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食料・農業・農村政策審議会企画部会地方意見交換会（中国ブロック）議事概要 

 

１ 日 時：平成 27 年１月９日（金）10:00～12:40 

２ 場 所：岡山市 ピュアリティまきび ２階千鳥 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

      農業者：金原 邦也氏  農事組合法人シトラスかみじま組合長（広島県大崎上島町） 
      農業者：吉弘 昌昭氏  農事組合法人ファーム・おだ組合長理事（広島県東広島市） 
      消費者：藤本サチミ氏 岡山県消費生活問題研究協議会副会長（岡山県玉野市） 
      実需者：宮田 裕也氏  オタフクソース(株)国際事業部長（広島県広島市） 
      自治体：片岡 聡一氏  総社市長（岡山県総社市） 
 ② 企画部会委員：中嶋部会長（座長）、香髙委員、三石委員、山内委員 

 ③ 事務局：大臣官房 中澤政策課首席企画官、川合食料安全保障課長、消費・安全局消費

・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 松井課長補佐 

中国四国農政局 仲家局長、西田生産部長、鈴木経営・事業支援部長、細谷農

村計画部長 

 ④ 一般傍聴者：約 40 名 

 

 

４ 地域の有識者による意見・要望 

【シトラスかみじま 金原氏】 

○ 農事組合法人シトラスかみじまの目的は、魅力的で安定的な果樹農業の担い手

を育成すること。担い手の受け皿づくりには、ほ場整備とハウス設置が必要と考

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

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

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

者だった。 

○ ほ場整備の後に国の補助事業でハウスをつくる予定だったが、結果的には採択

要件が当初考えていたものとは全く異なり、低コスト耐候性ハウスも複合経営促

進施設事業も全てできなかった。その後慌てて広島県の単独事業に取り組んだが、

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

負担してくれることになり、２年遅れでハウスが完成した。 

○ もう少し地域に合った採択要件を検討してもらい、多くの人が取り組めるよう

にしてほしい。市町村が出せる可能性がないものに着手すると大変なことになる、

採択要件を検討してもらう必要があるということを経験談として話している。 

○ 夏レモンは２月頃から加温を始めて、国産レモンがゼロの時期である７月から

９月、特に８月のお盆前に国産レモンがグリーンレモンとして出回るようになっ

た。単価は高いが、燃料代が高くつく弱点もある。農家が努力すれば、レモンの

周年供給体制が可能になると思っている。 

  「せとか」という品種は、高いものは、１個が 600 円という値段がついている。

加温するので燃料がいるが、なんとか今年の２月から収穫・販売することになる。

県内からも注目されており、このままいけば良いものが収穫できる見込み。 
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【ファーム・おだ 吉弘氏】 

