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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（東海ブロック）議事概要 

 

１ 開催日時：平成 27 年１月７日（水）13:30～16:00 

２ 開催場所：名古屋市 ウインクあいち 10 階 1001 大会議室 

３ 出席者： 

 ① 地域の有識者： 

農業者：浅井 雄一郎氏 (株)浅井農園代表取締役（三重県津市） 

農業者：堀田 茂樹氏  (有)レイク・ルイーズ代表取締役（岐阜県海津市） 

消費者：西山 妙子氏  愛知県地域婦人団体連絡協議会会長（愛知県名古屋市） 

実需者：伊藤 宏規氏  井村屋グループ(株)技術戦略室長（三重県津市） 

自治体：平工 孝義氏  岐阜県農政部長（岐阜県岐阜市） 

 ② 企画部会委員：生源寺委員(座長)、市川委員、小泉委員、近藤委員、三石委員 

 ③ 事務局：大臣官房政策課 中澤首席企画官、食料安全保障課 小山内食料自給率対策室

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 枝川課長補佐 

東海農政局水間農政局長、西山生産部次長、下方経営・事業支援部長、荒川

農村計画部長、下舞整備部長 

 ④ 一般傍聴者：約 30 名 

 

 

４ 地域の有識者による意見・要望 

【浅井農園 浅井氏】 

○ ７年前からトマトの施設栽培を行っており、農業ＩＣＴを取り入れている。栽

培面積３ha、従業員は 70 名。三重県の基幹的農業従事者は３万数千人で、その内

49 歳以下は 4.9％の 1500 人。品目は異なるが、次の 20 年を担っていく若手農家

50 名で物流、加工面で連携して生産性を高める取組を行っている。国の施策が地

方に落ちてきたときに生産者ができることは、現場でのリノベーションをおこし

て生産性を高めること。 

○ 要望事項は３点。１点目は異分野の融合研究を農業の分野に取り入れていくべ

き。強いフードバリューチェーンの構築をオールジャパンで取り組むことが必要。

２点目は農地中間管理機構の本格的稼働を期待。農地集積がどのようなタイムス

ケジュールで進むかに興味がある。農業の適地がメガソーラーに取られていく状

況は望ましくない。最後は、規模拡大するにつれ、ＩＣＴに期待。農業ロボット

の開発も行われているがＩＣＴ技術の開発については、使う側のニーズに沿った

開発（サービスサイエンス）を期待。 

 

【レイク・ルイーズ 堀田氏】 

○ 飲食店営業の傍ら、平成 11 年に米粉の加工を開始し、６年前に農業参入、翌年

度に認定農業者となる。昨年度は７ha、今年度は農地中間管理機構を活用してま

とまった農地を入手し、14ha を耕作。その他に契約農家で 16ha を耕作し、全て

米粉用米を生産。昨年度、白川村に小学校を改築した加工場をオープンし、タイ、

シンガポールに米粉麺を輸出し、年末はパリにも輸出。岐阜県の輸出研究会の会
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長として現在はシンガポールを中心に攻めているところ。輸出ばかりではなくア

セアンからの白川村への観光客に対してインバウンドでも売り込んでいるとこ

ろ。輸出関連施策はわかりにくく、分かりやすい説明をお願いしたい。また、ハ

ラールについてもわからないことが多いので、情報提供いただきたい。昨年度は、

獣害で１ha の被害を受けた。ジビエを使った対策など、中山間地での一歩踏み込

んだ鳥獣害対策を切にお願いしたい。 

 

【愛知県地域婦人団体連絡協議会 西山氏】 

○ 愛知県の社会教育団体として、昭和 33 年に会員 45 万人弱で発足し、現在は 17

市町で 6,178 名。婦人の地位向上を目指して地域社会に寄与することが目的。食、

環境問題、少子高齢化問題等にも取り組んでいる。安全、安定した食料を適正価

格で購入できることが大事。戦略（基本計画）の中に不測の事態の自給力があっ

たが、平時でもちょっとした天候不順でスーパーでバターが不足することがある。

安全・安心な食料の安定供給を期待。 

 

