに取り組む主業的経営体を農業の担い手として明確化していただ

きたい。 
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【東出農園 東出氏】 

○ 担い手として、米価下落・生産調整・ＴＰＰの影響で先行きが見通せない不安

感から、今後の経営展望が描けないため投資もできず農業から離れる人が出てき

ている。私が就農してからも、度重なる農政の転換が起き、農業政策が非常に不

安定な状況が続いているので、今後安定して希望を持てるように作業効率の向上、

コスト削減、担い手対策、需給対策を推進していただきたい。 

○ 農業のさらなる発展のために、用排水を含めた基盤整備、フォアス、ＲＴＫ－

ＧＰＳなどの整備が経営力に左右されず、誰にでも導入できる環境を整えること

が必要だと考える。また、政策支援の基準について基本的に全国統一で実施され、

地域の特色、経営形態の条件が異なるため利用できない事業が多々ある（例えば、

機械導入支援の場合、複数戸の農業者で取り組まなければならない）ため、支援

を受けづらいのが実態。 

○ 地域農業を維持するには農業人口の維持、労働力の確保が必要となるが、現状

では後継者のいない高齢者や厳しい経営状態の新規就農者もおり、近い将来、さ

らなる農家人口の減少、地域の衰退が予想される。農家子弟が後継ぎしない理由

の把握とその対策、新規就農者の定着に向けた技術や経営支援、北海道の現状に

合った通年雇用の確立、短期雇用労働力確保対策が必要と考える。 

○ 飼料用米については、空知では施設が整備されておらず、また、優良品種がな

いため取り組みづらい状況。飼料用米は、自給対策に取り組むならば新たな設備

投資や流通コストの増加、種子の開発、確保の支援、そして、長期的に安定して

生産していくために、今回の基本計画に飼料用米の生産拡大の目標や実現するた

めの施策の継続について明記させることが必要だと考える。 

○ いい米を作り、付加価値を付け、高価格で販売することも必要だが、安定性に

不安があるため生産調整に基づく作付調整やホクレンによる集荷販売体制も必要

だと思う。国による生産調整により、米価が安定し、農家経営の安定につながる

と思う。過剰作付対策・生産調整等は、食糧法に基づき、引き続き国が主導して

需給対策をとっていく必要があると考える。 

 

【北海道消費者協会 橋本氏】 

○ 食料の安定確保について、現在、新興国の食料需要の増加によって、水産物の

中には、既に買い負けをしていて、日本が買えない状況もあると聞いている。ま

た、農産物が、食料ではなくてバイオ燃料の原料となるといったような事情、異

常気象の影響による農業生産の減少等、食料需給問題が世界規模で深刻化してお

り、今後、世界の食料需給問題がさらに悪化して、安定した食料供給に支障が出

る可能性が非常に高くなることを懸念している。 

○ 国内的にも、局地的豪雨多発など異常気象による災害、地震等の農業・農村被

害というものは、国内の食料生産量に大きな影響を与える。こうした事態に対し

て、国民が安心できるように、食料自給率を現状の 39％から 50％に引き上げると

いう目標は非常にいいことだと思うが、さらに高い自給率を目標として、今後考

えていっていただきたい。 

○ 食料自給力について、緊急時にそういった食料自給力があるんだということは、

消費者にとっては非常に安心できるものだというふうには考えているが、現実と
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切り離された一定の前提下で試算するということで、根拠が分からない。また、

消費者にはよく分からない指標であると思う。 

○ 食料自給力について、出すことは非常に重要なことであるが、食料自給力の指

標が一人歩きして、「大丈夫なんだ」というような、数字として使われることを

危惧している。 

○ 安全・安心な食料の供給について、ＢＳＥの検査基準の緩和、アレルギー表示、

加工食品の原料原産地表示、遺伝子組み換え表示などの食品表示、また、食品添

加物や残留農薬の食品安全基準など、消費者にとって見過ごすことのできない問

題での規制緩和の流れがあることに危惧している。また、ＴＰＰ交渉等において、

さらに進むのではないかと懸念している。 

○ 食料・農業・農村基本法ができた平成 11 年のときに、女性もどんどん農業委員

に入れようというときに、有識者という形で農業委員会に携わった。今回も女性

の登用というものが書かれてあり、非常にいいことだなというふうに感じている。 

 

【西山製麺 西山氏】 

○ 国内においては少子高齢化人口減少などを背景に、大きな需要を創出すること

は難しいだろうと考える。海外においては和食がユネスコ無形文化遺産に登録さ

れたことなどを背景に日本食に大きな関心と需要、そして価値が生まれている。

メイドインジャパンの日本食を海外へ輸出することが食料自給力の向上や農村の

所得倍増に大きく貢献をするものと思う。 

○ 食品産業は裾野が広く、中小企業、個人経営の会社が多く存在する。海外との

取引を拡大するにあたり、相手国の語学、法律、商習慣など専門知識を有する人

材が少なく壁になっている。国の支援が必要である。 

○ 具体的には、検疫、商流物流、関税、カントリーリスク、パートナーリスクな

どが上げられる。監督官庁がそれぞれに分散しているため、ワンストップで支援

をいただける窓口が必要である。 

 

【美瑛町長 浜田氏】 

○ 担い手をどう確保するかということについて、美瑛町には毎年、一桁から二桁

にわたってＩターン、Ｊターン、Ｕターンで、農家に入る（体験等含め）が、一

度社会人となった若い人たちを担い手として育てるための入り口をまずどう作る

かに課題が多いと思う。 

○ 農業は投資産業になっており初期投資が必要である。相当、本格的な支援に取

り組むことが必要ではないかと思う。 

○ 農家は実は技術者である。レベルの高い技術者をどう育てていくかということ、

町として施設を整備し、独自の取組をしていこうと考えているが費用がかかるの

で、支援が必要だなと思っている。 

○ 農業の基本は農地である。農地をどう維持・管理していくか、どう維持してい

くかということを真剣に地域の中で論議しているが、土壌の管理が課題となって

いる。肥料をやれば、なんでも採れるというものではなくて、本当に適切な土を

作ることが必要。そのための体制を作っていく必要がある。また、地域の取組と

して、土づくりで有機質の堆肥等を入れられるような耕畜連携のような体制を進
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めているが、このような地域の取組についても支援をいただきたい。 

○ 産地表示について、今の産地表示に一本化されたが、例えば加工品が外国から

来たら原産国表示がないとかということがある。このため、差別化ができないと

いう実情があるので、制度の改正を願っている。 

○ ６次産業化の施設投資について、我々は、農業は地域の農家のための産業では

なくて、地域の産業だという捉え方をしている。企業そして地域そして農家の方

々が一体となってやれるような地域独自の投資について融通の利く支援、制度を

準備していただければと思う。 

 

 

５ 意見交換概要 

【山口委員】 

○ 渡邊さん、東出さん関連で、他の地域でも共通の悩みである、後継者確保や事

業拡大のための雇用の確保といった人材問題をそれぞれみなさん抱えられてお

り、それをどう確保するのかが共通した問題。人材のソースで考えてみると、地

元の若者に加え、都市の若者、都市のシニアが大きなソースではないかというこ

とがいろんなところで議論になっている。地元の若者の定着や後継者に育つため

の施策をみなさんと検討しながら、できるだけ実践をしていくということが非常

に大事ではないかと思う。 

○ ヨーロッパ、特にドイツあたりでデュアルシステムという制度がかなり実践さ

れているようである、つまり地元の企業体、あるいは、そういう事業をやってい

るところと、人材を送り出す教育機関が連携をし、学生たちが現場でいろいろな

職業教育を学生の間に勉強するシステムが深く行われているようである。地元の

職業高校あるいは工業高専あるいは大学といったところと農業経営体が一つ二つ

の試みとして行うのではなくて、地域全体、国全体で仕組みとして取り組めば、

人材不足の解決策の一施策になるんではないかと思うが、これについてどうお考

えかを聞きたい。 

○ 橋本さんの方から自給力のご質問等があったが、企画部会のなかでも、現実と

随分遠いんじゃないのという論議が行われており、これからどういう煮詰め方に

するか、方向付けをするか、あるいは出し方をするかというような議論が行われ

る。 

○ 自給力が問題になるときというのは、食料が不足をする事態が起きるときであ

るので、そのときは必ず、生産面でどれだけのものができるかということと同時

に、それが適正な価格の範囲で供給されるということが大事であり、農水省で検

討もされているようであるが、大事なこととして、流通段階や消費者自身がそう

いうときに無駄に抱え込まない、あるいは、この際だ、儲けようなんていう行動

をおこさない、そういうことがしっかりと共有されることが、社会全体として大

事。オイルショックのときのあのトイレットペーパーなんていうのは、まさに、

典型だったわけで、日本社会は特にその傾向があると私は考えるべきだと思って

いる。 

○ 西山さんへの質問として、ブランドに関して、西山というブランドと札幌とい

うブランドがあるが、農水省でも検討している地理的表示の制度についてどんな
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ふうに考えているのか。 

○ 町長さんにお伺いしたいこととして、今、観光庁の方で一地域の観光のＰＲで

はなくて、地域連携をして、ひとつのテーマを基に動くということを本格的にや

りはじめようとしている。紹介のあった「美しい村」の取組は、まさにそれにあ

たる。地域連携を観光の大きなテーマ作りに関して、経験からの助言を頂きたい。 

 

【ＪＡめまんべつ 渡邊氏】 

○ 地域の後継者、雇用等々については地域全体の問題ではないかと思っている。 

○ 各機関との連携について、オホーツク管内では、振興局、14 のＪＡ等でオホー

ツク財団というものを作っており、その中で、それぞれの大学、行政、団体の中

で、それぞれいろんなかたちでの農産物の販売、会社等々で生産している物を有

機的に結び付けて有利に販売する方法等を今検討中である。 

○ 一般の企業もある程度発展してくれないと人口が減るが、我々の地区は非常に

交通も整備が遅れているということで、札幌に出るにしても東京に出るにしても

非常に時間がかかる。そのなかで農業生産したものが有効に運べないというよう

な状況にもある。 

○ 公共事業に頼ってきた地域であるため、公共事業が減ると土建業界、商店街が

だんだん疲弊していく。昨年は東北の復興、オリンピック関係等で景気が良くな

ったと言われるが、地方は景気が回復せず疲弊したままで、輸送繁忙期にはてん

菜を運ぶ車が十分に確保できなくなった。経済がうまく回っていないと、いろん

な歪みがでてくる。 

○ ヘルパー等々について我々農業団体では２～３農協が集まり雇用している。ヘ

ルパー等々の雇用の確保については民間の協力を得ながら管内全体でやっていっ

た方が有効的になるのでないかというような考えを持っている。 

○ 今まで単協でいろんなことをやってきたが、農産物の販売に関しても広域でで

きるものは広域の中で取り組み、安定的に供給していくということを含めて考え

ていかないと、難しいと思う。 

 

【東出農園 東出氏】 

○ 後継者、そして担い手・労働力の確保の問題、これは私たち青年部の中でもよ

く話がでている。まず後継者対策としては、今の農業情勢、ＴＰＰなどの影響に

よる不安の中、親、子供に継げない人が身近にいるという話はよく聞く。 

○ 労働力の問題について、北海道の冬季間の作業が少ない状態であるため、通年

雇用がし難く、労働条件がサラリーマンと違って、農繁期は朝早くから夜遅くま

でやる。このような条件では希望者が少ないと感じている。常勤の社員を雇用す

るため、いろいろハローワークに登録したが、結果３年の間に応募がなかった。

ハローワークからもあまり農家へ就農希望する人は少ないという返事もあった。 

○ 常時雇用においては、私たちは、即戦力の人材を求める傾向あり、重機やトラ

クター、これの運転での作物の生産や作業や状況判断ができる人をついつい求め

てしまう傾向があるが、条件に合う人が少ない。経験の少ない人を育成するには、

コストも時間もかかってしまうので経営に余裕がないと人材への投資を行うこと

ができない。 
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○ 短期労働力についても、昔から来ていただいているパートさんがいたが、高齢

のため引退したため、後継者を探したがなかなか農繁期、短期雇用のため個人で

見つけることが難しく、人材派遣に頼んだが、やっぱり仕事に慣れない人が多い

ため作業効率が悪い。短期の雇用のため、育成することもできない。 

○ 農繁期には人を集めるので、その時期には本当に人がいない。人材派遣に頼ん

でも、コストが高くなって経営を圧迫する。 

○ 表現が悪いかもしれないが、ニートの方に月形の方に来ていただいて、農業を

やっていただいている。やっぱり（家の）中にいるより、一緒に農作業した方が

気分がよくなるということで、そういった雇用対策も今やっている状況。 

 

【北海道消費者協会 橋本氏】 

○ 消費者の買占めという、こういった行動も、消費者教育という所が非常に大切

になると思う。 

○ 買占めについて、平成５年に北海道で米が取れないということがあった。その

ときにタイ米とかの輸入米を充てたことがあったが、流通業界の中には米が滞っ

ていたということがあった。 

  これも、一種の自給力なのかというふうにも思う。流通に携わっている方も消

費者なので、そういった意味で小さいときから消費者教育ということをきちんと

していかなければいけないと感じている。 

○ 適正な価格ということについて、これは危機のときだけではなく、平常時でも

やはりフェアトレードというのは非常に大事な考え方である。これも消費者教育

に関わると思うが、たとえ、そこでの価格が高かったとしても、フードマイレー

ジ等の環境負荷を考えての適正な価格で買った方が良い。環境に配慮した形の消

費者行動もやっていかなければ、いけないなと思っている。 

 

【西山製麺 西山氏】 

○ 海外では日本食の多くが現地調達の食材を使い提供されている。ラーメンもし

かりである。 

○ 現地お客様からの要望として、メイドインジャパンの素材を使っていることを

証明する「ジャパンブランド」。ステッカーを望んでいる。日本国政府の文字を

入れていただけるとさらに効果がある。海外の日本料理店は店舗の入り口に様々

な推奨ステッカーが貼られている。ラーメン店もしかりである。誰が認定してマ

ークを発行するのか発行後適切に管理運用されているのかなど、解決しなければ

ならない部分は多いが、是非実現してもらいたい。 

○ アジアでは北海道、欧米では札幌の知名度が高い、大きな価値があると感じる。

北海道ブランド、札幌ブランドをさらに価値あるものにするため、日本国の名称

が必要と思う。 

 

【山口委員】 

○ 今、地理的表示の制度化の中では、国としてもその合格したものについて、そ

ういう共通のマークを検討しているようなので、それに対する答えになるような

気がする。 
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【西山製麺 西山氏】 

○ 海外へ行くと、アジアでは北海道ブランド。欧米は札幌ブランドが強い。さら

に日本ブランドがそのベースにあるので、これに認定制度があればうれしいなと

思っている。 

 

【美瑛町長 浜田氏】 

○ 「美しい村」のテーマということについて、この美しい村連合に参加するため

には、実は審査を通る必要がある。大学の先生、企業のＯＢとか、カルビーの松

尾元社長さんですとか、そういう方々が審査員となって地域を審査して受け入れ

ている。始まりは地域連携ということからである。美瑛は富良野・美瑛という日

本の観光圏の中でもＴＯＰ３の観光圏をもっているが、地域の中だけの連携より

も、もっともっと情報発信力を上げるためにということで行動している。 

○ 市町村合併があったときに、小さな町や村は我々に役割はないのか、我々がこ

れまで培ってきたものに価値はないのかという自問があったと思うが、我々の今

まで持ってきた資源、その資源を磨き上げる、また、美しい地域作りをすること

によって、そこから情報発信をしていくということをテーマとして持っている。 

○ もう一つとして、ツーリズムである。これから国際化が進めば、今までのよう

な国内の観光客をただ１日、２日と受け入れる形よりも、ツーリズムという形が

できてくると思う。そうなれば海外の方も長い期間来る。そして我々がそういう

海外との連携の中で拠点を作っていく、また、世界に対する情報発信もできると

いった取組、形を目的としている。 

○ 「美しい村」の取組をやったとき、企業と共存の取組として始めた。縦軸の関

係としての国、政府と地方に対して、横軸をどう作ろうかと考え、企業と地域が

連携して何ができるかということについて共通の価値を作っていこうということ

で取り組んだ。 

○ 東京の大きな商社等の企業でも地域の資源を使って加工に取り組んで、それを

地域の産物として地域側から発信する取組をしており、企業は取組に対して支援

のお金を作っていただいている。東京にある企業が美瑛に現地企業を作り、美瑛

の牛乳や農産物を自分たちの生産ラインに入れていくというような形ができるこ

とによって、東京に企業があることがステータスだった時代から、本当に価値の

ある田舎に企業があることがステータスになる時代が来るかもしれないと思いな

がら取り組んでいる。 

 

【三石委員】 

○ 渡邊さんの地域においては、地域で最大の産業が農業であって、農業の将来が

地域のビジョンそのものだと思う。企画部会の中でもキャリアパスの話が相当議

論された。新規就農して、これから５年、10 年、20 年後にどのようになるかのイ

メージが持てないから就農しにくいのではないかとの話。それともう一点、浜田

町長さんが言われた、例えば初期投資がすごいとか、研修施設がないとか、プロ

グラムがないとか、いろいろな問題が出てくると思う。渡邊さんのところでは、

若い人で農業をやってみたい。あるいは中堅で戻ってきて農業をやりたいという
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人にどのくらいの時間をかければ、こういった形になるというようなイメージが

あれば教えていただきたい。 

○ 東出さんの、天候、労働力に左右されず誰でもできる農業を目指していくとい

う目標を掲げ、取り組まれていることに敬意を表する。取り組み事例に関係して、

日本社会が人口減少社会になって社会の仕組み自体が大きく変わっていく中で、

使いにくい制度、あるいは、制度はあるが現実に使えない例など、実態に合った

形に変えていきたい制度、というものがあれば具体的な事例を教えていただきた

い。 

○ 橋本さんに２つ質問をしたい。まず、食料・農業・農村に対する基本計画の、

例えば現行の基本計画の説明について、消費者の視点から勉強する機会や理解す

る機会が今まで十分にあったかどうかについてお聞きしたい。 

○ 二点目は、女性の視点から見て、食料・農業・農村一般、全体の中で、まだま

だこの分野には女性が全然入ってない、この分野にはもっと女性の視点を入れる

べきだといわれる分野があれば、教えていただきたい。 

○ 西山さんの、具体的にはラーメンという食品の輸出、農産物の輸出については

誰もが関心を持っているし、国としても輸出を拡散・促進しようとしている。各

国ごとに、いろいろなカントリーリスクや法的なものがあると思うが、輸出をし

ようというときにリスクテイクは行うが、リスクヘッジやリスクを回避すること

に対して、我々はあまり議論をしていな、という気がする。西山製麺さんでは、

どのようにしてそのリスクを回避しているのかということと、自分の農産物を輸

出したいと考える方に対して、これとこれだけは抑えておかなければいけないと

いうようなことについて、アドバイスをいただきたい。 

○ 浜田町長への質問として、今までいろいろなところで話をお聞きしてきて、行

政の市長の方が出席され、「もう少し我々に権限をくれ」、「もう少し我々に融

通を利かせてくれ」と、よく言われるが、食料・農業・農村に関するものの中の

具体的にこの部分はもう私たちがやりたい、この部分は私たちに任せてくれとい

うようなものが、我々にもわかるような形で有れば教えていただきたい。 

○ 皆さん全員に率直な印象論でかまわないと思うのですが、食料自給力は食料自

給率に対して分かりにくいか。まだ、分かりにくいというのであれば、ここは、

もっとこう言えとか、あるいはこのように説明しろというものがあれば、アドバ

イスをいただきたい。 

 

【ＪＡめまんべつ 渡邊氏】 

○ 新規就農の関係について、私の農協だけを言えば後継者は十分にいるというの

が実態である。面積的に家族経営で 40 町から 50 町が適当ではないかということ

で考えれば、そのレベルには到達していないので、後継者が不足しているという

ことではない。ただし、管内、全道で見ると、地域によって新規就農を入れてい

かなければ、農業経営体がやっていけないという状況にある所もある。 

○ また、そういった所は農協が耕作地、牛舎等を一旦引き受けて、そこにヘルパ

ーを入れたり、それから新規就農をできる人を入れたりということで、継続する

ような方向でやっている。新規就農の要件もある程度緩和されているが、所得の

部分については 250 万円となっており、それを越えるような部分についての助成
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ができなくなっているという仕組がある。資本を返済しながら、かつ利益を出し

ていかなければならないことを考えていかないといけない。それ相当の国からの

支援等々がなければ難しいと思う。 

○ 自給力について、何かあったときにこういうことをやれば自給できるとの説明

があったが、自給率を 39％から 40％や 41％に上げていく。あるいは目標を 50％

にするといった方が分かりやすいのではないか。 

 

【東出農園 東出氏】 

○ 使いにくい制度について、政策支援の基準である。機械導入支援の場合、北海

道の営農面積は 50ha を超えるため、機械の最大利用効率が政策の目指す姿を実践

している。それでも複数での利用となるため支援を受けづらいというのが現状。

集落営農と法人・個人が自由に使える施設や機械補助そういったものがやはり地

域の特色や経営形態に合わせて必要になってくると思う。 

○ 変えていきたい制度に関しては、まずナラシ対策。昨年米価が下がった。収量

はあったが、未熟米が非常に多かった。ナラシ対策についての問題点は、これま

での要請等により大分解消されたと言う話も聞いているが、今後、米価が下がっ

ていくと基準価格も下がり、補填価格が下がってしまうので、意味がなくなって

しまうのではないか。米麦の補填金の仕組みについては良かったが、自分たちで

金を出していなかったことが悪かったと思う。ナラシと同じような金額を拠出し、

米だけで実施してもらえれば状況が少し変わっていけると思う。 

○ 生産調整の見直しについて、今後見直すという形ではあるが、米価を維持する

ためには、過剰作付対策をどこかが、しっかりと管理をして調整していかなけれ

ば、現状の過剰作付対策は上手くいかないと思う。現場サイドでは生産調整がな

くなくなった場合、本当に米を作っていけるのかといった問題がよく出ている。

引き続き生産調整、需給対策を国が指導してやっていただきたい。 

○ 食料自給力について。食料自給力算定の基となっているデータ、これが本当に

机上の空論。本当に実現できるのかというのが正直な意見。数字だけが一人歩き

してしまった場合、消費者や国民が自給力があるから大丈夫という誤解をしてし

まうのではないかという心配がある。食料自給率を 45％ぐらいにして、年間 0.6

％ずつこれをどうやって伸ばすのか。現場サイド主導で政策とすりあわせていっ

た方が良いのではないか。食料自給率自体が下がってしまって問題になるのは私

たちだけじゃなくて国民のみんなになると思う。自国の食料自給率が下がって安

定供給できない。国民に供給できないでは不安になると思うので、不安を払拭す

るためにも食料自給率はしっかりと上げていっていただきたいと思う。 

 

【北海道消費者協会 橋本氏】 

○ 基本計画の説明会について、今日の参加者を見ても女性がほとんどいないとい

うところから、周知が足りないのではないかと感じる。消費者団体は女性が多い

ので、消費者に広報がされたのかどうかという感じがある。食料・農業・農村基

本法というものが、消費者にも非常に関係があるんだということを、農林水産省

の方でも宣伝していただきたい。反省として、日本の農業がどういうふうになる

のかということを消費者はもっと知らなければいけないということを広報してい
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くのが我々消費者団体の役目と改めて感じた。 

○ 女性の視点が入る分野と言うことについて、まさに農業政策とか農業経営に携

わっている女性があまりいない。周りでは６次産業とかファームインみたいなと

ころでは、女性の活躍が非常に目にとまるが、実際にその方が農業経営をしてい

るか、どこまで参画できているかというのは見えない。農業経営、農家の経営自

体、それから農業政策の決定場面に、もう少し女性の視点が必要ではないかと思

う。 

○ 食料自給力について、食料自給力よりも食料自給率を上げるのが大事だと思う。

食料自給力というと、何かできますよというふうに一般の人は考えてしまう。農

林水産省のホームページ等で輸入が止まったときには、こういう食料事情になる

というところを見て、それを再現した方がいるが、そのような事態のときの自給

力なのかなと思う。 

 同じ所で何年も同じ物を作れないということで輪作を図っていると聞いている

が、そういったものを総合的に考えたとき、単純に農地があるから大丈夫という

のは、農業の素人にはとっても疑問が残る。小さいとき、自分で農業をやったと

いう人は、ある程度農業技術を持っているかもしれないが、農業技術も非常に大

きな要因で一年目でなかなか思ったような作物ができないというようなお話を聞

くと、農業をする人が確保できたから大丈夫とは思えない。食料自給力の指標を

どう出すかについて不安に思う。 

 

【西山製麺 西山氏】 

○ 海外でメイドインジャパンの自社製品を販売したいと思う方の多くは、プロダ

クトアウトの発想でスタートする方が多い、物流はどうしよう、商流はどうしよ

うかから始められる。誰が買ってくれるんですかが後になっているような気がす

る。 

○ 私どもは、マーケットインの発想で組み立てている。まずはラーメン店をやっ

てみたいという方から弊社に問合せや引き合いが来るような仕組みを作ってい

る。弊社では、めん、たれの供給だけでなく、調理指導など開業支援も行ってい

る。ラーメン店を始めたいという方には弊社に来てもらい、札幌ラーメンの食文

化に触れてもらう。そのあとは弊社からお客様のところへ出向き、味が決まり、

開店の目処がついたところで、物流と商流を決める。海外でラーメン店を出した

いという方の多くは、既に居酒屋や寿司店などをされており、日本との間に物流

や商流があり、そのラインを使わせてもらう。ＥＵ域内については、一昨年現地

法人を設立しラーメンの食材をストックして、弊社の現地倉庫から各国へ食材の

供給をしている。 

○ 先日、アフリカの某国から私の店でラーメンを出したい、との引き合いがあっ

た。日本との間には食品分野での物流や商流はない。お客様の店では既に日本食

を提供している。スペインから独立した国ということでスペインとの結びつきが

大きい。スペインまで届けてもらえば、あとは私が手配するので大丈夫とのこと。

このような話は、日本で考えても無理なことで、マーケットイン発想で解決する

事例であった。 

○ 自給力＝どれだけ供給能力があるのかということの指標は是非取り組んでいた

10



 

だきたいと思う。自給力＝食料の安全保障ということになると思う。 

  ところで、自給力の計算方法には国際基準があるのか。 

 

【農林水産省食料安全保障課 中島専門官】 

○ 自給率についてはＦＡＯで計算方法のガイドラインが示されているが、自給力

については、そういった国際機関で示しているものはない。資料にあるとおりイ

ギリスで試算されていることは承知している。 

 

【美瑛町長 浜田氏】 

○ 地域行政として、農業の計画、食料・農業・農村基本計画等にどのような考え

を持っているかについて、 基本的に直接農業を行っている方々は民間で自分の農

地で行っているが、この分野に地域行政がどのように係わるか非常に難しい面が

ある。農業委員会の制度とかいろいろな論議あるが、町が本当に農業委員会や農

協も含めて、組織と一体となって地域経営ができる。そして農業戦略が作ってい

ける。そういう方向性でできるような改革にしていかないといけない。例えば、

農業委員会が要らないとか、農協がこうあったら良いとか、単独の組織だけをい

じっても結局は農業の発展ということにはつながらないと思っている。 

○ 町長として何かあるかと言えば、土地利用の関係で町をこういうふうな形で将

来に向かって作っていきたいと思うときに、農地の部分をどのような形で転用を

含めて計画を作っていけるかに、町村長が係わっていく仕組みが必要ではないか

なと思う。 

○ 農業者のことについて、農家というのは本当に技術屋だと思っている。技術が

身につけば身につくほど生産性は上がり、土地の活用方法も変わってくる。そう

いう意味で、農家の所得倍増とかということよりも、農家の方々をどうやって技

術者として位置付けるか、彼らの職場の重要性の位置付けや日本の中の農業をど

う確立していくかということが必要だと思う。農家も技術者を育てる確固たる職

場に位置付けすることで、初めて農家のステータス感が認められ、そして待遇の

改善とかの目標ができると思う。今だと、農家に入ってしまえば、後は、何処の

大学を出ても、何をしてもただの農家である。農家というものは、実際に国の根

底を支える産業なんだという部分をしっかり位置付ける制度を望んでいる。 

 

【藤井委員】 

○ 渡邊さんに関して、今、団体再編に関してかなり世間では騒がれているが、こ

の基本法の中では少ない分量で中央会等について書いてある。実際に農協の組合

長として中央会について、どのようにこの団体再編について考えているか教えて

ほしい。 

○ 東出さんに関して、飼料用米については畜産部会等の中でも非常に期待されて

いるところであるが、北海道では酪農等での飼料用米の利用が非常に難しいとい

うような現状がある。現状として、飼料用米を作ろうというふうに考えている方

が周辺にいるのか、そしてまた、それを使いたいという方がどれくらいいるのか

知りたい。また、施設、流通の問題があるが、そこが整備されたら果たしてうま

くいくのかどうか、そのあたりの見込みを作り手側として考えられているのかお
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聞きしたい。 

○ 橋本さんに関して、私の牧場では農場ＨＡＣＣＰという認証制度を取得した。

６次産業化もそうであるが、どうしても農水省主導で動くと、プロダクトアウト、

どうしても作り手側に寄った提供となり販売に困る。実際に消費者の方によく知

ってもらうにはどうしたらいいか、これについて何か御見識を教えていただきた

いと思う。 

○ 西山さんに関して、日本の食を海外に広めていただき、また日本の食材を持っ

ていってもらうことに我々農業者としては大きな期待がある。まず、農水省でも

ＪＥＴＲＯ等と連携してワンストップのサービスが作られているかと思うが、そ

のあたりが実際は機能していないのか、どこまでやれば良いのかとかについてお

聞きしたい。農水省の方からも、海外への輸出に関する今の対応について説明い

ただきたい。また、円安の影響で、売上げが伸びる余地が増えたとか、利益とか

の影響についてお聞きしたい。 

○ 浜田さんに関して、人の問題について実際に技術教育の施設等ができた場合に、

どのように具体的な運営をされるのか、今、青写真があるのであれば、それにつ

いてお聞きしたい。 

 

【ＪＡめまんべつ 渡邊氏】 

○ 団体再編について、今騒がれているのは中央会の監査機能の問題、それから連

合会等々の株式会社化の問題等々、いろいろな話題があるが、中央会ができたの

は、昭和 22 年に農協法が交付されて 23 年からであり、今まで 60 年くらいしか経

っていない。過去に労働だけの「小作」という人がいたけれども、こういった小

作に戻さないために、一つの経営体としてしっかりやっていきましょうというこ

とで、弱いものが集まって農協や連合会を作り、中央会がある。そういった中央

会の監査の部分に関しても、民間に任せたほうが良いのではないかという話、事

業監査、会計監査の両方をやって中央会が指導しすぎるから農協がそれぞれの個

性が出せないんだとの話があるが、我々農協側からすると、そこまで中央会が締

め付けているわけではないし、我々としては、自分たちで組織をしっかりやって

いくということ。 

○ 農民を守るためには、こういった組織が大事だと思う。今、再編の話が出てい

るが、過去に若林農水相が「農協はしっかり監査もやっていて、監査と指導が両

輪なので妥当だ」というような話を 2007 年にしている。まだ 10 年しか経ってい

ない状況でこの組織改革をしなければならないということについて、それが農民

のためになるんだということであるが、改革ありきで、本当に組合員のためにな

るかということには疑問がある。 

 

