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食料・農業・農村政策審議会企画部会地方意見交換会（四国ブロック）議事概要 

 

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

２ 場 所：高松市 アルファあなぶきホール ５階多目的大会議室Ａ 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：矢野 匡則氏  (株)三豊セゾン代表（香川県観音寺市） 

農業者：遠藤真理子氏 (株)テレファーム取締役（愛媛県松山市） 

消費者：橋田 行子氏  香川県消費者団体連絡協議会事業部長（香川県高松市） 

実需者：住友 達也氏  (株)とくし丸代表取締役（徳島県徳島市） 

自治体：大山 茂樹氏  さぬき市長（香川県さぬき市） 

 ② 企画部会委員：中嶋部会長（座長）、香髙委員、三石委員 

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

岡消費・安全政策課長、農林水産技術会議事務局 松井技術政策課課長補佐 

中国四国農政局 仲家局長、西田生産部長、鈴木経営・事業支援部長、細谷農

村計画部長 

 ④ 一般傍聴者：約 30 名 

 

 

４ 地域の有識者の意見・要望 

【三豊セゾン 矢野氏】 

○ 平成５年、香川県観音寺市に、当時は有限会社だったが農業生産法人三豊セゾ

ンを立ち上げた。露地野菜を中心に、飼料用米、学校給食の食材を正社員、研修

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

社で三豊ファームサービスという株式会社を立ち上げ、主に６次産業化に取り組

み、消費者との交流、生物の調査や子供向けに稲刈り、スイートコーン、レタス、

さつまいもなどの収穫体験を行っている。立ち上げて３年経つが、思うように軌

道に乗れないというのが現状。しかし、このような取組をしていかなければ、将

来、子供達が農業をしてくれないのではないかと懸念。 

○ 全国から従業員を募集しており、現在、正社員のうち地元香川県の人は５名ほ

どで、その他の人は、農業に特化したサイト等を見て、全国から集まっている。

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

やインターンシップで来た。その後、地元に帰って独立して農業をしている人も

いる。 

○ 地域の遊休地が増えているので、遊休地の管理をしていく必要。今後、後継者

を増やし、分社化といった組織作りをしたい。６次産業化は言葉で言うのは簡単

だが、新しい商品を作っても、２、３年ではなかなか軌道に乗らない。５年、10

年して軌道に乗ったらいいという考え方でやらないと挫折する。社員の技術向上

のため、地元の３社だけでなく県内・県外との交流をしており、夏は農閑期でも

あるので長野の農業法人との交流も行っている。 

○ 説明資料にはいいことばかりが書いてあって、これが実現すれば農家も裕福に

なると思うが、現実はそう簡単ではない。やはり一番は、採算がとれる野菜の単
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価。特に米の昨年の値段を見ると採算がとれない。本当に所得倍増になるのか。

また、近年、資材、肥料等のコストが上がり、生産経費がかかっている割には農

産物が高くならない。昨今は天候の影響でレタスなどは高くなっているが、値段

だけ高くて懐は暖まらない。収量が少ないから値段が高いのであって、収量が多

いときには安値安定となるのが現状。米のレートが下がった関係で、田植えや稲

刈りの作業を委託している兼業農家が農業を辞めるのではないかという危惧があ

る。飼料用米の補助金は継続されるのか。制度が変わって作り手がいなくなるこ

とを畜産農家は危惧している。飼料用米を保管する施設が不足しているが、それ

が増えないと生産量は増えない。天候の関係で、一時、レタスが不足し、商社が

台湾から入れることがあり、需要側にも農業に対する信頼がなくなっている。県

外などに分散して作らなければ、安定して業者に供給できないのではないか。 

○ 農業者が安定して希望が持てる農業政策を進めて欲しい。猫の目農政の転換が

必要。先ほどの説明でも、食料自給率、カロリーベースといった農家が聞いても

分からないような言葉が先行して惑わされている。 

 

