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

 

１ 日 時：平成 27 年１月８日（木）13:30～15:45 

２ 場 所：金沢市 金沢商工会議所 ２階研修室１ 

３ 出席者：  

 ① 地域の有識者： 

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

      農業者：井村 辰二郎氏 (株)金沢大地代表（石川県金沢市） 

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

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

      自治体：杉本 博文氏  福井県池田町長（福井県池田町） 

 ② 企画部会委員：生源寺委員（座長）、山口委員 

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

全局消費・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 松尾

課長 

北陸農政局 雜賀局長、荻島生産部長、大澤経営・事業支援部長、三木農村計

画部長、渡辺整備部長 

 ④ 一般傍聴者：約 50 名 

 

 

４ 地域の有識者による意見・要望概要 

【アジチファーム 義元氏】 

○ 意見・要望として、大きく２点ある。その一つは視点を変えること。その１点

目として、今日では「農家」という家業では物事を処理できるという時代ではな

く、農業が産業として成り立つような施策方向に変えるべき。農家という発想を

変えていただきたい。 

○ ２点目として、農業と土木業の連携、融合を提起する。農水省の中には構造改

善と農業振興という２つの流れがあるとしたら、これを一体化して農地集積が始

まった。例えば、土地改良は用水管理を含めて農業者が行うようにならないと手

抜きする。農業者自らリアルタイムで農地メンテナンス等を行う方向でお願いし

たい。 

○ ３点目には、基準反収の問題を挙げる。今は、基準反収を上げることにより生

産調整がどんどん増える時代（転作を進める構造）になっており、消費者の構造

が変化し主食米よりも主食以外のものが増えている状況。また、中山間地では耕

作放棄地が増えている。基準反収を下げて広大な農地で米を生産する方向に転換

しなければ、農業者は育成できないと考える。 

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

と」に着目した施策に変えていただきたい。農地も大事だが、「ひと」に切り込

んだ施策がほとんどない。新規就農者への援助制度があるが十分ではないと思

う。実際、30 年後の担い手はどこにいるのかというのを示して欲しい。 

  何故かと言えば、農業の中に雇用環境が出来ていないからである。若い人にと

って雇用環境、就職口がなく職業選択として農業を選ばなくなっている。是非、
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農業の中に雇用環境をつくっていただきたい。 

○ 「ひと」について、集落営農組織の問題がある。農事組合法で公平・平等の原

則があるため誰も経営責任を取らない。組織変更を行うにも法律により２／３以

上の議決が必要である。もう少し緩やかに合意形成が出来るように制度設計を見

直す必要がある。 

○ 「ひと」について、農地における所有者と耕作者が同一というのが根幹となっ

ているが、農地を相続したものの東京にいるような地権者については、農地に関

心を持つことはおそらく無いと思われる。農地については誰がどのように担うの

かについて早く明示し、農地に関する整理（農地流動化）を行っていただきたい。

私としても耕作が継続できる環境を切に願う。 

 

【金沢大地 井村氏】 

○ 農業の可能性は今でも大きいと思っており、今回の基本計画には、是非、明る

い地域農業の未来について盛り込んでもらいたい。 

○ 17 年前に就農後、先代までの経営に、豆腐加工への取組、耕作放棄地を軸にし

た規模拡大、有機農業を中心とした環境保全型農業に転換した。 

○ キーワードとして、サステナビリティ（持続可能性）とダイバーシティ（多様

性）がある。 

○ 有機農業を中心とした環境保全型農業は、農業や地域の持続的かつ多様な発展

につながるものであり、産業としての可能性も大きい。このような日本型農業を

伸ばし、農業と環境の好循環を生み出していくことが、日本の農業や地域の強み

を活かすことにもなると感じている。 

○ このような日本型農業の絶対的な価値を磨いて、地域の活力を醸成し、国民の

理解を得ていくことが、多様な日本農業の持続可能性にもつながっていくと考え

ており、日本農業の国際競争力を高めることにもつながると考えている。有機農

業や環境保全型農業を日本の農業の柱の一つとして認識し、基本計画の中に明確

に盛り込んで欲しい。 

○ 日本には近代的な技術を使って収量を上げていくという大規模な農家の他に、

各地域で少量多品目の農家もあるなど農業を多様に行っているという素晴らし

い環境にある。 

○ このような多様性のある農業を一つ一つ取り上げていただき、振興策として基

本計画の中に明確に盛り込んでいただきたい。このことが、私たち現場の農業者

としては、いろいろな可能性が広がっていくことになると思う。 

 