【東出農園 東出氏】 

○ 飼料用米について、私たちも昨年から本当に飼料用米に関しての可能性を探っ

ている。一番心配なのは出口対策。作ったはいいけど果たして本当に飼料用米を

使って牛が育つのか。これが一番疑問だったので、牛を飼育している人に聞いて

みたが、データがまだしっかり出ていないうちは、何かあってしまった場合にお

っかないから、まだちょっと使えないとのことだった。あとは、とうもろこしの
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価格より下がったら考えるということになる。 

○ 昨年、研修で東日本組合飼料に行かせてもらった。飼料を作った場合の配合比

率を確認してきたが、原料として１％ほどしかまだ使っていないのが現状で、豚、

鶏がメイン。今後は耕畜連携も合わせて、米畑酪問わずに連携していくべきと思

っているので、今後も機会あるごとに聞いていこうと思う。 

○ 作りたいかどうかということについて、私は作ってみたいと思っている。理由

としては、米・麦・大豆を作っており、畑から米に転換した場合よく穫れる。一

方で、タンパクが上がるため、主食用としては良いものにならない場合があり、

そこで飼料用米でだと量がとれるということで作ってみたい。 

○ 空知地区自体で米しか作れない産地がある。湿っていて畑ができない所で自給

対策をどうするかとなった場合、飼料米が必要になってくると思う。 

○ 渡邊さんからの質問にあった農協改革について。私たち若手青年部からもＪＡ

グループ改革プランが昨年策定され、本当に若い世代からの声をしっかり反映し

て改革をやってもらっている。中央会がなぜ必要なのかといった話は青年部の中

でもあるが、私自身が中央会と接したときに中央会職員には農家を第一に考えて

発言してもらっている。分からないことも教えてもらえるし、何よりも政策の関

係で農家のためにならないと思った場合、本当に農家よりも一生懸命に怒ってく

れているので、なぜ中央会をなくしたら農家の所得が上がるのか、ちょっと根拠

がわからないというのが正直なところ。 

 

【北海道消費者協会 橋本氏】 

○ 農場ＨＡＣＣＰについては先ほど初めて聞いた。ＨＡＣＣＰ、ＧＡＰ、ＪＡＳ、

いろいろな制度や表示がある。いろいろな制度があるということを勉強しなけれ

ば商品が買えないということは、一般消費者には異常なことなので、なるべく単

純な、「これを見れば、この製品は大丈夫という」そういう表示を作ってくれれ

ば非常に良いと思う。 

 

【西山製麺 西山氏】 

○ ＪＥＴＲＯさんについてだが、弊社のドイツ法人設立にあたっては、様々な情

報をいただいた。米国法人設立にあたっては会計士の先生も御紹介いただいた。

相手国の検疫や原材料、添加物規制の相談については、ここに訊けば詳しく教え

てくれますよと紹介してくれた。頼りになる機関である。現地で既に商売をされ

ている方も現地の状況については詳しく知っている。弊社欧州法人の取引銀行は

ドイツ銀行で、口座開設にあたり、お客様に手伝ってもらった。 

○ 円安の影響について、年々国産麦の比率が上がっているが、まだまだ海外麦の

比率が高く、円安は原材料高騰につながり、逆風である。輸出については円建て

でやっているので、大きな影響はない。 

 

【美瑛町長 浜田氏】 

○ 施設をいくつか運営しているが、一番重要な位置付けに置いているのが、行政

と農協で出資して農業振興機構という財団の組織を新しく作った。役場の職員も

農協の中に配置し、農協からも人を出している。今、人が育って十数人の職員が
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いて、農水省の農地・水や中山間とかの事業をそこで受け、町全体で対応できる

ような形をとっている。そこの中で、土づくりや人材の育成、新品種の栽培試験

とかに取り組んでいる。 

 

 

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（東北ブロック）議事概要 

 

１ 開催日時：平成 27 年 1 月 20 日（火）13:30～16:00 

２ 開催場所：仙台市 仙台合同庁舎 ８階講堂 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：安部 俊郎氏  (有)アグリードなるせ代表取締役社長（宮城県東松島市） 

農業者：寺山 佐智子氏 (株)阿部農縁代表取締役社長（福島県須賀川市） 

消費者：熊谷 睦子氏  宮城県消費者団体連絡協議会会長（宮城県多賀城市） 

実需者：伊藤 健介氏  太子食品工業(株)専務取締役（青森県三戸郡三戸町） 

自治体：上田 東一氏  花巻市長（岩手県花巻市） 

 ② 企画部会委員：中嶋部会長(座長)、伊藤委員、香髙委員、三石委員 

 ③ 事務局：大臣官房政策課 押切上席企画官、消費・安全局 道野消費者情報官、農林水

産技術会議事務局研究開発官（環境）室 塩野研究調整官 

東北農政局 佐々木局長、佐野生産部長、山口経営・事業支援部長、中西農村

計画部長、鈴木整備部次長 

 ④ 一般傍聴者：約 80 名 

 

 

４ 地域の有識者の意見・要望 

【アグリードなるせ 安部氏】 

○ １点目は、農林水産省のなかで農業分野だけにとらわれず、各関係省庁との横

断的な考え方のもとで進めていただきたい。 

  今回のコミュニティ再生に向けても、地方創生というあり方の流れ方のなかで、

医療、福祉、教育、観光という流れも取り入れた地域づくりであれば、農業の立

場が大きなものになると思う。ぜひとも福祉の力、教育の力も組み入れていただ

ければ良いと考えている。 

○ ２点目は、生産者と消費者が納得出来る価格の在り方ということで、どうして

も農業の場合は自然との相手ということでリスクが高い。 

  そういった中で、安定的な供給が出来る、過剰作付がないような事前の調査・

研究等をしていただき、安定供給出来るようなバランスを目指していただきた

い。 

○ ３点目は、多面的機能の関係で、我が地域においても、農地・水関係を平成 19

年から引き続き地域一体となって美化運動を進めてきた。 

  そういった中で、法人の果たす役割が年々大きくなってきている。現状では、

個人での対応だけしかカウント出来ない状況なので、法人の扱いも、別段で考え

ていただければありがたい。 

○ ４点目は、農地中間管理機構のことであるが、パンフレット等においては、全

てが改善出来るようなイメージで私どもは理解していたが、未整備田について

は、そのままの状態で進展していないというのが実情である。 

○ 当初は、簡易な条件整備は可能であるということをキャッチフレーズにいろい

ろ進めてきていたが、この段階にきて予算がないのでどうしようもないというこ

15



 

とで、削除されているのが現実である。計画性がある推進方策を示していただき

たい。 

○ ５点目は、飼料用米を普及・推進している、国においては、今後、長い目でみ

た場合に、国内でも生産出来る実積のある子実用トウモロコシ、これは 1,500 万

ｔも輸入している状況のなかで、必然的に自給率を高められる。国内で出来るも

のは国内で生産し畜産農家との連携を図るのが基本ではないかと感じている。出

来れば、戦略的作物としての位置付けも考えていただきたい。 

○ 後に、土地改良区関係であるが、水は上から下に流れるのは当然である。そ

の中でも、色々な整備のなかで、コストが上流と下流において、基本的な単価が

10a 当たり 15,000 円内外の地域格差が生じている。初期段階から低コスト稲作を

推進する上で問題があると考える。そういった観点からの支援体制等における整

理についても、ご検討いただきたい。 

 

【阿部農縁 寺山氏】 

○ 私は福島の小さい農家で、６次化を始めた農家として出席した。母と２人から

始まって、加工の方を始めた。大きい面積をやっているわけではないし、震災を

機に、色々とした動きが始まっているのが阿部農縁である。その中で気がついた

こと、疑問に思ったこと、今後の動きや問題などを、自分なりに話をしたい。 

○ 私は看護師を辞めて、農業に入って７年になる。株式会社阿部農縁というが、

法人になって丸２年であり、このような所に立つ身分かと思う。 

○ 看護師経験が 20 年ほどあり、その中で農業という世界に入った。私は、農業と

いうのは社長になることだ、ということで色々と模索をしていった。 

○ その中で、福島県と言えば原発という問題があり、震災を機に、水素爆発を見

たときに、これからの農業は自分で売っていく時代になったんだというふうに考

えを切り替えて、個人で売る、私は贈答用の高級桃を売っていたので、それをネ

ット販売で、ＢtoＣで個人に売っていくという努力を始めている。 

○ 母が作る漬け物をちゃんとした形で売る、という形での加工６次化だが、全国

に販路を求めて、通販やイベントでの販売なども経験した。 

○ 農業というのは、空間という言霊を売る商売ではないかと考え、農業体験の取

組で、民宿という仕事を増やして、農家の空間においでになるというところも商

品として動き始めている。 

○ こういった機会もそうだが、経営者として勉強の機会をいただいた。現在、農

水省の次世代農業女性育成塾の塾生として勉強しており、販売する、どうやって

売っていくのかというところを勉強させていただいている。 

○ どういったことをしているのか、ということも、ブログ、フェイスブック等を

使って、発信しているのが現実である。 

○ 今後の動きだが、東京へも売っていきたい、６次化の商品も増えてきてはいる

が、やはり、地元に根差す、地元にファンを作っていく、といった販路を拡げて

いきたいと考えている。 

○ 今のところ、補助金を活用しながら雇用を頂いたりしているが、補助金からの

自立、経営というものは補助金ありきでやるのは厳しい。それに振り回される自

分は何か、福島は特に東電の補償等があるが、それがなくてもやっていける経営
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づくりが大切だと考えている。 

○ 小さな農家が継続出来る仕組みを作っていきたいと思っている。都市農村交流

対流事業とか昨年お世話になったが、書類の管理が出来ず途中で断念したという

経緯もある。 

○ 都市との交流もあるかと思うが、それをやっていく事務的な手続きの大変さ、

というのが、自分の本来の農業という仕事から離れてしまうところがあり、それ

ではいけないと思い、昨年の春に一回立ち止まって整理させていただいた。 

○ 農業というのは中小企業が多いが、そういった中で、１つ１つの小さい中小企

業の農家が元気であれば、日本の農業は誇れていくのではないかと思うので、６

次化という形での切り札を阿部農縁は選びつつあるが、まだまだ、販路の部分と

か問題点がいっぱいあるので、今後とも色々と学びながら、色々と教えていただ

きながら、やっていきたいと思っている。 

 

【宮城県消費者団体連絡協議会 熊谷氏】 

○ 私たち消費者団体は、食品だけのことを専門にやっているわけではなく、消費

生活全般について勉強会を持っている。特に、この頃の食品は不安が多く、本当

に何を安心安全と言っているのか、工場を見学すれば、ゴミ１つ塵１つ入らない

ような工場で生産されているのに、異物が混入したり、それはどこで入るのか、

従業員のモラルの問題などもあって、色々なことが出てきているのかなと思う。 

○ 私たちは集まれば、「国産のものを食べたい」「中国製品はイヤだ」と一言で

言われる。国で全てが自給出来たら、それに越したことはないが、私が住んでい

るのは（宮城県）多賀城市だが、若い担い手がいない、農地が荒れているのがあ

ちこちに見られる。草がぼうぼう生えて、ここは、何があったところだろうとい

うところがいっぱいある。そういうものを見ると、後継者が育っていないところ

に問題があるのかなと思う。 

○ 今日は色々と勉強させて頂きたいと思って来たので、分野、分野の方々の意見

を聞いて、消費者団体としては、その方たちの意見をまとめて、これから前向き

にいきたいと考えている。 

 

【太子食品工業 伊藤氏】 

○ 大豆の年間の使用料が 25,000ｔ、そのうち約 5,000ｔが国産大豆である。出来

るだけ国産を使おうとしているが約 5,000ｔ程度。使い方については地産地消を

ベースとしてきたが、福島の原発の関係があり、栃木、岩手、福島あたりが使え

なくなり、緊急避難的に日本海側の原料で対応。今、元の産地に少し戻せるよう

になり始めた。 

○ 国の基準でこれ以下はＯＫと言っても、お客様の方は「そうはいかない」とい

うことで、少しでも含まれて（放射性物質が）問題とならないよう原料全てを検

査している。 

○ 基本的に、（放射性物質が）検出されないものを選んで使わざるを得ない。検

査しながら国産（大豆）を増やしてはきたが、去年、ほぼ倍に（値段が）急騰し

たため、国産を入れた豆腐屋さんも大変である。今年もあまり（値段が）下がっ

ていないので、どのくらいの国産の原料で製品を作れるかは微妙なところである。 
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○ 要望で書いたコミュニケーションについて、原料の 25,000ｔのうち、20,000ｔ

は輸入であり、弊社はこれまで殆どが北米産であったが干ばつの影響等もあり、

今は、南米、オセアニア、ロシア、東ヨーロッパの範囲で調達先を調整しながら

リスク分散をし、製品を届けるよう努力をしている。国産原料が安定して供給さ

れれば、それに越したことはない。 

○ 大豆の生産体制におけるコミュニケーションについてのお願いだが、国産原料

はロットサイズが不安定であること、大豆そのものの開発が生産者向けに出来て

おり、需要サイドの意見がほとんど反映されないままで作られてしまう。 

○ 毎年毎年価格が違うため不安定であり、生産ロットが小さいと更に不安定とな

る。カナダとかブラジルとか大規模にやっているところは比較的安定しているが、

国産大豆はこの辺が非常に苦労する。 

○ 小規模の豆腐屋さんであれば何俵単位で出来るが、１日に 200 俵とか 300 俵と

か使う工場になると安定的な供給が必要である。 

○ 国産大豆でもブレンドさえ出来れば、もう少し何とか使えると思うが、品種が

どのくらいどこでとれたかのははっきりしない上に、開けてみないと値段や成分

とかがわからない、そういう状況では、使うのがだんだん難しくなってくる。 

○ セブン＆アイホールディングさんがいるが、実を言うと中小企業は力がなくて、

どうしても価格見合いは流通さんが主体になる。また安定供給についても言われ

るが、そうなると高い原料は使いにくくなる。 

○ 大豆生産量が 170,000ｔから 150,000ｔに減っただけなのに、何故、原料の値段

が倍になってしまうのか、ぜひ、国の方で安定供給が図られるようにし、国産大

豆が使いやすいようになればと考えている。 

○ 海外に頻繁に出かけ、我々が欲しい原料はこういうものであると話をすると、

小さな規模の農家単位では厳しいが、グローワーと呼ばれている少し大きな規模

の農家であれば、品種改良も含めて対応してくれる。一方、国内の場合はその対

応が難しい。 

 

【花巻市長 上田氏】 

○ 地域づくりについて、土地の利用、現状を一番わかっている市が決めていく必

要があるのではないか。全国市長会と地方六団体が農林水産省に要望しているこ

とであるが、まず、農地の総量確保については、市町村が主体的に設定した積み

上げを基本とすることをお願いしたい。 

○ 土地の利用についての権限を、市町村が行うという観点から、農地の転用許可

等については、これを市町村に大幅にお任せ頂きたい。 

○ 米価対策について、農協の概算金が昨年 60kg 当たり 8,400 円に落ちた。それに

よって、農家の米の所得が交付金等を勘案した上であるが、約 15 億円、大幅な減

収になっている。これにより、特に、担い手と言われる米の生産農家が、大きな

打撃を受けて、将来の米の生産について、非常に不安を持っている状況である。 

○ 花巻市において、年間約４万ｔの主食米を生産しているが、主食米だけでは足

りないということで、私自身、灘のお酒のメーカーに行き、加工用米の販売にも

努めている。その結果、年間 2,800ｔの多量な米の購入を了解頂いた。そのよう

な努力はしているが、やはり主食米について、しっかりした価格が確保出来なけ
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れば米の生産は確保出来ない。そのような観点から、このままでいいのかという

非常に大きな心配を持っている。 

○ 平成 26 年で言うと、米に関わる直接支払い交付金が、10ａ当たり 15,000 円か

ら 7,500 円に減った。平成 30 年からは、行政による生産数量目標の配分に頼らな

いで、農業者等が自らの判断に応じて、需要に応じた生産が行われる状況になる。

しかしながら、昨年の状況をみても、農業者に任せるということで、我々の主食

米の生産の確保が出来るのだろうか、大きな不安を持っている。 

○ 昨年については、過剰な在庫があるという理由もあったと理解しているが、も

う１つ、私たちが危惧しているのは、関東を中心とする早場米、この地帯におい

ては我々の地帯より、約２か月早く米を出荷出来る。そのような状況のもとにお

いて、米の直接支払い交付金 7,500 円をもらうよりも、生産を増やして２か月早

く販売した方が所得が増える。そのような農家があり、生産が増えているのでは

ないか、それが東北の米の販売価格の下落に影響しているのではないかとそのよ

うな危惧を持っている。そのようなことから考えると、平成 30 年以降について米

の生産調整を農業者だけに任せることについては、大きな危惧を持たざるを得な

い。さらに、米の所得について、しっかりとした生産費の保障を今後とも続けて

いく必要があることを強く申し上げたい。 

○ 中山間においては、農業が衰退すると中山間の集落が衰退するそういう関係に

ある。そのような観点から、中山間地域の農林水産業を維持する施策は充実させ

る必要があると思っている。中山間地域等の直接支払いにおいては、担い手加算

の制度もあるが金額は非常に小さい。これでは、中山間地域において、農地中間

管理機構が出来ても、新たに農地を引き受ける農家の方達は増えない。そのよう

な状況にあると認識している。そのような観点から、担い手加算等についてはこ

れを充実させて頂きたい。 

○ 農家出身以外の農業参入者が必要であるが、花巻においてはぶどうの栽培が盛

んである。エーデルワインは国内において広く販売されている状況から、ワイン

を作ればいくらでも売れるという状況になっている。ところが、それを支えてい

るぶどう栽培農家は高齢化が進んでおり後継者を見つけられない状況である。 

○ 我々も色々な制度を使って新たな農業従事者を探そうとしているがネックとな

るのが、例えば、若い方が都会から来て農業に参入しようとした場合、農地や住

宅の確保がなかなか出来ない。また、農業を本格的に取り組むために農業機械等

を購入する場合、資金の調達が出来ないという問題がある。新規就農者を確保す

るために、非農家出身者の農業参入についての支援を充実して頂きたい。 

 

 

５ 意見交換概要 

【伊藤委員】 

○ 寺山さんの都市との交流関係で、ペーパーワークでの苦労とは具体的には何か

教えて頂きたい。 

○ 熊谷さんの意見について、私どもも安全・安心については気をつかっている。

それでも、表示ミスが後を絶たないということがあったりする。私ども企業が何

か発覚した後に説明しても言い訳しているというふうにとらえられる。そういう
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点では消費者団体の皆様とともに消費者に啓蒙をすることが大事と思っている

が、消費者団体ではどういった活動で教育しているのか教えて頂きたい。 

○ 伊藤さんの意見について、プライベートブランドのことだと思うのですが、私

どもでも特別な商品を作っていろいろな消費者のニーズに応えようとしている。

また、ナショナルチェーンが安定供給という観点で、全国をカバーすることは不

可能な商品もあり、地域地域のメーカーさんとやっているところ。一方で価格と

いうこともある程度こういった時代なので、消費者からのニーズもあるところだ

が、売り手サイドのこだわりだとか、こういった差別化のポイントがあるんだと

いうことをお伝えすれば、多少、高くても買っていただけると感じている。単に

安売りのためのプライベートブランドではなくて、質を重視したものを生産しよ

うとしているところ。そういった点に何かご意見があればお聞かせ願いたい。 

 

【阿部農縁 寺山氏】 

○ 都市農村交流支援事業に「須賀川を元気にする会」というところで取り組んだ。

それをやっていくうえで、事務的な部分を雇用でやっていくという形で始め、支

援の団体予算を頂いたところだが、雇用をなかなか持つことが出来なかった。 

○ それでも、事業は動いているということで、予算、イベントは増えていく、そ

うなってくると税金を使っての事業なので書類が私たちに求められてきた。この

手の書類に何かがあったりすると、昼の時間帯に電話でこれはどうなのかという

のがあって、対応をしなければならないため、元気にする会に地元の雇用をもら

ってやって頂いたが、この方が３月に私事で辞められたということがあった。対

外的に農業と都市交流をやってみたいという私のビジョンと合っていたのでやっ

てみたものの事務手続きに足が取られてしまった。やるべきことは農業なので、

春に事業を辞めさせて頂いた。 

 

【宮城県消費者団体連絡協議会 熊谷氏】 

○ 工場見学といっても高いところから窓越しで覗く感じで見学している。工場を

見学してみると、とても綺麗になっており人の数も少ない。食品に異物が入るこ

とについて、工場で働いている人が何か不満を持っているから異物を入れてみた

りというようなことがあるのかなと思ってしまう。従業員の指導が不足している

のか、不満を持つような雰囲気で働くような工場なのか、工場で働く人たちが本

当に美味しいもの、安全なものを作っているという意気込みの中で作って頂けれ

ば、そのような事は無いのでは無いかと思う。従業員自体が不満を持つような工

場のシステムがあるのであれば、改善した方が良いのではないかと思う。 

 

【伊藤委員】 

○ 熊谷さんが活動されている協議会の方で消費者の方にいろんな安全・安心をわ

かってもらう学舎みたいなことや、どういった活動をしているのかお聞かせ頂き

たい。 

 

【宮城県消費者団体連絡協議会 熊谷氏】 

○ 消費者団体も今は高齢者が多く、若い人みたいにインターネットで見たりとい
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うようなことは出来ない。今回のような資料を見たり、講習会や勉強会があれば

参加し勉強するが行きかねている方も多いと思う。小さい消費者グループであれ

ば、農政局から講師を派遣して頂き勉強会等が出来れば良いかと思う。消費者団

体も情報を鵜呑みにしてしまったりする場合があるので、確かな情報を提供して

もらえれば良いと思う。 

 

【中嶋委員】 

○ 消費者団体の方々の高齢化というお話であるが、若い方の消費者団体への参加

はどのような状況か。 

 

【宮城県消費者団体連絡協議会 熊谷氏】 

○ 若い方は勤めが忙しくて、なかなか団体には入ってこない。後継者がいないの

が不安である。ＰＴＡにしても若いお母さん達が入って来ないし、地域の子供の

育成会にも入っている方が少ない状態。若い方は、スマホで情報を見ているが、

高齢者はそうはいかない。高齢者も安全なものを食べたいと思っているので、私

たちが必要な情報を勉強し、団体の中の皆さんに広めていきたいと思っている。 

 

【太子食品 伊藤氏】 

○ 異物混入について、ものを作っている者からすれば非常に身につまされる話で

ある。意図的に異物を入れるものと結果として混入するものを同じに扱うべきで

はないと思う。どんなに注意しても人間のやることなのでゼロにはならない。そ

れをどう対策して、どう扱うかということで、出来る限りシステム的に起こりに

くい格好にするが、やればやるほどコストがかかる。一方で、低価格を求められ

る。「生活必需品なのにどうして高いの」と言われる。買って頂くお客さんも作

る方もどこかで線引きを考えないといけないと思う。どうしても起こるものを全

部ゼロにしろということは意外と難しい話かもしれない。 

○ＰＢ（プライベートブランド）の「和日配（和ものの日配もの）」について、例

えば豆腐では、市場規模が年間５千億円程度で、豆腐屋で一番売り上げの多いと

こで、せいぜい百数十億円。百億円以上売っている所は数社しかない。残りはお

そらく数十億円から数億円くらいであり、当然、大手流通に１社で供給できるわ

けがない。 

○ ＰＢも保存の利くものは良いが、弊社の豆腐は賞味期限で 14 日～17 日とかな

り長いものが多いものの、作ってから２日以内に持ってこいという話になると、

トメガタ（規格品）で箱形生産（定量生産）で出来るなら良いが、前日、前々日

くらいに必要量分だけ求められる。これがＮＢ（自社ブランド）品であれば、例

えばセブン＆アイがだめならイオンに持って行くことができるがＰＢになるとそ

の需要がすごく少ない。 

○ 実際は発注数が物凄く変動するため、発注数が早く確定できればコストダウン

は出来ると思う。 

○ ＰＢ生産に取り組むときに、各社の品質差を認めて頂くというよりは、出来る

だけこのコストに合わせろということになる。5,000 億円の市場において、セブ

ン＆アイ、イオン、ＣＧＣ、日生協で市場の８割以上をカバーしており、仮にも
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う要らないと言われればそのメーカーはいきなり傾く。 

○ ＰＢを作るメリットは、自社管理だけでは無く外からの目も当然入るという意

味でチェックがダブル、トリプルになること。 

 

【三石委員】 

○ 安部さんは国内産トウモロコシを１ha やられているが、見通はどんなものか是

非教えて欲しい。日本は 1500 万ｔ～1600 万ｔのトウモロコシを輸入しています

が、おそらく数年の内に中国の輸入数量が間違いなく増える。2020 年ぐらいにな

ると、おそらく、2000 万ｔ以上中国が輸入することになる。そうなると現在世界

大の輸入国である日本の状況が全く違った状況になる。国内トウモロコシを今

後どうするかということは実はすごく大きな課題であるので、是非現場で実際に

生産されている状況を教えて欲しい。 

○ 寺山さんへ、地域で女性のリーダーとしてどうやって活躍されているかについ

て印象深く話を聞かせてもらった。「農業は人を元気にする」といろいろなとこ

ろで言われているかもしれないが、社会的活動を通してどのように取り組まれて

いるのかについて、寺山さんの経験で、普段は会社で働いている人が農業をやっ

て、こういう人がこういうふうに元気になったという具体的な事例を教えていた

だきたい。 

○ 熊谷さんへ、消費者団体が高齢化していることは、ものすごく重要な話であり、

印象に残った。消費者団体は消費生活全体を見ている、これもまたその通りであ

る。食生活のウエイトがこの 20 年くらいでどのくらい変わってきたか。食べなけ

ればいけない時代から、どういう形に変わってきたかということを、経験の中で

お話し頂きたい。 

○ 伊藤さんへ、国産大豆を今後どう作っていくということは、大きな課題と思う。

南米の大豆生産量がものすごく増えてきている。北米、オセアニア、ロシア、東

欧など原料調達が大変であろうと思うが、今後、国産大豆を選択的な作物として

位置づけていくために価格の問題もあると思うが、どのようなことが必要か教え

て頂きたい。  

○ 上田市長へ、非農家の方が新規就農される場合に、農地、住宅の確保、農業機

械の資金調達などいろいろあるが、その他に障害があれば教えて頂きたい。また、

花巻市では新たに農業をやりたい方の農地の確保、住宅の確保はどのように対応

しているか教えて頂きたい。 

 

【アグリードなるせ 安部氏】 

○ 東北においては昨年３名の方がトウモロコシの試験栽培に取り組んだ。宮城の

私、花巻市の盛川農場さん、それから八郎潟でも行った。始まりのきっかけは、

北海道長沼町の畜産農家でスタートしたところであり、養鶏農家と連携を図りな

がら進めている。 

○ 直接、トウモロコシの話から離れるが、生産者と消費者できちんとした政策連

携が図られ、誤解の無いよう、国内で頑張っている農業者間の姿をまず見せるこ

とが大事ではないかと思う。全て輸入に頼っていることに疑問を持ち、栽培に取

り組んだ。 
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○ 栽培において一番の勇気となったのが、農機具メーカーが後ろに着いてくれた

こと。これまでは外国の機械しか対応出来なかったが、ヤンマーによる機械の手

直しにより、対応出来ることが実証された。 

○ 今後の見通しについて、現在は１kg 当たり 30 円前後で畜産農家とやり取りし

ている。為替レートで変わるので不安定な価格形成となっている。今後、農家間

できちんと連携し、１kg 当たり 30 円内外であれば可能ではないかと思う。生産

量については 10ａ当たり 800kg 前後は獲れる。致命傷として、汎用水田の湿害対

策をきちんと実施することが必須条件であることから、湿害対策と品種転換を行

えばどこでも栽培できるのではないかと期待を高く持っている。 

 

【阿部農縁 寺山氏】 

○ 農業は元気になるということについて、実際一番影響を受けたのは私だと思う。

看護師、介護のケアマネージャーを経た別な視点から興味ある世界に入って、手

をかければここまでできる。手をかければこういった結果が出るという達成感が

あった、この経験を踏まえて、農業体験や人に農業を見せるというのが商品にな

るのではないのかということで、震災後に民宿を始めた。 

○ 去年の夏、会社員の５名の男性の方が「ガチで農業をやってみたいです」と東

京からおいでになった。本当に農業をやりたいと思えたので、来てすぐから畑の

木を片付ける作業や小屋の片付けを徹底的にやって頂いた。私たちにとっては男

性に力仕事もしてもらってとっても助かり、彼らとしては、段取りよく仕事をや

っていくことに達成感があったようである。現在はメールでやり取りしているが、

今年は定期的に農園に来て農業をやりたいという話になっている。これも都市と

農村交流のひとつのきっかけになると思う。 

○ 都会の皆さんは頭を使った仕事をしているが、休日は体を動かしたくなる、体

験をしたい、いろんなことを知ってみたいという非現実的な世界に入りたい。も

ともとの農耕民族である日本人の原点的なものが農業にとって可能性になると思

う。 

 

【宮城県消費者団体連絡協議会 熊谷氏】 

○ 20 年間の食生活の変化について、今は冷凍食品や出来合い物の利用が多い。若

い方は忙しくて作る暇が無いのかもしれないが、台所にまな板も包丁も要らず、

キッチンバサミさえあれば良い。買ってくればお袋の味がその場で出来あがると

いうのが現実。 

○ 私は娘家族と住んでいるが、娘も朝７時半頃会社へ出て行き、帰ってくるのは

10 時、11 時であるため、日中の孫の食事は私が作る。たまに便利なので冷凍食品

も使うが、煮物、パンでも作ってやれば、「やっぱりおばあちゃんのものは美味

しい」と孫は食べるが、高齢なので長い時間キッチンには立っていられない。 

○ 冷凍食品は電子レンジで加熱するとすぐ食べられるので、加工食品が多いのは

現実だと思う。昔、私が結婚したころでは、ケーキのパテから全部手作りし、子

供達に食べさせたが、今は年中、正月とお盆と同じである。誕生日だからといっ

て作らなくても、いつでも手に入る。 

○ 高齢者もコンビニエンスストアで、出来合のものを買ってくると無駄が無く、
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余計なゴミも出なくて良いと言うのが現実。 

○ 既製品の食の安全確保をきちんとして欲しいというが消費者の考えである。 

 

 【三石委員】 

○ これからおそらく単身者が増えていけば、ますます、加工食品、冷凍食品とい

ったものを使わざるを得なくなる。仕事が忙しく、みんな働いているので同じよ

うな状況になっていく。食生活全体をどのように考えるのかということを、いろ

いろな機会で議論していかないと、安心・安全にはつながりにくい。 

 

【太子食品 伊藤氏】 

○ 国産大豆の今後について、いろんな課題があるにせよ、お客さんに買っていた

だくということを考えると国産を使っていきたいと思うが、価格のベースとなる

単位当たりの収量が北米やブラジルの半分くらいと思う。この分を補助金でカバ

ーするというのは大変である。栽培規模が違いすぎる。 

○ 原料価格差分については、国産大豆使用だから少し高くして売ろうかというの

であれば可能かもしれないが、日本における食用大豆の国産割合は少ない。広域

的に国産大豆を大量に使うことは難しいと思う。 

○ 弊社では来期の予算割の 中であるが、今時点で大豆の国産原料をいくらで取

るか悩まないといけない状況。利幅がほとんど取れない状況であるが、今のうち

に調達の手を打っておかないと国産大豆を入荷できない。結局買った物は使わざ

るを得ないので、儲けは殆ど出ないことになり難しい状況になる。 

○ 日本全体で国産をもっと使うという総意があればずいぶん変わるのではないか

と思う。生産現場は高齢で後継者がいないといわれているが、私が付き合ってい

る生産者は二代目がいて、自分はこうしたいという意見を持った 30 前半ぐらい

の後継者が育っている。後継者が育つかどうかも今後の大きな課題と思う。 

 