【テレファーム 遠藤氏】 

○ 農地は内子町、大洲市の山間部にある。７年ほど前に新規就農し耕作放棄地等

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

後広げる予定。私は生産以外に主に梱包発送業務、経理、テレファームシステム

の管理、ネットによる顧客向け情報発信等を担当している。地元の高校生に遠隔

農場テレファームを食育として活用してもらい、学生達が６次産業化に取り組み

喜んでいる。テレファームのサイト内では常に生産者と遠隔の消費者がコミュニ

ケーションをとることができ、都市と農村の交流ができる。 

○ テレファームはパソコンや携帯端末を使ってインターネット上で農薬や化学肥

料を一切使わない有機栽培野菜の遠隔栽培が可能なサイトを運営。遠隔栽培ウェ

ブシステムは、現実の農場と連動しており、ウェブ上で指示したとおり実際の農

場で栽培し、収穫された有機栽培野菜が自宅に届けられるという新しい農業サー

ビス。分かりやすくいうと、参加者がウェブ上で栽培する品目と数量を指示し、

契約農家が現実の農場で鍬を持って実現するという遠隔提携農業支援システム事

業。テレファームを通じたＣＳＡ（地域支援型農業）の展開及び農業における安

定収入確保策の構築。これにより農作物の収穫後でしかない収入形態を変え若者

が安心して農業参入できるよう、他産業と同じように月給制による安定収入を実

現。中山間地域の特性を活かした高付加価値化とトレーサビリティの公開を通じ

た食の安心・安全を提供。 

○ 今後は、テレファーム型サービスの提供による月給制の農業の拡大をしていき

たい。有機農業のノウハウ提供や資材購入をまとめてテレファームが行うことに

よるフランチャイズ化を目指す。 

○ ＴＰＰ締結後を見据えたＩＴ活用による高付加価値農業を展開していく必要。

その際、ＩＴを大規模農業の効率重視のために使うのではなく、遠距離の小規模

多数の生産者を一元管理するために使うことにより、個別の生産者及び生産物の

情報を消費者に提供できるようにすれば高付加価値農業の展開に資すると考えて

おり、国としても仕組みづくりを検討して頂きたい。 
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○ 私たちも農地確保に１年ほど苦労したが、新規就農したくても農地の確保が難

しいのが現状。今でも新たな農地を探し続けている。新規参入者確保のために農

地中間管理機構がもっと活用され農地がスムーズに借りられるよう機能を強化し

て頂きたい。そして新規就農後の 初の５年程度が成功を左右する期間にあり、

まじめに取り組む農業者に対する青年就農給付金等の補助金を今後とも充実して

頂きたい。 

○ 私は農林水産省の農業女子プロジェクトに参加してから、新たな繋がりや販路

を創ることができた。農業は多くの女性の支えで成り立っているが、前に出られ

ず裏方で頑張っている方がほとんどだと思う。会合の半数を女性にする、女性農

業者に役職を与える、共同経営者として認めるなど、後押しすることが必要。 

 

【香川県消費者団体連絡協議会 橋田氏】 

○ 私たちの団体も改革時期。組織も高齢化しており、皆さんからニーズをいただ

いても、前向きな意見が出てこない状況だった。新たな事業を展開して団体を活

性化し、新しく若い消費者を呼び込むための団体づくりに取り組んでいる。 

○ 偽装表示の問題などが出てきた辺りから消費者の安全意識はすごく高まってき

たが、消費者も色々な年齢層があり、色々な価値観があるので、ひとつの消費者

のニーズとして表現するのは難しいが、安全安心は望むことです。 

○ 消費者団体としても自給率向上、地産地消に取り組んでいるが、なかなか目に

見えて上がってこない。 

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

しても消費者は買わない」と言っていた。実際は、「曲がったキュウリは買わな

い」のではなく、市場に出ていないから買わないだけ。 近、若いモニターと話

をする機会があり、「曲がったキュウリを買うか」と聞いたら、「今は市場に真

っ直ぐなキュウリばかりが出ているからそれを買っているが、店に曲がった物や

ちょっと傷ついた物の専門店やコーナーがあれば、人の目を気にせず買う」と言

われた。目的によって消費の形も変わってきていると思う。また、消費者団は消

費の少ない集団となり正しいニーズとは言えない状態。これからのデーターは若

い人達のニーズも取り入れた内容を、団体では表現していきたいと思う。 

○ 「こしょく」には、いろんな形がある。「個食」は家族で一緒に食べるが、自

分の好みに合わせて別々のものを食べるスタイル。子供達の協調性や好き嫌いが

増える。「孤食」は、家族が不在のためひとりで食事する。ひとりでテレビゲー

ムをしながら食べるスタイル。「固食」はリンゴだけを食べるなど、いつも同じ

ものを食べるスタイル。「粉食」は柔らかいものしか食べないスタイルで、噛む

力が弱ってしまう。「濃食」はソースやマヨネーズなどをどの料理にも大量にか

けるスタイル。これらのように、食のスタイルが変わってきており、多くの農産

物を消費するには、消費者に対して食育をしなければ消費拡大はできない。 

 