【石川県生活協同組合連合会 青海氏】 

○ 消費者庁から委託を受けた事業で消費者目線で食品事故を未然に防ぐ商品開発

をしようという試みがあり、消費者が開発段階から参画しアレルギーフリーの商

品作りに取り組んだ。取り組んだことによる教訓として、消費者が開発段階から

参画することで、味、パッケージデザイン、食品表示、キャッチコピーまで全て

を消費者の目線で考案し普及・啓発に生かそうとした。さらに、開発に関わった

消費者が商品の応援団にもなるという効果もあったと思う。 

○ 「のとも～るスマイルプロジェクト」という取り組みで、コープいしかわが事
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務局になり、県内のローカルスーパー、それぞれの町及びＪＡなど、いろいろな

人と協力して地域で商品開発、販路作りをしている。取り組んだことによる教訓

として、６次産業化については農商工連携と言われているが、消費者、流通業者

も入り、「農消工流商連携」として連携を図って欲しい。それぞれの専門家が集

まった形でプロジェクトを進め、販路を作っていくという新しい形を進めて欲し

い。 

○ 「金沢エコライフくらぶ」というＮＰＯの生ゴミの堆肥化の取り組みで、金沢

産段ボールコンポストの素を開発した。これは、従来ピートモスともみがら燻炭

を使って堆肥化していたが、金沢の農林廃材である竹チップの炭等を利用し堆肥

化するもの。この取り組みから食品ロス対策、ゼロエミッション対策をもっと考

えて欲しいと感じている。特に、野菜の生産が過剰になったときや規格外のもの

をゴミにしないで、生で食べる以外として、加工、バイオマス等に利用する仕組

みが必要と思う。 

○ 各世代への食育について、消費者は今、特にマスコミで細分化された情報、例

えば、「これが効くから」、「これが健康に良いから」といった情報が出される

と翌日にはスーパーから物が消えるようなことが生じる。このため、トータルな

食育が各世代に応じて必要と思う。 

○ 持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）について、日本ではまだまだ普及して

いない。ＥＳＤを食農教育の中で進めることができないか。育てて食べるとか農

業の多面的機能を知る、地域の課題を解決していくというようなことを学校のカ

リキュラムに組み込んでほしいと思う。 

○ 担い手育成について、キャリア教育にもっと農業体験を組み込んでほしいと思

う。また、団塊世代では定年された方、ニートの若者、障がい者等の就労支援、

農業者の就労・育成支援も系統的に進めてほしいと思う。更に、家庭菜園は近所

に配って終わりではもったいないので、プチ農業起業のきっかけに支援して欲し

いと思う。 

○ 食の安全、環境保全について、ＧＡＰ、ＨＡＣＣＰの取組が消費者の目に見え

るような表示や、こういうものを買えば安全・安心につながるのだということを

普及して欲しいと思う。 

○ 食料自給率を高めることは重要と思っており、農林水産省のホームページに掲

載の「クッキング自給率」をいうページを活用して、体験型の環境教育に取り組

み始めた。ハムエッグの自給率が低いことを知り、なぜ低いのかを考えるといっ

た食料自給率について消費者が目に見える形で感じることが必要と思う。それが

ないと、食料自給力という言葉を普及していくのが大変ではないかと思ってい

る。 

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

これらを起因とした離農を防ぐために、品種転換やセーフティネットの対策も必

要ではないかと思う。 

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

農林廃材のバイオマス活用にも積極的に取り組んで欲しい。 

○ 里山荒廃対策について、昔は葛が飼料として利用され管理されていたが、今で

は繁茂していると聞いている。葛や竹、間伐材など農以外の資源の積極的な利活
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用や、イノシシ、シカを食すことで減らす（鳥獣被害対策）ということがシステ