【花巻市長 上田氏】 

○ 新規就農者に関する障害について、すぐに思いつくものとしては、まず地域に

入ることが出来るかということ。花巻においてはそういった方がたくさん入って

いる地域もある。地域性というのがあるのか、受け入れが比較的穏やかに受け入

れてくれる地域がある。また花巻を考えると寒さと雪に対する抵抗があるのかと

いう気がする。この間、京都から来た人から、「いや、こういうとこには住めま

せん」と言われた。 

○ 農業に入ってきちんと生産できる技術があるかということ。技術をしっかりと

教える必要がある。ぶどうの場合は「花巻市立葡萄が丘農業研究所」があり、そ

こでぶどう栽培技術が教えられる。この前、ぶどう栽培農家と外国人を含めた単

純労働者の新規就農者の受入れが可能かどうかについて話したとき、ある方が、

「ぶどうの栽培は簡単ではない。一言二言教えたくらいではきっちりとした剪定

は出来ない。相当技術教え込まないと戦力にならない。したがって簡単にアルバ

イトを雇うことは難しい」と言っていた。 

○ 農地に関して言えば、農家の方々が貸したがらないということ。ぶどう栽培農

家が減って、栽培面積も 70ha から 50ha ぐらいに減っているが、それでも貸さな
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い。農地中間管理機構を利用して農地を貸すことも可能だが、農地の一部だけを

貸したい場合は農地管理機構は使えない。そういう方々への斡旋の機関を作って

いかなければならないということでこれを検討している。貸す場合、借りる側で

は土壌や傾斜がどうなのか等の情報が必要になってくるので、情報をきちんと与

えるシステムが必要。 

○ 花巻市の住宅対策について、市が持っている教員住宅等を貸していくこと。空

き家の利用の２つがある。農家の空き家が増えているが、それをそのまま使うこ

とは難しく、修繕する必要がある。市では、その修繕費用について一定の補助を

することについて検討している。 

○ 農業機械について、若い方が就農すると農水省の制度で年 150 万円、夫婦だと

225 万円貰えるが、それは生活費に当てられるため機械を買うお金が無い。米を

生産する場合、コンバイン、田植機等大変お金がかかる。野菜、果樹であっても

軽トラック、トラクターが必要で、これらの費用の支援が必要となってくると思

う。 

 

【三石委員】 

○ 何か所かの意見交換会に参加しているが、そのなかで共通のテーマがある。新

規に就農して何年後にはどうなるということが見えないということである。５年

後、10 年後がどうなるのかということを示していく必要があると思う。 

○ もうひとつは、全国のいろいろな取組事例をみんなが共有・シェアし、活用し

ていくことが大事だと思う。地方では地方の事情に合わせていかなければならな

いので、出来るだけ成功事例だけでなく、どんなことをやっているのか等の情報

を発信していくことが必要と感じている。 

 

【香髙委員】 

○ 安部さんへ、先ほどからトウモロコシの国産化という話が出ているが、今の国

の施策の主流は飼料米をどんどん作る。そこに補助金を沢山付けるという流れだ

が、実際にトウモロコシを供給している経験から、全国に大量の飼料米を作って

消化出来るのか、課題は何かを教えて頂きたい。 

○ また、国の新たな方向感というのは６次化と輸出を促進しようとする流れだが、

これらについて、計画があるのかどうか教えて頂きたい。 

○ 寺山さんへ、看護師から転職されたということだが、新規就農されたきっかけ

となった出来事、異分野から就農した際の課題等を教えて頂きたい。 

○ また、新規就農については、政府が５年ぐらい支援してもらうと脱落しないで

すむと言われるが、どのくらいの期間後押ししてもらうと安定期に入れるのか意

見を頂きたい。 

○ 後に、補助金に振り回されない経営作りが大事との発言があったが、そのよ

うに感じたエピソードがあれば教えて頂きたい。 

○ 熊谷さんへ、農水省は日本の農業を表す指標として自給率を使っているが、熊

谷さんが自給率と聞いた時にどのような発想に繋がるか、感想を聞かせて欲しい。 

○ また、新たに国が自給力という指標を表そうとしているが、どのようなイメー

ジ、どのような活用が出来ると想像できるか教えて頂きたい。 
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○ 後に、 近農業の世界では技術が進み、色々な作物、新しい作物が出来上が

っている。先日、都内の電車広告で宮城のひとめぼれが大々的に宣伝されていた。

こういった農業者側から提供される新しい情報が、熊谷さんの目や耳にはどのよ

うに入ってきているのか教えて頂きたい。 

○ 伊藤さんへ、国産大豆は使い難いとのことだが、国としては転作における奨励

作物の一つとして大豆を増やす支援をしていると思う。しかしなぜ、国産大豆が

使いにくいという現状が放置されているのかについてご意見があれば聞かせて頂

きたい。農家の方には、転作作物としてやらされているという意見があるという

が、そのあたりが（生産意欲に）影響しているのか。 

○ 上田市長へ、中間管理機構についての問題点や始まった段階での追加的に浮か

び上がった課題があれば教えて頂きたい。 

○ 農家の収入・経営を安定させる制度としてナラシ・共済等様々な制度がある。

また収入保険も検討されているが、花巻市のナラシの加入割合はどうなのか。こ

の様な保険制度があるが農家収入は、他の産地の影響により安定しにくいものな

のかどうか教えて頂きたい。 

 

【アグリードなるせ 安部氏】 

○ 飼料米の増産を国を挙げて進められていることについて、消費者に対するイメ

ージがどのように映っているのかまず考えて頂きたい。余っているからとか、米

なら生産農家、誰にでも出来るからそれだけで飼料米なのか。 

○ 飼料米を多量に与えることによる肉質の問題もあると思う。しかし、トウモロ

コシについては、栄養価が高いため、どの畜種においても必要としている作物で

ある。水田での栽培ができるということが実証出来たので、まずは出来るところ

から作付けを推進すべきと思う。また、トウモロコシは直根型の作物であること

から、土壌に亀裂を生むということで、後作の作物の収量が増えるという試験デ

ータも出ている。小麦においても７～８％増収するとのこと。転作における大豆

の収量が減ってきている中、作物の組み合わせとして考えるべきではないか。汎

用水田を作って出来るところから取り組むという対策が必要と思う。 

○ 飼料用米についての不安として、多収穫でないと 105,000 円が望めない。その

場合、次年度、その次の年度に主食用米へ変えた時、コンタミの問題はないのか

どうかということを危惧する。 

○ 豊田通商で、多収穫でコシヒカリに勝る品種が出来ている。私も昨年試験栽培

したが、宮城県内で、10ａ当たり、14～15 俵収穫した方もいて、食味もいい。こ

ういった飼料用米の生産であれば良いが、次に主食用に変えるという時に不安が

あるようでは問題がある。 

○ ６次化について、当社も平成 25 年 10 月に総合化計画認定を受け、小麦の製粉

と米の精米工場の起工式を先週行ったところ。また、野菜のパウダー生産も計画

している。 

○ ＴＰＰの問題もある中で、なぜ小麦なのかということについて、小麦は穀物の

中でも代表するものであると思う。こだわって国産を全面に出しながら売ってい

きたいと思っている。また、野菜パウダーについては、バームクーヘンに利用し、

いろいろな季節感を出しながら商品の開発を進めていきたいと思っている。 
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○ 輸出については現段階においては考えていない。まず、１億２千万人の消費者

（国内）の胃袋を満たしてから。 

 

【阿部農縁 寺山佐氏】 

○ 寺山と結婚し実家から 10 年程度離れ、農業を他の面から見る経験をした。畑か

らではなく、買って食べるという普通の消費者の生活をしてきた。農業を始める

きっかけは、自分が看護師の仕事を続けるために家族を連れて 10 年前に実家へ

戻り、両親が守っている畑を見たときに農地がもったいないと思った。また、昨

年まで農業をやっていた方の農地が荒れていく状況や後継者がいない現状につい

て、明日は我が身であると思った。このまま両親が倒れたら私は農業を出来ない

という葛藤があって、７年前に思い切って農業をやることにした。 

○ 異業種から農業に入るということはものすごいことだったんだと未だに思う。

所得がゼロになり、ある程度の年収を得るため事業を活用した。雇用にしても、

機械購入についても補助金を使った。ただそれをやっていくと補助金ありきの事

業となっていき、その事業に時間を費やしていまい、実際に自分のやりたいこと

はなんなのか、自分がやっていきたい農業が何なのかが見えなくなってくる。こ

ういうこともあって今年から、補助金の事業を切り捨てた。ある程度の経営の方

向性が出来、収益性が見えてきたからこそ言えるが自分は補助金に頼らない経営

を目指して行くことにした。 

○  就農支援の５年について、その人の人生経験や考え方などにより変わってく

ると思う。私のように 20 年医療に従事し、人との関わりについて経験したような

人と、学校を出て全く社会経験もなく入ってきたのとでは、経営していく手腕と

いうものが変わってくるであろうし、作る作物についても葉物野菜なのか果樹な

のか、露地なのか施設なのかによって作付けの回数や販路も変わってくる。私の

やっている桃の場合は年に１回しか出来ない作業が殆どである。剪定にしても消

毒にしても今、ここでしか出来ないという時期があるため、５年だと５回しか栽

培の経験が出来ない。今、７年やって、やっと自信を持って販売できるようにな

った。生産、加工、販売とやっているが、販売については別のスキルが必要と思

う。先輩農家からはとりあえず 10 年やれと言われた。桃は天候に左右されるため

毎年同じように出来ない。これらのことから５年が良いとは言い切れない。 

 

【宮城県消費者団体連絡協議会 熊谷氏】 

○ 消費者団体としては、基本計画の勉強する機会をつくっていただきたい。そう

すれば、一般の消費者の意見も聴く機会が出来ると思う。年に１回の研修会は安

全・安心や遺産相続など、裁判所に見学に行ったりなど、その都度、必要に迫ら

れた案件について行ってきた。基本計画についてもしっかり説明頂いくような場

を設けて頂きたい。 

 

【中嶋部会長】 

○ ３月に基本計画が決まったら、説明会を行うと思うので、その際にご出席頂き

たい。 
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【宮城県消費者団体連絡協議会 熊谷氏】 

○ 自給率について、40％は少ないと思う。何かがよその国で起きた時に日本に入

ってこない心配がある。今は旬の物以外のものを食べており、本当の旬の味が分

からなくなっているのではないか。ビワとか梨等の果物は違うが、トマト、きゅ

うり、ナス等は年中ある。求めている消費者にも問題があるが、旬のものを食べ

て旬を知ることが大事と思う。 

○ 輸入に頼っていると災害などで入ってこないこともあるので、日本の食べ物は

日本で生産して頂きたいが、溢れるほどの生産は要らないと思う。外食等を見る

と捨てている量も沢山あるのでは無いか。バイオマス利用をしているかもしれな

いが、捨てることはもったいので、必要以上の生産は必要ないと思う。 

 

【太子食品 伊藤氏】 

○ 国産大豆を使いにくい理由はいくつかあると思うが、一番大きいのがロットサ

イズ。１工場で毎日 10ｔ大豆を使用するとして、国産大豆で安定して毎日 10ｔほ

ぼ同じ品質の大豆を供給できるとところは少ない。一日の中でも条件が変わって

くる場合も有る。例えば小さな豆腐屋のように１俵、１俵で条件を変えれば利用

可能であるが、豆腐産業も機械化が進み自動化しているため機械に合わせた原料

を使う。機械をベストな条件で安定して作るとしても、原料により影響を受ける

ようなことがあれば使いにくい。 

○ 国産大豆の品種ごとにかなりの量を集めようとするが、同じ地域の同じ品種を

集めることは不可能。品種をブレンドする施設があればもう少し使えるかもしれ

ない。 

○ 海外の原料だと欲しい原料についての調整できるが、国産の場合は品種、等級

も含めて調製が出来ない。 

○ 品種改良が農家のニーズに沿って行われており、今、弊社では北海道の「ゆき

ほまれ」という豆腐には使いにくい品種を使っている。この品種は比較的糖度が

高いので味がいいということ、あまり他の豆腐屋さんが使っていないので集めや

すい。また、単収が多いということで生産が増えているが原料として扱いが難し

い。 

○ 外国産はそれなりに値段が上がったり、下がったりするものの、こちらのニー

ズに沿って契約生産をしてくれるが、国産の場合では契約すらしにくい。また、

問屋さんの既得権益みたいな仕組みが出来上がってしまっていて、量を変えて確

保しようとすると動きが取りにくい状態にある。 

○ 数年前まで宮城県の「きぬさやか」という品種を弊社で使っていた。農家に栽

培して頂きテスト運用した時は安定して良かったが、栽培を広げたとたんにバラ

ツキがひどくなった。水分のバラツキだけでなく特徴までバラついたため、手を

引いたことがある。同じ品種でも作付け場所によって違ってくることもあり、そ

の辺が課題と思っている。 

 

【中嶋部会長】 

○ 加工メーカーが使う農産物の品質を考えたときに、専門的に作付けしてもらい

たいところだが、転作でローテーションしたりすると専念しなくなるので品質面
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で問題がでるということか。 

 

【太子食品 伊藤氏】 

○ 問屋さんが対応するので、メーカー側からニーズを生産側に伝えることは無い、

使う側のリクエストは大手商社経由、サプライヤー経由であるため伝わり難かっ

たが、 近は直接伝えることで、改善されてきている。 

 

【花巻市長 上田氏】 

○ 農地中間管理機構の現状の問題等について、今のところ出し手より借り手の方

が多いが、全般的にはうまくいっていないとは思わない。一方、中山間地につい

てはどうしても借り手が少ないという問題が有る。 

○ 制度の問題として、集落営農は法人化していないと借り手になれない。これは

権利の設定を受けるわけなのでやむを得ないことと思われるし、集落営農に法人

化を積極的に進めてきたことを考えれば問題点とは言えない。また、貸し手の農

家が農業の形態を変えないといけないということも、当たり前のような気がする。

私どもにこれは問題だから変えて欲しいとの要望は今のところ無い。 

○ ナラシについて、数字が手元に無く正確にお答えできないが、花巻市の場合は

半分程度が加入していると聞いている。担い手への農地集積率が 61％ということ

からすると低いように思われるが、要因として、平成 26 年の加入要件の農家規模

の要件がクリア出来なかったこと、過去にナラシを使ったことが無かったことか

ら１／４の積み立ての負担を避けたことと思われる。 

○ ナラシの基準額は過去５年間の平均となるため将来的に有効な制度ではないと

思う。生産調整が上手くいかなくて、毎年生産物の価格が下がるとナラシの効力

がなくなるので、ナラシがあるから十分だとはならないと思う。したがって、ナ

ラシとは別に米生産農家の再生産のための所得を補償する制度を別途考える必要

があるのではないかと思う。また、米の需給について、平成 30 年以降も何らかの

制度を考える必要があることについて申し上げたい。 

 

【中嶋委員】 

○ それでは、傍聴している皆様からご意見を伺いたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

【一般傍聴者／生産者／宮城／男性】 

○ 宮城県加美町からきた稲作農家です。米の他に飼料米を５年前から作っている

が、子実用トウモロコシを水田で栽培することは大変難儀する。米、トウモロコ

シ、大豆で一番水を必要とするのは大豆であり一番必要でないのがトウモロコシ

であるため、畦畔のある汎用水田ではトウモロコシは育ち難い。宮城県の気候は

６月の梅雨、９月の台風の時期がある。子実用トウモロコシは草丈が伸びれば伸

びるほど収量が増えるが、台風で傾けば受粉が上手くいかず、収量が半分になっ

てしまうおそれがある。また多量の肥料を必要とすることから、転作で栽培する

のであれば、耕畜連携の地力増強型の支援を受けた栽培であれば良いものが栽培

できると思う。 
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○ 飼料米について、国の政策は 10ａ当たり 105,000 円を上限として助成される

が、実際は概ね 80,000 円程度しか穫れない。55,000 円以下も２人いる。多収量

品種であると言われたにもかかわらず、取れないというのが現状。今年は県の指

導により「ゆめあおば」という専用種の他に主食用品種の「まなむすめ」も飼料

用として栽培が可能となった。「まなむすめ」の栽培農家の単収は概ね 800kg と、

専用種の「ゆめあおば」より多く穫れたという結果が得られた。飼料米作付けか

ら主食用米の作付けに転換する際のコンタミの問題については、主食用米の「ま

なむすめ」を栽培することで問題は解決できると考えている。私たちでは、平成

27 年は「ゆめあおば」と「まなむすめ」を約半々ずつ栽培する計画としている。 

○ 飼料用米の値段について、私たちのエサ米の取引価格は１kg 当たり 16 円であ

る。16 円では 10ａ当たり 800kg 生産しても１万円の収入しかならず、殆ど、10ａ

当たり 105,000 円の補助金頼みの経営となる。また、飼料用米の流通経費及び乾

燥費用は主食用米と全く同じであるため、取引価格の 16 円から主食用米と同じ

ように経費を差し引かれると、105,000 円のうち手元に残るのは約半分程度の５

万円となる。飼料用米生産に希望が持てるとは言い難い。 

 

【中嶋委員】 

○ 基本計画には東日本大震災からの復興について触れさせて頂いている。今まで

の取組や現状について、現場にいらっしゃる有識者の皆様からこういう問題があ

る、こういうふうなことを考えて欲しい等があればご発言頂きたい。 

 

【アグリードなるせ 安部氏】 

○ 復興の関係で３点話をさせて頂く、1 点目として、水田が 80％ほど浸水し除塩

作業を行ったところだが、表面上は整備されたが、地下部分でまだ色々な障害が

起きている。「暗渠」の整備をお願いしたい。緊急対策事業で一部は整備された

が全体の整備をお願いしたい。 

○ 当方は野蒜というところで 下流の地域であり、排水対策としては運河に排水

している状況。しかしながら、50cm 位の地盤沈下をしている関係で、農地等の排

水が度々ストップされている。道路も地盤沈下しており、道路を越えて住宅地に

水が溢れるという状況にある。復興庁を通して、農林水産省、国土交通省が横断

的に整理をしていただくということをお願いしたい。 

○ 農地中間管理機構の関係で、圃場条件の良い所は（貸借が）進んでいるが、圃

場整備が出来ず圃場条件が悪い所等においては、進んでいないというのが現状。

農地中間管理機構ができ、条件整備もできるとのことで期待をしていたが、予算

の関係で条件整備は後回しとなった。このことについての具体的な方向性につい

て示して頂きたい。 

○ 土地改良関係における多面的機能との兼ね合いについて、今の多面的機能の考

え方は、全て面積で一律カウント（計上）する考え方であるが、長寿命化の対策

等において、排水量が多い機械であれば、それだけ寿命が短く、更に点検保守作

業等も多くなってしまう。現状をきっちりと把握して考慮して頂きたい。 

○ 維持管理費の関係でも、ここ 10 年で７～８兆円の国の負担があるという大き

な心配もあると思うが、管理費の低コスト化のために現状の精査をお願いしたい。
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私達のところは、 初から 15,000 円から 18,000 円の過大な賦課金が賦課されて

いるが、下流域と上流域ではコストに差が有るので、ハンディキャップ分につい

て支援をお願いしたい。この事について、何か回答が有れば頂きたい。 

 

【東北農政局 鈴木整備部次長】 

○ 宮城県の海岸に近い低平地はポンプで排水をしなければいけないので、土地改

良の賦課金が高いという事情については宮城県の担当者からもよく聞いている。

賦課金の問題については、土地改良区の施設管理への支援など、色々な制度があ

るが、事情を教えていただき検討していきたいので、実情を教えていただきたい。 

 

【阿部農縁 寺山氏】 

○ 福島といえば風評被害がものすごくあると思う。震災被害はだんだん風化して

いるのに、風評被害は根付いて行っていると私は思う。安心感、安全性をどんど

ん発信していて、だいぶ「大丈夫だよね」って風潮になっているのかなと思いつ

つも、自分で販売をしていると、たまに「根付いている消費者の行動（風評）」

に触れることがあったりする。 

○ 私は一生の問題だと覚悟はしたが、福島の原発は「止まっているような、止ま

っていないような」っていうところがあるので、その部分での福島の風評被害は

まだまだある。 

○ 他県の方から、「風評被害があるから東電から農業者へ保証されているんじゃ

ない」、「不評被害によって福島のものは値段を下げられている。そうすると、

福島のものが安いので他県の野菜も下がっていく」と言われた。私達も安くして

欲しくないという声があるので、適正な価格で農産物を売りたいと思っている。 

○ ６次化について、いろいろと活動しているが、作り方や製造の仕方についての

資料や勉強会はいっぱい有るが、売り方についてはなかなか教えてくれない。売

り方については、自分で勝ち取っていくしかないと思った。また、いろいろ失敗

や学んだことが多かったと思う。 

○ ６次産業といっても取り組む農業者は１次産業である。いろんな２次的な人、

３次的な人がパートナーとして連携していったら良いのではないかと言っても、

１次産業の人の見方、考え方を２次的、３次的な考え方に一気に上げていくのは

もの凄く大変であると思う。 

○ 売っていくことについて、私なりにいろんな所で勉強してきたが、普通の企業

の商品開発でも失敗することがある中、「農家が作ったから」、「６次化だから」

というのは甘いと思う。 

○ ６次化を支援するというのは農業者を応援するということであると思う。消費

者は女性がターゲットだと思う。女性が加工や販売に特化することで女性が農業

を担うことはとても良いことと思っている。前に出て行く（６次化に取り組む）

女性への応援をお願いしたい。 

 

【宮城県消費者団体連絡協議会 熊谷氏】 

○ 都市部では復旧・復興が進み、震災の爪痕も見えない状況ですあるが、沿岸の

方へ行くと、まだまだ生々しい傷跡が残っている。一雨降る度に石巻辺りでは水
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が上がり大変な状態となるので、一日も早く良くなればと思っている。国の支援

を願う。 

 

【花巻市長 上田氏】 

○ 先ほどから飼料米の話があったが、私どもでも何点か問題が有る。一つは、コ

ンタミの問題であり、「ひとめぼれ」という主食用米と同じ品種を飼料米にする

ことで解決しようとしている。 

  補助金頼みというのがどうしてもあるので、いつまで続くのかという不安が多

く、新しく機械を揃えることに相当躊躇している。「ひとめぼれ」であれば同じ

機械を使えるので大きな問題にならない。 

  販売先について、地元の牧畜業者へ売る分についてはあまり問題は無いが、内

陸では飼料会社が近くに無いことから、八戸とか石巻まで運ばないといけないた

め、輸送コストが掛かり難しい。内陸に飼料会社をつくれば良いが、話を聞くと

米だけではダメで、トウモロコシとか大豆を混ぜなくてはいけない。飼料工場の

場所の問題の解決ができないのかと思っている、是非、一緒に考えて頂きたい。 

○ 米の輸出について、大手の卸売会社の方から「売ってあげますよ」といった話

はあるが農業関係者へ話を持って行ってもなかなか乗ってこない。価格の問題が

あるんだと思う。今、オールジャパンで輸出する体制をつくると伺っているが、

何らかの形で支援しないと輸出が大きく伸びるのは難しい感じがする。その場合、

ＷＴＯ等で輸出向けに補助することでいろいろと問題が出てくる。これについて、

国で知恵を出して頂ければ有り難い。輸出できる体制を作って欲しい。 

○ 中間管理機構について、全般的には機構の仕組みについての不満は聞いていな

いが、来年度以降も是非、農地集積協力金等必要な予算は確保して頂きたい。必

要な分については国からきっちりお金が出て事業が着実に進められるようお願い

したい。 

○ 復興の問題について、私ども内陸については復興関連のお願いは無い。ただ花

巻市の場合問題はないが、他の市の場合では、放射能に汚染された牧草、しいた

けほだ木の処分について困っているところがあるようなので支援をお願いした

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（関東ブロック）議事概要 

 

１ 日 時：平成 27 年 1 月 13 日（火）13:30～16:05 

２ 場 所：さいたま市 さいたま新都心合同庁舎２号館共用大会議室 501 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：山﨑 正志氏 (有)アグリ山﨑代表取締役（茨城県坂東市） 

農業者：後藤 剛氏  ゴトウ柑橘園代表（静岡県浜松市） 

消費者：岩岡 宏保氏 埼玉県消費者団体連絡会事務局長（埼玉県さいたま市） 

実需者：倉﨑 浩氏  (株)長印常務取締役（長野県長野市） 

自治体：牧野 光朗氏 飯田市長（長野県飯田市） 

 ② 企画部会委員：中嶋部会長(座長)、伊藤委員、小林委員、藤井委員、山口委員 

 ③ 事務局：大臣官房政策課 中澤首席企画官、食料安全保障課 川合課長、消費・安全局 

道野消費者情報官、農林水産技術会議事務局研究開発官（環境）室 塩野研究

調査官 

関東農政局 末松局長、新本生産部長、羽村経営・事業支援部長、厨農村計画

部長、大田整備部長 

 ④ 一般傍聴者：約 80 名 

 

 

４ 地域の有識者の意見・要望 

【アグリ山﨑 山﨑氏】 

○ 米の生産調整という政策のもとに生産を行ってきたが、今は大変厳しい状況。 

 そういった中で６次産業化の取組という大きな柱を国が打ち出したことから、こ

れからは、作るだけではなく売ることにも重点を置きたい。しかし、農家は作る

ことは上手いが、売ることは下手である。６次産業化の推進に当たっては、売る

ということに対しても、もっと視点を置いて支援して頂きたい。 

○ 昨年度、アメリカ、バンクーバーに米を輸出した。余ったものを海外へ持って

いかなければ、いつになっても所得向上につながらない。逆に、足らないものは

輸入するというのが基本。この基本をきちんと見据えてやれば、農業問題は解決

できるのではないか。 

○ 日本の農産物は、世界どこに行っても勝り、劣ることはないと思う。日本の米

は高くて当たり前。まずいものを安く売ると、日本の品物はよくないということ

が広まる。いいものを高く売ればよい。広大な土地を持っている国が農業を実践

していれば、安くできるのは当たり前。こんな小さな国土の中で農業生産性を上

げようとしても無理。10 年後、４割生産コストをカットするならば、それに見合

った政策が必要。 

○ 今、先進国の中で稲を移植しているのは日本だけ。他の国は直播でやっている。

この基本的なことをやらずして、生産原価を４割カット、１万 6,000 円から 9,600

円は無理。既に、その 9,000 円台という米価が、まさに今年出ているのだから、

これはもう一刻も早く土地基盤整備、圃場をつくっていただきたい。 

○ 中山間の農業政策は我々平地と同じ政策では上手くいかない。景観や環境とい
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った視点で捉えてやるべき。だから、農水省ではなく、環境省や文科省などの他

省庁がもっとそういう政策に参加してやっていくべき。 

○ 茨城は、隣が福島ということで、放射能問題でいまだに風評被害があり、３年

前の売上げには回復していない。国は、もっと風評被害に対する各国の理解の向

上に向け、時間や予算をつぎ込んでいただきたい。 

 

【ゴトウ柑橘園 後藤氏】 

○ 農作業受託組合（Ｇサポート）を６人で立ち上げた。これは互助会組織も兼ね

ており、突然の怪我や病気になった人がいれば、その家に皆で手伝いに行こう、

皆で土地環境を守ろうというもの。また、それ以外にも高齢でなかなか改植等が

できない場合には、代わりに作業をしており、大変喜ばれている。 

○ 後継者不足の中で、産地を育てていくためには「よそ者、若者、ばか者」が必

要だということで、ミカンを作りたい方を全国で募集していきたい。 

  去年も３カ月ほど大学生が作業をしてくれた。その子が本当にやる気があれば、

ミカンを一緒に作り、三ケ日ミカンを盛り上げていきたい。 

○ 産地というのは、生産量がないと魅力がないと言われる。ブランド力のあるミ

カン産地となるよう、量と質を守っていくためにも、外国人技能実習生制度を活

用したいが、この制度では、最長３年間まで滞在可能となっているが、果樹はそ

の対象外となっており、１年間しか滞在できない。果樹は１年に１作ということ

で、研修の効果を上げるために果樹も３年になるよう、農林水産省にも要望して

いるが、その進行状況を知りたい。 

○ 農家の高齢化と後継者不足により、ブランド産地である三ケ日といえども、10

年後には耕作放棄地が増えるのではないかと懸念。私も現在、10 件の農家から５

ha 借りている。この借地した園地も改植時期になってきており、改植すると 15

年、20 年の借地になる。地主からはそれだけ長い期間借地するなら買ってくださ

いと言われる。しかし、土地の購入費、相続税等が必要となり、経営的にも土地

の購入は大変難しい。私は、産地を守るために、次の世代にいい形でバトンタッ

チしたいと考えており、借地が継続できるいい方法を一緒に考えていただきたい。 

 

【埼玉県消費者団体連絡会 岩岡氏】 

○ 消費者にとって、食の安全・安心が第一の願いである。優先順位としては、１

番目に、飢餓や栄養失調が発生しないよう、量がきちんと確保されていること。

２番目に、食中毒の問題や衛生管理の問題。３番目に、添加物、残留農薬、表示

の問題。そこに最近、不幸なことに食品テロの問題や原発事故での放射能の問題、

風評被害の問題等が出てきてしまっている。 

○ 量の確保の面では、地球規模で見た場合には、人口は爆発していくのだから、

輸入に頼っていては非常事態になったときに食料の確保ができないということが

想定される。やはり食料自給率目標を数値できちんと持つことが必要ではないの

か。それも全国の数字だけではなくて、それぞれの地域ごとの数字について、現

状、諸課題、今後どういう計画でやっていくのかが消費者、国民にわかりやすく

定期的に情報提供されることが必要なのではないかと強く感じている。 

○ 農水省の説明の中で、食料自給力のことがかなり強調されていたが、国民が長
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く親しんでいる食料自給率についてもきちんと数値で継続的に表現していただき

たい。 

○ 農業所得に占める政府支出の直接支払いの割合については、様々な本に、フラ

ンス、イギリス、スイスなどは９割を超えていると書かれているが、日本は 15.6

％となっている。農地については、地下水涵養、土壌浸食防止、洪水防止機能な

ど国土を保全するという意味での公益的な機能があり、そこをきちんと守ってい

ることを国民にきちんと理解してもらえるような手立てもとりながら、この直接

支払い制度を強化していくことが求められているのではないか。 

○ 企業の農業参入等は、やはり条件がよいところに集中し、条件が不利な中山間

地や離島は、小規模の農家が担うことにならざるを得ないのではないか。不利な

条件のところについては必要な手立てをきちんと打って欲しい。国連では国際家

族農業年というようなことも位置づけられている。国土を守っていることについ

ては、中山間地域も大きな役割を果たしている。そういうところにきちんと目を

向けるべき。 

○ 協同組合連として、ＪＡに対する改革のやり方について一言申し上げたい。協

同組合は農業の発展と地域づくりのために役割を果たしており、協同組合の価値

と原則に基づいて、自らが自主、自治で運営をしていくことが原則であり、その

点をぜひ大切にして欲しい。 

 