【とくし丸 住友氏】 

○ 移動スーパーを経営しており、創業３年になる。買い物難民が大きな社会問題

化するだろう、ビジネスとして成長性があるだろうということで起業した。ネッ

トスーパーや弁当の宅配、生協、コミュニティバスの巡回、家族のサポート、色
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々あるが、現場を調査すると高齢者は不満を持っている。我々のお客さんの中心

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

ネットスーパーは全く使いこなせない。弁当の宅配もすぐに飽きてしまう。生協

の商品が届くのは注文してから一週間後。特に女性の目で見て触って匂いを嗅い

で、買い物するという生活の中の楽しみを奪っている。コミュニティバスは、乗

るために着替え、化粧しないといけないため面倒だという女性もいる。 

○ 買い物難民対策は全部上から目線。食料が手に入ればいいだろうという思いが

どこかにある。高齢者には、買い物を楽しんだ上で食料を手に入れたいという要

望がある。それに対してどう対応すれば良いかと我々が考えたのが一番アナログ

で手間のかかる移動スーパー。たくさんの企業がチャレンジしてきたがどこも赤

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

トラックが作られたが、ほとんど使われていないという事例もある。 

○ 当社では、地域のスーパーに商品を提供してもらい、移動販売の個人事業主が

販売代行をする仕組みをプロデュース。役割分担を明確にし、リスクを分散する

ことにより非常に効率の良い収益構造を作り上げる事が出来た。もちろん 初の

１，２年は大きい赤字で相当投資をしたが今年からは回収にかかるところまでき

た。３社が粗利益をシェアするという発想で始めたが、これだけでは無理で、４

番目の協力者に参加してもらった。誰かというと消費者、買い物してくれるおば

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

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

に乗った。全て軽トラックを使用。なぜ軽トラックかというと、軽トラックすら

入るのがやっとの路地裏の裏におばあさんが一人で住んでいる。私たちは基本的

に一軒ずつ玄関先まで行っている。玄関先にすら出て来られないおばあちゃんが

いて商品を家に持ち込んで選んで買ってもらうこともしている。これが買い物難

民の現実。２トン、３トンのトラックを公園や公民館に停めて音楽を流して、皆

が集まってくるものもあるが、そこまで歩いて来れる人は買い物難民ではない。

我々は県と警察と協定を交わしており、見守り協定、安心安全パトロールをして

いる。 

○ 大きな社会問題になるにも関わらず、行政は補助金を出すしか能がない。補助

金が欲しいとはいわないが、やりやすい法整備をして欲しい。軽トラックでやっ

ているが、手洗いをしなさいというルールがある。20Ｌのポリタンクに水を入れ

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

っている。昔、行商の時に直接魚や肉に触って切ったりした時代に作られた制度

だと思うが、今はスーパーでパックされたものをそのまま持って行くので、直接

触れることはない。アルコール消毒液、アルコールティッシュ、特にノロウィル

スは次亜鉛酸水が水より有効。一律のルールによって非効率になってしまってい

る状況を早く変えて欲しい。 

○ とくし丸は「徳島」ではなく、「篤志」から取っている。全国の地域のスーパ

ーと連携しており、福島、東京四谷を走っている。高知、京都、広島、静岡、今

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

の地域に根ざしたスーパーからオファーをいただいている。年内に随時開業して

いき、ヒューマンネットワークを作る。地域のスーパーを支えて地域で雇用を生
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み、買い物難民問題を多少でも解決するということで事業を進めている。 

 