○ 東広島市河内町小田は小学校区の単位であり、中山間地域の真ん中に位置して

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

過疎化、高齢化、担い手不足、ひいては荒廃地の増大あるいは限界集落という段

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

危機をチャンスととらえ、集落営農を行うため法人化し、優良農地を荒らさない

で守り、担い手の受け皿となっている。最終目標は、生産対策と地域政策をあわ

せた住みよく明るい地域に、どうもっていくかである。集落営農における集積面

積は 103ha で、県内 246 法人のうち面積的には一番大きい。 

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

組織共和の郷・おだ」を設立した。これは「小さな役場」と思っている。次の段

階として、農業振興部の活動があり、農業生産については法人化をすることにな

った。更に次の段階として、耕畜連携による地域間連携や栽培協定を行って共同

出荷する法人間連携など持続可能な経営を目指している。 

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

を栽培している。農産物販売額の目標１億円を突破し、今後は５年後に１億５千

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

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

答した。その理由は、第一に、農地を荒らさずにすんだこと、集落がきれいにな

ったこと。第二に、高齢化の中で体や気分が楽になったこと。第三に、赤字が解

消されたこと。赤字の解消は、若者が農業に取り組むチャンスになる。 

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

％を占める地域なので、売り上げをさらに伸ばすには米の需要拡大を図るしかな

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

年度に始めた。６次産業化はやればできるが、しかし投資も大きいのでこれをど

うクリアしていくかが課題。 

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

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

現地に伝わるように示すことが必要。計画は計画のままで終わってはならないし、

５年毎に評価し出来ない原因を改善していくべき。 

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

の考えがあると聞くがもったいない。山でなく畑地化して、鳥獣害の緩衝地帯に

しつつ、大豆、そば、麦を作ると良いものができるのではないか。 

○ ヒト、モノ、カネ、情報の中でもヒトは一番大切。農業をやる人がなぜいない

かといえば、それは儲からないから。儲かれば後継者もできる。昔は、親の背中

を見て子供は育ってきたが、今はそうではない。しかし、法人経営は年配者の背

中を見ることができる。若者を周年で雇用する場をどのように確保するかが課題。

農の雇用事業を活用しているが、２年で終わってしまう。準備に３年かかるし、

定着するのに５年かかるので、期間の延長を提言したい。 

○ 農林水産省にも様々な局、課、班、係があり、それぞれ予算を分担しているた

め、種類が多く非常にわかりにくい。一括して予算を地域に流しこみ、それを地

域の特性を生かしながら活用できないか。また、日本型直支払制度のように重要
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なものは法制化して、最低 10 年間は制度が持続するようにしないと、現場に浸透

しない。 

 

【岡山県消費生活問題研究協議会 藤本氏】 

○ 会は「主体的な行動ができる消費者」を目指しており、色々な実践を行いなが

ら消費者被害の防止を第一にしている。そのほか、食の安全・安心に関する学習

や環境問題に対する運動、啓発にも取り組んでいる。 

○ 最近は詐欺事件が多発しており、消費者被害にも取り組んでいる。消費者被害

は知識がないと対応できないので、隅々にまで知識を行き渡らせるために消費者

サポーター養成に取り組んでいる。本部の事務局は岡山県県民生活部くらし安全

安心課であり、県内 26 支部では双方向に意見交換や勉強等を行っている。 

○ 食料については、食品ロスを懸念している。廃棄する量と米の生産量が同じぐ

らいで、一人当たりでみると毎日おにぎり２個を捨てているとの指摘もある。食

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

しの活動を行った。全国的な展開であり、まだ集計できておらずはっきりしたこ

とは言えないが、岡山県の一部での調査結果では、多くの参加者が計画的な食料

品の保存を行っているためか、全体的にも廃棄量は少ないと思われる。 

○ 消費者団体で研究、学習する中で、生産加工、流通の段階で１／３ルールがあ

ることを知った。賞味期限の１／３で大量廃棄されるのはもったいない。１／３

ルールの改正や食品表示や期限の改善が行われているのか。生産者、消費者、事

業者全員が納得できる品質表示やルールづくりを要望する。 

○ 最後に、消費者としては食品表示の諸課題を改善してもらいたいと考える。 

 

【オタフクソース 宮田氏】 

○ 我々の会社は広島に本社を構え、調味料を中心に製造・販売している。会社の

ポリシーは商品を通じて心と体の健康をもたらすことによって社会に貢献するこ

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

ソースが主体の会社となった。 

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

へエリアを広げる活動に携わってきた。その中でソース自体を販売するのではな

く、広島のお好み焼きをいかに大阪、東京、日本各地の人に知ってもらうかを使

命として活動してきた。モノを売るのではなくコトを売ろうと活動してきた。 

○ その象徴として８年前にはお好み焼きの文化を発信する施設を広島本社の近く

に建設した。普段から学校へ食育としてお好み焼きを提案するほか、施設でもお

好み焼きを振る舞っている。社内にはお好み焼き課を設置して取り組んでいる。 

○ 私は５～６年前から海外に向けての活動として国際事業部を担当している。十

数年前からアメリカで販売の拠点を置いて活動をしており、一昨年にはアメリカ、

中国に工場を建設し現地での製造も開始した。日本と同様にお好み焼き、たこ焼

き、焼きそば等の粉物のメニューの普及を目指し現地の食生活に貢献できればと

思う。最近は日本食ブームにより好意的な反応を得られる。日本食は健康でヘル

シーというイメージと高品質と安心という声を頂いている。 

○ ３.11 原子力発電所の事故以降、輸出に際して、特にＥＵでは手続きが煩雑化
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した。段階的には緩和されているが、初めて輸出に挑戦する業者にはハードルが