【長印 倉﨑氏】 

○ 平成３年をピークに卸売市場業界は売上げがどんどん落ちている。これは農業

の生産額が落ちていることと比例しているのだと思うが、そのような中での経営

戦略が重要。 

○ 我が社としては農業生産物の取扱高を増やしていくことが第１点。それと、も

う一つは付加価値をつけて販売をしていくことが重要になるので、農業生産法人

の設立や６次産業化への挑戦などに取組み、付加価値をつけていくことを同時に

進めながら、現在に至っている。 

○ 生産者の高齢化が顕著になっており、生産基盤が弱まっている。生産基盤の脆

弱化は調達基盤の脆弱化に直結している。これに対する抜本的な改革が必要では

ないか。私どもに出荷をしていただいている、例えばリンゴの農家も、明らかに

平均年齢は 70 歳を超えてきているのが実態。出荷量も減り、生産意欲や品質向上

に対する意欲、それから、増産をしたいという意欲も同時に減ってきている。こ

れに対しては今までのような改善方法ではなくて、抜本的な改革をしていく必要

があるのではないか。例えば、農業生産法人の問題やスマートアグリ等による近

代化などに対する取組を進めていく必要があるのではないか。 

○ 物流費の高騰が青果物の単価に大きな影響を与えている。今の農政の日本の政

策の最もすぐれている点の一つは、北海道から九州まで、離島や山間部は別とし

ても、基本的に日本中の消費者が同じ値段で同じ鮮度のものを手に入れることが

できるということ。ただ、これが今回の第９次の卸売市場整備計画においても明

らかとなっているが、大都市圏の中央市場に商品を集めて、それを地方に分配す

るというような政策がとられる。これが進んでいくと、現在の中央の人にとって

はいいだろうが、そこから地方に分配するときの例えば物流費や鮮度の問題など、
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いわゆるフードマイレージが長くなっていく分、地方にとって不利な状況に陥っ

ていくのではないかと懸念。これからも日本国民全員が平等に栄養を享受するこ

とを考えると、物流に対する政策は重要な問題。 

○ 安心・安全に関して、ポジティブリスト制について、長野県は、非常に耕地面

積が狭く、例えばリンゴをつくっている隣でぶどうをつくっているようなことが

あり、農薬に関するドリフトの問題が非常に大きい。時々、いわゆる無登録農薬

の検出によって、出荷された生産物の回収が生じるといったことがあるが、何か

対策ができないのか。つまり、例えばネガティブリストでは後追いになっていく

ことによって、政策が遅れてしまう危険性があると理解しているが、ポジティブ

リストでやると無登録であるがために、マスコミなどによってあたかも有害農薬

であるような報道をされてしまう。それが逆に消費に与える影響も非常に大きい。

例えば、リンゴで登録されている農薬がぶどうについたからといって、それが即

有害ではない場合が多いと考えられるので、そういった部分を同時に登録できる

ような制度を考えていただきたい。 

 

【飯田市長 牧野氏】 

○ 飯田市の農業は経営耕地面積が約 1,800ha 弱で、そのうちの約 8.4％の 150ha

が耕作放棄地。これは農振農用地面積のうち約半分が中山間地域ということもあ

り、昨今の人口減少、少子化、高齢化により、担い手の不足、担い手の高齢化が

耕作放棄地の増加にもつながっているかと思う。 

○ 全国の耕作放棄地を合わせると約 40 万 ha くらいとなっており、滋賀県くらい

の面積になるとも言われている。さらにこれからの人口減少時代の中で、耕作放

棄地が増加傾向になっていく可能性が高い。先程、農地面積の見通しについての

説明があったが、なかなか難しいのではないか。 

○ 農地に一番近いところでこうした状況を見ている市町村は、こうしたことに対

してもしっかりと対応をしていかなくてはならない。国や都道府県と一緒になっ

て、その責務を果たしていかなければならない。 

○ 農地制度のあり方についてという１枚紙の資料（資料６－５）は、地方六団体、

知事会、市長会、町村会が中心になって昨年１月、プロジェクトチームを設置し

て、私も全国市長会の経済委員長の立場で、そのメンバーの一人として入り、ま

とめたもの。ちょうど１年前になるが、それから約半年かけて真剣に議論をし、

その提言をまとめたもの。 

○ 考え方としては、真に守るべき農地を確保する必要性は、国、地方問わず共通

の認識であり、そうした立場に立っている。そうした中で、平成の農地改革と言

われている平成 21 年の農地法改正の附則の中で、５年後を目途にこの地方分権の

観点や農地確保の観点から見直しを検討するとされていたことから、こうしたプ

ロジェクトチームが中心になって、この提言を作成し、全国知事会、全国町村会、

そして私ども全国市長会等、それぞれの会の中でまとめ、地方六団体が一枚岩と

なってこの提言としたところ。 

○ そういった意味では、地方六団体がこれだけの提言を一枚岩でまとめたのは初

めてとも言われている。それだけ全国の首長さん方、議会の皆さん方も含めて農

地を何とかしていかないといけないという思いを持っている。 
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○ この提言では、実効性のある農地の総量確保の仕組みを構築していこうという

考え方をマクロ管理の充実という形で示すとともに、個別の農地転用許可等、ミ

クロ管理については総合的なまちづくりの観点から現場を熟知している私ども基

礎自治体、市町村に移譲をしていただけないかと提案。これは、ただ権限を求め

るというものでもなく、また規制緩和を意図するものではない。国の定めた基準

を守りながら、農業・農村の持続的発展という責任を地方としての立場から果た

していくことを提案。国と地方が協力し、必要な農地をしっかり確保することに

よって、農業・農村を何とか維持、発展させることができないかという思いを込

めている。 

○ 地方創生ということが叫ばれているが、やはり農村にとって農業はとても大事

な働く場所だと認識。人口減少対策の柱ともなり得るものが、この農業振興の中

にあると認識。その受け皿づくりとしてこうした地方における取組をぜひ国と地

方が一緒になって考えていきたい。 

 

 

５ 意見交換概要 

【藤井委員】 

○ （山﨑氏に対して）６次産業化の取組は、新たな食料・農業・農村基本計画の

策定の大きなテーマの一つ。どのような国の制度があるとよいか。 

○ （後藤氏に対して）農地中間管理機構が昨年から始動したが、どのように上手

く活用すれば農地を次世代に継承できるか。 

○ （倉﨑氏に対して）(株)長印ホールディングスを中軸に卸売市場流通に取り組

んでいるとのことだが、ＪＡとの住み分けはどのようにしているのか。 

 

【小林委員】 

○ （山﨑氏に対して）６次産業化に取り組む際、２次・３次産業のエキスパート

や地方の商工会議所などと上手く連携し、現実的な解決策を考えることが大事。

日本貿易会が立ち上げたＡＢＩＣ（国際社会貢献センター）というＮＰＯ法人に

商社等のＯＢが 2,500 名ほど登録しており、地方からの要望で 500 名派遣してい

る。ＡＢＩＣなどはボランティア的に人材を派遣できるので、ぜひ活用して欲し

い。また、日本の米は高くてよいとの話があったが、どんなに高くてもいいとい

うわけではない。高く売る努力と安く生産する努力を同時にする必要。中山間地

域の景観保全や文化・伝統の継承等の政策は環境省や文部科学省が行うべきとの

ご意見については、農林水産省が指導的立場になるべき。 

○ （後藤氏に対して）Ｇサポートの取組はすばらしい。こういった取組が全国で

できたらいいと思う。外国人技能実習制度について、果樹においても滞在期間が

３年となるよう要望されているとのことだが、こういったことは現場のいろいろ

な需要に即して変更すべき。 

○ （倉崎さんに対して）物流のプロをうまく利活用する発想があるべき。あるも

の探しをうまくやって、マッチングするということがいい。 

 

 

37



 

【アグリ山﨑 山﨑氏】 

○ 農家は生産には慣れているが、どのように市場に流すか、どのように買ってく

れる人を探すかには慣れておらず、なかなか大変であり、流通・販売に精通する

人材育成が必要。私は、優秀な営業マンを雇い入れて、加工したものをその営業

マンに売ってもらおうとしている。農林水産省が農の雇用事業を実施しているが、

６次産業化における人作りにもご尽力いただきたい。 

 

【ゴトウ柑橘園 後藤氏】 

○ 三ヶ日地域の場合、ブランドということで借地料が高い（4.2 万円/反・年）。

改植すると収穫量が少ない状態が５年続き、この間、高い借地料を払うのは困難。

農業用水の負担金等も必要となるため、1.2 万円/反・年しか払わなくてよいとい

う決まりがあるが、３万円も下がるので貸してくれるかというとなかなか厳しい。

このような状況なので、農地の貸借でなく売買を希望する農家が多いが、売買で

購入するのは限界がある。 

○ 産地の財産として土地は誰が借りてもいいので、産地を守ろう、優良農地は守

っていこうよという気持ちで自分はいる。10 年後には耕作放棄地が増えるのは間

違いない。どうすれば借地を継続できるか一緒に考えたい。 

 

【中嶋部会長】 

○ （後藤氏に対して）農地中間管理機構を通した農地の契約に取り組もうと考え

ているか。 

 

【ゴトウ柑橘園 後藤氏】 

○ ＪＡの農地銀行を通して５年を目安に貸借している。高齢者から借りるときに

は、農地解放などの印象があり、農地を貸すと盗られてしまうと思われてきたが、

第３者である農地銀行が間に入ることで貸してくれるようになった。 

 

【中嶋部会長】 

○ 農地中間管理機構は果樹も対象になっているか。 

 

【関東農政局 羽村経営・事業支援部長】 

○ 果樹も農地中間管理事業の対象になっている。しかし、果樹は手間がかかるた

め、水田のように一度に広げるのは難しい。改植するときにもっと長い期間借り

られるようにとのご意見について、大きな課題と認識。 

 

【中嶋部会長】 

○ 後藤氏から、外国人技能実習制度について、果樹においても滞在期間が３年と

なるよう要望しているとの話があったが、進行状況いかん。 

 

【関東農政局 羽村経営・事業支援部長】 

○ 全国農業会議所が基準を作って、財団法人ＪＩＴＣＯ（国際研修協力機構）の

審査後、厚生労働省が判断することになっている。詳細は申し上げられないが、
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近々、手続きが進むと聞いている。 

 

【長印 倉﨑氏】 

○ 全国卸売市場は基本的に場の提供をすることが大原則となっており。市場まで

持ち込むための費用は生産者が負担することとなっている。市場最大の出荷者は

ＪＡであるが、現在は各ＪＡの物流費で全国の市場に出荷している。これが中央

に集中し地方に分荷されると、その分は各市場の物流費となるため、その物流費

がかさんでしまう点が問題。我々が独自で物流網を作ることで、この問題を解決

できないかと考えている。 

○ ＪＡとのすみわけについて、我々は大正２年に創業し、ＪＡができる前から経

営している。ＪＡとは相互依存関係。ＪＡと共に６次産業化の取組としてカット

野菜の新会社立ち上げ、ＪＡとの共存体制を構築している。 

○ 自分たちで企画したものをすぐに生産の現場に下ろして製品化する農業版のユ

ニクロを目指したい。 

 

【アグリ山﨑 山﨑氏】 

○ ２次・３次産業と連携して取り組みたい。コシヒカリのみを使った煎餅を販売

している会社と連携し、我々の米を使ってもらえることになっている。また、餅

の加工は子どもの頃から経験して慣れているので、餅の加工まで自分がやれば効

率よく販売できると思う。餅は日本全国どこにでも売られているので、アメリカ

やカナダ等での需要を探っているところ。彼らには餅を網で焼いて食べるという

習慣がなく、どのような場所でどのような食べ方をするのか知ることで、それに

合った製品を作ろうと考えている。 

○ また、私も直播をしたり、資材を共同購入したりと、コストの削減に取り組ん

でいる。 

○ 中山間地域の景観保全や文化・伝統の継承等の政策は、農林水産省が指導的立

場になるべきとのご意見について同感。全国各地にある棚田等を農林水産省だけ

で守るのは難しいので、ぜひ国を上げて取り組んで欲しい。 

 

【山口委員】 

○ （山﨑氏に対して）安全でおいしいものは高いとのご意見について同感。良い

ものであることが常にしっかりと裏付けされる必要。品質の良い米ができてもま

だ半分であり、実際に炊飯し、口に届いたときにおいしいと思えるかどうかがポ

イント。炊飯条件の見極めが大事。外食やコンビニエンスストア等でパックされ

たご飯について、経時変化が起きにくくする必要。このような農産物が生産され

てから消費者の口に入るまでの間の中食・外食段階の食味等に関する技術開発に

ついては、これまで手薄だったと思うが、行政が共通テーマを時間軸を含めてテ

ーマアップして、フィードバックする仕組みが必要。 

○ （倉﨑氏に対して）食品は単価が低いため、物流コストが上がると影響が大き

い。物流コストを考える際には、コスト削減・合理化と、物流価値の創出の２つ

の側面がある。これから考えるべきは後者で、運搬中、中身を保持する条件が守

られ、その記録があり、消費者にとって意味のある価値がある必要。 
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○ （牧野氏に対して）担い手不足の問題は大きい。担い手の確保には、都市のシ

ニア層や若者を地方に連れてくるのも一つの方法だが、地元の若者の就農が一番

定着しやすいはず。経済産業省で聞いた話だが、ヨーロッパでは高専等で、地域

の産業に関するプログラムが単位として設定されており、座学や企業に出向いて

実務をするようだ。結果として地域の企業に定着する。農業はまさにこういうシ

ステムが力を発揮するのではないか。 

 

【伊藤委員】 

○ （山﨑氏に対して）６次産業化の取組について、作り手が売り手のニーズをつ

かむのはなかなか難しく、協力者をみつけることが大事。私どもも今、プライベ

ートブランドを作る上で、メーカー、包材メーカー、デザイナーなどと協力して

チームマーチャンダイジングをやっている。ターゲットは誰で、どんなニーズが

あるのかを知り、どのようなものを作るかを決めるのが大前提。作ったものをど

う売るかではなく、求められているものをどう作るかとの発想が必要。 

○ （山﨑氏に対して）中山間地域の話について、環境省がやっている生物多様性

アクション大賞などに入っていき、能動的に動くことが大事。 

○ （岩岡氏に対して）食の安全・安心は大事であり、衛生管理や表示問題に気を

遣って仕事をしているが、努力をしていても事故が起こることがある。消費者が

パニックにならないように対処するため、普及啓発に協力して欲しい。 

 

【中嶋部会長】 

○ （岩岡氏に対して）生産者と消費者の関係について、埼玉県ならではの取組や

消費者の新しい意識などはあるか。 

○ （牧野氏に対して）まち・むらはどのような方向性を持つべきかというビジョ

ンをそれぞれの地方自治体が持っていると思うが、今後、変わっていく上で、農

地を使うという観点からポイントを教えて欲しい。 

 

【アグリ山﨑 山﨑氏】 

○ １等や２等といった国の形質検査は、消費者には何のためにもならない。私も

検査に携わっているが、食味値がどれくらいかを提出してもらっている。１年間

保管するにはどのような状態がよいか調べたり、社員で炊飯して食べたりして、

自分がおいしいと思ったものだけを販売している。だから、日本の百貨店で１kg

当たり 900 円の米がマンハッタンでは３倍で売れていると自負している。きちん

と売れば需要は必ずある。また、中国の人口の１割は富裕層で、日本の人口に匹

敵する数がいるわけだから、安易に安く売る必要はないと考えている。 

また、海外で日本の安い米が売られていたが食味が良くない。そのような米が

出回ると結果、日本の米はまずいということになるので、輸出する米の品質をチ

ェックできるような機能が欲しい。 

○ アメリカ、カナダ、パリに餅を輸出できるよう、試行錯誤しているところ。平

成 26 年度は調査をしたり計画を立てたりしてきた。平成 27 年度から本格的に６

次産業化に取り組みたいと考えている。 

○ 棚田をはじめとする生産コストが低い田などがあり、草がぼうぼうに生えた棚
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田等を見ると、今の農水省の制度では、このような農地を維持するのは、なかな

か難しいのだと思う。条件の悪い農地は借りず、条件の良い農地だけ借りるとい

うことはできず、コストがかかっている。棚田こそ国が手を差し伸べて景観を良

くしていただきたい。 

 

【埼玉県消費者団体連絡会 岩岡氏】 

○ 食の安全・安心については、最新の科学的知見を消費者として学び続ける場を

作ることが重要。それは、時系列的に変化していることをきちんと学ばなくては

いけない。生協や消費者団体がそのような場を作ってきたし、今後も作っていき

たい。 

○ 食料自給率を高める上で消費者が果たしている役割の一つの例として、飼料用

米を餌にした養豚を産直で大々的に取り組んでいる。飼料用米を作る農家、飼料

を配合するメーカー、養豚農家、消費に回す生協というチェーンを作ることで安

心して取り組める。こういった状況を作ることが、食料自給率を高める上で消費

者が果たしている役割と認識しており、今後も継続する思いである。 

 

【長印 倉﨑氏】 

○ 物流価値の創出活動はまだできていないものの量を安く多く流通させる農産物

と高い付加価値を付けて流通させる農産物に分けて商談している。また、カット

野菜工場を運営していることから、市場に流通させるものと加工に回すものを同

じ物流に乗せ、物流コストを下げていること。産地と契約して集荷効率を上げる

努力をしている。 

 

【飯田市長 牧野氏】 

○ 義務教育に関しては教育委員会を中心に、地域におけるキャリア教育や体験教

育に取り組んでいる。高校等に自治体が入り込むには大きな壁があるが、そこを

乗り越えようと、地元の高校、大学、市が協定を結び、地域人教育を取り入れて

いる。また、社会教育の一環として高校生講座も始め、自分たちの地域をより知

るために海外でのスタディツアーも行っている。こういった講座を受けた高校生

は、目に見えて変わってくるという状況が報告されており、さらに広めていくこ

とが必要。 

 

【飯田市長 牧野氏】 

○ 一番大事なのはきちんとデータを測って現状を把握すること。７、８年前から

市町村別・農産物別のデータ把握が行われなくなっており、これをどう行うかが

課題。また、年代別の担い手の情報を地図に落として状況を把握する必要があり、

飯田市ではこの作業を始めている。市町村ベースで目標を定めて農業振興、農山

漁村振興をしていくという基本のところを見直していくことが重要。 

 

【一般傍聴者／生産者／千葉／男性】 

○ 農地中間管理機構について、千葉県で８月に募集した際、合計で約 2,300ha の

農地を借りたいという人がいたが、貸す人はほとんどいない。一般の農家は農地
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中間管理機構を知らない。集落できちんと説明会を行い、制度の趣旨を農家に理

解してもらわなければ、実績が伴わない。企画部会においても、農地中間管理機

構の問題点等について、十分に議論していただきたい。 

 

【関東農政局 羽村経営・事業支援部長】 

○ 関東管内でも各県ごとの農地中間管理事業の進み具合には差がある。千葉県で

も事業計画を策定しているので、県と連携しながら事業を推進したい。また、関

東農政局でも説明する機会があるので、しっかり生産者に周知したい。 

 

【一般傍聴者／消費者／栃木／男性】 

○ 顔の見える農産物作りと聞くことがあるが、栃木県では取組の見える農産物作

りを進めている。例えば多面的機能にこれだけ力を入れて農業者が取り組んでい

ることは、消費者に伝わらないことが多く、農業者の取組が消費者に伝わるよう

取り組んでいきたい。 

 

【消費・安全局 道野消費者情報官】 

○ 食育の観点から申し上げると、農業体験ができる場として教育ファームを提供

している。これを販売に直接結び付けるのは難しいと思うが、一般消費者の理解

を進める上では効果があり、引き続き支援したい。 

 

【一般傍聴者/消費者団体/男性】 

○ 食料自給力の位置付けが曖昧。食料安全保障の中で潜在的な力を示すとのこと

だが、工業製品とは違い、農産物は不足したからといってすぐに増産できるもの

ではない。なぜ現実に食料自給率を高めながら不測時に備えるという議論につな

がらないのか。 

 

【川合食料安全保障課長】 

○ （資料２－２ P.25 に基づき説明）食料自給率については、食料・農業・農村

基本法の中で、食料・農業・農村基本計画で目標値を定めることが決まっている。

食料自給力は、例えば現在、花を栽培している農地や二毛作できるのにしていな

い農地などを使って、目一杯食料を作ったらどれだけ供給可能かを示したもの。

生産転換に時間を要しないといったいくつかの仮定を置いている。現実の食料安

全保障をどうするかという点については、不測事態における食料供給を確保する

ための対応方針である「緊急事態食料安全保障指針」の中で具体的に定めている。

新たな基本計画では、さらに一歩先に踏み込んで、国内外のリスクの検証、不測

事態を想定した対応手順などをお示ししたい。食料自給率、食料自給力指標、総

合的な食料安全保障の確立をパッケージでお示ししたい。 

 

 

６ 閉会 
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（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（東海ブロック）議事概要 

 

１ 開催日時：平成 27 年１月７日（水）13:30～16:00 

２ 開催場所：名古屋市 ウインクあいち 10 階 1001 大会議室 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：浅井 雄一郎氏 (株)浅井農園代表取締役（三重県津市） 

農業者：堀田 茂樹氏  (有)レイク・ルイーズ代表取締役（岐阜県海津市） 

消費者：西山 妙子氏  愛知県地域婦人団体連絡協議会会長（愛知県名古屋市） 

実需者：伊藤 宏規氏  井村屋グループ(株)技術戦略室長（三重県津市） 

自治体：平工 孝義氏  岐阜県農政部長（岐阜県岐阜市） 

 ② 企画部会委員：生源寺委員(座長)、市川委員、小泉委員、近藤委員、三石委員 

 ③ 事務局：大臣官房政策課 中澤首席企画官、食料安全保障課 小山内食料自給率対策室

長、消費・安全局消費・安全政策課 吉岡課長、農林水産技術会議事務局技術

政策課 枝川課長補佐 

東海農政局水間農政局長、西山生産部次長、下方経営・事業支援部長、荒川

農村計画部長、下舞整備部長 

 ④ 一般傍聴者：約 30 名 

 

 

４ 地域の有識者による意見・要望 

【浅井農園 浅井氏】 

○ ７年前からトマトの施設栽培を行っており、農業ＩＣＴを取り入れている。栽

培面積３ha、従業員は 70 名。三重県の基幹的農業従事者は３万数千人で、その内

49 歳以下は 4.9％の 1500 人。品目は異なるが、次の 20 年を担っていく若手農家

50 名で物流、加工面で連携して生産性を高める取組を行っている。国の施策が地

方に落ちてきたときに生産者ができることは、現場でのリノベーションをおこし

て生産性を高めること。 

○ 要望事項は３点。１点目は異分野の融合研究を農業の分野に取り入れていくべ

き。強いフードバリューチェーンの構築をオールジャパンで取り組むことが必要。

２点目は農地中間管理機構の本格的稼働を期待。農地集積がどのようなタイムス

ケジュールで進むかに興味がある。農業の適地がメガソーラーに取られていく状

況は望ましくない。 後は、規模拡大するにつれ、ＩＣＴに期待。農業ロボット

の開発も行われているがＩＣＴ技術の開発については、使う側のニーズに沿った

開発（サービスサイエンス）を期待。 

 

【レイク・ルイーズ 堀田氏】 

○ 飲食店営業の傍ら、平成 11 年に米粉の加工を開始し、６年前に農業参入、翌年

度に認定農業者となる。昨年度は７ha、今年度は農地中間管理機構を活用してま

とまった農地を入手し、14ha を耕作。その他に契約農家で 16ha を耕作し、全て

米粉用米を生産。昨年度、白川村に小学校を改築した加工場をオープンし、タイ、

シンガポールに米粉麺を輸出し、年末はパリにも輸出。岐阜県の輸出研究会の会
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長として現在はシンガポールを中心に攻めているところ。輸出ばかりではなくア

セアンからの白川村への観光客に対してインバウンドでも売り込んでいるとこ

ろ。輸出関連施策はわかりにくく、分かりやすい説明をお願いしたい。また、ハ

ラールについてもわからないことが多いので、情報提供いただきたい。昨年度は、

獣害で１ha の被害を受けた。ジビエを使った対策など、中山間地での一歩踏み込

んだ鳥獣害対策を切にお願いしたい。 

 

【愛知県地域婦人団体連絡協議会 西山氏】 

○ 愛知県の社会教育団体として、昭和 33 年に会員 45 万人弱で発足し、現在は 17

市町で 6,178 名。婦人の地位向上を目指して地域社会に寄与することが目的。食、

環境問題、少子高齢化問題等にも取り組んでいる。安全、安定した食料を適正価

格で購入できることが大事。戦略（基本計画）の中に不測の事態の自給力があっ

たが、平時でもちょっとした天候不順でスーパーでバターが不足することがある。

安全・安心な食料の安定供給を期待。 

 

【井村屋 伊藤氏】 

○ 健康寿命の延伸という中で、食がどのように貢献するかがポイント。食が細く

低栄養になる高齢者に対し、高齢者になじみのある食品に機能性という付加価値

を付けた高カロリー豆腐の開発に取り組んでいる。地元病院と連携して、人介入

試験を行っているが、地域の高齢者を巻き込み、健康寿命延伸のための食品の評

価をする体制づくりが必要ではないかと考えている。また、血糖値抑制効果があ

るといわれているスーパー海藻（アカモク）を和菓子に入れ血糖値の抑制ができ

ないか研究しているところ。健康寿命延伸のための食の提供も安全・安心が求め

られている。４月から新たな機能性表示がスタートすると聞いているが、食の提

供により Quality of life の向上を図れればと考えている。競争的研究資金につ

いても、機能性食品開発の枠を増やしてもらいたい。 

 

【岐阜県 平工氏】 

○ 岐阜県は、農業就業者人口が減少し、全国平均よりも低く、兼業農家の占める

割合は全国平均より 12.1 ポイント高い。また、平均耕地面積がきわめて低いこと

が特徴。中山間地域は県土の 83％で、耕地の半分が中山間地域。「ぎふ農業・農

村基本計画」という５ヵ年計画をつくっており、５つの柱で進めているところ。 

 ① 「売れる農畜産物づくり」については、産地構造改革推進チームを派遣し、

新技術の導入や作業の共同化を行っている。また、花きの振興に関する条例を

制定するとともに、岐阜大学講内に県の家畜保健衛生所を設置する予定で、家

畜防疫体制・獣医療の強化を図っている。 

 ② 「戦略的な流通・販売」については、今年度はＥＵに飛騨牛、柿を輸出する

予定でプロモーションを実施。ハラール制度については研究や市場調査を進め

ているところ。６次産業化で開発された商品を販売するアンテナショップを今

年度、名古屋市中心部（栄）の商業施設に開設し、農業者に対面販売の場を提

供するなど、支援を行っているところ。 

 ③ 「多様な担い手の育成・確保」については、平成 26～28 年度の３年間で、法
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人就農、新規就農、帰農など合わせて、新たな担い手を１千人育成するプロジ

ェクトを展開。海津市に冬春トマトの新規就農者育成施設を開設し、昨年度か

ら研修を開始。また、ＪＡが研修施設をつくる動きもあり、県単独事業で支援

しているところ。特に、中山間地域では担い手がいないことから、集落営農支

援チームを派遣し、23 年度以降 10 地域で新たな組織を指定したところ。 

 ④ 「魅力ある農村づくり」⑤「県民みんなで育む農業・農村」については、長

良川の鮎が世界農業遺産の国内候補に選定されたことを踏まえ、鮎の生産拡

大、ブランド化につなげていきたい。また、鳥獣害対策本部を設置し、「猪鹿

鳥無猿柵（いのしかちょうむえんさく）」の普及や、「ジビエのガイドライン」

を定め、ジビエの利活用を推進している。農業用水を活用した小水力発電施設

の整備も積極的に推進。 

○ 要望事項としては、①中山間地域に目配せした施策の充実、農地を集積しても

赤字となる地域に対する農地中間管理機構の運用の工夫、②輸出国のニーズや流

通環境に関する情報提供、特にハラールの情報提供、③研修施設の設置に対する

支援、④安定した米政策・水田農業政策の展開、⑤ＪＡの多面的な役割に配慮し

た農協改革の実行をお願いしたい。 

 

 

５ 意見交換概要 

【近藤委員】 

○ 農業はそれぞれの地域で立地や気候等の特徴があるが、基本計画をつくる場合、

どうしても全国一律的な内容になりやすい欠点がある。今回の意見交換会の目的

は、東海地域の状況を聞いて基本計画に反映させること。 

○ （浅井氏に対して）農地中間管理機構の現状と課題を教えて欲しい。 

○ 長崎県の中山間地で農業を行っているが、トマトの収穫ロボットを開発中。ト

マトは労働量の 33.8％が収穫にとられている。現在 24ha の施設だが、台風の秒

速 50m に耐えうる施設を 10 年で 50ha にしようと考えている。施設化している農

家は収入が安定しており後継者が育っている。今までは、施設化というと端境期

で高く売ることを考えていたが、今は全天候型。雨風を防げるだけでも農家の収

入が安定化する。 

○ （浅井氏に対して）経営面積に対して雇用者が多くないか。 

○ （浅井氏に対して）６次化を 40 年、様々な取組で挑戦しているが、なかなかう

まくいかない。豊富な原材料を持っている生産者の強みを活かした加工品の開発

について意見を伺いたい。 

○ （伊藤氏に対して）企業の農業参入の規制緩和をしてほしいとのことだが、日

本の農業は家族経営で、採算の合わない土地や湿田も家族を養うために守ってき

た経緯がある。企業に貸しても採算が取れないといって出て行かれるとイノシ

シ、シカの住処となる。また、農地制度は矛盾が多い。我々、農事組合法人が農

業の実験施設をつくるために出資して設立した法人は、農外企業と見なされる。

農外企業では資本構成のバランスが取れない。企業と農家が連携し、荒廃農地を

無くしたり、加工品を開発し地域を支える姿が描ければいいと考えているが、ど

のように考えているのか。 
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【浅井農園 浅井氏】 

○ 農地中間管理機構については、これから勉強していくところ。自社で持ってい

る農地は 15 か所あるが、農地中間管理機構に分散した水田を貸し、集積された

別の農地を借りて露地野菜を生産したいと考えている。地域の中で効率的な農地

利用が進めばいいと考えている。 

○ 当社では、パートタイマーが 54 名おり、１日４時間程度の労働時間で、子育て

世代が多い。いろいろな働き方があると考えており、女性が働きやすい環境をつ

くることが大切。今後、規模拡大により不足する労働力は収穫ロボットで補えれ

ばと考えている。 

○ ６次化に取り組んでも、農家単独では競争力のある商品は生まれない。現在、

大手企業と地元企業と組んでいるが、大手企業が経営管理を行い、地元企業から

資材を調達し、現場の運営を農家が担うという分業体制でまわしている。こうい

った分業体制が増えてくるのでは。 

 

【井村屋 伊藤氏】 

○ 農業に参入した企業が地域とどう融合するかは難しい問題。地域との関係があ

るので徐々に参入する必要がある。また、参入した企業の８割が赤字と聞いてお

り、参入企業の甘さもある。一方、食の提供に携わる者として、生産に関与し、

トレーサビリティがしっかりできることは強みであり関心があるところ。高カロ

リー豆腐については、原料を近郊農家から契約栽培により調達しているが、農家

とは直接取引できずに、補助金の関係で大阪の市場を通しているという現状があ

る。これは、我々の思いとは違う。 

 