【さぬき市長 大山氏】 

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

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

日本の国では、瑞穂の国という言葉があるくらい、水稲は一番適した作物。しか

し、その適した作物の消費量が、だんだん減っている。日本の文化を、瑞穂の国

を、もう一度、輝かせたいと個人的には思っている。 

○ 担い手が減っているので、農地中間管理機構を活用して、できるだけ集積しよ

うと取り組んでいるが、香川県の場合は、水をため池から持ってきているため、

水利関係が非常に複雑であり、簡単には進まない。ほ場整備は農業を盛んにする

ためには必要だと思うが、ほ場整備に対する非農家の方の理解をもっと深めてい

かないと、税金の使い方としては難しい。多面的機能支払は、困窮している農村

を維持していくために、もっと活用する必要がある。 

○ 農業の先行きが不透明であり、自分の子供たちに農業を継がすことに多くの農

家が不安を抱えている。地方創生ということで、人口の流れが一方的に大都市に

向かうのではなく、その方向を少し地方の方にも戻ってくるような仕組みを考え

る必要がある。地元に残って農業をするといった価値観の社会的評価をもっと上

げないと、都会に行けなかったから地元で農業をやるという負のイメージになっ

ている。 

○ イノシシ等の獣害の被害が増加しており、駆除しているが追いつかない。被害

が出ると生産意欲が減退して、ますます意気消沈してしまう。 

○ ほ場整備をするときには、関係者の同意が必要だが、お金の負担などで反対が

あれば進まない。残すべき優良な農地のほ場整備が進むような仕組みを考える必

要がある。 

○ 行政の立場としては、民間の方の努力が無にならないように、頑張っている人

がその地域でもっと頑張り続けられるように環境整備に力を注ぎ、日本の国が本

当に昔ながらの素晴らしい文化と伝統を持った国であるために、農業とか水産業

といった一次産業を、今一度、本来の姿に戻すことが必要。 

 

 

５ 意見交換概要 

【三石委員】 

○ （矢野氏に対して）６次産業化の取組の中で、一つだけやっていてもだめで、

上手くいかなかった場合の別の選択肢が必要ということが印象的。また、人を育

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

るものか。 

 

【三豊セゾン 矢野氏】 

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

始めた。６次化の認定を受けた方法以外の加工をしてはならないと言われており、

商談会などで先方から粉にしたらどうかなどの加工方法の提案があった場合も、



 6

作るには別の加工施設等が必要となる。商談会で生まれた様々なアイデアのうち

どれが売れるか分からない中で一つの加工品に決めなければならない。プランナ

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

かるため、こうした期間に開発費を回せる企業や農家でないと厳しい。 

 

【三石委員】 

○ （遠藤氏に対して）農家は本来、経営者だが、従業員になるという発想の転換

を見事に行った例。ＩＴ技術を小規模の別々の農家に対して使う際、上手く管理

するために一番大変だったことは何か。 

○ （橋田氏に対して）消費者の力が強くなった一方で、消費者も生産の場を知ら

なければいけないという考えは重要。そのためにはどのような取組が必要か。 

○ （住友氏に対して）移動スーパーの取組は、ある規模を超えると社会教育の効

果を持ち得るのでないか。高齢者の傍にいる子どもへの教育効果はあるか。 

○ （大山氏に対して）地域に残って農業する人などの地域を担う人を一番に評価

しなければいけないが、様々な視点や価値がある中で、どのような社会的評価を

行うべきか。 

 

【テレファーム 遠藤氏】 

○ 説明できなかったが、契約農家はまだおらず、テレファームの社員が農業をし

ている状況。従業員にノウハウを伝え、今後独立する際にテレファームの仕組み

を広げていきたい。特に有機農業などは、農家が独自のノウハウや勘によって取

り組んでいるために広がらなかった面があると考えている。誰でも取り組める手

軽さが必要であり、研修生が独立後に同じように生産できる、農業のフランチャ

イズ化を目指している。 

 

【香川県消費者団体連絡協議会 橋田氏】 

○ ハウスを借りてハーブや季節の野菜を栽培している。そこに消費者団体を連れ

て行き、収穫などの農作業を体験させている。非農家の方が多いので、作物を作

ることを通じて農業の難しさへの理解や感心が高まっている。農業は体験するこ

とで、農薬の必要性など生産者の気持ちが分かるようになる。消費者、生産者及

び事業者が接触する機会が少ないのではないか。 

 