ム化できないかと考えている。 

 

【サトウ産業 佐藤氏】 

○ 今日、マスコミにおいて食に関する報道があり、私どもにはアゲインストの風

が吹いている状況の下、お客様の健康をお預かりしていることを十分に意識する

よう毎日社員に伝えている。 

○ 当社では、サラダなどのカップ野菜をつくらせていただき、新潟県全域とその

近県及び関東圏に出荷しており、365 日 24 時間稼動している。 

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

から雪を利用する「利雪」という考えがあり、具体的には「雪室」を利用する。

新潟県内の食に関する異業種の方々が集まって協同組合をつくり、越後雪室屋を

立ち上げ３年目になる。雪室で冷蔵したコーヒー、酒、米、味噌などいろいろな

ものを雪室に入れることで商品価値が上がると好評である。 

○ 当社において取り組まなければならない課題は、現在は製品を卸して販売させ

ていただいているだけだが、 終的には生産から加工・販売まで一気通貫を行い

たいと考えている。 

○ 私どもの惣菜工場では、典型的な労働集約型の業種であり、昨今、人手不足の

状況である。前月、金沢で開催された勉強会において表示問題に関する講演をし

た際に、参加者の方からも人の確保は話題となっていた。当社の所属している日

本惣菜協会としても外国人就労に取り組み、今年から外国人労働者を採用できる

ようになった。 

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

2025」を公表し、その場で惣菜の在り方も発表させていただく。 

 

【池田町長 杉本氏】 

○ 国が策定する基本計画等において、「自治体が」、「地方が」、「市町村が」

という文言が盛り込まれるが、活字だけではなく、基本計画等をいかにして実現

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

○ 私からは、農政の総合性の確立と総合力の発揮について提起したい。総合性に

ついては、様々な事業を推進するに当たり、政策と現場が同じ方向を向いて整合

性を保っているか。現場はその趣旨に沿って目的達成のため努力をしているの

か。この点については、社会から指摘を受けるべきことと思っている。 

○ 総合力については、政策を一つに集約させよう、あるいは誘導しようというこ

とがあるが、日本全国では多様な農業が展開されており、大規模農家だけを守る

べきものではない。各地方での多様な農業を伸ばしていく政策をお願いしたい。

国が企画してそこへ地方を当てはめるのでは無く、国は大枠はつくるべきだが、

地域自らがデザインしていけるような農政の推進体制をお願いしたい。 

○ 農業政策、農村政策について、市町村が地元、農地や農業者の状況を近くで把

握していることから、国が決めた大枠の中で、地方がデザインしていくという多

様性を認める方向についてお願いしたい。 

○ 全国町村会では、平成 26 年９月に今後の農業・農村の在り方について提言書を
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まとめたところ。この中で「農村価値創生交付金制度」を提案している。国は産

業的な競争条件を整備していただき、市町村側において農村価値を再度発揮させ

る展開を行わせていただく。この組み合わせが国と地方に求められている知恵と

しての発揮のしどころと考えている。 

○ 見直しが進められている農地の問題について、国が権限を持ち農地法の中で守

られているが、恐らく農地は減り続ける。どこかで必要な農地のライン引きを行

わなければならない。そこで、守るべき農地と柔軟に対応する農地をはっきりと

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

○ 食品表示制度について、農業者や農業関係者の産業だけで取り組んでも、日本

農業を救えないと思っている。国民が国産国消する、国民に農業農村は大切と思

っていただくには、食品表示や食の安全性、あるいは伝統食を広く国民に知って

もらうために情報発信を行っていかなければならない。そして、消費者は国産国

消することで農業農村を支援するということがトレンドとなるように、国と地方

が連携して取り組むべきではないか。 

 

 

