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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
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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。 



4 

 

○ 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） 

 

 