【市川委員】 

○ （堀田氏に対して）米粉は今はそれほど話題になっておらず、作付けも減少し

ていると聞いている。商品の特性上、小麦と競合すると思うが、わざわざコスト

をかけて小麦に対抗してまで米粉を生産するのはなぜか。国や自治体の施策のあ

り方について意見を聞きたい。 

 

【レイク・ルイーズ 堀田氏】 

○ 当初は小麦代替としてスタートしたが、現在は米粉を使う必要があるものを生

産する方針に変更。例えば、グルテンフリー食材が今欧米で注目されているが、

米粉麺はグルテンフリーなので、ヨーロッパの自然食材専門店やグルテンフリー

レストランに卸しているところ。また、機能性や加工特性をみながら、多収米、

機能性食品として適した米の生産と加工の実験をしているところ。このような考

えであれば今の規模でもやっていけるが、小麦代替という考え方ではとてもやっ

ていない。 

 

【三石委員】 

○ これまでの企画部会での議論や今回のコメントを伺っていると、連携、女性、

付加価値、安全・安心というところがキーワードになっている。また、今回の基

本計画では、社会が変わっていく中で、どのように対応していくかを考えること
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が必要。 

○ （浅井氏、堀田氏、伊藤氏に対して）政府が掲げる方向性は、輸出促進、規模

拡大や技術開発など、リスクをとる方向に動いており、リスクをとっていくこと

が正しいことのような風潮になっている。リスクをとって、相手を打ち負かし、

どう勝つかではなく、勝ちもしないが負けもしないという考えは、企業ではあり

えないが、農業では大事ではないか。農業ではいかにリスクをヘッジし、現状維

持でも自分が生き残るかが大切。各々の立場でリスクヘッジについてどう考えて

いるか。 

 

【浅井農園 浅井氏】 

○ 農業は天候に左右される等、リスクが高い。リスクヘッジとして、セーフティ

ネットに期待している。また、一人で背負うと想定外のリスクで簡単につぶれて

しまうので、企業や消費者と連携し、リスクをシェアするのもひとつの形ではな

いか。 

 

【レイク・ルイーズ 堀田氏】 

○ 生産面のリスクヘッジとして、原料調達はまだまだ自社でまかなえるレベルで

はないので、原料はあくまで契約調達とし、自家耕作については試験生産までと

している。経営面については、米粉、乾燥野菜、パウダー等様々な事業を行って

いるが、リスクを分析した上で投資することによりヘッジしている。 

 

【井村屋 伊藤氏】 

○ 食のリスクヘッジは、いかに安全・安心の食品を供給するかに尽きる。 

 

【三石委員】 

○ ジョイントベンチャーや消費者との連携はリスクヘッジの一つの形だと思う。

リスク回避をするために基本計画に盛り込んで欲しいことはあるか。人材育成や

新規就農支援は期間が限定的過ぎるという意見も多いが、具体的に政策面で望む

ことはあるか。 

 

【浅井農園 浅井氏】 

○ 普及員がうまく機能することを希望。新規就農者の成長には、普及員との連携

により農業技術を身につけていくことが重要。また、農業経営を教える人がいな

い。 

 

【近藤委員】 

○ 人材育成について、農の雇用事業は２年間の支援だが、２年で人は育たない。

５年にすべき。マンツーマンでなければ人は育たない。農家がボランティアで育

てている現状であり、政策として脆弱である。デンマークでは月に 100 万円支給

され、そのうち研修生に 15 万円が支払われている。日本では 100 人に２人しか

育っていない。それも、育つ人は目的意識がしっかりしているからであり、政策

が良いからではない。もっと政策に工夫が必要。 
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【小泉委員】 

○ （浅井氏に対して）北海道の企業と一緒にやっている大規模トマト畑をみて、

農業の基本から生産性を高めることが重要と感じている。昔は農業の基本が安全

・安心だった。 近は、農業において基本は土づくりという精神が欠けているの

ではないか。また、アジアで現地生産する場合、安い人件費への対応はどのよう

にしているのか。６次化の概要を教えていただきたい。６次化は消費者へのアピ

ールが大切。 

○ （堀田氏に対して）グルテンフリーは、アメリカ、フランスで将来性があると

思うが、輸出先ではどのようにして食べているのか。また、日本の食生活は 50

％が洋食化しており、麺の消費も伸びているので、国内でもグルテンフリーを積

極的に展開してはどうか。 

○ （西山氏に対して）国産物を食べないと自給率は増えない。国産物を食べて地

産地消を進めてもらいたい。地産地消で安全・安心が確保できる。そういう取組

を進めてほしい。 

○ （伊藤氏に対して）意見の中には厚生労働省関係の話が多いが、介護や健康寿

命を念頭に置いて開発を行うことはよい。国産原料を用いて安全・安心を進めれ

ば、自ずと機能性食品に至るのではないか。 

○ （平工氏に対して）売れる商品の共通原則（美味しさ、安全・安心、物語性（自

然やきれいな水など）をつくるべき。ジビエは海外では高値で取引されており、

海外輸出を考えてはどうか。鳥獣害はもはや災害。外国人向けのハンターツアー

の催行など少々過激な考え方をしていかないと被害は増える一方。ジビエ缶詰を

つくってアフリカへの人道支援を行えば野生動物の有効活用ができるし、世論も

同調する。熊本の人吉では、廃校を鹿肉の加工場にしてうまくまわっている例も

ある。岐阜県でもこういったことをやってみてはどうか。ジビエのレストランを

やってもよい。やるのであれば、支援していきたい。 

 

【岐阜県 平工氏】 

○ ジビエについては、ただで捕れるのだから安く売るべきという意見もあるが、

付加価値を付けて高く売る方向で考えている。また、岐阜県でもジビエをＰＲし

ようということでフェアなど開催している。捕獲については、シカは 1 万５千頭

捕らないと増えるということだが、９千頭しか捕獲できていない。捕るというこ

とについては、捕獲と囲いでも窓口が環境部、農政部に分かれており、窓口の一

本化を求められていることから、組織の改編も検討している。 

 

【井村屋 伊藤氏】 

○ 原料の国産化を今後も進めていきたい。現在、農林水産省の補助を受けて地域

の病院・三重県と連携して協議会をつくって介護食の研究を行っており、６月に

はエビデンスが出る予定。今後、販売ツールの１つとして活用していきたい。 

 

【愛知県地域婦人団体連絡協議会 西山氏】 

○ 事業展開や学校給食で地元の業者や農家から調達した食材を用いているが、安

定調達というところも大事。また、他の団体とも連携して高齢者、子供たちに対
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し地元の食材の調達を行っているところ。 

 

【レイク・ルイーズ 堀田氏】 

○ 輸出先での、グルテンフリーはラーメンやうどんが中心。ラーメンの色づけは

岐阜県の「すくなかぼちゃ」で行っている。昨年からタイでは発芽玄米のライス

ミルクの簡易パウダーが伸びている。物流費を考えると国内販売が有利なので国

内でもっと展開していきたいと考えている。 

 

【浅井農園 浅井氏】 

○ 国内と海外では全く異なる戦略を持っている。これまで、シンガポール、香港、

マレーシアに生鮮トマトを輸出してきたが、アジアのマーケットを本気で狙うと

なると、コスト高、鮮度の問題から現地生産が必要。生産者のモラルの高さや品

質管理といった日本の売りを活かし、ベトナムでの展開を考えている。 

 

【岐阜県 平工氏】 

○ 農地中間管理事業について、岐阜県では農地の出し手が多い一方で担い手が不

足している。また、集積するほど赤字になる。農地集積のメリットを担い手が受

けられるよう、担い手にメリットがある施策を求める。 

 

【近藤委員】 

○ 集落営農の規模はどのくらいか。 

 

【岐阜県 平工氏】 

○ 10ha 以下から、法人をつくっているところまで大小様々ある。 

 

【近藤委員】 

○ 企画部会で何度も言っているが、新規就農支援事業の 150 万円／年に自治体が

モデルをつくって、あと 100 万円出して 250 万円／年にすれば生活が維持できる

のではないか。高齢者集落にそのような若者を１人定着させ、獣害対策として放

牧を行うなど、昔の集落の機能を再生する戦略を立てるべき。今の政策は 10 年

経てばすべて失敗するだろう。昔の農業の地域循環システムを確立することが重

要。県レベルであればできるのではないか。成功すれば国が乗り出す。 

 

【小泉委員】 

○ 若者が農業に興味がないというのはマスメディアが作り出した嘘。北海道の中

標津の酪農家が「世界一美味しいチーズづくりに挑戦する人」として、２人の若

者を募集したところ、68 人の応募があった。また、大分県の日田市の麦農家では

「美味しいクッキーづくりに挑戦」という募集に 40 人の応募があった。両方と

も定着している。若者はものづくりを行いたいと考えているのだから、そういう

若者の挑戦心をくすぐる方向で考えれば若者は来る。 
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【井村屋 伊藤氏】 

○ 技術開発で生産性の向上を追求することは大事だが、生産生を求めすぎて本来

の美味しさや機能性の部分を忘れているのではないか。もう少し機能性の研究に

力を入れていただきたい。 

 

【市川委員】 

○ 米国などと比べると、日本の農業の生産性は上がっていない。農業所得を上げ

る上では生産生が大事。消費者としては、生産性をさておき機能性だけでは困る。

生産コストは価格にも関わってくる。品質、安全、おいしさと価格とのバランス

が大事。 

 

【生源寺委員】 

○ 企画部会では個々の予算措置についての議論は行わないので、貴重な指摘をい

ただけたと思う。若い人や地域を支えてくれる人を支えるのが第一。施策のコス

トを負担する納税者、企業が納得できることが必要。 

 

【三石委員】 

○ お金を出せばものが買えるということに子供の頃から慣れてきており、時間を

かけてものをつくることを忘れているのではないか。米国農務省のＨＰには

「Agriculture in the class」というページがあり、農業に関する教材が紹介さ

れている。学校教育の初期の段階から、農業生産や地域社会とも関わってもの作

りの楽しさや時間のかけ方を教えれば、結果的に農業に対する信頼や地産地消、

新規就農につながるのではないか。 

【小泉委員】 

○ （西山氏に対して参考意見）生産から消費者に至るつながりがないから地産地

消がなかなか進まない。兵庫では、農家→農協→生協→消費者という流通ルート

が確立され、うまくいっている事例がある。大分では野菜売り場を農家に開放し

ているスーパーがある。農家は朝収穫した野菜を並べ、新鮮で安くおいしい野菜

をホテル、レストランなどのプロが買いに来ている事例もある。こういった事例

を参考にして新しい流通経路を構築してはどうか。 

 

【生源寺委員】 

○ 浅井氏の発言にあったような、農地中間管理機構で、水田を機構に出し、別の

集積した農地を機構から借りるというような、農地の交換のようなことは制度上

可能か。 

 

【下方経営・事業支援部長】 

○ 可能。 

 

【一般傍聴者／生産者／愛知／男性】 

○ 輸出だけでなく、国産農産物の消費拡大をもっと推進してほしい。自給力は国

民にとってはわかりにくいので分かりやすくして欲しい。新規就農者の離農は普
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及員の減少とも関係している。後継者育成には普及員がもつ技術の情報が重要。

子どもに対しても自分ですべて教えるのは難しい。普及員の育成を考えてほし

い。 

 

【生源寺委員】 

○ 国産品の推進はもちろん旗として位置づける。自給力は今回初の試みであり、

技術、農地、資源そのものは数量として把握できるが、食料という形でつかめる

かどうかというところで苦労している。分かりやすい形で提示できるよう議論を

進めるつもり。普及員の問題は、集中化により現場との距離が離れていることと

普及員の量的な不足だと思う。厳しい財政でどこまでできるかということだが、

地域の有識者の意見にもあったので、しっかりと受け止めて企画部会の議論に反

映させていきたい。 

 

【小泉委員】 

○ 国産品を食べて普及することは重要。国産品の強みはつくった人の顔が見える

というところ。安全・安心は外国産とは違う。また、全ての和食の食材は国産品

でまかなえる。和食食材の大半が輸入では和食は成立しない。日本食文化がユネ

スコ無形遺産文化に登録されたが、和食を売り込むためにも国産物を食べていく

必要がある。我々日本人は和食を食べることにより地産地消をしていくべき。 

 

 

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（近畿ブロック）議事概要 

 

１ 開催日時：平成 27 年１月６日（火）13:30～16:00 

２ 開催場所：京都市 ホテルセントノーム京都 ２階平安 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：山田 敏之氏 こと京都(株)代表取締役（京都府京都市） 

農業者：福西 義幸氏 農事組合法人酒人ふぁ～む代表理事組合長（滋賀県甲賀市） 

消費者：原 強氏   ＮＰＯ法人コンシューマーズ京都理事長（京都府京都市） 

実需者：黒田 久一氏 (株)三晃代表取締役（奈良県大和郡山市） 

自治体：冨士谷英正氏 近江八幡市長（滋賀県近江八幡市） 

 ② 企画部会委員：生源寺委員(座長)、近藤委員、松永委員、山内委員、山口委員 

 ③ 事務局：大臣官房政策課 天羽課長、食料安全保障課 谷課長補佐、消費・安全局 道野

消費者情報官、農村振興局設計課 原川計画調整室長、農林水産技術会議事務

局研究開発官室 藤田研究専門官 

        近畿農政局曽根農政局長、坂路生産部長、上野経営・事業支援部長 

 ④ 一般傍聴者：約 70 名 

 

 

４ 地域の有識者による意見・要望 

【こと京都 山田氏】 

○ 農業生産法人として 21 年目、会社経営としては 14 年目になる。農業開始時は

年間の売り上げが 400 万円だったが、昨年は「こと京都」の実績が約７億８千万

円、分社化した「こと日本」の実績が約１億８千万円、合計して約９億６千万円

の売り上げ規模となった。 

○ 15 年前から京都産の九条ネギを主力として６次産業化し、生産、加工、販売を

手がける。現在京都府内では 25ha を作付け、京都市内、美山、亀岡の３か所で産

地リレー。九条ネギを守る会として「ことねぎ会」（現在構成員 44 名）を作り、

今後のネギ作り、生産者作りを目指している。 

○ 京都の生産者の育成を目的に、独立支援制度を導入して２年目。５年を基準に

弊社から独立して「ことねぎ会」に入会してもらい、当面は買い上げることによ

り、農業者が独立できる仕組みを作ろうとしている。現在、10 名在籍。  

○ 「こと日本」を昨年発足。 ネギの事業として「こと日本」で約 300ｔ、「こと

京都」で約 700ｔ、２つの会社で約 1,000ｔの扱い。生食用と加工用とでは作り方

が根本的に違う。加工用は単価が安く、安く買いたたかれる形になり、生産者も

その単価に見合うものを作ろうと一生懸命努力しているのが現状。生産者はおい

しいものを作ることを一番に考えるべき。現状は利益を出すために単価に見合う

ものを作るといういびつな形。「こと京都」の拡大版を日本全国で展開し、「こ

と日本」で全国需要の 10％（４万ｔ）を扱うことを目指している。 

○ 今年から美山町で米の事業を開始予定。美山町は高齢化が進んだ中山間地域で

担い手もいないため耕作放棄が増えることを危惧。美山町とはつながりが深く、

米の６次化事業を検討。 
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○ 値段が高くても良いものということで、昨年はたくさんのファミリーレストラ

ンで京都産の九条ネギが使われた。販売単価を上げるためのブランド野菜の導入

であり、結果として、店舗売り上げが 20％増となり、今年も導入の動き。ＴＰＰ

への加入で海外のものが安く入ってくるのは消費者にとってメリット。しかし、

選択肢として、スーパーで売られているものだけでなく、中食でも外食でも産地

表示が必要でないか。都道府県名を産地名として表示することは企業側でも経費

面などから難しいかもしれないが、原産国表示で国産か、外国産か分かれば消費

者の判断材料となる。国産表示によって国産消費が増えるのでないかということ

を現場に携わる者として実感。ある程度食材の原形をとどめるものについては、

産地表示、原産国表示があれば国産消費が増えるのでないか。 

○ ＭＢＡ講師として、30 代の意欲ある農業者の方と話す機会がある。家業として

3,000 万円売り上げれば利益は出るが、それ以上を目指さない方が多い。新たに

人を雇用して、規模拡大して投資をしてということになると、どうしても二の足

を踏んでしまう、今の生活を有意義に楽しむ方が増えている。 

○ 直売所事業で問題なのは、その地域で１反ほどの小規模農家が、売れ残りを恐

れて低い価格設定をし、価格破壊を起こしていること。意欲の高い農業者はたく

さんおり、特に非農家から参入された方は意欲が高い。Ａ－ＦＩＶＥのファンド

事業もいろいろあるが、どのような農業者をどのように伸ばすかに焦点をあてる

方が良いのでないか。先月、長野県で「１億円を作る会」を作ることができた。

今後各地域を回る中で「１億円を作る会」を作っていきたい。１億円を作るとな

ると人を雇って、組織として、経営として考えるようになる。 

○ ＪＧＡＰなり一定基準のＧＡＰをすべての生産者に当然のものとして取得を義

務づけることができないか。経費も掛かるため、国の予算で義務づけができない

か。中国の食品事故で問題が起こった時、中国のネギを売ってくるバイヤーに、

「うちはＧＡＰを取っているので日本の物より安心だ」と言われたこともあった。 

 

 【酒人ふぁ～む 福西氏】 

○ 1800 年ほど前に倭姫命に我が先祖がお酒を醸じて献酒をしたとされることか

ら、酒づくりの都、酒づくりの里ということで酒の人と書いて「さこうど」とい

う名前になった。そんな杜氏集団が時は戦国と言われた頃は甲賀忍びとなり、我

が先祖も忍びの集団であった。そんな忍びの先祖の教えをくんで、昭和の終わり

に２度に渡って農村崩壊を起こしそうになった「酒人」の集落をささえてきた取

組内容を資料で紹介。 

○ 集落には 53ha ほどの農地があり、そのうち 41.5 ㏊を集落営農組織が保全管理

している。水稲をおおむね 20 ㏊作付け、残りを麦・大豆の２年３作のブロックロ

ーテーション。お年寄りと女性が時間的に余裕がある時に、少量多品目の野菜生

産の中心を担っている。 

○ 組織には、55 歳未満の男女から成るオペレーターグループ、55 歳以上 65 歳未

満の男女（特に女性が中心）から成るなごやか営農グループ、65 歳から 80 歳ぐ

らいまでのシニア世代のすこやか営農グループ、80 歳以上のボランティアグルー

プのやすらぎ営農グループの４つの営農グループを設け、各年齢と体力にあわせ

て仕事を配分。酒人ファームは、４つの営農グループが生産する農産物を酒人フ
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ァームの名称で供給しているアッセンブリー会社。 

○ 第１に考えなくてはならないのは地域コミュニティ。農村はもともと地域コミ

ュニティあっての農村。これが崩壊してしまうと、農業も何もできなくなる。取

組の特徴は、「みんな一緒に村が元気に」。“人の輪と集落の輪”を基本理念に、

集落一丸となった営農を実施。世代を超えた人のつながり、助け合いの心で、“

身丈を超す相手と戦う時は必ず徒党を組め”という先人の教えに従い、儲けより

損をしない経営、勝たずとも負けない戦略、強い農業でなく生き残る農業、そん

な忍者魂の経営方針を 20 数年間継続。 

○ ５ａ×1,000 筆であった小規模農地を圃場整備で１圃場１㏊以上の規模に集約

することで大型機械の導入が可能になり作業効率が向上。 

○ 年齢と体力にあわせた生産で、出荷産品づくりだけでなく、参加農家をはじめ

地域住民の食を賄おうという考えのもと少量多品種の農産物づくりを推進してお

り、将来的には直売所を設置する計画。  

○ １集落１農場が売り。当集落は 90 世帯全員が第２種兼業農家。皆が力を合わせ

ることで大規模農業を可能にしている。農業機械は法人で共同購入し、若者から

高齢者までそれぞれが適材適所で働くことで、経営を安定化させ、農村地域を維

持。 

○ ほとんどの人が会社勤めのため、会社員や土地持ち非農家でも農作業に参加で

きるよう、主な農作業を土日祝日に集約。 

○ ６次産業化にせよ農商工連携にせよ、一にも二にもマーケティング。米を米の

姿でお客様に届けたいというのが私たちの願い。ＪＡとともに流通・販売チャン

ネルを再考し、消費者の主食ニーズを米に変えていきたい。 

○ 農村の歴史と文化を物語に変え、ストーリー性のある食料の生産に挑戦し、田

舎の味、一味違うご当地産で売っていきたい。 

○ 農協「改革」は、ＪＡグループ自らが構成組合員との十分な議論を持って進め

るべきもの。法に位置づけられた組織とはいえ、政府の押しつけ改革で農家の所

得が向上するとは考えられない。 

○ 農業災害補償法によるセーフティネットは、生産リスクの回避の観点から不可

避。平成 26 年産の米価下落を考えると検討されつつある収入保険の制度化が農業

者の維持・存続のためにも急務。 

○ 国民の命を支える食料の確保は、国の 重要課題かつ 優先課題であるはず。

農林行政と農業者など農業サイドだけでなく、国の各機関が一丸となって食料安

全保障、食の安全・安心を担保することを希望。安定政権が確立された今、国民

が納得できる食料・農業・農村基本計画の見直しに期待。 

○ 集落営農組織では色々な階層の方に色々な形で出役してもらうので労務の対価

を支払うが、労務の対価を確定給与とした場合に、特に公務員など他に勤務先を

持つ第２種兼農家の場合、副業を禁じた就業規則に抵触し、役員の受け手がない、

組合員の労務出役が望めないなどの問題が起こる。しかし、農事組合法人で労務

の対価を従事分配当とした場合には一般法人のように税法上、費用支出としてマ

イナスの翌期繰越ができないので赤字決算時は支払えない。また、配当制なので

組合員以外の労務対価の支払の課題や、法人化の一番のメリットである労災加入

に課題が残る。確定給与と従事分配当の併用は税法上認められないか。 
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 【コンシューマーズ京都 原氏】 

○ コンシューマーズ京都はＮＰＯ法人格をもった消費者団体。1972 年に設立し、

40 年以上が経過。2003 年にＮＰＯ法人になってから、消費者保護と環境の保全と

いう２つの領域で活動している。 

○ 食品の表示は消費者にとっては大変重要。食品表示法や食品表示基準、さらに

レストラン等の不当な表示をめぐって、景品表示法で課徴金をうんぬんという仕

組みも準備されてきたところ。まずはこれらについて各省庁の連携の元に、確実

にやりあげてもらいたい。中食・外食におけるアレルギー表示、インターネット

販売での表示、遺伝子組換えについての表示、添加物表示の取り扱い、加工食品

の原料の原産地表示など、食品表示の検討の中で持ち越しになっている課題をき

ちんとやりとげてもらいたい。 

○ 食の安全、安心に関わるリスクコミュニケーションの件について、テーマの設

定や、やり方について工夫し、取組を強化してほしい。「いくら安全だと言われ

ても安心できない」というこのフレーズ、常に生きている。一方的な情報提供で

はだめ。 

○ 食料の安定供給が国家の基礎であり、国民の暮らしの基盤。いかなる事態でも

食料の安定供給を図るためには、日本の農業の発展ということが不可欠。可能な

限り食料の自給体制をとることが必要。「いかなる事態のもとでも」ということ

を前提に、フードセキュリティ、食料安全保障のリスク管理が検討されていると

思うが、いつ何時起きるかわからないという強い認識の元に、農政は進めてもら

う必要がある。外国にいくら食料があっても日本に入ってこないという事態、日

本の経済が疲弊して買えないという事態、異常気象や自然災害、原発災害などい

ろいろなリスクがある。食料の安全保障について、どのような手法を持って、リ

スク管理にあたるのか注目している。 

○ 食料自給率については、カロリーベースばかりに焦点があたっていたが、 近

になって３つの食料自給率の指標があると言われるようになってきた。政策目標

にして努力しても自給率の数字が上がらない。突き詰めていくと、食料自給率の

考え方そのものに問題があるのではないか。食料の自給体制と日本の農業の現状

を総合的に評価するための指標をもう一回きちんと組み立て直さないといけな

い。分母に何を持ってくるか、分子に何を持ってくるかで話が変わる。どういう

指標を持つかについて、十分に議論し、みんなが納得できる新しい指標をつくっ

てもらいたい。 

○ 食料自給力の指標がこれからは大事になる。食料の自給力は農地、農業用水な

どの農業資源、農業者、担い手の問題、それから農業技術、こういうものの組み

合わせであり、それぞれの目標値をきちんと持っていくということが大事。自給

力の数字の計算では、いつでも農業者が確保されているような前提になっている

が、違うのでないか。今の日本の農業がピンチなのは担い手がいなくなっている

から、現状も含めて、新しい目標をきちんとつくり、国民全体が共有できるよう

にしてもらいたい。 

○ 農地の保全、農業の担い手の育成に力を入れてもらいたい。特に意欲的な農家、

若い農家など、これからの人に対して、手厚い支援をしないと、日本の農業の危

機は打開できない。農業という産業育成で資金を投入することは大事だが、必要
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なところに重点的に資金がまわるような配分を考える必要がある。 

○ ＣＯＰ３で決めた京都議定書が、死に体になってしまっているのは残念。ＩＰ

ＣＣ第５次報告書に基づいて、今年のパリ会議で新しい地球温暖化対策の国際的

な枠組みが出来ることを強く願っているが、農政もそういう考えのもとで、きち

んと位置づけることが必要。 

 

【三晃 黒田氏】 

○ 50 年前に果実の仲卸人として創業し、現在は幅広く事業を展開。 

○ 仲卸業の事業が約 25 億円、この他青果の直営事業として大阪府下に 13 店舗テ

ナントを持っており、内食対応部門として合わせて約 45％。一番大きな売上げの

量販店惣菜向けカット野菜事業、外食産業や給食会社向けの野菜の小分けピッキ

ング事業が約 47 億円、生協からの受託で行っている高齢者向けの宅配弁当事業と

量販店向けのおせちなどのケータリング事業が約８億円で、中食、外食対応部門

で約 55％。グループで約 100 億円の事業を展開。 

○ 丸ごとの青果物、野菜が売れなくなってきたということ、食の外部化の進展と

ともに小家族化、核家族化等の背景があり、加工事業が大きな柱となってきた。 

○ 青果物カット事業協議会の会長として。加工業の世界では安定した品質、安定

したコストが求められるが、ここ数年相場の乱高下が激しい。昔に比べて、産地

契約が進んできてはいるが、そこの安定化を国としてなんとかしてもらいたい。 

○ 加工業の世界では中国産を中心とした海外産が原料調達の中心。剥き玉ねぎは

需要の大きい一例だが、昨年の夏前ぐらいに中国産剥き玉ねぎから残留農薬がで

て一部輸入が抑制された際、北海道には玉ねぎがあるのに、国内で剥き玉ねぎの

状態に加工する手がないというという状況が生じた。国産野菜を使っていきたい

が、対応するにはまだ少し時間がかかるかなと考えている。 

○ 農林水産省の施策について業界としてまだまだ活用できていない部分があるの

で、色々なメニューを活用できるようにしていきたい。 

 

【近江八幡市長 冨士谷氏】 

○ 行政の立場からは、農業ももちろん大事だが、全体の市民が豊かになることが

もっと大事。そういう観点から見れば、街づくりの中で農業をどのようにしてい

くのかということ。 

○ 本市は京阪神へ通勤をしている市民が非常に多く、ベッドタウン化していて、

住みたいという人が非常に多い。滋賀県は４か月前から人口が減少期に入ったが、

本市は微増の自治体。 

○ 本市の農用地区域の設定率は 96.7％で、滋賀県の平均 89.5％、近畿２府４県の

79.1％と比べても一番高い。農振白地について都市計画、いわゆる地区計画で農

地転用をすると、見ている間に住宅が建ち、消費に非常に大きな影響を与える結

果となった。 

○ 本市は近江米の産地であり、近江牛の畜産農家も多く、野菜は露地栽培も施設

園芸栽培も盛ん。また、淡水湖に浮かぶ世界で唯一の有人島、沖島では漁業が盛

んである。 

○ 人口をうまく配置してバランスのとれた街をつくりたいが、農地転用が大きな
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バリア。青地は、税金をかけて圃場整備をされているので、８年経過しないと原

則認められないというのは、やむを得ないが、本市の場合、琵琶湖用水といって、

琵琶湖の水を上流部に用水としてあげているため、管網がひかれている。この管

網についてはエンドレスで修復工事などが必要で、修復工事をした時点から８年

経過しないと転用が認められないのでは、未来永劫、琵琶湖用水で農業をしてい

る所は農地転用できないということになってしまう。 

○ 地方創生については、以前から、一つの規制、一つの法律で、北は北海道から

南は沖縄まで統治するから同じ街しかできなくなったと主張。農村部では仕事が

なくなり、今の一極集中でみんな東京に出ていく。例えば農業でも米価は毎年下

落しており、政府が所得補償をしても人がそこで住み着くほどの政策にはなって

いない。これは検証をきちんとしてこなかった結果。やはり街というのはその地

域の特色で、この地域は農業はできないけれど、じゃあ工業で行くか商業でいく

か、あるいはここは農業と商業半々でいくかということは、どこに何があるのか

を一番分かっている基礎自治体に任せるべき。手をあげた市町村には権限委譲を

認めるなどきめ細やかな政策が欲しい。 

○ 農地中間管理機構でやろうとしていることを、本市では、20 年前、30 年前から

実現。離農者が出た際に耕作者組合を作り、135 戸の農家の農地が、今は 25 戸に

集積。集落営農ではなく、親子３代で耕作しているところは 30ha、親子２代でも

20ha。あるいは１人、又は夫婦でしているところでも５～10ha を耕作。また、あ

るところは法人格をもって、70ha、若い人も 12 人ほど雇用し、他の集落まで耕作

にいっている。これはモデルになるのではないか。 

○ 先ほど受けた説明については、具体性は一体どうなのかという疑問。具体的に、

こういう問題をこのような年次計画で、例えば、担い手育成なら、具体的に数値

目標を出して何年後に何％にする、こういう姿にするということを出さないこと

には、それぞれの自治体がなかなか喰いつこうとしない。 

○ 農林水産省のモデル事業で建てた耐候性ハウス２棟 8,000 ㎡は１億８千万円

で、国から９千万円、市が６千万円、本人が３千万円の負担。二人とも脱サラで

今ものすごく軌道に載っていて、地元の高齢者の雇用確保にも貢献している。こ

ういうモデル事業なら、活用する自治体が出てくると思う。このハウスに入ると

きには靴からスリッパに履き替える。座敷でトマトをつくっている感覚であり、

こういう農業だと若い人は喜んで参入する。 

 

 

５ 意見交換概要 

【山口委員】 

○ こと京都山田氏に２つ質問。この九条ネギに特化するというのは本当にすばら

しい決断だったと思う。次に米にいくという話があったが、九条ネギというのは

きわめて個性化を図った、それにより付加価値ができたのだと思うが、米につい

てもそういうことをお考えなのかどうか聞きたいのが１点。九条ネギに関して先

ほど産地表示の義務化という話があったが、これは権利化でも良いのではないか

と。今ちょうど、農林水産省が地名による特定の品目の制度を作ろうとしている

が、この制度についてどのようにお考えか伺いたい。 
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【こと京都 山田氏】 

