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令和元年度沖縄県振興審議会 

第１回農林水産業振興部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年７月24日(水)10：00～12：00 

２ 場 所 沖縄県市町村自治会館(202・203会議室) 

３ 出席者 

 【部会委員】   

  部会長  内藤  重之  琉球大学農学部教授   

  副部会長 普天間 朝重  沖縄県農業協同組合代表理事理事長   

       嵩原  義信  沖縄県農業協同組合中央会常務理事   

       具志  純子  沖縄県生活協同組合連合会副会長理事   

       山城  隆則  沖縄県中央卸売市場協会会長   

       上原  亀一  沖縄県漁業協同組合連合会代表理事会長   

       谷口  真吾  琉球大学農学部教授   

       立原  一憲  琉球大学理学部教授   

  (欠席)  

       宮城  園子  沖縄県農業協同組合女性部会長   

 【事務局等】    

  農林水産部：長嶺部長、新里農政企画統括監、屋宜農業振興統括監、 

        島袋農漁村基盤統括監、幸地農林水産総務課長、 

        新垣班長(農林水産総務課) 

 

１.沖縄県振興審議会専門委員委嘱状交付式 

【事務局 幸地農林水産総務課長】 

 皆様、おはようございます。 

 それでは、部会に先立ちまして、専門委員の辞令交付式を執り行います。 

 なお、沖縄県振興審議会には、本審議会運営要綱第２条に基づき９つの部会が設置され

ております。本日の農林水産業振興部会の専門委員の皆様におかれましては、先日開催さ

れました沖縄県振興審議会において、会長より指名をいただいております。 

 内藤重之委員、上原亀一委員につきましては、振興審議会の委員になっており、本部会
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の委嘱ではございません。 

 また、普天間朝重委員につきましては、先日行われました振興審議会において既に交付

させていただいております。 

 残り６名のうち宮城園子様につきましては、都合により御欠席となっておりますので、

本日は嵩原義信様、具志純子様、山城隆則様、谷口真吾様、立原一憲様の委嘱状交付を行

いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 委嘱状交付につきましては、知事にかわりまして農林水産部長 長嶺豊から交付いたしま

す。長嶺部長、前にお願いいたします。 

 なお、委嘱の日付については、令和元年7月16日付となっておりますので、御了承くださ

い。 

 それぞれ、お一人ずつお名前を読み上げますので、呼ばれた方は前のほうへお願いいた

します。 

 嵩原義信様、前のほうへお願いします。 

【事務局 長嶺農林水部長】 

 人事異動通知書。嵩原義信。沖縄県振興審議会専門委員を委嘱する。任期は令和４年３

月31日までとする。令和元年7月16日。沖縄県知事 玉城康裕。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 幸地農林水産総務課長】 

 嵩原委員、どうもありがとうございました。お席のほうへお戻り願います。 

 続きまして、具志純子様、前のほうへお願いします。 

【事務局 長嶺農林水部長】 

 人事異動通知書。具志純子。沖縄県振興審議会専門委員を委嘱する。任期は令和４年３

月31日までとする。令和元年7月16日。沖縄県知事 玉城康裕。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 幸地農林水産総務課長】 

 具志委員、どうもありがとうございました。お席のほうへお戻り願います。 

 続きまして、山城隆則様、前のほうへお願いします。 

【事務局 長嶺農林水部長】 
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 人事異動通知書。山城隆則。沖縄県振興審議会専門委員を委嘱する。任期は令和４年３

月31日までとする。令和元年7月16日。沖縄県知事 玉城康裕。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 幸地農林水産総務課長】 

 山城委員、どうもありがとうございました。お席にお戻り願います。 

 続きまして、谷口真吾様、前のほうへお願いします。 

【事務局 長嶺農林水部長】 

 人事異動通知書。谷口真吾。沖縄県振興審議会専門委員を委嘱する。任期は令和４年３

月31日までとする。令和元年7月16日。沖縄県知事 玉城康裕。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 幸地農林水産総務課長】 

 谷口委員、どうもありがとうございました。お席にお戻り願います。 

 続きまして、立原一憲様、前のほうへお願いします。 

【事務局 長嶺農林水部長】 

 人事異動通知書。立原一憲。沖縄県振興審議会専門委員を委嘱する。任期は令和４年３

月31日までとする。令和元年7月16日。沖縄県知事 玉城康裕。 

 よろしくお願いします。 

(委嘱状手交) 

【事務局 幸地農林水産総務課長】 

 立原委員、どうもありがとうございました。お席にお戻り願いします。 

 なお、本日ご欠席の方につきましては、後日、委嘱状を交付させていただきます。 

 以上をもちまして、沖縄県振興審議会専門委員の委嘱状交付式を終了いたします。 

 なお、引き続き、沖縄県振興審議会農林水産業振興部会を開催いたしますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 

２.沖縄県振興審議会「農林水産業振興部会」 

 (1)開会 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 



 4

 これより沖縄県振興審議会第１回農林水産業振興部会を開催いたします。 

 進行役を務めます農林水産総務課の新垣でございます。よろしくお願いいたします。失

礼ながら座って進行させていただきます。 

 まず初めに、沖縄県農林水産部長 長嶺豊から御挨拶を申し上げます。 

 

 (2)農林水産部長挨拶    

【事務局 長嶺農林水産部長】 

 皆様、おはようございます。農林水産部長を務めております長嶺と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 沖縄県振興審議会農林水産業振興部会の開催に当たりまして、御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、公私ともに御多忙の中、本部会の専門委員をお引き受け