高いという意見がある。今後、いち早くそういった手続きが無くなるよう要望す

る。また、海外進出の際、先行投資があり色々な国の機関や公的機関から援助等

も頂いているが、もっと間口が広がり沢山の業者が参加できるようなシステムを

要望する。 

○ 現地では日本で食料としてあたりまえの原料が中国等の海外では食料として使

われていないケースがある。説明しているがなかなか理解されず輸出できないこ

とも多々ある。こうした問題は一企業だけでは改善に限界があるので、ある程度

のスパンをもって事例等を収集し、改善に向けて折衝してほしい。 

 

【総社市長 片岡氏】 

○ これまで発言のあった皆さんは優秀な農家であり、優秀な政策提言者。一方、

私の立ち位置は総社市長として「優秀じゃない農家」への支援をいかにビルドし

ていくか。「優秀じゃない農家」とは、あえていえば「やらされている農家」の

こと。多くの市長は、農林水産省から通達のあった減反やほ場整備や米価コント

ロール等に粛々と言うとおりに働いてきただけで、なんの独自策を持っていなか

ったと思われる。その反省に立ってこれからやっていきたい。 

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

桃は全国の約 40％を生産している。 

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

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

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

これへの対応を市が考えていなかったことの反省に立ち、総社市では農産物買付

会社を設立した。市役所がＪＡよりも高い値で米や野菜を買うシステムであり、

弱小農家でも作れば必ず買ってくれる場所ができた。弱者救済、しかも利益を上

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

ている。 

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

食を作ろうとすると、まず大量の規格品を揃えられるのかという議論になり、す

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

とも学校給食には総社市産のじゃがいもは使っていなかった。そこで、学校給食

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

い付けた野菜を使用することとなった。さらにスーパーマーケットや特別養護老

人ホーム、民間保育園等にも売っていった。あらゆる出口を見つけ産地化を図っ

た。 

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

野菜等を奨励し、遊休農地を開墾し、総量買い取るシステムができた。高齢化が

進む農家に対して市政が取り組んでいく勇気をもつことが大事である。今はＪＡ

の買い取り価格と差がなく、農家も増加していないので問題になっていないが、

これがあちこちに広がればＪＡの敵になっていくと思う。弱い農家にとっては寄

り添い型のシステムもツールとして考えられるのではないか。 

○ 私からの提言だが、自治体には６次産業モデルの取得権がない。今、総社消防
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署カレーを公社でつくり飛ぶように売れている。ＮＨＫの紅白の前番組で 90 秒間

紹介されたことで予約が殺到している。自治体には６次産業モデルの取得権がな

いことに風穴が開けば良いと思う。 

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

人増える予定。しかし、残余の土地は全て農振地域及び市街化調整区域である。

農業公社が最大限農地を開墾等し農地を再生していくので、再生した農地と同じ

面積または同等の価値のある部分を農振除外及び市街化区域編入の権限を地方の

首長に与えてほしい。 

○ 最後の要望だが、基礎自治体をうまく使ってほしい。独自策を得た場合は市民

に一番近くに接しているので、基礎自治体を信用していただいてうまいルールづ

くりをしてほしい。例えば、我々が一番困るのが販路、出口。出口確保について

お互いが共同歩調できるようなシステムみたいなもの。これからの農業は補助金

では何れ限界がくると思う。作れば売れる喜びを得るものに変換していくべきと

思う。 

 