○ 我々自身、九条ネギに特化してきたが、事業としてある程度利益も出てきた。

お世話になっている京都の美山地域は高齢化が進んでおり、誰かがこの地域を耕

作しなければならないというところもある。実際、米事業としてもかなり米価が

下落していて兼業農家の方も、もう米事業をしないという流れもある。逆行して

いるかもしれないが、逆に、我々みたいなものが守れるのではないかと考えてい

る。実際米事業でも、成功して利益をあげているところもあり、そこのモデル等

も去年１年いろんな形で勉強したので、十分に京都の美山では米事業として成り

立つのではないかという見方をしており、今年から米事業に入ろうと思っている。

ただ、どこまでどういう風にいけるかというのは、まだまだ米ビジネスに関して

は素人なので少しずつ進めていければと考えている。全国には成功事例もたくさ

んあるので、十分にやっていけるのではないかと考えている。 

○ 地域の特性の京都産の九条ネギのカテゴリーといった、地域を中心とした知財

であったりそういうものを守っていこうというのは、それはそれで十分にありが

たいが、飲食店の中食、外食で使われる加工品、外食で使われている野菜につい

ては国産ではなく海外からの仕入も多いというのも実際知っている。そういう中

で競争力をつけるという部分で、国産という表示をすることによって、お客さま

に選択肢が現れる。実際、そういう表示をしているところが少しずつではあるが

増えてきており、そこは売上げを伸ばしている。 

○ すべて国産で賄うとなると、どうしても単価が跳ね上がるということになって

しまうが、そういう所を強化することによって、今まで、価格競争が行われてき

たが、国産であればこの値段でしょうがないという気運をつくることも大事だと

考えている。そういう意味合いでは、今後、国の自給率、自給力をつけるのであ

れば、消費者側の選択肢による消費活動なり消費を促すような形をとれば良いの

ではないか。九条ネギを扱っている中で、国産を使いたいという声をこの頃よく

聞くようになった。他の野菜でも聞くようになってきたので、それをうまく外食

の方に促すことによって国産の消費が上がらないのかなと。今まで、生産の舞台

はコストを下げて低い単価でも利益が出るようなことを考えようというようなと

ころがあったが、それも限界にきている。食べる側にも国産というものを食べる

ということに対しての単価を払えるようなしくみも必要と考えている。 

 

【山口委員】 

○ 今度の新しい制度の地名特定によるブランド化の方向というのは、差別化がよ

り強くなって行く気がするが。 

 

【こと京都 山田氏】 

○ 強い効果が現れる部分もあると思うが、すべての地域がうまくいくのかなと思

う。全体的なことを考えると国産と海外産の区分けから始める方が良いのでは。

我々のようなニッチの世界の部分の表示もすごく広がりがあると思うが、すごく

時間がかかりそうな気がする。国産という部分のカテゴリーと両建てで行けば良

いのかなと考えている。 
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【山口委員】 

○ コンシューマーズ京都の原氏に。食品表示については、自分も食品メーカーの

人間なのでまったく同感。これから細則の議論に入っていく時に、お考えのよう

なことに沿っていくことを、我々も望んでいる。消費者やマーケットに正確な情

報を伝えることが大事だが、それを全部パッケージでやろうとすることには無理

がある。これだけツールが発達した訳で、それらを用いてどういうふうに分けて

公開していくかという考え方が片方で要るような気がする。どうしてもこの議論

をすると全部外装に載せないといけないという議論になってしまい、高齢者には

表示が小さいと見えない。両方考える事が大事、それがご主旨に沿うのではない

かと思う、全く共感している。 

○ 三晃のケースは中食、外食対応、マーケット対応のことも書かれていて、まさ

に世に言うマーケットインのことを各論で実践して取組まれているのは非常に大

事だと思う。フルーツは難しいので途中で断念されたという話があったが、果樹

部会で、果物においても中食、外食の攻め方があるのではないかという発言をし

ているので、是非、議事録を見てもらえればと思う。 

○ 近江八幡市の冨士谷市長から、地域創生の観点から全く力強い話だったと思う。

農林水産省になかなか受けられてもらえないという話があったが、特に今回の地

方創生は、各地域の個性を中核にしながら地域毎にどう違うまちづくり、むらづ

くりをするかというのが今回のポイントだと思う。その個性を中心にしたテーマ

をつくる。今の政府は特区構想による規制緩和の実験をすると言っているので、

是非、具体例について提案し、ここの地域についてはこうするといった規制緩和

のテストをここでさせてもらえないかと言う提案はあるのではないか。もし地区

で難しければ同じことを抱えたところと連携する手もあると感じた。 

 

【近藤委員】 

○ それぞれすばらしいその地域の特性にあった取組をしていて大変勉強になっ

た。農業では６次産業化とよく言われているが、その先についてどのように考え

ているか、こと京都の山田氏に質問。地域によっては６次産業化というのは、原

材料の季節性があるので、取組みづらい。いろんな投資をすると周年供給が必然

的に要求される。京都の場合、関西圏のマーケットに近いということもあって有

利に活かされていると思うが、下手に取り組んで失敗した例が山ほどある。農村

女性の家あたりでいろんな事をやって、今どうなっているかと言えば、ほこりを

かぶった施設がたくさんある。６次産業化ではなく、６次産業化の先を見据えて、

今どういう取組ができるかといったことをずっと考えている。 

 

【こと京都 山田氏】 

○ 我々の取り組みは６次産業化をしようと思ってしたのではなく、自社のものを

よりよく売るために、またそれを安定的に売ろうということで、生産者と連携を

組んでそれを加工販売するという仕組みになった。６次産業化は安易にしない方

が良いと思っている。販売戦略もなく加工だけしてそれを売ってもまったく売れ

ないと思っている。投資をした施設が実際稼働しているかというと、20％、30％

の稼働という話をよく聞く。自分自身、大事にしていて、またこれからも大事に
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したい考え方は、「こと日本」における考え方で、どのように共生できるか、和

して行うことができるかということ。生産者は自分の利益を 優先する方が多い。

グループの中に、良い時は入るが、悪い時は入らない。ロットが小さいことを考

えると、分母が小さいので取引ができない。分母を増やす為には一者でするのか、

グループを組むのか、グループを組まないことには今起こっている天候不順によ

る不作のカバーというのがどうしてもできない。農業者が強くなるには、ある程

度の量は完全に生産し、カバーしなければビジネスとして成り立たない。それを

どうやって行うかというと、生産者同志でのグループ化、同じ同志、考え方の者

がまとまり共同、共生でやっていくというのが、今後の農業を考える上でキーワ

ードになるのではないか。農業者は、「今回の台風で、自分のところの畑だけが

助かり利益があがった。うちは川一本はさんで被害があり利益マイナスだった。」

そういうことをよく言っているが、そういう考え方では今後の農業では難しいの

ではないか。「こと日本」では、全国を網羅する中で、ひとつの産地がつぶれて

もグループ全員で産地を補助する、そういう考え方を持とうと言っている。６次

産業化というよりも、産地間での生産者同士での共生なり和すというところがこ

れからの農業のビジネスに必要になると考えている。 

 

【山内委員】 

○ 福西氏と黒田氏に質問。福西氏のところでされている酒人ふぁ～むのコミュニ

ティ全体で農業を維持発展させていくということで仕事をされている方も含め

た、仕事の組み立て、年代別でのグループづくりは大変すばらしい。このような

良い例があるということを初めて知り、他の地域でも可能なところは使ってくれ

れば良いと思えるような事例だと思う。国民が納得できる見直しに期待あるが、

基本計画の見直しで一番期待しているところは何か。 

○ 三晃の黒田氏に。消費者にとって、世帯が小さくなり高齢化がくると、自分で

玉ねぎの皮をむくのも面倒で大変で。剥き玉ねぎの例など国産のものを使ってい

ただいて、シチュー用やスープ用など別々にそういうところまでそろえてもらえ

れば時間も節約でき消費者としてはすごく使いやすい。国産の加工素材拡大にあ

たり、基本計画で今回いくつか施策をいれているが、その中でどのようなものを

評価されるか、また付加した方が良いと思われる国としての施策について意見が

あればお伺いしたい。 

 

【酒人ふぁ～む 福西氏】 

○ 全てが期待。私たちがしている集落営農は本来の農業のあり方からすると邪道

かもしれない。農作業は土、日、祝日しかしない、月から金曜日までは会社勤め

という集落。しかし、私の集落は 90 世帯もあるのに昭和の終わりに保育園児が０

だったが、今日現在、うちの地域の中で一番多く保育園児がいる。20 数年でこん

なに変わった。スーパー農業者一人を育てても人口は増えない。地域全体を考え

て私たちの集落は取り組む、そういった世の中になるような基本計画の見直しに

期待。 
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【三晃 黒田氏】 

○ 業界の本音としては、コスト要求に対応しようと思うと、海外産を使わざるを

得ない。こと京都のニッチ戦略はひとつの商売のスタイルだと思うが、量販店の

対応を一生懸命している中ではどうしてもコストの問題につきあたる。加工業者

としての海外産の大きなメリットとしては、海外産は良いとこ取りの規格のサイ

ズが輸入され、加工歩留まりが非常に良い。北海道産など国内産を使おうとする

と、ＳサイズからＬＬＬサイズまで規格外のＢ級品までを加工するという中間コ

ストが掛かる。加工生産性をあげて歩留まりをあげてということに対応するのが、

カット野菜としては難しい課題がある。ただ、経営者として感じることは、ここ

３～４年で潮目が変わった。真正面から向かっても国産を使っていかなければな

らないタイミングが来たと感じる。１人の日本人としては国産を使っていくべき

かなと、経営者としてのはざまで悩むところが多い。一つの例として、中国から

冷凍サツマイモを天ぷら用に相当に輸入しているが、それではダメだと言うこと

で、10 年ぐらい前から茨城県産の紅あづまに切り替えてきて半々くらいまでき

た。日本の場合は、良いとこ取りではなかなか生産者の方が作れないので畑買い

をする。日本の農業と向き合うとペーストにするなど、加工に広がりを持たせる

必然性が生じ、非常に手間がかかる。茨城県土浦周辺の生産者の方にお願いして

いるが、年々高齢者も参加し、面積も拡大している。すべての品目での成功では

ないが、一つの取組としては大分やれるかなという感じを持ち始めた。 

 

【松永委員】 

○ 皆様のご意見を聞かせていただいて、大阪の都市圏を含んでいる関西の特性が

表れていると感じたのは、中食や外食、家庭用といった加工の種類自体が多様化

していて、そのニーズがこれからも右上がりで伸びてくるということを重要な課

題として受け止めた。その中で色々な課題とリンクしているということも改めて

わかった。加工食品が伸びるということは、自給率ともあわせて考える要素が必

要。ニッチの世界では産地表示により国産需要も担保できるかもしれないが、あ

る程度の量を扱う会社化、組織化を大きくなると海外生産品を加工していくとい

うことが経営体として必要になると感じた。安定供給の面とコストの面と双方の

ニーズを考えていかなくてはいけない。 

○ 二つ目は「こと京都」の山田氏がおっしゃっていた農家の低所得性、稼業で

3,000 万円ぐらいでやっていける農家というのが十分ある。プラスαで組織化し

たり法人化して企業経営に乗り出すところは少ない。これは日本全体の農業の問

題を表していると思う。強い農業を作って所得倍増という話、反面そこそこやっ

ていける生きがい農業的な側面というのを農業は含んでいる。そうした二重性が

あるということを改めて認識した。 

○ 関西の特徴として改めて思ったのは、滋賀県はおそらく全国２位か３位くらい

の集落営農の組織があると思う。そうした中で地域ぐるみの二種兼業農家が主体

となった集落営農ということに非常に特徴があるということ。集落営農ならでは

の問題として、労務の対価として役員がほとんどボランティアでやっていると、

兼業に抵触するということ。これは先ほどの二重性との問題と非常にリンクして

いるのかと思う。高齢農家が増えて、年金があるから農家をやっていける、そこ
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そこ直売所で売っていけばやっていけるという構造が底辺にある。 

○ 集落営農といっても、やはり全国的にみれば、高齢者が主体の集落営農組織が

多いと思う。その中で法人化というのが進んで、法人の組織率も増えている。「酒

人ふぁ～む」は４つのグループに分けられていて、半数近くが 55 歳以下というの

は経営体としては若い集落営農だと思う。そうした集落営農は都市近郊でこれか

ら増えてくる可能性があると思う。サラリーマンをしながら土日に農業。半農半

Ｘと言葉自体が京都で産まれた関西ならではの概念だと思うが一方で働きながら

週に半分農業を行っていく、そこはグレーゾーンであり、政策として抜けていた

範囲。食べていく、それから経営体として力強い農業をやっていくそういう中で

どういう支援が必要か国として考える宿題をいただいた。 

 

【近江八幡市長 冨士谷氏】 

○ 先ほど山口さんがおっしゃった特区は我々も考えた。今の地方創生がどうとい

うより平成 12 年に地方分権一括法という法律ができ、分権を推進していくという

観点から申し上げた。特区にしても国が権限を持っている。これを認めてもらう

のにどれだけの年月がかかるかわからない。分権社会をまだまだ推進していかな

ければならないのに、逆行していると感じる。 

○ 特区も十分考えたが非常に時間が掛かるし、結局は国の許認可。それよりも、

基礎自治体に権限の委譲を。国交省の建築確認などは基礎自治体に権限が降りて

いる。相当権限委譲されている。農林関係では権限委譲が少なく、町づくりにお

いて農林水産省は非常にバリアになっている。 

 

【コンシューマーズ京都 原氏】 

○ 食品表示行政に関しては消費者庁という組織ができ、消費者庁と厚生労働省と

農水省の連携の中で国の政治が動くということになっている。その連携をどうう

まくやっていくのかを考えて欲しい。合わせて地方自治体との連携も。京都市の

食の安全の審議会の委員をしているが、食品表示にかかわって京都市は何ができ

るのかと尋ねた時に、何もできないという話。景品表示法で都道府県知事に一定

の権限が与えられるということで局面が変わると思う。地方自治体では食品衛生

監視員が多数いる。その人達が現場で業者指導をしている。こういう取組と国の

動きがうまく連携できればと思う。 

○ また食品マークがいろいろあるが、あまりにも多くなりすぎてよく分からない。

例えばＪＡＳマークも、３つか４つ並べて説明しろと言われてもできる人はほと

んどいない。これを機会にマーク制度の簡略化、統一化を考えて欲しい。 

○ 以前、食料自給率向上のために、米の消費拡大運動があり消費者団体も協力せ

よということで、補助金も出たことがあった。ところが、二の矢三の矢がなかっ

た。あれは何だったんだと 10 年振り返ると言わざるを得ない部分がある。食育と

いう運動もみんな良いことをしているが、どういう意味でしているかと一度議論

したら訳がわからなくなった。京都の食育だと、一流の料亭の出汁の取り方や、

お寺に行って子どもがお茶をいただくという取組をしている。それは食料行政と

の関係でどういう効果が得られると考えているのか。それ自体は大事と思うが、

そういうのが総括のしようがないというところにきている。 

65



 

○ フードマイレージという言葉だけとれば意味がありそうに思うが、国産のハウ

ス栽培のエネルギーの使い方は？、買ってきた後の保存、調理の仕方などを考え

た場合は？などトータルで見たらフードマイレージという意味がわからなくなっ

てしまう。 

○ この 10 年間の総括をすることも、この委員会の議論として大事にして欲しい。

行政機関がプランを作る場合、ＰＤＣＡが重要だが、プランプランプランとなっ

ているのではないか。食料自給率を上げようといったが上がっていない、みんな

頑張ったけど上がっていない。このあたりはきちんと深めてもらわないと次の手

がでてこない。そういう意味で食料自給力の指標となったのだろうが、その場合

書かれている試算の前提を見て、こんな前提で良いのだろうかと思う。これこそ

現実性のない前提。前提を見直してもらいたい。日本生協連の要望書でも食料自

給力の有効な指標を出してもらいたいと挙げていると思うが、どういうのが有効

な指標か、この場では無理かもしれないがみんなで考えていかなければと思う。 

 

【山口委員】 

○ 行政の横の問題の統一化の問題やＰＤＣＡについては、むしろ農林水産省から

回答してもらった方が良いと思う。一点目の消費者庁、地方自治体も含めた連携

というのは全く私も同感。消費者庁の参与をしていて参与会の中で全く同じ事を

申し上げている。３つの表示法が一つになるときに方向付けは出来ていたのだが、

どうして地方自治体と連携できないかと。特に東京は常に国より一歩進んだよう

な制度作りをしている。完全には整合性がとれていない。わたしども全国に商品

をだしているところは厳しい方に合わせていく。国行政と地方行政の連携をして

欲しい。そういう声があちこちから出ている。 

 

 

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（九州ブロック）議事概要 

 

１ 日 時：平成 27 年１月 19 日（月）13:30～16:00 

２ 場 所：熊本市 熊本地方合同庁舎Ａ棟 １階講堂 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：大澤 洋一氏   農事組合法人熊本すぎかみ農場代表理事長（熊本県熊本市） 

農業者：羽田野由紀子氏 羽田野ファーム（大分県豊後大野市） 

消費者：木下 幸子氏   福岡県地域婦人会連絡協議会会長（福岡県福岡市） 

実需者：神﨑 健司氏   小値賀町総務課企画係主査(長崎県小値賀町） 

自治体：福田 博史氏   鹿児島県農政部長（鹿児島県） 

 ② 企画部会委員：近藤委員(座長)、市川委員 

 ③ 事務局：農林水産省大臣官房政策課 天羽課長、食料安全保障課 中島食料安全保障専

門官、消費・安全消費・安全政策課 吉岡課長、農村振興都市農村交流課 鹿

糠企画官、農林水産技術会議事務局研究統括官(食料戦略・除染)室 小林研究

専門官 

九州農政局 井上局長、氣多次長、瀧戸次長、坂本生産部次長、福永経営・事

業支援部長 

 ④ 一般傍聴者：約 30 名 

 

 

４ 地域の有識者による意見・要望 

【熊本すぎかみ農場 大澤氏】 

○ 今後もこの地域の若者が定着して地域の自治会とも協力しながら、農業の暗い

イメージを変えて活力ある農村づくりをする地域企業として立ち上げた。 

（農事組合法人熊本すぎかみ農場 徳永事務局長） 

○ 地域の担い手育成（人作り）、農地を守り地域コミュニティの維持・発展（地

域作り）、話し合いによる解決と相互の融和を確立（組織作り）、信頼ある食料

の供給（産地作り）の４つの基本理念で経営していこうということで設立した。 

○ 13 集落にまたがるため各地域から４名ずつ運営委員をおいた。うち２名は女性

である。法人としての活動を役員、理事を中心としながら、運営委員を含め行っ

ている。 

○ 法人の取組として力を入れているのが、大豆、水稲、麦による作物のブロック

ローテーションである。ブロックローテーションと作物の団地化を目指す際、組

合員が 13 集落にまたがること、ペーパーだけの説明ではなかなか理解が示され

ないことから、熊本県の土地改良連合会の地図システムを利用して取り組むこと

を計画している。また、中間管理機構、県の指導事業を使って取り組むこととし

ている。 

○ 当地区には、現在コンバインが約 90 台、田植え機も同じくらいある。これを高

性能機械等に置き換えて計算すると、コンバイン、田植え機とも各 20 台前後で

良いという計算となるので、機械化整理合理化計画について県の事業、指導を受

けながらやっていこうと考えている。これは、いろいろな個人の担い手が一緒に
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なって当地区のためにやろうということで提示したもの。 

○ 当法人も農産物の高付加価値を高めるため、６次産業化を婦人部にがんばって

もらおうという計画がある。 

○ 当杉上地区の農業を後世に残すために、地域農業として取り組んでいくことを

理念に掲げている。 

 

【羽田野ファーム 羽田野氏】  

○ 私は小さな繁殖農家であるが、今の政府は大きな農家だけを支援し、小さな農

家の後押しをしてくれないと私は感じている。 

○ 私は「全国縦断いきいきネットワーク」の理事をしており、皆様のご支援をい

ただきながら、去年の８月に 10 周年を迎えた。ここの理事を務めていることが

きっかけとなり、大分県にも畜種を超えた農家の集まりを作ろうと考え、中央畜

産会の支援のもと２年ほどの期間を経て作った。初代の会長として３期務めた

が、そろそろ若い人が会長を務めるべきと考え、若い人にバトンタッチし会長を

退いた。 

○ 畜産は後継者育成がなかなか難しい。野菜等であれば、春植えれば夏から収穫

ができてお金になるが、牛は２年、３年経たないとお金にならないため、後継者

育成がなかなか進まない。 

○ 地元にいる若い人に後継者になりなさいと言っても、相場ものなので不安であ

り、後継者になることを決断するのは余程のことが無いとできない。 

○ 畜産の方にもう少し暖かい目で政府が対応をやらないと、本当に日本の国から

畜産が無くなる。だから私はそういうことにならないよう、できるだけ後継者を

育成するよう、畜産振興会、中央畜産会の方にお願いしたりしている。 

○ 後継者を育成することについて、私が住む豊後大野市でも県外から若い人が就

農してきている。就農して５年間は年間 150 万円の補助金があるが、５年経つと

無くなる。５年後からどうするかということが重要。 

○ 豊後大野市の主な農産品は、ピーマンと甘太くん（さつまいも）、さといもで

あり、中でも、ピーマンは沢山の量が西日本の市場に出回っていると思うが、補

助金が無くなった後にピーマンだけの経営で若い人が子供を育てて生計を立て

ていくことは、無理だと私は思う。就農した時点からピーマンと何かを組み合わ

せるといったことを指導する等や、指導についても政府や専門家の先生にばかり

頼らず、地域の人達が指導する能力を身につけるということも考えて行かなけれ

ばならないと思う。 

 

【福岡県地域婦人会連絡協議会 木下氏】  

○ 食品の安全・安心については生産者から消費者までの一貫した対策が必要では

ないかと思う。 

○ 加工食品の原材料に何が使われているのか不安があり、偽装問題が後を絶たな

いのが現状である。これはモラルの問題と思うが一刻も早くこのような問題が発

生しないように、啓発活動を行う必要があると考えている。 

○ 生産者及び製造業者の意識について、人材の育成と技術の向上に努めていただ

けないかと思っている。 
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○ いろいろと今からお話しを皆様から聞きながら、私どもの消費者団体としてい

ろんなことをお尋ねし、より一層すばらしい安全・安心な食を提供していただけ

るようお願いしたいと思っている。 

 

【小値賀町 神﨑氏】 

○ 平成 15 年に一度民泊の規制緩和で厚生労働省が全国的に緩和を行ったがまだ

厳しい。その後、都道府県レベルで規制緩和が行われたりしている。長崎県は平

成 17 年３月に民泊に対する規制の緩和を行った。次々と都道府県で規制緩和が

行われているが、私の知っている範囲では全国の中でも半分の地域だけが規制緩

和している。全国的に規制がバラバラというところが課題と思っている。 

○ 民泊に登録するとき、結構、お金がかかる。民泊登録手数料21,000円から22,000

円ぐらい、また、お風呂の水をなぜか検査しないといけなくて、毎年 15,000 円

を個人で払っている。これが民家では結構負担になっており、今の 40 軒から、

なかなか増えていない状況。 

○ お客様から一人当たり 8,640 円いただき、中核組織のアイランドツーリズムを

運営していくにあたっての手数料として、１／３を事務局の方でいただき、残り

を民家（民泊登録者）に渡している。民家に渡す分をもうちょっと増やしていけ

れば民家の登録件数も増えてくるのではという意見をアイランドツーリズム協

会から聞いた。 

○ 今の民家の年間収入について、40 軒中５軒ほどで概ね 100 万円というところが

出てきた。最初の頃は数十万円程度だったが、こういった感じで半農半観で新た

な収入を手にする民家が増えてきた。 

○ 南島原市の方は 150 軒も登録が進んでいるそうで、２／３のリフォーム代が補

助として出るようだが、小値賀町みたいな小規模自治体や過疎地域等の人口が何

千人とかという小さいところでは厳しい。こういったリフォーム費を国レベルで

支援できないか。 

○ 旅行者が行きたい都道府県ランキングというものが有り、毎年、殆ど変わらな

いが、上位は北海道、沖縄、京都。同じようなランキングで自分の住んでいる地

域が好きというものがあるが、上位は、北海道、沖縄、京都である。つまり、自

分が住んでいる地域が好きという地域は、旅行者も訪れたいというのが最近の動

向のようである。 

○ いろいろな所を回らしてもらったが、殆どの地域の人は自分の地域が大好きな

ようである。しかしながら、行政のサポートや中間支援組織等をどうやって立ち

上げたらいいのかというところが、なかなか解らなくて（ツーリズムが）進んで

いない地域が沢山あるように見受けられた。私達も出来るところは今後もサポー

トするが、規制緩和や補助について国レベルで行ってもらえればと思う。 

○ 今回の意見交換会のいろいろな資料を見させてもらったが、結局はきっかけ作

りだと思う。きっかけ作りとは、50 年後、100 年後にその地域がそこに残ってい

けるかどうかというために頑張るための目標、目的作りなので、10 年後ではなく

て 50 年後 100 年後まで見通したいろんな取組を、今後も地域の人と行政と観光

協会みたいな団体が一緒に取り組んでいければ、このグリーンツーリズムに関し

てはもっと進んでいくと思う。 
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【鹿児島県庁 福田氏】 

○ 鹿児島県は、地域的な特徴として畜産、畑地が中心であり、また、中山間地域

や離島地域などの条件が必ずしも良いとは言えない地域も抱えている。これらの

地域の農業・農村の所得が十分に確保されるよう地域の実情を踏まえた計画にし

ていただきたい。 

○ 食料の安定供給の確保について、食料自給率の説明があったが、地域の生産実

態等を踏まえ、現実に合った生産量や需要量を想定した目標値を設定していただ

きたい。特にお茶や花は、カロリーベースの食料自給率に寄与することのない作

物だが、本県では盛んである。 

○ これらについては、和食の継承、和の空間の発信の一環として、需要拡大も図

れるような食育の推進が必要である。 

○ 畑地かんがい等の施設等を活用して、畑作営農の大規模経営法人等が発展して

きているが、農産物価格が不安定な状況になると大規模な経営ほど影響を受ける

ので、セーフティーネットの充実が必要ではないかと考えている。 

○ ６次産業化に取り組む農林漁業者へのサポートの充実は、続けていただきたい

と考えている。もう一つは６次産業化のみならず食品関連産業の維持・発展と成

長を促進するための施策が必要であると考えており、現在、６次産業化を進める

に当たってＡ－ＦＩＶＥ等による出資等もなされているが、食品関連産業にも同

様の資本供給等の支援が必要ではないかと考えている。 

○ 輸出については、鹿児島県では牛肉を中心に進めているが、新規の市場開拓等

になると単独では非常に難しいところがあるので、国が進めているオールジャパ

ンの取組を更に加速していただくとともに、ＦＢＩ戦略に取り組む事業者への支

援強化など、輸出体制の整備を一層進めていただきたい。 

○ 鹿児島県は大消費地に遠いということもあり、長距離輸送におけるドライバー

不足、コスト高といった最近の状況に対応した流通体系の確立も必要ではないか

と考えている。 

○ 現在、ＴＰＰ、ＦＴＡとＥＰＡを進められているが、農業への影響が大きく、

食の安全・安心、食料の安定供給には十分配慮していただきたい。 

○ 農業の持続的な発展について、農地中間管理機構等を活用した農地集積を行っ

ているが、条件の良い所は進みつつあるものの、中山間地域等の条件不利地域で

の農地集積の手法や農地の利用権設定の手続き等の面で、地元ではなかなか進め

づらいという声もあるので、これらについては更なる制度改善をお願いしたい。 

○ 飼料用米、加工用米等の推進も行っているが、今の施策をある程度長期的な視

点に立って進めていただき、生産者に不安のない形で水田のフル活用対策を進め

ていただきたい。 

○ 鹿児島県の特産作物であるさとうきび等については、地域の実情に配慮した品

目別経営安定対策を講じていただいているが、引き続き維持をしていただきたい

と考えている。 

○ 肉用牛の繁殖基盤の維持・拡大については、鹿児島県においても飼養頭数が年

々減少傾向にある中、何とかこの傾向を食い止めようということで、国の施策も

活用させていただきながら取り組んでいるが、地域ぐるみでの取組による繁殖基
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盤の強化について支援をお願いしたい。 

○ 農村の振興については、多面的機能の維持・発展を図るため、日本型直接支払

制度について継続していただきたい。 

○ 特に集落で問題となっているのが、取り組みたいけれども、誰が事務的な手続

き等をやっていくのかといった受け皿の関係で、なかなか取り組めないというよ

うな声を非常に多くの集落、地域から聞いている。組織や人材の育成・確保対策

というのが必要になってきており、これは他の施策も同様である。集落段階での

施策の展開を図っていくためには、この辺りの対策も併せて考えていかないと、

なかなか進まないのではないかと考えている。 

○ グリーンツーリズム等については、修学旅行生の受け入れ等で交流人口の増加

が図られつつあるが、引き続き支援をお願いしたいと思っている。 

○ 鳥獣被害対策については、現在、国の交付金等で色々措置していただいている

が、引き続きソフト、ハード両面にわたる支援策をお願いしたい。 

○ 団体の再編整備等については、農協改革をはじめ色々と検討されているが、農

協なり農業委員会が地域に一定の役割を果たしており、行政とも一体となって施

策を推進している面もあるので、関係者の意見を聞いた上で慎重かつ丁寧な議論

を行うことが必要であると考えている。 

 

 

５ 意見交換概要 

【市川委員】 

○ 大変、興味深いお話しをお伺いできて感謝する。私の方から、素朴な質問をさ

せていただきたい。最初に熊本すぎかみ農場の大澤様。大変、大きな決断をされ

てこの組織化をされたと思う。また、こういう沢山の農家の方の同意を得ながら

というのは、本当に、汗を流されなければ出来なかったことではないかと思う。 

○ 昨年、既にスタートされているとのことであるが、このような大きな組織にな

ればなるほど、そのけん引力というか、舵取りというのが大変重要になってくる

のではないかと思うが、そのあたりで、何か特徴やこういう事を考えているとか、

逆に、こういう支援が欲しいとかというものがあれば、お聞かせいただきたい。 

○ 羽田野ファームの羽田野様。繁殖農家の大変なご苦労をされているということ

をお聞かせいただき感謝する。企画部会、畜産部会の中でも日本の畜産の現状に

ついては、いろいろな議論がなされているところである。国の政策として、大規

模を目指してきたということもあるが、決して、小さな畜産農家が見捨てられる

ことにはならない政策が進められていると認識している。 

○ 政策の中でも後継者をつくっていくためには、まだまだいろんな面で足りない

ところがあると認識されているものと受け止めたが、国では小規模の畜産農家や

高齢の担い手の経営支援策として、コントラクターであるとか、いろんな組織を

利用した取組というものが提案されている。そのような支援策を羽田野さんが実

際に利用される、或いは、これから利用するに当たって、もっとこうなって欲し

いとか、これは難しいとか。何か問題意識があればお聞かせいただきたい。 

○ 木下様から、消費者団体としての食の安全に関する取組をお聞きして、大変心

強く思った。私も小さな消費者団体の代表をしており、食の安全、それから、私
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たちの安心の部分について興味と関心を持っている。 