【井村屋 伊藤氏】 

○ 健康寿命の延伸という中で、食がどのように貢献するかがポイント。食が細く

低栄養になる高齢者に対し、高齢者になじみのある食品に機能性という付加価値

を付けた高カロリー豆腐の開発に取り組んでいる。地元病院と連携して、人介入

試験を行っているが、地域の高齢者を巻き込み、健康寿命延伸のための食品の評

価をする体制づくりが必要ではないかと考えている。また、血糖値抑制効果があ

るといわれているスーパー海藻（アカモク）を和菓子に入れ血糖値の抑制ができ

ないか研究しているところ。健康寿命延伸のための食の提供も安全・安心が求め

られている。４月から新たな機能性表示がスタートすると聞いているが、食の提

供により Quality of life の向上を図れればと考えている。競争的研究資金につ

いても、機能性食品開発の枠を増やしてもらいたい。 

 

【岐阜県 平工氏】 

○ 岐阜県は、農業就業者人口が減少し、全国平均よりも低く、兼業農家の占める

割合は全国平均より 12.1 ポイント高い。また、平均耕地面積がきわめて低いこと

が特徴。中山間地域は県土の 83％で、耕地の半分が中山間地域。「ぎふ農業・農

村基本計画」という５ヵ年計画をつくっており、５つの柱で進めているところ。 

 ① 「売れる農畜産物づくり」については、産地構造改革推進チームを派遣し、

新技術の導入や作業の共同化を行っている。また、花きの振興に関する条例を

制定するとともに、岐阜大学講内に県の家畜保健衛生所を設置する予定で、家

畜防疫体制・獣医療の強化を図っている。 

 ② 「戦略的な流通・販売」については、今年度はＥＵに飛騨牛、柿を輸出する

予定でプロモーションを実施。ハラール制度については研究や市場調査を進め

ているところ。６次産業化で開発された商品を販売するアンテナショップを今

年度、名古屋市中心部（栄）の商業施設に開設し、農業者に対面販売の場を提

供するなど、支援を行っているところ。 

 ③ 「多様な担い手の育成・確保」については、平成 26～28 年度の３年間で、法
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人就農、新規就農、帰農など合わせて、新たな担い手を１千人育成するプロジ

ェクトを展開。海津市に冬春トマトの新規就農者育成施設を開設し、昨年度か

ら研修を開始。また、ＪＡが研修施設をつくる動きもあり、県単独事業で支援

しているところ。特に、中山間地域では担い手がいないことから、集落営農支

援チームを派遣し、23 年度以降 10 地域で新たな組織を指定したところ。 

 ④ 「魅力ある農村づくり」⑤「県民みんなで育む農業・農村」については、長

良川の鮎が世界農業遺産の国内候補に選定されたことを踏まえ、鮎の生産拡

大、ブランド化につなげていきたい。また、鳥獣害対策本部を設置し、「猪鹿

鳥無猿柵（いのしかちょうむえんさく）」の普及や、「ジビエのガイドライン」

を定め、ジビエの利活用を推進している。農業用水を活用した小水力発電施設

の整備も積極的に推進。 

○ 要望事項としては、①中山間地域に目配せした施策の充実、農地を集積しても

赤字となる地域に対する農地中間管理機構の運用の工夫、②輸出国のニーズや流

通環境に関する情報提供、特にハラールの情報提供、③研修施設の設置に対する

支援、④安定した米政策・水田農業政策の展開、⑤ＪＡの多面的な役割に配慮し

た農協改革の実行をお願いしたい。 

 

 