 

５ 意見交換概要 

【山内委員】 

○ （吉弘氏、金原氏の話を聞いて）将来の見通しを持てる農業生産ができれば、

安心して担い手が戻ってくるということが実感としてわかった。また、地域農業

が持続的に発展できるように、地域特性に応じた柔軟な仕組みづくりが必要であ

ると感じた。 

○ （宮田氏に対して）人口が減り、高齢化するので個人消費が必然的に落ちる。

そのような中で、国産原材料の利用拡大の考えはあるか。また、拡大するときに

必要な、越えなければならないハードルのようなものはあるか。 

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

新しい担い手は増えたか。 

 

【オタフクソース 宮田氏】 

○ 主力商品であるソースに関しては、海外から仕入れている野菜・果実の割合が

非常に高い。国産原料を使うと非常にコストが高くなることが一つの原因。ただ

し、国産原料を使うことで国内外で商品価値が上がるというケースもある。酢に

ついては工場周辺の農家と契約し、米やレモンを購入している。通販用商品など、

量が少ないものから取り組んでいる。 

 

【総社市長 片岡氏】 

○ 神戸大学を卒業した優秀なカップルが参入するなど、担い手は３人増えた。た

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

開墾して、キャベツ農家の集積地ができたりして、全部で３か所できたことが勇

気づけられる。また、東京から戻ってきて、定年就農で野菜作りを検討している

方が４人程度いる。 
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【三石委員】 

○ （金原氏に対して）２年間相当苦労されたようだが、補助金の制度はなかなか

変わりにくい。仮にもう一度同じことをやるとしたら、違うやり方があるか。 

○ （吉弘氏に対して）農政はわかりにくく、制度のサポート期間が短く、頻繁に

制度が変わる。これに対して、人材育成などには時間がかかるため、腰を据えて

取り組む必要があるという理解で良いか。 

○ （藤本氏に対して）食品ロスの量は先進国と途上国であまり差は無く、「誰々

が無駄にしている」ではなかなか前に進まない。賞味期限に関する知識が高校生、

大学生でもあまりなく、消費者の知識を如何に上げていくかが課題と感じた。 

○ （宮田氏に対して）輸出先毎に制度が違って苦労されているようだが、各事例

をシェアして全国にフィードバックする仕組みができないものかと感じた。海外

進出の際に、どのような点で積極的にリスクをとり、どのような点でリスクヘッ

ジが必要か。 

○ （片岡氏に対して）地元農産物の利用を試みると、必ず規格やロットの話とな

る。地元との戦いがあったというが、どのようなことが「やってみよう」という

意識の転換になったのか。 

○ 総社市では優秀でない普通の農家が作った農産物を公社が全量買うというリス

クヘッジ、リスク回避という方法を編み出したが、全国の他の市町村に対してア

ドバイスがあるか。 

 

【シトラスかみじま 金原氏】 

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

野菜や花を栽培したり観光農園に取り組んで初年度から収入が得られるよう年次

別計画書を作り直すよう指導されたが、生まれて初めて野菜を作ったとしてもう

まくいくわけがないのに、それを説明しても担当者に伝わらなかった。また、風

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

い新規就農者には負担できない内容だった。 

○ 補助金について、全国的なモデルを変えるのは困難だろうが、採択要件につい

ては、県･市町村が認めれば緩和するなどの改善を行ってもらいたい。採択要件の

緩和など制度の改善がないまま同様の負担が必要であればもう一回はやらない。

後継者の持続的な育成は安定した収入がないとできない。 

 