５ 意見交換概要 

【山口委員】 

○ 本日、担い手について話題が出たところであり、このことについてはいろいろ

と議論されている。外部から農業に入ってくる者が備える要件として、農業に対

する熱意、そして、実際に就農する際の厳しい合理性のものさし、合理性を裏付

ける農業技術の３つの要件を備えなければならないが、これらを持ち合わせるこ

とは大変である。これらを持ち合わせた者をどう育てていくのかが課題であると

思っている。 

○ 義元氏の説明の中で、農業の産業化をしていくべき、そのためには、原料調達

・生産から加工販売、輸出に至るまでを一貫のサイクルとする必要があるとのこ

とで、ＧＰＳやＩＴ（購入時点情報（ＰＯＳ））なりの専門性が高い取り組みが

含まれていたと思うが、自分自身により実行する自前の部分と自分で実行できな

い部分の外部化或いは外部との連携によるかに分けて考えていくことが必要と

思う。 

  私の会社での研究に関して言えば、自前でやる中核技術部分に加え、ひょっと

したらいずれ関係してくるかもしれない技術テーマについては外部の専門家と

連携するという整理をおこなっている。 

  例えば、ＩＴ（購入時点情報（ＰＯＳ））利用についても、コンビニエンスス

トアでは長く取り組まれているので、各所に蓄積されたデータを使うこともある

のではないか。 

  農業の産業化において、自前で対応する部分と外部化する部分の整理について

の考え方を伺いたい。 

○ 二つ目は、日本全体で人口が減っていく中で、どこまで担い手の後継者をつく

っていくのかということ。人材のソースとして、外国人もあるが、地元の若手が

どこまで地元に残るか、農業をやりたいという都市部の若手や都市部のシニアの

方が可能性を持っていると思う。それぞれを人材ソースとして繋げていくために
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は、行政としても仕組みをつくることが大事と考えるが、これに関して要望があ

れば伺いたい。 

  

【アジチファーム 義元氏】 

○ いろいろな会社と連携しているが、例えば、原料生産のだけではコスト面だけ

を問われる。単に原料だけ生産して右から左に流すような産業構造では、収益性

は全く出てこない。 

○ 北陸では冬場の大雪では露地物を作って生産して出荷することは無理であり、

冬の仕事が無いと年間雇用が出来ない。昔から農家では味噌や醤油を作ってお

り、余ったら売るという６次産業化をもともとから行っており、その手法を当社

で反映し年間雇用の形態として組み入れたものであり、特別に６次産業化したと

いう意味合いを持っているものではない。 

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

い。年間を通じて働いていただき若い人が定着して生活の糧にしてもらうという

ことが北陸においての６次産業化で一番大事。 

○ 北陸の農業生産法人の財務体質は非常に悪く６月くらいに資金がショートして

しまう。今年は米価が２～３割下がっているので、生産組合や集落営農では人件

費でコスト削減しているのが実態と思う。６次産業化しないと年間雇用すること

は不可能だと思う。 

○ 外部化について、全部を自前でやるということはしていない。販売にしても、

加工にしても委託やＯＥＭ等の手法で行っている。農業者を中心にして周りの産

業の何百人も雇用している状況で農業者全体が周りの産業の礎になっているの

ではないかと思う。 

○ 特に機械メーカーは端的な例である。当社では修理部門を持っていて修理を内

製化している。外部委託するのと２人を雇用した場合とを比較すると費用が１／

３である。外部化とか連携で問題を解決できるものではない。 

○ ６次産業化して販売も加工も修理も土木も出来るような人材を育てないと北陸

の地で冬も雇用しながらやっていくというのは不安がある。農水省もリサーチし

て通年で雇用するのにどれくらいの収入があれば良いかなどモデル的なものを

示して欲しい 

○ 耕作放棄地を解消したら反当たり 10 万円の支援が得られるが、草刈り、抜根す

るとコスト割れする。単価の 10 万円についての根拠が分からない。農業の労働

評価をどうするのかということを示して欲しい。 

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

減のダメージが少なかったが、新規需要米の補助金で成り立っている状況であ

り、外部化や連携を行いたいが、何でも自己で行わざるを得ない状況となってい

る。 

○ 人手不足はもっと加速していくのではないか。一番怖いのは、私たちの会社を

辞めて他所へ行ってしまうことである。そこをどうカバーしていくべきか、来年、

再来年の大きな課題とおもっている。人を雇用して、農業を取り巻く販売・加工

を含めた人材が育つには 低３～５年かかる。それまで財務基盤の弱い会社が持

ちこたえられるのか、農家からスタートして歴史が浅く仕方ないが、若い人が入
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れ替わり立ち代り来ることが経営を圧迫している部分もある。北陸の農業法人の