５ 意見交換概要 

【近藤委員】 

○ 農業はそれぞれの地域で立地や気候等の特徴があるが、基本計画をつくる場合、

どうしても全国一律的な内容になりやすい欠点がある。今回の意見交換会の目的

は、東海地域の状況を聞いて基本計画に反映させること。 

○ （浅井氏に対して）農地中間管理機構の現状と課題を教えて欲しい。 

○ 長崎県の中山間地で農業を行っているが、トマトの収穫ロボットを開発中。ト

マトは労働量の 33.8％が収穫にとられている。現在 24ha の施設だが、台風の秒

速 50m に耐えうる施設を 10 年で 50ha にしようと考えている。施設化している農

家は収入が安定しており後継者が育っている。今までは、施設化というと端境期

で高く売ることを考えていたが、今は全天候型。雨風を防げるだけでも農家の収

入が安定化する。 

○ （浅井氏に対して）経営面積に対して雇用者が多くないか。 

○ （浅井氏に対して）６次化を 40 年、様々な取組で挑戦しているが、なかなかう

まくいかない。豊富な原材料を持っている生産者の強みを活かした加工品の開発

について意見を伺いたい。 

○ （伊藤氏に対して）企業の農業参入の規制緩和をしてほしいとのことだが、日

本の農業は家族経営で、採算の合わない土地や湿田も家族を養うために守ってき

た経緯がある。企業に貸しても採算が取れないといって出て行かれるとイノシ

シ、シカの住処となる。また、農地制度は矛盾が多い。我々、農事組合法人が農

業の実験施設をつくるために出資して設立した法人は、農外企業と見なされる。

農外企業では資本構成のバランスが取れない。企業と農家が連携し、荒廃農地を

無くしたり、加工品を開発し地域を支える姿が描ければいいと考えているが、ど

のように考えているのか。 
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【浅井農園 浅井氏】 

○ 農地中間管理機構については、これから勉強していくところ。自社で持ってい

る農地は 15 か所あるが、農地中間管理機構に分散した水田を貸し、集積された

別の農地を借りて露地野菜を生産したいと考えている。地域の中で効率的な農地

利用が進めばいいと考えている。 

○ 当社では、パートタイマーが 54 名おり、１日４時間程度の労働時間で、子育て

世代が多い。いろいろな働き方があると考えており、女性が働きやすい環境をつ

くることが大切。今後、規模拡大により不足する労働力は収穫ロボットで補えれ

ばと考えている。 

○ ６次化に取り組んでも、農家単独では競争力のある商品は生まれない。現在、

大手企業と地元企業と組んでいるが、大手企業が経営管理を行い、地元企業から

資材を調達し、現場の運営を農家が担うという分業体制でまわしている。こうい

った分業体制が増えてくるのでは。 

 

【井村屋 伊藤氏】 

○ 農業に参入した企業が地域とどう融合するかは難しい問題。地域との関係があ

るので徐々に参入する必要がある。また、参入した企業の８割が赤字と聞いてお

り、参入企業の甘さもある。一方、食の提供に携わる者として、生産に関与し、

トレーサビリティがしっかりできることは強みであり関心があるところ。高カロ

リー豆腐については、原料を近郊農家から契約栽培により調達しているが、農家

とは直接取引できずに、補助金の関係で大阪の市場を通しているという現状があ

る。これは、我々の思いとは違う。 

 

【市川委員】 

○ （堀田氏に対して）米粉は今はそれほど話題になっておらず、作付けも減少し

ていると聞いている。商品の特性上、小麦と競合すると思うが、わざわざコスト

をかけて小麦に対抗してまで米粉を生産するのはなぜか。国や自治体の施策のあ

り方について意見を聞きたい。 

 

【レイク・ルイーズ 堀田氏】 

○ 当初は小麦代替としてスタートしたが、現在は米粉を使う必要があるものを生

産する方針に変更。例えば、グルテンフリー食材が今欧米で注目されているが、

米粉麺はグルテンフリーなので、ヨーロッパの自然食材専門店やグルテンフリー

レストランに卸しているところ。また、機能性や加工特性をみながら、多収米、

機能性食品として適した米の生産と加工の実験をしているところ。このような考

えであれば今の規模でもやっていけるが、小麦代替という考え方ではとてもやっ

ていない。 

 