【とくし丸 住友氏】 

○ ３日に一度のペースで訪問しており、場合によっては家族以上の人間関係がで

きている。近所の人も集まるなど、コミュニティの再生を実感する場面もある。

小学校の授業にも呼ばれ、授業をしている。 

○ コンビニ店員は誰でも替われるが、移動販売は客との間に個々の関係が構築さ

れており、販売担当の個人事業主にも充実感がある。地元の買い物に困った人を

地域中で解決する仕組みをフォーマット化し、事業モデルを全国に広げたい。 

 

【さぬき市長 大山氏】 

○ 現在では、社会的評価を得るためには、所得を指標とすることが一番手早いが、
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かつてはもっと多様性があった。子供を偏差値という一つの尺度で測ることが、

一極集中を進める原因ではないか。昔は寿司職人や大工になった友人をうらやま

しがったが、今は「勉強しないと農業に就かなきゃいけなくなるよ」と親子で会

話することもある。そうしたことを変えなければ地方創生はない。そのために、

教師に子供の多様な可能性を伸ばすような教育を行ってもらうなど、地方に残っ

て仕事する人が社会的に評価され、地元の人が幸せに暮らしていけるための環境

をつくっていく必要がある。 

 

【香髙委員】 

○ 国の施策は自治体や県単位で下りてくるものが多いが、現場はそのような枠を

超えて縦横無尽に動いており、施策を県や自治体単位だけで下ろすことは有効で

ないと分かった。 

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

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

農業を融資等の対象として見るようになってきており、大規模化、若者をいかに

取り込むか、専業をいかに増やすかという方向で、この流れを加速化させて欲し

い。 

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

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

が富を取り込めるシステムができるか。 

○ （遠藤氏に対して）農業が、女性が活躍する職場になる上で見えない制約要因

はどこにあるか。 

○ （橋田氏に対して）来年度から機能性野菜の表示ができるようになるが、どの

ような期待があるか。お店では新品種の開発などの生産者の努力が消費者に伝わ

っていない。伝えるためのアイデアはあるか。 

○ （住友氏に対して）ＪＡとの軋轢はあるか。また、県を跨いで事業を展開して

いるが、移動サービスをする上で規制緩和して欲しいことが、ポリタンク２個の

搭載義務以外にあるか。 

○ （大山氏に対して）都会に行けなかったから地元で農業をやるという負のイメ

ージの払拭については同感。霞が関が補助金を獲得する過程で、農業は弱い立場

にいるといったマイナスイメージを増長している面が有り、そのようなところか

ら払拭する必要。 

○ 農地中間管理機構や普及指導員の課題は何か。 

 

【三豊セゾン 矢野氏】 

○ 全国で同じような６次化の取組をやってもなかなか商品化に結びつかない。私

の場合は、自社のにんにくをどうすれば高く売れるかを考えた結果が今の状態。

一緒に取り組むコーディネーターや商談会で意見を聞くといったことを重ねるこ

とが必要。生産している人は、このような情報が少ないので、一番苦労する。 

○ 昔からある切り干し大根は、 近、味や機能性があり良いと言われだした。私

どもは、たまねぎ、ニンニク、ねぎ等、機能性のある野菜を生産しているので、

それをもっと活かすために、研究機関や大学等に相談しないといけないが、乾燥
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野菜にしても、なかなか、方向性が分からない。 

○ 規模拡大に取り組む法人は多いが生産面で対応に追われてなかなか加工・販売

までできないケースが多い中で、奥さんなど、女性がアイデアを出して実行して

いる。昔からの考えや、役所から命令されてやるのではなかなか広がらない。様

々な意見を取り入れながら農家自身が自発的に取り組んでいくことが必要。 

 

【テレファーム 遠藤氏】 

○ 力仕事以外は女性という理由で不利なことはない。工場での細かな長時間作業

は女性の方が向いている。女性農業者数は多いが、家庭環境や周りの目などが理

由で会合の場で前に出られる女性は少ない。会合の半数を女性にする、女性農業

者に役職を与える、共同経営者として認めるなど、後押しすることが必要。 

 