【ファーム・おだ 吉弘氏】 

○ 農業・農村は非常に高齢化している。色々な情報がメールで流れてくるが、パ

ソコンを使えない農業者も多い、政策立案の場と現場の隔たりが大きい。 

我々のように組織化すると若い人も入ってくるし、デジタル情報を活用できる

が、法人組織ができるまでが問題。交付金予算で一番使いやすいのは、日本型直

接支払制度事業。地域にとっては、高齢者が多いのでわかりやすい法律や制度が

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

事業計画を樹立することができるが、途中でしばしば変更があると現場は影響が

大きい。 
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【岡山県消費生活問題研究協議会 藤本氏】 

○ 様々な消費者問題があるが、幼児から大学生まではカリキュラムで勉強するよ

うになっているので、消費者問題を勉強できると期待。教育機関を卒業した高齢

者などについては、岡山県では消費生活センターがその役を担ってくれるので、

それを受けて私たちは消費者サポーターなどで地域で啓発していきたい。 

 

【オタフクソース 宮田氏】 

○ 国内企業にとっては、海外展開する際の事業の規模や環境自体がリスクに転じ

る。生産拠点を海外に作る場合、成功するまで続けることが一つの結論。 

○ 新規海外展開リスクの低減方法としてテストマーケティングなどがあり、展示

会や商談会などの支援制度もあるが、単発、一過性のものを何度も繰り返してい

る状況に見える。食品分野であれば、農産物や飲食の分野と一緒になり、完結し

たメニューを一つのストーリーに整えることが重要。 

 

【総社市長 片岡氏】 

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

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

どの堅い野菜で中国の冷凍野菜が好んで使われていた。その中で、複数産地から

集めて規格はバラバラでも一定量確保できるようにした。また、通常２週間であ

る献立決定から給食までの期間を短くすることで生育が早い野菜も使えるように

なった。また、総務省の給料削減の勧告に応じず待遇確保を約束した。 

○ 同様の公社の取組に向けたアドバイスとして、販路と優秀なリーダーの確保が

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

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

に１人でもいれば産地になる。ただ、日本の農家の多くは米しか作れないので、

それ以外の品目については県農業普及所による技術指導が鍵となるが、役立って

いるか見直す必要がある。縮小しようとする動きは、時代に逆行するもの。 

 

【香髙委員】 

○ （金原氏に対して）国の方は、先進的な農家に対しては、様々な金融措置とい

うことで、新たな施策を講じるということを行おうとしている。補助金を念頭に

取り組んでいたようだが、例えば、金融機関からの借り入れは選択肢になかった

のか。 

○ 瀬戸内海のレモンはブランドとして定着しつつあるが、大消費地に向けて、ど

のようなブランド化の動きをしているのか。 

○ 果樹共済は加入率が低いと問題視されているが、使い勝手について課題等があ

るか。 

○ （吉弘氏に対して）米粉は数年前は脚光を浴びたが、当初の予想よりも拡大し

なかったというのが現状。米粉をより国民に浸透させていくための課題は何か。 

○ 若い方々を地元に定着させるためには、何らかのキャリアパスが行われる仕組

みが必要と企画部会でも話題になったが、そちらの法人の中で若手を育てるため

の仕組みはあるのか。 
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○ 「食料自給力」と聞いたときに、どのような印象を持つか。また、実際に農業

生産に携わるなかで、参考値としてどのようなものとしてとらえるか。 

○ （藤本氏に対して）消費者の方々からみて、今の表示はどのような点がわかり

にくいのか。 

○ 食品ロスが多いのは単身者など調理に割く時間が少ない者と思われる。冷蔵庫

の中身の調査の対象者がどのような人なのか、対象者の属性別に結果を分析する

ことは可能か。 

○ （宮田氏に対して）製造業界の大手企業が海外進出する際に中小部品メーカー

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

○ 日本の食品を世界にブランディングするための苦労やコツは何か。 

○ 農家の方と一緒に何か事業を実施する上で、企業から見て提携する農家を選定

するポイントはあるのか。 

○ （片岡氏に対して）学校給食に地元の農産物がなぜ使えないのか、具体例がわ

かった。片岡氏が取り組んでいる「やらされている農家」を支援する施策と、国

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

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

のか。 

○ 農地中間管理機構が動き出したが、総社市ではどのような状況か、どのような

課題があるのか。 

 