定着率が悪いという実態を調べてほしいと思う。 

 

【金沢大地 井村氏】 

○ 大豆を消費者に直接届けたいと思い豆腐の加工を始めた。私たちにとっての６

次産業化の意味とは、自分たちの作っているものを誰が食べているか、食べてい

る方は誰が作っているのかを分かっているという双方向のトレーサビリティー

の関係作りをしたいと思ったからである。 

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

アウトソーシングをしようということで、麦茶を有機農業で作ったのがスター

ト。今、全体で 100 品目くらいの加工品があり７割がアウトソーシングである。

しかし、アウトソーシングのジレンマとして地元に雇用が発生しない。ＪＡＳの

認定を持っていなければならないので、県外にＯＥＭ先が広がっていき物流経費

が嵩んでいく。今は消費者との連携と消費者が商品価値を認めてくれているので

成り立っている。 

○ 現在、ＯＥＭのものを少しずつ内製に戻している。販売の軸が付くと自分たち

でも作ることが出来る。ただし、ＨＡＣＣＰや品質管理の問題もあるため、なま

じっかな形では出来ないと感じている。 

○ 景気が悪い時期に公共事業が減り、廃業した土建屋から優秀なオペレーターが

当社に流れてきた。機械に乗れる若い優秀なオペレーターが留まってくれている

が、インセンティブとして給与や福利厚生はもちろんあるが、社員は仕事のやり

がいを感じてくれている。終身雇用として給与テーブルも一緒に作っていこうと

いうコミニュニケーションをとっていくことが大事と思っている。 

○ 県外から優秀な人が集まってくる。高額な給与を貰っていたのに半分くらいに

なっても良いから農業をしたいと言って来る人がいる。ここに農産業のヒントが

あるのではないか。そこは何かと自問自答しながらスタッフとコミニュニケーシ

ョンをとっている。 

 

【山口委員】 

○ 仕事に価値観を見出す人間、しかも長続きする人間を見出していくという事は

大変であると思う。その関連で行政の方でも仕組みを持ち、そこからそういう人

達が見出せる仕組みが出来ると良いと思うが、その様な要望はあるか。 

 