【香川県消費者団体連絡協議会 橋田氏】 

○ 機能性食品や新しい品種といった話もあるが、主食・副食・副菜といった食文

化が崩れたことが農業の衰退につながったと考えている。新しい品種についてイ

ンターネットで情報を入手できるので消費者はすぐに飛びつくが、それが長続き

し日常的に取り入れられるのかが問題。新商品一辺倒になってしまうのも問題で

あり、食料自給率を高めるためには、食文化を高める必要がある。 

 

【とくし丸 住友氏】 

○ ＪＡを意識したことはない。限られたパイの中でビジネスしているので生協と

競争になるが、選ぶのは消費者。むしろ、我々が軋轢にならないことを意識。奇

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

移動サービスを行わないなど、共存したいと考えている。 

○ 行政の役割は民間のサポートであるはずなのに「こんな制度・補助金を作った

からどうぞ」というお上意識を感じる。国の 10 億をかけた買い物弱者対策支援は、

補助金申請が上手い企業が全部持っていき、本来補助金を出すべきである限界集

落に通う全国数千人の行商の方々には届かない。役人は現場を知らなすぎるので、

こういう人たちにこそ補助すべきということに頭が回らず、費用対効果の上がら

ない施策に税金を費やしていることに是非気付いてほしい。 

 

【さぬき市長 大山氏】 

○ 農地中間管理事業が昨年４月から始まっているが、現時点で結論を出すのは早

計。香川県は水利関係が複雑で農地も点在しているので、集約化が難しい面があ

る。上手くいかないとすぐに目新しいものを求める傾向を危惧している。既存の

制度でできることは多くあるので、香川県にあった農地集積ができるようにした

い。 

○ かつての農協は営農指導に非常に力を入れていた。今は農協の職員よりも農業

者の方が詳しいといった声もある。実施主体はともかく、営農指導する人材の育

成は今後も必要。 

○ プロとしてあそこまで努力しなければ農業はできないんだなという評価を受け

るために、行政の反省に加えて、農業者ももっと努力し、地元で農業をやってい



 9

る人が皆に尊敬されるような環境をつくりたい。 

 

【中嶋部会長】 

○ 私どもにまたは役所に質問があればお聞きしたい。 

 

【三豊セゾン 矢野氏】 

○ 農地中間管理事業について、昨年６月に借り手として手を上げたが事務処理が

非常に遅い。出し手の事例だが、新規のものは少なく、契約が切れたものや一旦

解除して機構に預け直すというものもある。 

○ 人・農地プランに入っているが、担い手とそれ以外の農業者の役割分担を踏ま

えた今後の地域農業のあり方などの話し合いが止まってしまっている。認定農業

者になってくれと言われ、数は増えたものの指導できておらず５年後に再認定と

いう状況。農地中間管理機構でも同じようなことにならないか懸念。また、農地

中間管理機構で土地を集めるのは良いが、土地を集めたら人や農機具も必要。そ

の辺りのことを考えていないのではないか。 

 

【さぬき市長 大山氏】 

○ 農業者も多様性を含めた形で評価されるよう努力しなければならない。また、

全国の首長も農業についての見識を高める必要がある。そうした高まりなどを条

件に、国が決めた大きな方針のなかでできるだけ柔軟な規制緩和を今後も行い、

現場のことは現場に近い者が決められるようにするのが良い。それによって地方

創生が本当の意味で実現すると思う。急いでは軋轢を生じるので、まずは、その

ような方向の議論をして欲しい。 

 

【中嶋部会長】 

○ 質問と言うよりも課題提起を二方からいただいたと思う。 

○ 中間管理機構についていただいたご指摘は非常に大きな問題。役所も含め、き

ちんと受け止めたい。 

○ 国と地方の関係をきちんと見据えながら基本計画を検討していくべきとの提言

であり、きちんと受け止めたい。 

○ 紹介いただいた事例それぞれが、国と地方、生産者と流通業者と消費者間の既

存の関係の強化や、新しい関係の構築に取り組んでいるという印象持った。様々

な関係性の再構築が行われており、新しい時代の基本計画を作る上で、こうした

考えを反映していきたい。 

 

 

６ 閉会 

 

（以上） 