【シトラスかみじま 金原氏】 

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

農した者は自己資金が少なかったので、補助金頼りになっていたことは間違いな

い。 

○ 日本が輸入しているレモンは大体５～６万トン。国産の約８割が広島県産であ

りその主産地は、当地のＪＡ。夏場は独占販売できるので、レモンを夏場に売る

ためにＪＡ安曇野のリンゴの貯蔵庫へ１月に預けている。大消費地では生協を中

心に拡販している。 

○ 自身は果樹共済の学識経験者として会員になっている。果樹共済の加入率の低

さは国の責任ではなく、地域の組織の推進不足が原因と考える。災害を受けやす

いレモンは今年度から加入するようになったので、加入率が少し増加した。 

 

【ファーム・おだ 吉弘氏】 

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

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

パン」を名乗らせないようにするといったようにしないと、本当の米粉の良さが

伝わらない。学校給食で食べてもらいたいが、簡単にはいかない。地元企業と提

携しＧＡＢＡ（胚に含まれるアミノ酸）加工でストレス解消、精神安定、肥満防

止、高血圧抑制などの効用が期待できるので、このような高付加価値化を行って

いる。米粉の良さを知った子供達が親になったとき、次世代につながるようにし

たい。 

○ 若い人が農業に定着するために、周年雇用、所得の確保、社会保障への加入を
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行った。この所得を確保するためには、水稲単作では難しいので、高収益作物を

導入する複合経営が求められる。 

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

飽食の中では実感がないし、わかりにくい。自給力の方が日本の農業生産を支え

る力がどの程度なのかが分かりやすいし、自立する日本を目指す意味では自給力

という考えに賛成。 

 

【岡山県消費生活問題研究協議会 藤本氏】 

○ 消費者が一番先に見るのは、消費期限・賞味期限の表示。調味料や添加物の表

示も見るが、使用量の第３位までは記載されているが、それ以降は記載されてい

ないということを耳にする。体に良くないものが使用されていないか、不安に感

じることもある。 

○ アンケートは現在集計中のため、単身者などの時間がない人のロスなど、調査

対象者の属性を分けた調査はできていない。 

 

【オタフクソース 宮田氏】 

○ 調味料だけを売ろうとしてもなかなか普及しないので、料理等の素材と調味料

をメニューとしてセットで普遍化することを一緒にやれる人と提携したい。例え

ば広島の牡蠣の生産者と海外向けの加工品を作る、海外向けの味付けを提案する

といった取組を行っている。 

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

現地の方は食べたことも無い、見たことも無い、買ったことも無いという状況に

ある。このような地域で現地従業員に調理法を教育しても、調理を委ねた後で形

が崩れてしまうということが何度も続く。繰り返し行うことと、おいしい店を出

して本物に触れてもらうことを、時間をかけて進めていくことが重要。 

○ 現在はあまり国産原料に目を向けていないのが実情。素材の付加価値が高いも

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

 

【総社市長 片岡氏】 

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

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

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

繁な変更に悩んでいる。後継者については子供は継ぐ気がないが、よその人には

継がせたくないというジレンマがある。その解消のため、ふるさと納税を財源に

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

検討している。補助金に頼っては滅び行く農業になってしまう。売れる、儲かる、

楽しい農業をいかに作っていくかが課題。 

○ 中間管理機構の実績は総社市はゼロ。岡山県全体でも厳しい状況。担い手の受

け手法人が少ないことと、遊休地に相続などの事情があるため難しいことも確か。

このような現状だからこそ、遊休地を耕作地に変えた場合、同等の面積を農地転

用できないか提案した。農地中間管理機構にはもう一工夫してもらいたい。 
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【中嶋部会長】 

○ ５名の有識者から共通して感じたのは、「人を育てる」、「人を活かす」取組

の重要性。様々な現場でそれを実践し、ご提案いただいたので、今後の基本計画

の中にも反映させていきたい。 

 

 

６ 閉会 

 

（以上） 


