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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
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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

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。 
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○ 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。 

○ 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
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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。 

 

【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
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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

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
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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

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
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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。 

○ 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
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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。 

○ 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。 
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【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

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。 
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○ 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

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。 
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【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、

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。 
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【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

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） 

 