【金沢大地 井村氏】 

○ 私の経営では労働分配率がすごく高い。大きく損金を分析すると、農地代、人

件費、農業機械経費のこの３つである。農業経済学の先生と話をするが、農村の

形態の評価として、労働分配率の高いということを評価するような仕組みができ

れば面白い。地域雇用創出型の農業というふうに考えると、雇用を創出している

部分、人件費率が高いところをもう少し評価する仕組みが出来れば面白いと感じ

る。 
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【生源寺委員】 

○ 義元さん、井村さんの話が非常に印象的であった。基本的には地域の雇用の意

味合いが、高度成長・安定成長期、その後の時期と今では違っていると思う。雇

用はコストであるとの感覚があったわけであるが、大もうけはできないけれど、

安定したやりがいのある就業の場をつくることが極めて重要ということを確認

した。その観点から、制度上もう少し、こういったところをやりやすくして欲し

いとか、これは困るとかがあれば、お話いただきたい。 

○ 農業と川下の食品産業、農業と川上の圃場整備等の土木について、営みとして

はその境目には意味がなくなってきているとの印象である。かつ、どこまで内製

化し、どこまでを外部化かということは一律には言えない。同じ経営であっても、

履歴を積みかねることによって、内製化する部分が広がったり或いは別の所に行

ったりすることもあるかと思う。そういう意味では、柔軟に対応ができるような

制度、政策が必要であろうと感じた。また、北陸の冬の雇用の関係はもっともだ

と感じた。 

○ 企業の観点から、佐藤さんには、特に農業者との繋がりの観点からもう少しお

話を聞きしたい。食品製造業は比較的に地方に密度深く立地している。その意味

で、農業プラス食の製造が、地域の雇用を支えていることは重要と思っている。

その意味でも、製造業と農業の境目はあまり無いと感じた。魚沼は、お米が有名

だが、野菜はどこの地域の産物を受け入れて、どういう関係で展開しているのか、

お聞きしたい。 

 

【サトウ産業 佐藤氏】 

○ 地場の野菜を使いたいと地域の農家や市場の方と話をするが、それだけの量が

確保出来ない。お客さまには、一定の品質と量を届けなければならないので、品

質と量の確保は地場野菜を使うにおいて大事な要素。 

○ 農作物は毎日生育しており、流通の関係でとりあえず市場に持って行って冷蔵

庫に入れておく、翌日に鮮度を落として我々の所に来る。我々としては、出来れ

ば農家との直接取引し、一緒になって商売させていただければと考えているが解

消出来ていない。 

 

【生源寺委員】 

○ 青海さんの話にも共感できるところが多く、生協は小売という意味でのビジネ

スであるが、ＮＰＯ、ＮＧＯの側面がある。例えば子供を視野に入れた働きかけ

や、食品ロスや食品廃棄物の問題にも取り組んでいるなど、経済活動の成果とし

てカウントされないようなものであっても、非常に大事な活動を行っていると考

えており、こちらの評価もしなければならないのではないか。成長産業化という

話も大事な点だが、一方で、出来たものを大事に使う、上手に使うということも

大事。それが、農業や自然をベースとした産業に対する特に若い人への理解に繋

がると感じる。そういう点で更に補足できる話があればお話いただきたい。 

 

【石川県生活協同組合連合会 青海氏】 

○ 生協は、自ら事業を営みながら、かつ、消費者（組合員）が自主的な各分野に
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渡る活動を行っている。象徴的な出来事が、中国ギョーザ事件で、あのころは各

方面から安く大量に仕入れられることができ、しかも品質が行き届いた、おいし

いものをより安く消費者に提供することを求めてきた。その事件以降、県内の多

くの組合員から「なぜ地場産があるのに手に入らないのか」という厳しい意見が

寄せられ、それを機にコープいしかわでは「じわも～る」という石川県内の商品

を扱うカタログを別に作成した経緯がある。その中で、食農・食育や能登での商

品開発に繋がってきた。消費者の目線を活かした活動が 終的には商品に結びつ

くような活動ができればと思う。 

○ 今日、生協も社会的な役割を盛んに言うようになり、組合員のためのクローズ

した組織というよりは、社会にどれだけ貢献できるのか、その時にマグネットに

なったりコーディネートできたりすることを目指したいという中での活動とな

っている。 

 

【生源寺委員】 

○ 杉本さんからも非常に印象的なお話があった。政策の整合性は必要だけど、一

律であったり、画一的であったりしては困るという話であった。一昨日、京都で

この会議を開催し座長を努めた際に、「ＰＣＤＡサイクル」という言葉があるが、

農業政策の進め方は「ＰＰＰＰ」で終わっていて、きちんと振り返って総括し着

実に進んでいく姿勢に乏しいという趣旨の話があった。今日の杉本さんの発言に

ついても特に国と地方の連携、棲み分けの部分で更に発言があれば伺いたい。 

 

【池田町 杉本氏】 

○ 農水省が地方分権にあまり熱心ではないのではないか。関税など大枠は国が決

め、てもらわなければいけないと思う。農地についても農地法に準することもや

はり国が決めるべきと思うが、本来の目的達成のために、市町村と棲み分け、連

携する形で、その現場、現場でうまく準用しながら確実にやり抜くことが必要。

大きくプランを見直さなければならないようなことはあまりないのでは無いか

と思うので、国と市町村が役割分担することで、強い農業、農村を作れるものだ

と考える。 

 