【三石委員】 

○ これまでの企画部会での議論や今回のコメントを伺っていると、連携、女性、

付加価値、安全・安心というところがキーワードになっている。また、今回の基

本計画では、社会が変わっていく中で、どのように対応していくかを考えること
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が必要。 

○ （浅井氏、堀田氏、伊藤氏に対して）政府が掲げる方向性は、輸出促進、規模

拡大や技術開発など、リスクをとる方向に動いており、リスクをとっていくこと

が正しいことのような風潮になっている。リスクをとって、相手を打ち負かし、

どう勝つかではなく、勝ちもしないが負けもしないという考えは、企業ではあり

えないが、農業では大事ではないか。農業ではいかにリスクをヘッジし、現状維

持でも自分が生き残るかが大切。各々の立場でリスクヘッジについてどう考えて

いるか。 

 

【浅井農園 浅井氏】 

○ 農業は天候に左右される等、リスクが高い。リスクヘッジとして、セーフティ

ネットに期待している。また、一人で背負うと想定外のリスクで簡単につぶれて

しまうので、企業や消費者と連携し、リスクをシェアするのもひとつの形ではな

いか。 

 

【レイク・ルイーズ 堀田氏】 

○ 生産面のリスクヘッジとして、原料調達はまだまだ自社でまかなえるレベルで

はないので、原料はあくまで契約調達とし、自家耕作については試験生産までと

している。経営面については、米粉、乾燥野菜、パウダー等様々な事業を行って

いるが、リスクを分析した上で投資することによりヘッジしている。 

 

【井村屋 伊藤氏】 

○ 食のリスクヘッジは、いかに安全・安心の食品を供給するかに尽きる。 

 

【三石委員】 

○ ジョイントベンチャーや消費者との連携はリスクヘッジの一つの形だと思う。

リスク回避をするために基本計画に盛り込んで欲しいことはあるか。人材育成や

新規就農支援は期間が限定的過ぎるという意見も多いが、具体的に政策面で望む

ことはあるか。 

 

【浅井農園 浅井氏】 

○ 普及員がうまく機能することを希望。新規就農者の成長には、普及員との連携

により農業技術を身につけていくことが重要。また、農業経営を教える人がいな

い。 

 

【近藤委員】 

○ 人材育成について、農の雇用事業は２年間の支援だが、２年で人は育たない。

５年にすべき。マンツーマンでなければ人は育たない。農家がボランティアで育

てている現状であり、政策として脆弱である。デンマークでは月に 100 万円支給

され、そのうち研修生に 15 万円が支払われている。日本では 100 人に２人しか

育っていない。それも、育つ人は目的意識がしっかりしているからであり、政策

が良いからではない。もっと政策に工夫が必要。 
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【小泉委員】 