○ 食品表示の加工食品の原料・原産地表示のところについては、近いうちに議論

されるのではないかというような状況。原材料への不安について意見を述べられ

たが、表示について消費者が何をどこまで求めているのか、非常に難しいと思う

が、代表されている消費者団体の中で、表示に対する何か要望があるのであれば

具体的に聞かせいただきたい。 

○ 長崎の小値賀アイランドツーリズムの取組について、大変興味深く聞かせてい

ただいた。新聞社も含めて、いろいろなところから評価をされているということ

だが、このようなすばらしい取組を生み出す企画力というのか、そういうものを

生み出す原点というのは一体どこにあるのかお聞かせいただきたい。 

○ また、小さな町や村でも、取っ掛かりをつかみたいという所に対して、参考に

なるようなものを何かお持ちであればお聞かせいただきたい。 

○ 鹿児島県の福田様からは、鹿児島県の要望ということで、沢山お聞かせいただ

いた。実は私も鹿児島県で高校生の時までを過ごしており、火山灰の土地柄や、

農業が主体であったと認識している。 

○ 鹿児島県は、農業の分野で結構力を付けて成長していると認識している。特に、

「黒」ということにこだわったブランディングの凄さに感心する。先ほどの神﨑

さんのお話とも共通するが、地域おこし或いは６次産業化というときに、ブラン

ディングというのは非常に重要だと思うが、鹿児島県で上手くいっているブラン

ディングや上手くいった何かコツみたいなものがあれば、今後の参考のためにも

是非お聞かせいただきたい。 

○ また、お聞きした沢山の要望の中で、食料自給力の話については、農水省の事

務局の方からもお答えが出ると思う。自給力の指標化については、企画部会の中

でも議論が行われ、「目標、指標化してほしい」という意見、「それはやっぱり

無理ではないか」という意見が出ている。私としては、食料自給力の指標につい

て具体的な目標にするものではないとの認識を持っている。 

○ 気になることとして、鹿児島県から長距離輸送をして物を中央に届けるという

ことで、土地柄、地域柄から仕方ないということだと私も良く解るのだが、例え

ば、牛とか、生きたものを丸ごと東京まで運ばなければいけないのか。これから、

なるべくエネルギーを消費しない農業の進め方ということを視点に入れると、な

るべく現場、現地で輸送のコストもなるべく少なくなるよう進めて行くのが良い

のではないかと私は個人的には思うが、これについて、今後、どの様に進めて行

かれるのかお聞かせいただきたい。 

 

【熊本すぎかみ農場 大澤氏】 

○ 組織立ち上げについて、これだけの人数・面積なので、それなりに産みの苦し

みはあった。ただ、大きなバックボーンとして、もう、こういう大きな農政の流

れであるということがみんな理解出来ており、総論は賛成、各論は反対という状

況で、理解はしていても人的な問題、例えば「大澤が世話をするなら、これには

参加しない」とか、そういうところが田舎にはある。ただ、そのことは、時間が

経過すれば解消し、法人への参加が人数的にも面積的にも増えてくると思ってい

る。 
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○ ただ、先ほど申したとおり、発足してからまだ２か月足らずなので、あんまり

大きなことは言えないが、農地は基盤整備されているがバラバラに飛んでおり、

非常に無駄が多い。また、農家は隣が機械を買うなら我が家も買うというような

観念があったが、これにももう限度がある。いかに経費を節減するかというのが

大きな目標であり、そこに、「渡りに船」と申しますか、農地中間管理事業があ

ったので大変助かっている。 

○ 今後は、地域の 500 町全てを出来れば個々人の担い手と共存・共営しながら、

地図情報を利用した大豆のブロックローテーションでの作付けや、水路ごとの米

の中生・晩生の作付けを行うことで、コストをいかに下げるかが我々の目標であ

る。 

○ 我々が地区説明会をするときは、県をはじめ、市、ＪＡ、農業委員会に非常に

お世話なって有り難かった。今後とも国をはじめ、県等から人的な支援や情報提

供をいただければ幸いに思う。 

 

【羽田野ファーム 羽田野氏】  

○ 組織を利用した取組について、市町村合併の前はヘルパー事業というものがあ

り、朝地町の方に国からヘルパー事業として補助金が来ていた。市場出荷や登録

を受ける際には、綺麗な状態で牛を連れて行くため、爪切りや、市場への運送、

引き込み作業についてヘルパー事業を利用していた。ヘルパー事業では、１／３

や１／２の補助金があり、加えて 60 歳以上の女性については、引き込み作業が

無料であったが、今は合併や国の予算がどんどん減らされたことで、ヘルパーの

作業をする人はいるが、利用する人が少なくなった。 

○ それぞれ畜産農家は輸送する車を持っていないため、運送については１／２の

補助がある。一旦、口座から 6,000 円差し引かれ、政府からお金が来たときに精

算し、3000 円が生産者に戻ってくる。 

○ 市場での引き子（牛を市場内や競り場に移動させる作業員）の利用料は高いの

で、生産者同士で引き合っており、除角や爪切りをしないといけないが、全額が

自己負担となるため負担できない。このような状況を踏まえて、ヘルパー事業の

ことを政策の中で考えていただけないかと思う。また、他の地区ではどのような

ヘルパー事業があるのか、或いは、良い知恵があれば教えていただきたい。 

 

【鹿児島県庁 福田氏】 

○ ブランドの話について非常に評価していただき感謝する。 

○ 鹿児島県は元々色々なものを豊富に生産できるが、市場への発信力が非常に弱

い、ＰＲがヘタと言われてきた。かごしまブランド確立運動については、平成元

年から 20 数年続けてきた。最初は定時、定量、定質という市場向けのブランド

化を進め、カボチャ、さつまいも、ばれいしょなどは一定の評価もいただいてい

る。畜産についても、鹿児島黒牛、かごしま黒豚のブランド化を進めてきている。 

○ 一方で、消費者に直接手に取ってもらえるためには、もう少しアピールしたり

ＰＲしたりのひと工夫が必要ではないかということで、例えばマンゴーについて

は、沖縄県や宮崎県が有名であるが、「かごしまのマンゴー」ということで、「か

ごしま」を前面に打ち出した売り方で売っていこうと考えている。 
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○ 今後は、このような「かごしま」を前面に打ち出したＰＲを始めとして、消費

者に直接訴えていけるような対策を考えていきたいと思っている。 

○ 輸送体系については、牛の場合、県内に牛肉の処理・加工施設があり、ほとん

どは県内で処理・加工してから出荷する形態になっている。今の問題は、特に、

加工・業務用野菜である。例えば、鹿児島県からキャベツなり大根を出荷しても、

大消費地の近くでカットやスライスといった一次加工がされている。大消費地で

加工を行えば残さがゴミとして出ることになるが、産地で加工した場合には残さ

が出ても堆肥化して耕地に還元できるというメリットもある。 

○ 加工を産地側で行うメリットを出すための技術的な研究であるとか、農家等に

とって取り組み易くするための加工に対する指導・助言ができないかということ

で加工技術拠点施設を整備中である。産地の中で付加価値をつける。また、産地

で一次加工することによって輸送コストが減ると考えており、委員がおっしゃる

方向性と同じ方向性で検討していきたいと思っている。 

 

【近藤委員】 

○ 私の方から、特に肉は、既に加工して出荷するという形をとられているが、最

近、青果でも、キャベツ１個、だいこん１本では売れなくなって、加工、さらに

一歩進めた総菜というのが非常に増えている。例えば、熊本の例と思うが、市場

の仲卸と農家の法人あたりがコラボして、カットをやるとか、そういう例がいく

つか出ている。 

○ 私は長崎県の西の外れである、鹿児島県は南の外れと言うが、外れた地域でや

り始めると、どうしても周年供給が必要になってくる。地理のハンデが価格のハ

ンデとなり、競争力が無いというところで話が止まってしまうが、その点につい

ては鹿児島県はどの様な考えか。 

 

【鹿児島県 福田氏】 

○ おっしゃるとおりで、特に業者からは周年供給の手配がしやすいところに立地

するのが良いと聞く。我々は今まで、そのような川下の方々のご意見を上手く把

握できていないところがあったので、今度、そういう情報も取り入れながらやっ

ていこうと思っている。 

○ そういう中で、周年供給をどうすれば良いのかということで、色々な広域的な

試験研究、例えば、流通構造の関係の試験研究に取り組むとともに、収穫期をず

らすための栽培技術や貯蔵しておくための技術も併せて開発していく中で、課題

を少しずつクリアしていこうと考えている。 

【福岡県地域婦人会連絡協議会 木下氏】  

○ 表示の問題も然りだが、まず、高齢者が多くなっているので、安全・安心なも

のを提供していただくことが第一ではないかと思っており、それには、表示をし

っかりとやっていただきたいと思っている。 

○ 今日も、熊本駅に着いて、ピーナッツのお菓子を買い求める際、「このピーナ

ッツはどこ産ですか」と聞くと、「アメリカ産」とおっしゃった。裏を見たら表

示に書いていない。「国産のピーナッツは使われていないんですか」と聞いたら、

「向こうの方にあるのが国産のピーナッツを使ったお菓子です」とおっしゃっ
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た。変に取られても大変だと思い、「ちょっと私気になったものでお聞きしたん

ですよ、ピーナッツといったら千葉産と思っていたのに、福岡で熊本産のピーナ

ッツを沢山貰っていたので、熊本は沢山ピーナッツがあるのかなと思ってお尋ね

したんですよ」と言って、買ってきて皆さんに見ていただいたが、結局、アメリ

カ産と表示されていない。 

○ いつ何を買うにしても、中国産については会員達が良く言わない。中国で縫製

した衣類でも結構立派に作られているものもあり、中国産の全てがダメという訳

ではないが、１回、悪いイメージを受けると全てが悪くなるということがあるの

ではないか。 

○ 私どもは、福岡県のお土産のお菓子の表示がどうなっているか、過剰包装され

ていないかについて、１年に１回審査会に行くが、原料の分量が一番多い方から

表示されるということについていつも聞いている。まず、表示がどういうふうに

されているか、自分たちがきちんと勉強しないといけないことを会員の役員さん

達に継続して言っている。 

○ 賞味期限・消費期限というようなことを、私たちはしっかりと見させていただ

いているが、そういうことまで気がつかない方が沢山いると思うので、まず、「い

つも買う時には必ず裏を見て買いなさいよ」と継続して気長に言っているが、言

い続けていると、最近、非常に「どこ産、どこ産」と言い出したので、あまりこ

の事だけを言ってもダメかなという気もする。 

○ 私たちは、まず、産地の表示を重視して勉強している。今日は熊本や大分の生

産者の方も出席されているが、立派なものを生産されていると思うので、正々堂

々と自分の県、名前を書いて出荷していただければ有り難いと思う。 

○ 今、高齢者が多くなり少量ずつ買うようになったことで、スーパーマーケット

以外にコンビニとかで買われる人も増えてきている。そういう所もきちっと表示

をしていただきたいと考えている。 

 

【小値賀町 神﨑氏】 

○ 小値賀町のアイランドツーリズムは全国で初めてやったが、地域活性化でやっ

ていく上で、必要な５つの要素がある。１つ目が「課題や理念の共有」、２つ目

が「キーパーソンの存在」、３つ目が「資源の価値の発見」、４つ目が「ツーリ

ズムを推進する中核的組織と行政のサポート」、５つ目に「収入の獲得」、この

５つが合わさった時に初めて条件不利地域でもツーリズムが成功するのかなと

思う。 

○ 小値賀町の場合に当てはめると、「課題や理念の共有」ということで、９年前

までは今では考えられないぐらいの閉塞感だったが、その頃、市町村合併の問題

があり、51 対 49 くらいのギリギリの割合で合併反対になった。それがちょうど

良い機会になって、小値賀のために何をすればいいのか、何が課題なのかという

ことで、10 年前に課題の洗い出しを行政も住民も行った。 

○ ２つ目のキーパーソンの存在ということで、市町村合併のタイミングと一緒に、

ツーリズム業界では有名な高砂さんという方が、Ｉターンで小値賀に移住してこ

られ、その方が、３つ目に資源の価値の発見ということで、小値賀には豊かな自

然はあり、一番の宝の「人」というものがあるじゃないかと、人と交流させる民
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泊というのをやってみないかということを町の方に提案された。 

○ 人が来て交流するだけでお金が入るのか、人が来るのかというのを全員が疑問

視していたが、そういったものもキーパーソンの高砂さんが再発見させてくれ

た。推進するアイランドツーリズム協会の立ち上げも、その高砂さんが行政と一

緒に一から作り出していって、ものすごいスピードで、平成 17 年に推進協議会

が立ち上がって、18 年には民泊の運営がスタートして、わずか２年で世界のトッ

プまで行ってしまった。 

○ そういう中核的組織も作り上げていただき、収入についても、資料には１億円

と書いていたが、今はもっと増えていて実は２億円近くまで到達している。10 年

前までは観光協会の職員が２人だけ雇用されていて、それも役場の補助金に頼っ

ており、売上も２千万円くらいしかなかったが、今はもう売り上げが２億円、従

業員も 20 人くらい、交流人口も１万人から２万人近くまで増えている。 

○ 今は毎週のように全国各地から視察とか修学旅行とか訪れて、そういったもの

が重なって、10 年前までは小値賀に来ても何も無いと言っていた町民の人達が、

今では民泊があるから、古民家があるから、世界遺産の教会が出来るからと、胸

を張って言えるくらい住民力が高まっている。この５つの要素が他の地域にも当

てはまると、どんどん成功事例が出てくると思う。 

 

【一般傍聴者／福岡／行政／男性】 

○ 今までの論議で無い部分で、私どもの取組の中で、なかなか進まないという所

があるので、少し、今後の論議の中に入れていただけないかと思う。 

○ 自給力で出てくる技術と申しますか、その辺の論点でありますが、私どもの久

留米市の農業を振興する視点で、私どもの地域に、元の国の野菜茶業試験場（現

在は農研センター）がある。その辺の技術をどう生かそうかということで、連絡

会議等やっているが、なかなか現場と繋がらないと言う。別に、一昨年、九州大

学農学研究院と連携協定を結び、その辺の知恵を借りようとやっているが、なか

なか難しい状況が続いている。 

○ 特に、今後の農業の展望を考えたときに、新しい技術をどう導入していくかが

重要な視点であると思うところがあり、特に、研究機関との連携をどう現場化し

ていくか、そういうところをもう少し、後押ししていただければと思っているの

で、意見として申し述べさせていただいた。 

 

【市川委員】 

○ 今、いただいたご意見について、私は農業に関する技術開発は大変重要だと企

画部会の中でも発言している立場。何が重要かというと、技術とか研究、そうい

うものを単に研究するのではなく、いかに農業、現場の人たちに、うまく、早く、

必要なときに、必要な技術が活かせるかということが大事と思っている。 

○ 一生懸命、研究機関の方々それぞれはやっていらっしゃると思う。学術の部分

と研究技術という部分の連携を取るのは、大きく全体を見る国で取り組むことも

必要と思う。しかし、一番大事なのは、地域で農家の人がいったいどういう要望

を持っているとか、具体的なニーズを把握して、このニーズに応える技術がいっ

たいどこにあるのかという様な、もうちょっと絞り込んだ問いかけをされると、
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もっとスムーズに技術や情報に対する需要と供給のマッチングが早まるのでは

ないかと私は素人ながら思っている。実際問題として、その辺に、課題をかかえ

ているのか。 

 

【一般傍聴者／福岡／行政／男性】 

○ そういう所で悩んでいる。ニーズを出してもらえばきちっと答えるという論点

だけでは、現場からこれが悩みだという形でなかなか出てこないというのが現状

だと思っている。 

○ どちらがどう歩み寄るかとなるが、他の研究分野もそうだが、研究機関と現場

の間で翻訳してくれるというか、そういう役割の方が必要じゃないのかと思う。

おっしゃる趣旨は良くわかるが、なかなかその垣根が越えきれない。 

○ 悩んでいる方も悩みを形として提示することが難しい状況にあろうかと思うの

で、両方をわかっている人間が、少し、コーディネイトしてあげる、これは農業

だけではない話になってくると思うが、そういう部分が大事かなと考えている。 

 

【農林水産技術会議事務局】 

○ 技術開発の関係で特にご意見があったので、技術会議事務局の方で、今考えて

いることをお話させていただく。ご指摘の技術開発の成果がなかなか現場で展開

されないというのは、私どもも問題として十分認識している。今、研究基本計画

の見直しをやっているが、その中で、例えば、地域農研センターが全国各地にあ

るが、まさしく先ほどご指摘があったように、現場の課題を翻訳する様な者、こ

ういう様な者を配置して、現場と対話しながら研究を進める仕組みに変えていこ

うということで、一つ考えている。 

○ それから、例えば、国が主導してプロジェクト研究というのをやっているが、

こういったものを推進する際にも、例えば、研究を開始する時点から農業者とか

実需者の方々に入っていただき、対話しながら課題化していく。ある程度、成果

が出来たら、現場にどう適用出来るのかというところも現場の皆様と対話しなが

ら進めて行くという様なことで、これまでもある程度やってきたが、そこら辺を

もう少し強化していくことで考えている。 

 

 

【政策課長】 

○ 補足をさせていただくと、資料２－８の４～５ページに、今申し上げた様なこ

とが載っているので、ご覧いただきたい。 

 

【近藤委員】 

○ 今の最後のご意見について、仕組みでそれをやろうとすると時間とコミュニケ

ーションロスというのが大きい。我々が若いときは、普及員の人たちが農家に来

て、酒を飲んで、その中でニーズをちゃんと捕まえて、あの時飲んだけど本人は

忘れていて、半年後ぐらいに答えをちゃんと持って来てもらえるとかだった。今

は公務員倫理の問題とか、あまりに厳格に運用されすぎて、そういった運営が無

くなっている。ここはもう少し、運用の面で考えていただければ良いのではと思
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っている。 

○ 福岡県の広川町の機械メーカーとチームを作っている農家と会う予定だが、ど

ういう機械が欲しいのかという話で来る。全部が全部、実現する訳では無いが、

いろんな研究分野で活かしていければ良いと思う。現場が既にメーカーと組んで

おり、こういう機械が欲しいとかについて、私はずっと言っている。いつも、草

取りロボットって出来ないのかと言っている。 

○ 今、国の制度でも農経連携事業、ＩＣＴというのが出来ていて、来年度も継続

されるということで概算予算が決まっているが、私どもの例で言うと、トマトの

収穫ロボットの実験を始めている。生産現場にはいろんな課題がいっぱいある

が、省力化と重労働からの解放みたいなことが非常に重要になっていると思う。

産業界の持っているノウハウを大いに活用して、農業界に取り入れていくとい

う、農業者も行政の立場の人も、あっちが悪い、こっちが悪いといった議論では

なくて、バンバン手を挙げて、出て行き取り組んでいければ一歩進むのではない

かという気がしている。 

 

 

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（沖縄ブロック）議事概要 

 

１ 開催日時：平成 27 年 1 月 16 日（金）13:30～16:00 

２ 開催場所：那覇市 那覇第 2 地方合同庁舎 1 号館 ２階大会議室 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：渡慶次賀先氏 農業生産法人(有)グリーンいとまん常務取締役（糸満市） 

農業者：加力 謙一氏 農業生産法人(株)あいあいファーム経営企画室長（今帰仁村） 

消費者：具志 純子氏 沖縄県生活協同組合連合会会長理事（那覇市） 

実需者：中西 淳氏  (株)サンエー専務取締役（宜野湾市） 

自治体：山城 毅氏  沖縄県農林水産部長（那覇市） 

 ② 企画部会委員：中嶋部会長(座長)、近藤委員、松本委員 

 ③ 事務局：農林水産省大臣官房政策課 天羽課長、食料安全保障課 岡崎食料自給率専門

官、消費・安全局消費・安全政策課 吉岡課長、農林水産技術会議事務局研究

統括官(食料戦略・除染)室 小林研究専門官 

内閣府沖縄総合事務局 幸田農林水産部長、伊元総務調整官、原農政課長、白

坂経営課長、寺尾土地改良課長、奥平生産振興課長、冨里食品・環境課長、

前田畜産振興室長 

 ④ 一般傍聴者：約 30 名 

 

 

４ 地域の有識者の意見・要望 

【グリーンいとまん 渡慶次氏】 

○ グリーンいとまんは、糸満市において農業生産法人としてサトウキビの生産、

農産物の輸送、農作業の受託を行っている会社。取組の特徴は、ＪＡおきなわの

出資法人として糸満市管内のサトウキビの作業受託の中核的担い手であること、

また、同地域においては近年種苗確保が困難なため、種苗の栽培を行って農家に

配布しながら作業を一括で受けていること。 

○ 今後の展開としては、（沖縄全体でもそうだが、）高齢化が進む中、ますます

急務となってくる機械の需要に対する十分な対応が課題。 

○ 意見等については、農作物は天候の影響をもろに受けるので、ここ３年、収穫

単収の増減が激しい。また、年に１回の収穫であること、次の収穫までの支出が

多いことから、天災等があればその年の経営は大変な苦労。 

○ 機械が高額であるため、補助により導入する際の受益地の考え方について、地

域によって早いところ遅いところがあるので、受益地だけでは計画的な作業が行

えず稼働目標に達しないこともある。広域で柔軟に利用できる仕組みが欲しい。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ あいあいファームは今帰仁村で農業を行っており、生産面では有機ＪＡＳを取

得した野菜のほか、小麦、大豆、パイン、タンカン等を生産。栽培面積は約 8.3ha。

加工場も展開し、商品は、発芽玄米みそ、ドレッシング、ジャム、豆腐、豆乳、

パン等を製造。 
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○ 施設は加工場に加え、教育ファーム事業として大人や子どもたちに体験学習関

係の施設を展開。 近は、地域資源を活かした農村のヘルスツーリズムに取り組

み、今年は今帰仁村と今帰仁村観光協会と共同のプログラムを開発し秋田県の方

々を招いたモニターツアーを実施予定。 

○ 取組の特徴としては、廃校を活用するという視点の中で、沖縄本島北部に見ら

れる農村の人口減をどう食い止めるかという観点から、どうしても６次産業化が

必要だろうと考え、総合化事業計画の認定を受け、加工品の加工場とレストラン

の整備事業を推進。 

○ 今後は、特に伸びている民泊に注目し、観光協会とタイアップしながら集客を

図りたい。 

○ また、親会社がやっているレストラン事業で来客している約４万人の海外のお

客様を、その流れであいあいファームの方にお越しいただくという仕組みづくり

をしたい。 

○ 事業を展開する中で感じたことは、施設はできても人材確保が難しく、本土に

も求人を出しているが、それでも足りず、親会社からも人を送り込んでいる状況

なので、農村で働けるような人材育成の仕組みづくりをお願いしたい。大学卒業

後も現場ではなく、いわばホワイトカラーに行ってしまうので、現場で働く人材

育成が非常に重要。 

○ 海外の観光客が増加しているので、もっと農村を意識したプロモーション活動

を行い、沖縄を含め日本全国の農村に海外の人がやって来て楽しんでもらえるた

めのポータルサイトがあればもっと変わってくるのではないか。 

○ 都市生活者と農村生活者の相互交流が大事と思っている。特に沖縄の魅力であ

る健康長寿をアピールできるような農家民泊を推進していきたい。 

○ 「ブルーゾーン」という本でナショナルジオグラフィックの記者が世界の長寿

の地域４か所を取材して紹介しているが、その１つに沖縄が入っている。沖縄は

世界的にも長寿であることが有名なので、沖縄に来たら長生きできるよ、しかも

農村で体験できるよ、というような、ブランディングを上手く組み立てれば、集

客が見込めるのではないか。 

○ 我々も頑張っているが、やはり台風被害等で農村での集客はままならない部分

があるので、もっと政策的に農村の魅力を伝えるようなプラットホームを作って

いただければもっと農村が発展するのではないか。 

○ 資料にある若者４人は職員だが、農村の中で頑張るぞという強い価値観を持っ

て就職してくる。いずれ、独立して頑張っていくと思うが、日本の若い人たちの

中にも農村で頑張ろうという人が結構いると思うので、こういう人たちが働ける

場を作っていけたらと思う。 

○ 県の一括交付金で行っているモニターツアーについて、あいあいファームの廃

校を利用した施設と民泊を組み合わせ、メディカルチェックも入れて、できるだ

け健康のエビデンスを取り入れた形で１回目を開催する。あと２回予定している

ので、農村に来たらストレスが解消できたとか、血圧が下がる傾向が見られたな

どの結果を実現できたらと思う。 
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【沖縄県生活協同組合連合会 具志氏】 

○ 県連については、県内に８生協あるが、詳細は資料にあるパンフレットを見て

欲しい。 

○ 県生協連での取組として、県内生協では地域行政やＪＡ、漁協、メーカー、物

産公社などのコラボによる「地域おこし商品」づくりを進めて、これまで 12 自治

体と 20 品目以上の商品づくりによる地域おこしの取組を実施。これは農商工連携

の事例でもあり６次産業化の事例でもある。各協同組合や生産者団体、個人など

の産地直送活動を数多く実施しており、また県内商品の全国の生協への普及も努

めている。 

○ 全店舗で残さを回収して委託により堆肥化し、その堆肥で農家に商品を作って

もらい、その野菜を店舗で販売するという循環型の事業も取り組んでいる。 

○ 食育活動の一環として、この数年「お弁当の日」に様々な講演会を行ったり、

ＰＴＡで学校講演も行われるなど、だんだん取組が広がっている。地域の組合員

においても沖縄野菜の食べ方、伝統食や健康食の講演会や生産者との交流会を多

く取り組んでいる。 

○ 意見と要望について、県生協連としては、日本生活協同組合連合会で提出済み

なので、沖縄に特化した意見を述べる。 

○ この間成功した「地域おこし商品」の教訓は、先に生協（消費者側及び流通側

として）でのニーズ調査や物産公社等との連携で県内外への販売ルートを確保し

た上で、開発を進めたことである。そのような流通業者や消費者からのアプロー

チを後押しする農商工連携の施策の充実をお願いする。 

○ 読谷村で行った「トーガンカレー」や「トーガンパイ」づくりのような（今ま

で廃棄していたトーガンを商品化するといったような）高齢者の健康づくりや生

きがいづくりの場としての農業支援を求める。 

○ ６次産業の推進では、生産サイドでの完結型だけでなく、「加工は委託する」

「販売は他の流通業でも併売させる」「生協が消費者の立場で参画」「生産側が

中核であっても、メーカー、流通、行政、各協同組合などのコラボで推進」など、

様々なパターンでの推進が効果的であり、これら参加企業や団体への取組支援を

お願いする。 

○ 沖縄県の健康・長寿の悪化傾向は危機的状況であり、県民の健康な食生活を実

現するためにあらゆる機会で食育を経験できるよう、取組の推進を求める。特に

学校での食育に大きな成果の出ている「お弁当の日」の取組への支援をお願いす

る。 

○ 食品残さの堆肥化の取組は、現在コープおきなわが予算を作って取り組んでい

るが、これについて支援をお願いする。 

○ 例えば、生産量を遥かに超える「アグー」が販売されていると言われるが、実

際本当にアグーの製品か分からない。食の安全・安心の向上に向けた社会システ

ムづくりの一層の推進をお願いする。 

○ サトウキビや畜産業が成り立たなくなると、沖縄県、とりわけ離島は崩壊する。

ＴＰＰ交渉において食品の安心・安全の後退、県内の農業が崩壊することになら

ないようにお願いする。 

○ 食料品の自給率の向上には、品目毎や地域毎に具体的な施策を積み上げるなど、
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明確な根拠のある目標設定を立てて欲しい。沖縄県では冷凍野菜やフリーズドラ

イが使われているが、沖縄県には生産設備が無いので、設備を充実させるなど、

夏場で野菜がたくさん取れたときに商品化するための個別施策の支援強化をお願

いする。 

 

【サンエー 中西氏】 

○ 当社は衣食住の全てのカテゴリーを扱う総合小売業。スーパーマーケットは約

63 店舗有しており、そこで県内の消費者に食品を供給している。 

○ 取組の特徴は、沖縄県でも推進している地産地消を進めるべくＪＡおきなわと

包括提携し、県産野菜、果物、豚肉、鶏肉、牛肉、鶏卵等々の優先販売を行って

いる。 

○ 新たな産地形成のため、既存産地ではなく新たな契約をして産地形成していく

という取組を行っている。その場合も全量買い付けを行い、生産者のリスクをで

きるだけ軽減していくということで育成している。 

○ 意見・要望としては、沖縄県は日本で唯一の亜熱帯地域で、台風被害もあり農

業にとって非常に過酷な地域。食料品の供給に関しては、サトウキビや仔牛は沢

山作っているが、それ以外は県外に頼っている状況で、特に生鮮農産品の物流コ

ストが非常に高く、野菜・果物のキロ単価は日本一高い。そのため消費も日本一

少ない。このような気候・立地特性を考慮して全国一律では無く、地域の実情に

合った施策が必要。 

○ 気候要因に対応するための施設農業等の必要な施設と、低コストの電力供給へ

の施策が必要。 

○ 沖縄県でも農業従事者の高齢化により耕作放棄地が増加。しかしながら、新規

の農業従事者が従事しようとしても技術習得できないという問題があるので、新

規の農業従事者を地域で受入れ、教育・技術習得等をさせて独り立ちさせていく

仕組みが必要。 

○ 安易に耕作放棄が出来ないような施策が必要。今は作付けしてもしなくても農

地として認められるので、安易に耕作放棄地ができる状態かと思う。 

○ 沖縄にとって豚は重要であり、日本でも唯一の肉を食べる文化。養豚において

は飼育を増やそうにも環境・開発規制により、新規の飼育場の建設は困難を極め

ており、費用だけではなく省庁を超えた横断した取組で沖縄県の豚の自給率を上

げる施策が必要。 

○ 以前、沖縄県では学校給食に加工乳を使用していたが、学校給食が生乳 100％

になったことで供給するために牛を増やしたが、加工する調整機能が無くなった

ことで、余剰乳が出たときには売り先が無い。生産者の経営を圧迫して生産者が

破綻するという状況。本来、生産を増やす施策のはずが逆の作用になって生産を

減らすということになっており、現在沖縄では生乳が足りず、我々は北海道から

飲用牛乳を入れているが、北海道の牛乳は沖縄の牛乳に比べ乳脂肪が高いため、

乳脂肪が高い牛乳を飲まれたお客さんが、美味しいと感じ舌（嗜好）の変化がお

これば、沖縄県の酪農が打撃を受けるので早急な取り組みが必要。 

○ 沖縄県は台風もあり野菜工場は有効な手段。将来の労働人口減等も考慮し、こ

の分野に対する投資、農地等々の税制面での優遇が必要。また沖縄県の場合、夏
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場は冷やさないといけないが、電気料金が日本一高いという事情から、有効であ

るはずの野菜工場がなかなか増えないので、電気料金等の優遇措置が必要。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 沖縄県は平成 24 年度から沖縄 21 世紀ビジョン基本計画に基づいて施策を展開