【生源寺委員】 

○ プランは様々あるが、根本的な目的は何かということだと思う。そこに立ち返

ってということになれば、ころころと変える必要は無いという話になるだろうと

の感じを持った。 

 

【山口委員】 

○ 企画部会においては、農水省に対して、企画だけでなく、実践に繋がる様なヒ

ントをどこまで盛り込めるのかを要望しているが、企画部会に参加する前に農水

省に対して持っていたイメージよりも、随分各論に踏み込んでいる。資料には、

これまでの議論の中で、それぞれのテーマに関し、地域の事情に即した具体例が

多く入っている。そのまま各地域にもっていけることはできないが、しかし、参

考事例として、「こういう公式に即するとうまくいくのかな」というヒントが得



10 

られないかという目で見て、それを自分の地区に引きつけたらどうできるだろう

かということを双方で行うことが大切である。  

○ 各地域で実践すること、国策として行政が打ち出したことが出来るだけ連動す

ることが大事だと思う。「百匠一品」という言葉は非常に面白い言葉だと思う。

その地域独特なものやそれを裏付けている技術がここに生きていると思う。これ

を制度化しようとすると具体化しつつある地理的表示の制度があり、これらが連

動するとまさに実現するということになる。 

○ 地域の食文化の掘り起こしも、日本食文化がユネスコ無形文化遺産に登録され

たことを契機に、いろいろなことが打ち出されている。民間全体としても和食会

議などが立ち上がり、来年春からも様々な事柄と連動すると思う。先輩国のフラ

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

があり、それが集約された天辺にとしてフランス王宮のフレンチ料理がある。こ

の根っこが崩れ始めたのが非常に心配となって遺産登録したとの話であった。こ

の話は日本もよく似ており、地域食文化と和食世界遺産の連動がこれから具体的

に進むと思う。 

 

【生源寺委員】 

○ 井村さんの説明資料の中にある政策として配慮すべき「情報弱者」という言葉

について補足的にお話をいただきたい。 

 

【金沢大地 井村氏】 

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

ある地区で地域の住民に対する説明会を市町村と一緒に行うが、中間管理機構で

こういう貸し手のインセンティブがあるということを役場の方が一生懸命説明

しても、高齢者の方には分からない。若い農家の方でも、インターネットも一切

見ず、市町村とも殆ど関わりなくやっている人達と話すと、多分、環境支払いや

中山間地対策のことを言っていると思うが、「僕たちの所には情報も来ないし、

どうやったら良いか分からない」と言う。担い手は多様になっているので、イン

フォメーションを積極的に行っていただき、大企業参入も含めいろいろなプレー

ヤーを農業会に引き込んで欲しいと思う。 

 

【生源寺委員】 

○ 情報を発信する側の観点からものを見てしまうが、受信する側の観点からいろ

いろと考えていく必要があると思う。 

 

【アジチファーム 義元氏】 

○ 現役のサラリーマン時代に福井の伝統野菜に関する冊子を編集したことがあ

り、約３年で 5000 部位作成したが、今は、作成が途絶えている。また、伝統野

菜の中で「かぶら」や「里芋」など約 27 品目の野菜については、消滅危惧種に

近いような状況にあり、その一番の原因が生産者が育成されていないため、種の

保存ができないことである。 

○ 農業サイドはいろいろな伝統野菜の情報を発信していくことが一つの仕事と思



11 

っている。また、農業部門の文化を継承する仕組み作りが急務だと思うので、県

単位で伝統野菜が保存される仕組みを整えて欲しい。 

○ 食文化について、料理については目立つが伝統野菜の生産についてはほとんど

取り上げられない。伝統野菜は今日まで地域を支えてきた豊かな食文化だと思う

ので、文化財と変わらないものと思う。 

 

【生源寺委員】 

○ この問題は、国だけでは無いと思うが、国は方ではどういうところが所掌して

いるのか。技術会議の方で簡潔に説明をお願いしたい。 

 