○ （浅井氏に対して）北海道の企業と一緒にやっている大規模トマト畑をみて、

農業の基本から生産性を高めることが重要と感じている。昔は農業の基本が安全

・安心だった。最近は、農業において基本は土づくりという精神が欠けているの

ではないか。また、アジアで現地生産する場合、安い人件費への対応はどのよう

にしているのか。６次化の概要を教えていただきたい。６次化は消費者へのアピ

ールが大切。 

○ （堀田氏に対して）グルテンフリーは、アメリカ、フランスで将来性があると

思うが、輸出先ではどのようにして食べているのか。また、日本の食生活は 50

％が洋食化しており、麺の消費も伸びているので、国内でもグルテンフリーを積

極的に展開してはどうか。 

○ （西山氏に対して）国産物を食べないと自給率は増えない。国産物を食べて地

産地消を進めてもらいたい。地産地消で安全・安心が確保できる。そういう取組

を進めてほしい。 

○ （伊藤氏に対して）意見の中には厚生労働省関係の話が多いが、介護や健康寿

命を念頭に置いて開発を行うことはよい。国産原料を用いて安全・安心を進めれ

ば、自ずと機能性食品に至るのではないか。 

○ （平工氏に対して）売れる商品の共通原則（美味しさ、安全・安心、物語性（自

然やきれいな水など）をつくるべき。ジビエは海外では高値で取引されており、

海外輸出を考えてはどうか。鳥獣害はもはや災害。外国人向けのハンターツアー

の催行など少々過激な考え方をしていかないと被害は増える一方。ジビエ缶詰を

つくってアフリカへの人道支援を行えば野生動物の有効活用ができるし、世論も

同調する。熊本の人吉では、廃校を鹿肉の加工場にしてうまくまわっている例も

ある。岐阜県でもこういったことをやってみてはどうか。ジビエのレストランを

やってもよい。やるのであれば、支援していきたい。 

 

【岐阜県 平工氏】 

○ ジビエについては、ただで捕れるのだから安く売るべきという意見もあるが、

付加価値を付けて高く売る方向で考えている。また、岐阜県でもジビエをＰＲし

ようということでフェアなど開催している。捕獲については、シカは 1 万５千頭

捕らないと増えるということだが、９千頭しか捕獲できていない。捕るというこ

とについては、捕獲と囲いでも窓口が環境部、農政部に分かれており、窓口の一

本化を求められていることから、組織の改編も検討している。 

 

【井村屋 伊藤氏】 

○ 原料の国産化を今後も進めていきたい。現在、農林水産省の補助を受けて地域

の病院・三重県と連携して協議会をつくって介護食の研究を行っており、６月に

はエビデンスが出る予定。今後、販売ツールの１つとして活用していきたい。 

 

【愛知県地域婦人団体連絡協議会 西山氏】 

○ 事業展開や学校給食で地元の業者や農家から調達した食材を用いているが、安

定調達というところも大事。また、他の団体とも連携して高齢者、子供たちに対
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し地元の食材の調達を行っているところ。 

 

【レイク・ルイーズ 堀田氏】 

○ 輸出先での、グルテンフリーはラーメンやうどんが中心。ラーメンの色づけは

岐阜県の「すくなかぼちゃ」で行っている。昨年からタイでは発芽玄米のライス

ミルクの簡易パウダーが伸びている。物流費を考えると国内販売が有利なので国

内でもっと展開していきたいと考えている。 

 

【浅井農園 浅井氏】 

○ 国内と海外では全く異なる戦略を持っている。これまで、シンガポール、香港、

マレーシアに生鮮トマトを輸出してきたが、アジアのマーケットを本気で狙うと

なると、コスト高、鮮度の問題から現地生産が必要。生産者のモラルの高さや品

質管理といった日本の売りを活かし、ベトナムでの展開を考えている。 

 

【岐阜県 平工氏】 

○ 農地中間管理事業について、岐阜県では農地の出し手が多い一方で担い手が不

足している。また、集積するほど赤字になる。農地集積のメリットを担い手が受

けられるよう、担い手にメリットがある施策を求める。 

 

【近藤委員】 

○ 集落営農の規模はどのくらいか。 

 

【岐阜県 平工氏】 

○ 10ha 以下から、法人をつくっているところまで大小様々ある。 

 

【近藤委員】 

○ 企画部会で何度も言っているが、新規就農支援事業の 150 万円／年に自治体が

モデルをつくって、あと 100 万円出して 250 万円／年にすれば生活が維持できる

のではないか。高齢者集落にそのような若者を１人定着させ、獣害対策として放

牧を行うなど、昔の集落の機能を再生する戦略を立てるべき。今の政策は 10 年

経てばすべて失敗するだろう。昔の農業の地域循環システムを確立することが重

要。県レベルであればできるのではないか。成功すれば国が乗り出す。 

 