しており、その中での農業関係について紹介と要望をしたい。 

○ 沖縄県の農業産出額は近年 900 億円前後で推移しており、なかなか 1,000 億円

に届かない状況。亜熱帯の海洋性気候であること、また離島のため本土から離れ

た遠隔地であることから、輸送コストの問題や台風等気象要因等もあり、そこを

突破するためビジョンの中で、特に一括交付金を活用しながら、課題解決に向け

て取り組んでいる４点を紹介する。 

①台風対策については、災害施設の導入を盛んに進めているところ。さらに台風

災害のサトウキビの共済が非常に重要だが、台風が毎年来るため掛け金が高い

ため、そこを何とか支援しながら加入率を上げていこうとしている。 

②輸送コストも長年の課題で、鹿児島までの輸送費を支援することで、本土の生

産地と対等に競争できるような支援を実施。 

③新規就農者の確保については、沖縄県も大きな課題として捉えており、国の青

年就農給付金も活用しながら、就農相談から定着するまでの支援をしている。 

④特に小規模離島では、含みつ糖工場、黒糖工場で成り立っている島であるが、

施設の老朽化もあり、工場の建て替え等の支援をしながら対応している。  

○ 要望としては、ＴＰＰ交渉について、沖縄県の実情からすると、特にサトウキ

ビ・畜産が厳しい状況にあるので、そこを配慮して、農林水産業の発展が阻害さ

れることがないような政策をお願いしたい。 

○ 昨年４月より、本格的に担い手集積ということで、農地中間管理機構がスター

トしたが、沖縄県でも、担い手への集約率 24％を 56％まで引き上げるということ

で取り組んでいる。その中で、機構集積協力金について、協力金が適応される場

合に交付要件として原則 10 年以上の貸借期間を設定することが付されているが、

事業を進めている市町村や農地を所有する高齢者の多くから、賃貸借期間が長す

ぎる、５年程度の期間であれば、との意見があり５年間程度を目途に設定するな

ど検討いただきたい。 

○ 荒廃農地の再生整備について沖縄県も 2,600ha ほどの遊休農地があり、その解

消に向けて取り組んでいる。農地中間管理機構が事業主体となって荒廃農地の再

生整備を実施できれば、より進めやすいと思っているが、課題として、仮に 10a

あたり、45,000 円の費用をかけて整備するとした場合、機構が 1/3 負担すること

となり、それを賃料に上乗せしてすると賃料が 25,000 円となる。この場合、借り

手にとって厳しい状況となることから、負担軽減となるような施策の支援をお願

いしたい。 

○ 地域のリーダー等の人材確保と育成について、沖縄県各離島、過疎地域を回っ

てみると地域リーダーの確保に苦労している。日本型直接支払制度を導入しなが

ら活性化を図っていこうとしているが、なかなか、地域のリーダー確保が出来な

いという状況にあると聞いている。地域の実情によって人材を派遣して、市町村

が上手くコーディネート出来るような仕組みなど、そこまできめ細かい体制整備
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が必要。 

○ 青年就農給付金を活用しているが年齢要件は原則 45 歳未満となっている。沖縄

県の新規就農者については、従来 250 名程度だったものを、目標は 300 名に設定

していた。実績は２年間で約 350 人ということで、目標以上の新規就農者がいる

が、その中で 40 歳以上 65 歳未満の割合は約５割となっている。現場から 55 歳程

度まで引き上げてもらえないかとの強い要望もあると聞いており、要件緩和の検

討をお願いしたい。 

○ ６次産業化の支援について、６次産業化法に基づき沖縄でも 50 余りの認定をい

ただいているが、現地の声では、６次産業化の施設整備支援について、ファンド

における予算の問題や補助率の問題から、総合化事業計画認定事業者でも初期の

段階の者は取り組みたくても体力が無いとのこと。このような者へ何らかの支援

が出来ないか。 

○ サトウキビについては、先週の価格決定にしてもこれまで国から色々と支援を

いただいているが、離島においてなくてはならない作物であるので、継続して支

援をお願いしたい。 

○ 畜産関係として、飼料高騰について国で価格対策をやっているが、輸入飼料が

高止まりしている中、配合飼料価格安定基金が発動されないので経営的には厳し

い状況にあると思う。また、養豚経営についても国の方で対策をやっているが、

全国一律の支援のあり方と牛のように地域に応じたコストに見合うような地域型

の支援も必要だという現場の声も聞いている。地域の実情に合う経営安定対策を

お願いしたい。 

○ 統計調査のあり方について、国では戦略品目に絞って統計調査をやるというこ

とであるが、沖縄県は米、麦は無くてマイナー作物が主要な作物となっており、

振興計画で目標を設定しながら数値を管理するのが厳しい状況にある。国の統計

について、市町村別農業産出額調査の復活など見直しをお願いしたい。 

 

 

５ 意見交換概要 

【近藤委員】 

○ （渡慶次氏に対して）課題にもある労働力確保対策について、どのように考え

るか。また、これには給与、つまり雇用条件の関係が密接に絡むと思うが、現状

と今後どのように考えるか教えていただきたい。 

○ また、本土では、外国人の研修制度を使って、国内で１万８千人の外国人研修

生が入っていると言われるが、沖縄での状況はどうか。 

○ （加力氏に対して）有機ＪＡＳも取られているが、今後の規模拡大については

どのように考えているか。また、６次産業化まで幅広い取組をされているが、こ

のうちヘルスツーリズムの具体的な中身を教えていただきたい。 

○ 渡慶次氏とも共通するが、少子化の中、高齢者をいかに活用していくかという

ことが課題だが、沖縄ではどうされているのか。近畿の意見交換会では、年代ご

とに組織して、その年代にあった作業体系の中に組み込まれて高齢者を活用して

いるという例があった。 

○ （加力氏、山城氏に対して）農地中間管理機構に関して、沖縄における規模拡

84



 

大と機構の活用の仕方が現状どのように動いているのか教えていただきたい。 

○ （具志氏、中西氏に対して）小売業として、県産品をどのように活かされてい

るのか、また今後の展開としてどういうことをお考えか。私もコープおきなわと

取引がありお世話になっているが、やはり距離があるため運賃が高い。長崎県も

そうだが、沖縄も所得水準が低いのに、どうしても高いものを買わざるを得ない

という状況があり、そういう意味ではやはり地産地消を徹底していきながら、ど

のようにその生活の負担を軽くしていくかということが重要。  

○ また、小売業として一次産業と今後どのように取り組んでいくのか。今は本土

中心に企業が農業にもたくさん参入をしている。私も一昨日、関東の生協に呼ば

れ、生協は一次産業に対して何をすべきか議論をしたが、私は「人と金は出して

下さい」と話した。前提として、企業側がやはり農業をよく理解し、農業を単純

に支配したり農地を支配することを目的とするのではなく、必要なところに必要

な金と人材を送って農業の活性化につなげたり、中山間地や荒廃地をなるべく無

くしていくようなことができるのではないか。ただ人材といっても、農業の法人

化が進む中で経営管理が非常に重要になってくる。雇用管理の人材確保だけでは

なく、例えば企業で財務や経理に従事されていて定年になられた方など、経営管

理の人材確保についての取組や支援を小売業も考えていく時代ではないかと思う

が、その点についてお考えがあれば教えて欲しい。 

 

【グリーンいとまん 渡慶次氏】 

○ サトウキビの作業には、収穫作業、管理作業、植え付け作業があるが、その作

業期間がほぼ決まっており、それが終わると他の作業がなくなるという状況のた

め、なかなか周年を通した雇用が難しい。このため、我々はＪＡの子会社なので、

農家が出荷した野菜をＪＡから市場へ運ぶという農産物の輸送も行いながら、主

となるものと、副次的に収入があるようなもので周年雇用を実施。一般の他の生

産法人はサトウキビ栽培しかやっておらず周年雇用ができない状況で、収穫作業

や管理作業の時に臨時的に応援を頼みながらやっているが、これでは毎年同じ人

に来てもらえなかったりする。周年雇用のために、例えば草刈り作業や農道維持

といった農地管理や、夏場は干ばつ対策として散水作業などを地域の法人がやる

といったような形の支援があれば非常に良い。 

○ 外国人の雇用については、軽作業の人夫ではなく機械の資格を持ちその特殊機

械を扱うオペレーターとしての雇用であることから、資格や技術の面からも難し

い。また、せっかく資格を取得しても周年を通した受け皿がなく他産業へ流出し

ているのが現状。 

 

【近藤委員】 

○ サトウキビに限らず特に耕種作物は、繁忙期と閑散期の作業差が大きいことが

本土も共通の課題。そこで（農業をやっている）自分の場合は、閑散期は、施設

化をずいぶん進め、その結果、雨風を防げるので周年雇用が可能になったり、そ

れに連れて所得も増えたという例がある。特に、台風常襲地域である沖縄では、

台風強度の大きい耐候性ハウス整備を組み合わせてみてはどうか。 
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【あいあいファーム 加力氏】 

○ 規模拡大については、作る作物によって変わるが、野菜の場合、沖縄では雑草

が生えるスピードが速く手間がかかる。一方で価格に反映できず、有機栽培は非

常に厳しいため、規模拡大はあまり望めない。規模拡大が望めるものとしては、

今我々も取り組んでいる小麦。1964 年当時、沖縄では大豆、小麦が数千トン生産

されていたが、今、小麦は伊江島が頑張って今年 40 数トンほど取れているものの

大豆に至ってはほぼゼロに近いという状況。島豆腐はもともと沖縄の大豆で作っ

ていたはずだが、今は全てアメリカ、カナダ産に変わってしまった。これは豆腐

屋さんが悪いわけではなく、①価格面でなかなか戦えないということ、また、②

小規模の生産者が多いため、なかなか安定供給できないということもあり、アメ

リカ産の大粒の流通物に沖縄の大豆が負けてしまったという経緯がある。できれ

ば、沖縄そばも県産の小麦で食べてもらうなど、小麦や大豆にもう少し力を入れ

ていけば、もっと生産の規模拡大につながっていけるのではないか。また、パイ

ナップルについてもマーケティング力次第で、更に規模拡大は望めると考えてい

る。 

○ ６次産業化については、もともと親会社でレストランを経営しているため、加

工したものを供給できる場をある程度持っているという点で、グループ内におい

ては計画的に生産ができ、一定程度の経営目標もクリアできる。また、現在では

沖縄コープさんにもあいあいファームの事業にご理解いただき、コーナーを設け

てもらって、コープのお客様に購入していただいている。我々の商品は手作りの

ため、少し高いが、それでも品質を評価していただいている。島豆腐も固くて味

が濃いが定番として、お客様に食べていただいているので、価格では戦えなくて

も品質で勝負して今後も商品拡大を図っていきたい。 

○ ６次産業化で苦労したことは、なかなか製造技術と品質管理の技術者を確保す

るのが難しいという点。コンサルや研究者を入れようとしても、県内に食品加工

の研究者が少ないという事情があり、非常に苦労している。大学や高校で農業を

教えるに当たっては、そうした食品の加工技術や衛生管理面を一緒に教えていけ

ば、農村で仕事をするときに生産のみならず加工分野での仕事も作っていけるの

ではないか。 

○ ヘルスツーリズムについては、沖縄は長寿だとされているが、今帰仁村は村民

の 80％が幸せだと感じているとの調査結果もあり、これは日本中でもなかなかな

い数字。幸せというのは、個人にとどまらず、やはりコミュニティの中に生きて

いるという幸せ感があると思う。そこを維持できれば、もっと農村の食生活その

ものが長寿につながるのではないか。90 歳以上の方々が元気に農業しながら暮ら

している。その暮らし方に長寿の秘密があると思うが、暮らしぶりのエビデンス

も加えながら、沖縄の農村の魅力として伝えていけば、世界中から人々を集めて

長寿についてのヘルスツーリズムが十分確立できるのではないか。 

 

【近藤委員】 

○ 長崎県島原半島の南島原市では、私が中心になって観光協会を作り、農家民泊

を行い、４年目の今年は１万２千人程度を受け入れているが、この経験上、民泊

やツーリズムが地域全体の所得にはつながっても、なかなか農家の所得につなが
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らない。特に国内の修学旅行の季節は５月～６月で、私の地域の農繁期と重なる

ため、農家は嫌がる。現在 159 軒の農家が民泊受入資格を取得したが、農業を完

全にリタイアされた方はともかく、現役で農業をやっている方にとって一番忙し

いときに来られると、お金どころの話じゃないという印象。ただし、子どもたち

について言えば、非常に生き生きとして、特に農業経験のない都会の子ども達が

本当に喜んでくれる姿にはやりがいを感じるが、経済とどう結びつけていくかと

いうことが課題。まして、農家民泊の場合５人制限があり、なかなか経済とリン

クしないという欠点がある。我々のパターンだと、大体長崎市内で一泊、農家民

泊で一泊だが、お金は長崎市内のカステラに費やしてしまう構造になっている。

またあいあいファームさんとも是非一緒に運営の交流などできればと思う。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 高齢者活用については、今、企画段階ではあるが、食育の中で、近所のある程

度料理を作れる方や、民泊の中で、高齢者を先生として活用するなど、高齢者と

一緒になって地域づくりをしていきたいと考えている。特に民泊事業は、高齢者

でも一緒に取り組めること、さらに、現在、今帰仁村内に現在 100 軒ほどと、大

宜味村にも 200 軒ほどのたくさんの空き家があることから、（なかなか仏壇等の

関係で貸してもらえないものの）空き家をうまく借りられるような仕組みを作れ

ば、規模は大きくないとしても若者から高齢者までを包摂できるようなビジネス

モデルができる可能性があり、もう少し民泊事業のための整備をしていただきた

い。 

   また、農家民泊について、スペイン、フランス、イタリアでは農家民泊について

のガイドラインが色々と存在するが、日本では整備がやや不十分。例えば、イタ

リアでは、農業収入 50％以上でないと農家民泊は認めないとして、農家民泊のふ

りをした者を排除している。農業と農家に泊まるということが上手くリンクして

いかないと、単に民泊になってしまうので、どういう基準で農家民泊を進めてい

くのかといったあたりのガイドラインをみんなで考えていくべき。 

 

【中嶋部会長】 

○ ある種の認証制度のようなものが必要だということか。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 然り。有機ＪＡＳと似たような、認証制度でもいいのかなと思う。 

○ 農地中間管理機構については、当社が借り受けた、又は購入した農地はほとん

ど全て耕作放棄地。事業を進めるに当たって、 初はなかなか土地を貸してもら

えず、沖縄全島回って、ようやく今帰仁の副村長のご理解を得て借りられるまで、

約１年かかり、その後半年位経ってから、ようやく様々な方からも借りられるよ

うになった。しかし、有機栽培の場合は、農薬を散布しないので、虫が発生する

という事情もあり、なかなか周りの生産者の理解を得にくい面がある。また、耕

作放棄地についても、私有地であるために、空いているのに借りられないという

ことがあった。今回、農地中間管理機構のおかげで、多少我々のような企業が農

村で農業をやりやすくなったのではないかと期待している。 
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○ ただ、農地を企業が借りる場合、農村はみんなの共同の作業で成り立っている

ので、企業が利潤の追求だけで農地を借りてやるというのでは、地域のコミュニ

ティとの軋轢が生まれかねない。そこには十分注意して、地域のコミュニティと

の連携をうまく付き合って展開する必要があり、そういう理解のある企業に入っ

てもらうべき。                                                           

  

【沖縄県生活協同組合連合会 具志氏】 

○ 県産品の商品取扱いについては、従来コープで扱うものは必ずコープマークを

入れて販売していたのだが、生産者と行政を巻き込んで作る場合、より多く取り

扱ってもらった方が生産者にお金がいくので、現在はコープマークを外して販売

することで広く商品を行き渡らせ、地域おこしに活用している。 

○ また、人材育成に関して、沖縄は（高校がない）離島が多く、15 歳になると高

校へ行くため本島へ出てしまう。そのため、生協では離島振興のため、村など行

政を巻き込んで、生産者の方、子どもたちの人材育成をしながら商品開発を行っ

ており、その商品のうち１円～２円還元してもらったお金を教育に活かしている。

離島でのこれまでの取組の中で、塾は高くて負担が大きいため塾に行けない子ど

もが多いため、東大生を招き子ども達に勉強のやり方などを教えて、代わりに東

大生は地域の生活を学んでいくという取組を行っているが、この何年かで実を結

び、進学率の高い高校で総代を務める生徒も輩出してきた。つまり、人材育成と

は、ちょっとした手助けをしてあげると、勉強に対する芽生えで自分の夢を頑張

ってやっていこうという子どもたちが増えて、どんどん良くなっていく。また、

生協が地域おこしを行う場合は地域と行政を巻き込んで、子どもたちに、自分の

島に誇りを持ってもらいながら商品を作っていくようにしており、こうした取組

を通して、人材育成に貢献していきたい。 

 

【サンエー 中西氏】 

○ 県産品については、沖縄は常に需要に対して供給が足りていないというマーケ

ットなので、県産品を扱うには、生産をどう増やすかということが大きな課題。

その中で、我々としては、通常の市場に流れている物を、ＪＡを通じて横取りし

ても、何の生産拡大にもならないので、新たな産地形成をしていくことに主眼を

置いて組んでいる。この場合、やはり農家が儲からないといけないので、生産量

を増やしてもらう代わりに、販売のリスクや相場変動に対するリスクは小売りが

引き受け、また、できるだけ上から下まで様々な規格を引き取って出荷の歩留ま

りを上げている。 

○ 再生産が可能な価格保証を前提に生産拡大していくということが大事であると

考えている。具体的には、現在読谷村では米軍飛行場の跡地を農業に活用してい

きたいという村の希望もあり、生産拡大してくため、ＪＡと一緒になって新たな

ニンジンの生産拡大を行っている。 

○ 輸送コストについては、従来県外から仕入れていた物を県産に置き換えて、県

産の割合を増やしていくことで物流コストの低減を図っており、できるだけお客

様に対して、口に入らない要らないコストは削減している。例えば、沖縄－大阪

のフレートは世界一と言われているが、これは荷物が片荷しかないため２倍かか
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るということ。できるだけこのようなロスを無くして県内生産を図っている。ま

た、生産拡大がなければ県産品の取扱いを増やすこともできないので、一体とな

って、生産の拡大を目指すことに主眼を置いている。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 農地中間管理事業の実施については、沖縄県農業振興公社の方で機能を担って

もらって取り組んでいる。初めての取組事業なので、沖縄総合事務局、県、市町

村を中心にした推進チームを作り、特に 14 市町村を重点市町村と位置づけ、各市

町村現場を回って普及活動を行いながら農地集積に取り組んでいる。 

○ 昨年度２回公募した結果、借り手の状況について、１回目の取りまとめでは 313

人から 363 ha、２回目では 208 人から 374 ha と、合計で 521 人から 737 ha の面

積希望があった。作物の内容については、工芸作物（サトウキビ）が 185 人、野

菜関係が 212 人、果樹関係が 67 人、牧草関係で 66 人。一方出し手については、

非常に厳しい状況であり、現在 41.9 ha の出し手を確保し、うち 24 ha は手続き

の調整中。 

○ 第１号としては、波照間で 1.4 ha を２人の方が主にサトウキビで規模拡大した

いということで、５年期間の契約をしたところ。 

○ 事業を進めるに当たっては、沖縄県は、土地改良を実施する場合も当てはまる

が、戦没者の相続関係や移民者の権利関係で非常に苦労している。特に宮古地域

では、関東、関西へ農業委員会の委員が赴いて、そこに在住している宮古出身者

に状況を説明して何とか地元の人に貸してくれというような取組も行っている。

今回、行政的な要素も持つ農地中間管理機構が責任持って引き受けるということ

で説明しながら、我々も相当期待して担い手への集約を進めているものの、いか

んせん 10 年という長期貸借を嫌がられるところがある。いきなり 10 年というの

は、相手も構えてしまうので、５年更新の方が良いのではないか。現場からも実

際にそうした要望が出ている。 

 

【中嶋部会長】 

○ 沖縄の基盤整備率はどれくらいか。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 面整備率は 59％、水源整備率も 59％、畑かん整備率が 46％程度の進捗率。 

 

【近藤委員】 

○ ＴＰＰの影響試算について、長崎では現在の1,500億円の農業粗生産額から500

億円が減少すると試算されているが沖縄ではどれくらいか。また、特にサトウキ

ビの生産割合が高いということだが、製糖業の従事者はどれくらいいて、その雇

用についての影響はどれくらいと考えているのか。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 影響額については、国の試算を基に県内でも試算を行い、直接的な影響は 580

億円程度で、関連産業も含めると 1,420 億円の影響が出るとの試算を出した。 
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○ 沖縄県のほとんどの農家（専業、兼業含め７割）が生産しているサトウキビに

ついては、砂糖の原料なので 100％影響が出るだろうと非常に懸念。特に離島で

は、サトウキビに代わる他の作物が出来るかというと、台風や遠隔性で輸送の問

題から、なかなか厳しいところがある。併せて、製糖工場で働いている方々、あ

るいはその関連している肥料、農薬、輸送関係等を含めると、かなりの就業者に

影響あると考えている。 

○ また、畜産についても、とりわけ肉用仔牛については、沖縄県は全国４位の供

給産地であるが、この中心となる石垣や、宮古、伊江島といった小さな離島でも

かなり畜産が盛んであり、その影響は大きい。また、養豚については、本島が中

心ではあるが経営が厳しいと聞いており、沖縄の食文化において養豚は重要でも

あり、県としても一括交付金を活用し何とか支援しながらやっている状況。 

 

【松本委員】 

○ （渡慶次氏に対して）人材、農地のことを中心にお聞きしたい。農地中間管理

機構の受け手として手を上げられていると思うが、そのあたりはどのような手続

きを取っているか。また、沖縄における貸し借りの量の見通し、出し手の希望が

出てくると見通されているかどうかについてお伺いしたい。 

○ （加力氏に対して）若い４名の方が都会から来られて元気に取り組んでいると

いう話をいただいたが、若い方の給与面、厚生面について、地域の水準と比べて

どうか。事業上厳しい面があるのかどうかお聞きしたい。 

○ （具志氏に対して）ＪＡやメーカー、物産公社と連携して 20 を超えるコラボ商

品づくりをされてきたとのお話があったが、そのうち一番売り上げの大きい品目

でどのくらいの規模になっているか、また、これから規模が拡大する途上なのか

どうかについてお聞かせいただきたい。 

○ （中西氏に対して）県内で安易な耕作放棄地が出てこないような措置について

提案をいただいているが、ペナルティのようなものをお考えか。何か妙案がある

か。知恵があればお聞きしたい。 

○ （山城氏に対して）先ほど農地の集積率は現在 24％、今後 56％を目指すと計画

を持っておられる話があったが、国は８割を目標とする方針を出している。機構

の運営上、受け入れる農地の条件を何か付けているのかどうかお聞きしたい。 

○ また、人材育成に関して、県において青年就農給付金を活用しているというこ

とであったが、農業法人が若い方を研修という形で雇用した場合に、その雇用経

費について法人に一定の助成金を出す仕組みである「農の雇用事業」は沖縄では

活用されているかどうかお聞きしたい。 

○ 統計については、企画部会長も苦労されていると思うが、国の統計そのものも

推計統計が多くなっているので、政策立案の際にきちんとした数字があることは

大切だと思う。 

 

【グリーンいとまん 渡慶次氏】 

○ 当社はＪＡやさとうきび協議会を通じて管理作業を請け負っているが、作業時

期が集中しているため、人材確保の観点から期間内に作業が終わらない状況。例

えば収穫にしても、製糖工場の操業期間は、今回は 75 日ということでその間に集

90



 

中して収穫しなければならず、間に合わない状況。 

○ 今後の展望については、さとうきびについては農作業受託がメインの生産法人

と生産がメインの生産法人の２種類があるが、地元の糸満市においては、収穫等

の農作業受託は当社だけ。大口農家の生産メインの法人と協力してどこまで伸ば

していけるかということ。糸満市では、農地の平均面積が４、５百坪で点在して

おり、土地の集積については効率が悪い。地域の方と協力してどのようにまとめ

ていくかが課題。 

○ 中間管理機構については、申し込みはしていない。 

※注：意見交換会終了後の補足 

その理由として、今現在こちらの条件に合ったほ場及び情報を持っていないの

と、手続き（契約）に時間がかかることから計画した作業に遅れが出る可能性が

ある。現状に合った仕組みになれば活用できると思われる。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 本土の募集はリクナビを利用したが、１回掲載あたり 20 万円程度かかる。給与

面はだいたい那覇での採用と同水準としており、具体的には言いづらいが 18 万円

～30 万円程度。スキルにもよるが、本土から来ていただくということで、寮と賄

いを付けておりその分は軽減されるので、体一つで来ても働ける状況を作ってい

る。 

○ むしろ、給与面というよりは、自分の生き方の中の選択で私どもの企業を選ば

れた方が多く、一緒に夢を共有しながら頑張っていこうというメンバーが多いの

で、お金基準で来ているわけではないのかなと思う。関東から原発の影響を避け

たいということもあってうちを選ばれた方、海外青年協力隊でドミニカに行った

女性はその意志は持ち続けたい、沖縄の田舎でも頑張りたいということで来られ

た方もいる。あとは、農村で働きたいという強い意志と覚悟を持ってやってきて

いるので、その中でお互いに給料を上げていける環境を作っていこうという仲間

意識が今は強いので、お金がこれだけもらえるから来ようと考える人はいない。

これからどうやって黒字に持って行くか、みんなで、農村で雇用を増やしていけ

るような事業体を作っていきたいということで仲間作りをしている。給与の面だ

けで雇用を確保するというところではないということだけご理解いただきたいと

思う。 

 

【沖縄県生活協同組合連合会 具志氏】 

○ 売れ行き状況はまだはっきりと把握していないが、地域おこし商品として生協

がやっているのは地域と一緒に取り組むということ。例えば、イカの切れ端やイ

カ墨など今まで使えなかったものを商品化したり、収入が安定せず後継者がいな

かった田イモについては、生協が商品開発の中ですべて買い取ってペーストにす

ることで、生産者の収入が生まれた。後継者が帰ってきたという現象も生まれて

いる。このため、商品はバカ売れするものではなく、地域とつながって地域を元

気にしていって、組合員がそれを支えて買って行くという形で地道にやっている。 
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【サンエー 中西氏】 

○ 耕作放棄地については、農地中間管理機構が今できているので、ここをもっと

強力に進めていくイメージで捉えていただければ良いと思う。 

○ 若い人の中にも農業をやってみたいという考えを持っている人は結構いらっし

ゃると思う。しかしながら、農業には技術が必要となるため、若い初めて農業に

従事する方が一人前に農業で食べていけるようになるために、独立するまでの間

の教育などの仕組みや環境を整えてあげれば、農業従事者はまだ増やせる可能性

があるのではないかと思う。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 農地中間管理事業の中で受け入れをする際に公社が条件を付けているかという

ことについては、特に条件を付けている訳ではなく、個別対応を見ながらやって

いこうということで進めていると聞いている。 

○ 「農の雇用事業」については、農業法人協会を中心に活用していいただいてお

り、平成 25 年度実績で見ると、全国 5,444 人中、沖縄県は 86 人活用している。

これは全体の 1.6％であり、生産額の割合１％から見るとまあまあ活用している

のかなと思う。 

○ また、沖縄県では国の青年給付金以外に県の一括交付金を活用した受け皿の研

修の支援や、就農して施設整備を行う際に一定額、１千万円程度の支援を行って

おり、国の支援等とあわせながらフォローをしているところ。 

 

【沖縄県生活協同組合連合会 具志氏】 

○ 要望にも入れたフリーズドライについて。沖縄のモズクはすべて県外に持って

行ってフリーズドライにしている。このため、組合員から、沖縄はこれだけモズ

クがとれるのになぜこんなに高いのかと言われる。野菜も同様であるが、たくさ

んあるときにフリーズドライや冷凍にして夏場のものがない時に使う方が多い

が、県内にフリーズドライ工場をぜひ作ってもらいたい。 

 

【中嶋部会長】 

○ 要望の追加ということで承りたい。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 農産物の輸出はテーマにも掲げられているが、海外からのお客がたくさん来ら

れており、私どもの「だいこんの花」等のレストランや居酒屋も含めて、今売り

上げの 14～15％を占める。香港からの観光客は個人で来られるので客単価も高

い。海外の観光客を農村の方にどうやって送り込むか、農村の食品を食べていた

だいてこれをまた海外につなげていくバリューチェーンをうまく構成できれば、

日本の農村の良さをもっとアピールして農村の食品を海外に輸出できるような仕

組みができる。そのような仕組みがあった方がもっと戦いやすいのではないか。

海外からの観光客はこれからどんどん増えてくると思うので、都市部だけではな

く農村も含めたプログラムを組んで行けば、今後和食の強さを発揮できるのでは

ないかと思う。 
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○ その辺りは、観光庁がメインで取り組まれていると思うが、農林水産省でもも

っと議論をしていただいて、ちょっとみんなでやってみることも良いのではない

かと思う。 

 

【中嶋部会長】 

○ 重要なご指摘をいただいたと受け止めたい。 

 

【近藤委員】 

○ 参考になるかどうか分からないが、沖縄はアジアに向かっての国際的なハブ空

港として整備が進んでおり、私も２回くらい視察を行っている。おそらく、今年

の８月頃にうるま市にハラル食品の工場の建設が決まっており、そこにフリーズ

ドライの機械も入るはずなので、また一緒に知恵を出し合えれば良いと思う。 

○ 円安があり海外の研修生が来なくなったが観光客は非常に増えており、農家民

泊に台湾から１千人ほど見えているなど観光のニーズが変わった。なので積極的

に呼び込むための戦略を作った方が良い。特に沖縄の人気は高い。いろいろ知恵

を出し合ってやれればと思う。 

 

【中嶋部会長】 

○  アジアに近い立地もあると思うが、こちらに来ていろいろ教えていただくこと

は多かったと思う。１つだけ伺いたいことがある。基本計画の検討においては、

人口減少と高齢化の問題を基本的な問題として捉え、それを踏まえた上で計画づ

くりをしなければいけないと思っている。沖縄はある意味で高齢化社会のフロン

トランナーで今までいろいろな経験をされてきたと思うが、これからの日本を考

えていく上で、どのようなことに気をつけなければならないか、考え方や留意点

などはあるか。例えば、買い物難民への対応をどうするか、地域をどのようにつ

くりあげていくかということについて、いろいろと意見を承ったところである

が、さらに何か助言があれば有り難いが、いかがか。 

 

【あいあいファーム 加力氏】 

○ 農村はみんなで支え合っているところが強い。そのような中に若い人が入って

いって、そのコミュニティで暮らす心地よさを感じられれば田舎で子どもを育て

たいと感じる人も多いのではないか。子どもをのびのび育てたいという若い人た

ちも結構いる。 

○ 就農のところで、農業だけではなく観光の部分もうまくリンクさせていけば、

そのようなスモールビジネスで家族で住める環境がつくれる。そうすることによ

って今の人口減少を少し止められるのではないかと思う。 

○ もう一つは、アジアの留学生と組んで、沖縄で農村ビジネスを一緒にやれば、

自国の人を呼び込むこともできる。農村はポテンシャルが高い。人口減少を解消

するには、農村にどれだけ若い人たちが新しい家族を作って生きていく環境をど

う作れるかがポイントになると思う。夢を与えられる環境をどう作るのかが重要。

自分たちのような取組をやっていれば変わっていくのかなと思う。 

○ メディアにも取り上げられているが、阿蘇の方で大津さんという女性が頑張っ
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ている。ドイツの留学生を受け入れるなど、ワールドワイドに農村を活用して新

しい家族を作っていこうという流れは出てきている。だから、まだまだ魅力のあ

るそのような農村の姿をきちっと今の若い人に伝えていくことが重要。産学官で

連携して仕組みを作っていくことが大事。 

 

【沖縄県 山城氏】 

○ 県では、人口増加計画を策定し、10 年間の取組をスタートさせたところ。自然

増を拡大するための取組、社会増を拡大するための取組、離島・過疎地域の振興

に関する取組について、具体的な目標を掲げて取り組んでいるところ。 

 

 

６ 閉会 

 

（以上） 
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