【農林水産技術会議事務局】 

○ 農林水産省所管の独立行政法人農業生物資源研究所の「ジーンバンク」で、種

の保存を行っている。基本的には、育種の素材に使用するものを海外から集め、

活用することを目的にしているが、在来品種等についても各都道府県と相談して

必要なものを保存している状況。本当に大事な品種等があれば福井県と相談して

いきたい。ただし、冷蔵庫に長期間保存しておくと劣化するため、定期的に増殖

しなければならないという手間もかかるので、希望する品種の全てを保存できる

ということではない。 

 

【金沢大地 井村氏】 

○ 米政策関係のＰＤＣＡサイクルについて、 初の理念を現場で循環させる小集

団活動というものをトヨタ自動車で行っているが、農業ではそこが欠けているの

ではないかと思う。特に米農家が人口減少社会や米の低価格等自分たちが置かれ

ている状況をきちんと理解して、どういう米作りや生産活動をしていくかを考え

るところが弱いのではないかと思う。例えば、農協と水田協議会が生産調整の耕

地配分を考えている。また、農業者が農協の傘の下に入っているケースが全国で

も多くその中で合理的な仕組みで耕地配分されていくと思うが、農業者がこれか

ら世の中はどうなっていくのか、自分たちが生き残っていくために何をしないと

いけないか（米粉、飼料用米、輸出）という事を考えるところが抜けているので

は無いかと思う。 

○ 生産調整が無くなって、「自らが考えるということ」状況になっていることす

ら、米農家はあまり理解していない。好きなだけ主食米を作って良いというわけ

では無いはずだが、考えるということが実際には行われていない。例えば、水田

協議会に専業農家を多く入れるとか、ある程度の規模は大きな傘の下に入るので

は無く自らが考える仕組みを作ることが大切なのでは無いかと感じている。 

 

【生源寺委員】 

○ いただいたご意見からも、同じような規模で同じようなものを作っているとい

う意味での統一的な農家像は多分過去のものとなっており、いろいろなタイプの

農業者が全体として農業を支えていく関係であるということを頭に入れておく

必要があると思う。 

○ 生産調整そのものについては、まだやや抽象的な書き方となっており、企画部



12 

会でも多少議論したこともあるが、どういう格好で、どの時点でどうなるかとい

う道筋をきちんと伝えることが大事と思う。あいまいなまま何となく時期が来る

というのは一番避けるべきと思っている。 

 

【石川県生活協同組合連合会 青海氏】 

○ 農業・農村の所得倍増関係について、過去においては農業者の所得が低いこと

や、後継者が離れていってしまうということで、所得を確保していこうとずっと

努力されてきたことは理解出来るが、事ここに至って格差社会が進行している現

在にあっては、むしろ、消費者、国民の命を守る食であるとか、国土保全を農業

が保全するとかの基幹産業を持続可能にすることが前提に無いと、所得倍増と言

われても消費者は理解できないのではないか。もう少し、消費者目線から切り込

んでいくような説得性のある表現にしていただきたいと感じた。 

 

【生源寺委員】 

○ この点に関し、企画部会の一委員として何回か発言している。資料５の４ペー

ジから所得倍増について委員から出された意見が記載されている。所得の増加は

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

が多いと感じている。 

 

【山口委員】 

○ 青海さんの資料の中で、要望事項や新しい試みが書かれているが、小水力発電

にしても農林廃材のバイオマスにしても、林業との連携にしても、日本の経済界

がＡＳＥＡＮやアジアに対して提案をする時の要素になっており、各地域で具体

化が始まっている。今の日本では、小規模の水力発電は話題になっていなかった

が、それがスマートシティの試みなどで現実に行われつつある。ここに書かれて

いるテーマは今まさに始まっていることであると思うが、地域特性があるので、

この地域にどの部分が応用できるのかという視点を持つと、いろいろな試みがフ

ァインディングスも含めてできると思うので、日本の地域ごとの連携の中でやり

とりを行うことが必要であると改めて思った。 

 

 

６. 閉会 

 

（以上） 