【小泉委員】 

○ 若者が農業に興味がないというのはマスメディアが作り出した嘘。北海道の中

標津の酪農家が「世界一美味しいチーズづくりに挑戦する人」として、２人の若

者を募集したところ、68 人の応募があった。また、大分県の日田市の麦農家では

「美味しいクッキーづくりに挑戦」という募集に 40 人の応募があった。両方と

も定着している。若者はものづくりを行いたいと考えているのだから、そういう

若者の挑戦心をくすぐる方向で考えれば若者は来る。 
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【井村屋 伊藤氏】 

○ 技術開発で生産性の向上を追求することは大事だが、生産生を求めすぎて本来

の美味しさや機能性の部分を忘れているのではないか。もう少し機能性の研究に

力を入れていただきたい。 

 

【市川委員】 

○ 米国などと比べると、日本の農業の生産性は上がっていない。農業所得を上げ

る上では生産生が大事。消費者としては、生産性をさておき機能性だけでは困る。

生産コストは価格にも関わってくる。品質、安全、おいしさと価格とのバランス

が大事。 

 

【生源寺委員】 

○ 企画部会では個々の予算措置についての議論は行わないので、貴重な指摘をい

ただけたと思う。若い人や地域を支えてくれる人を支えるのが第一。施策のコス

トを負担する納税者、企業が納得できることが必要。 

 

【三石委員】 

○ お金を出せばものが買えるということに子供の頃から慣れてきており、時間を

かけてものをつくることを忘れているのではないか。米国農務省のＨＰには

「Agriculture in the class」というページがあり、農業に関する教材が紹介さ

れている。学校教育の初期の段階から、農業生産や地域社会とも関わってもの作

りの楽しさや時間のかけ方を教えれば、結果的に農業に対する信頼や地産地消、

新規就農につながるのではないか。 

【小泉委員】 

○ （西山氏に対して参考意見）生産から消費者に至るつながりがないから地産地

消がなかなか進まない。兵庫では、農家→農協→生協→消費者という流通ルート

が確立され、うまくいっている事例がある。大分では野菜売り場を農家に開放し

ているスーパーがある。農家は朝収穫した野菜を並べ、新鮮で安くおいしい野菜

をホテル、レストランなどのプロが買いに来ている事例もある。こういった事例

を参考にして新しい流通経路を構築してはどうか。 

 

【生源寺委員】 

○ 浅井氏の発言にあったような、農地中間管理機構で、水田を機構に出し、別の

集積した農地を機構から借りるというような、農地の交換のようなことは制度上

可能か。 

 

【下方経営・事業支援部長】 

○ 可能。 

 

【一般傍聴者／生産者／愛知／男性】 

○ 輸出だけでなく、国産農産物の消費拡大をもっと推進してほしい。自給力は国

民にとってはわかりにくいので分かりやすくして欲しい。新規就農者の離農は普
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及員の減少とも関係している。後継者育成には普及員がもつ技術の情報が重要。

子どもに対しても自分ですべて教えるのは難しい。普及員の育成を考えてほし

い。 

 

【生源寺委員】 

○ 国産品の推進はもちろん旗として位置づける。自給力は今回初の試みであり、

技術、農地、資源そのものは数量として把握できるが、食料という形でつかめる

かどうかというところで苦労している。分かりやすい形で提示できるよう議論を

進めるつもり。普及員の問題は、集中化により現場との距離が離れていることと

普及員の量的な不足だと思う。厳しい財政でどこまでできるかということだが、

地域の有識者の意見にもあったので、しっかりと受け止めて企画部会の議論に反

映させていきたい。 

 

【小泉委員】 

○ 国産品を食べて普及することは重要。国産品の強みはつくった人の顔が見える

というところ。安全・安心は外国産とは違う。また、全ての和食の食材は国産品

でまかなえる。和食食材の大半が輸入では和食は成立しない。日本食文化がユネ

スコ無形遺産文化に登録されたが、和食を売り込むためにも国産物を食べていく

必要がある。我々日本人は和食を食べることにより地産地消をしていくべき。 

 

 

６ 閉会 

 

（以上） 