いただきまして、心から感謝を申し上げます。 

 本県の農業・農村を取り巻く環境につきましては、台風や干ばつなどによる自然災害の

発生、担い手の減少や高齢化の進行、さらに貿易の自由化・グローバル化の流れの対応な

ど多くの課題を抱えておりますが、その一方で、成長著しいアジア地域の景気やインバウ

ンドの増加等、農業、地域の振興に優位に働く状況にもあります。 

 これらの課題や社会情勢の変化に対応すべく、本県では、沖縄21世紀ビジョン基本計画

及び実施計画、沖縄21世紀農林水産業振興計画を策定し、「希望と活力にあふれる豊かな島」

の実現に向け、沖縄ブランドの確立と生産供給体制の強化などを初めとした施策の展開、

ゴーヤー、マンゴー等の拠点産地の育成、さとうきびの生産振興や畜産部門の生産拡大、

農産物流通コストの低減等に取り組んでまいりました。 

 この施策の基本となります沖縄21世紀ビジョン基本計画については、期間満了まで残す

ところ３年弱となり、昨年度より全庁挙げて沖縄21世紀ビジョン基本計画等総点検に取り

組んでいるところであります。このたび素案が完成し、本年７月16日におきまして沖縄県

から沖縄県振興審議会へ諮問をしたところであります。 

 これを受けまして、本部会におきましては、沖縄21世紀ビジョン基本計画等総点検報告

書(素案)の内容を中心に御審議をいただくことになっております。委員の皆様には、専門

的かつ高い見地からの御意見、御提言を賜り、総点検報告書に反映させていただきたいと

考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 結びになりますが、委員の皆様のますますの御健勝と御活躍を祈念申し上げまして、開
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会に当たりまして私の挨拶といたします。 

 本日は、よろしくお願い申し上げます。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 長嶺部長、どうもありがとうございました。 

 それでは、本部会の専門委員の皆様について御紹介させていただきます。 

 まず、部会長、副部会長でございますが、先日開催されました沖縄県振興審議会におい

て、本審議会運営要綱第３条第２項に基づき会長より御指名をいただいております。部会

長となりますが、琉球大学農学部教授 内藤重之委員でございます。 

【内藤専門委員】 

 内藤でございます。よろしくお願いします。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 副部会長は、沖縄県農業協同組合代表理事理事長 普天間朝重委員でございます。 

【普天間専門委員】 

 普天間でございます。よろしくお願いします。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 他の委員の皆様におかれましては、先ほどの委嘱状交付式をもって御紹介にかえさせて

いただきたいと思います。 

 それでは、初めに資料の確認をお願いいたします。お手元の次第にあります配付資料一

覧をご覧ください。 

 まず、沖縄県振興審議会第１回農林水産業振興部会次第。 

 沖縄県振興審議会第１回農林水産業振興部会配置図。 

 沖縄県21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書(素案)冊子。 

 資料１ 沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書(素案)の概要版。 

 資料２ これまでの沖縄振興計画等における農林水産業の位置づけ 農林水産関係概要。 

 資料3-1 沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書(素案)農林水産

業振興部会 第２章所掌箇所一覧、資料3-2、沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)

等総点検報告書(素案)農林水産業振興部会第２章所掌本文(抜粋)。 

 資料４ 沖縄県振興審議会農林水産業振興部会運営方法等について。 

 資料５ 農林水産業振興部会専門委員名簿。 

 資料６ 沖縄県振興審議会関係規則等。 



 6

 あと、お手元に配付しております意見書様式、別紙2-1の中で内藤先生のほうから事前に

提出をいただいてますので、そちらも配付しております。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入りますが、沖縄県振興審議会運営要綱第３条第３項の規定により、

部会長が会務を総理することとなっておりますので、内藤部会長に議事進行をお願いいた

します。 

【内藤部会長】  

 改めましておはようございます。 

 それでは、次第により議事を進めさせていただきます。 

 まず、事務局からの説明事項として、次第にあります(3)の①農林水産業振興部会の運営

方法等について、②沖縄21世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）等総点検報告書（素案）

の全体概要、構成について一括して説明をお願いします。 

 

 (3)事務局から説明 

①農林水産業振興部会の運営方法等について 

②沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書(素案)の全体概要につい

て 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 それでは、事務局より、次第２の(3)の①農林水産業振興部会の運営方法等について御説

明いたします。お手元に配付しております資料４に沿って御説明いたしますので、御用意

のほどお願いいたします。 

 農林水産業振興部会の運営につきましては、７月16日に開催しました沖縄県振興審議会

及び正副部会長合同会議で申し合わせをしました１ページの「今後の調査審議の進め方に

ついて」と、２ページ目の「沖縄県振興審議会部会における調査審議方針について」に沿

って実施してまいります。 

 それでは、１ページから御説明いたします。 

 まず、１の調査審議の基本方針でございますが、詳細につきましては２ページで説明さ

せていただきますので、割愛させていただきます。 

 次に、２の審議会の組織及び運営について、改めて確認を含めまして御説明いたします。 

 沖縄県振興審議会は、委員全員で構成される審議会と、専門委員等で構成される農林水

産業振興部会を初めとする９つの部会、そして各部会の正副部会長で構成されます正副部
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会長合同会議の３つの会議で構成されております。 

 なお、各部会につきましては、部会長が招集し、審議会の付託を受け、それぞれの所掌

事務に関する専門的な事項について調査審議を行い、その結果を審議会に報告することを

任務としております。また、必要に応じて、他の部会や専門委員と合同で調査審議を行う

ことができるものとされております。 

 次に、３の審議会のスケジュールについて申し上げます。 

 農林水産業振興部会を初めとする各部会において、７月下旬から11月中旬までの間に５

回程度の部会を開催し、12月中旬をめどに正副部会長合同会議で各部会からの調査審議の

結果を報告することとしております。その後、12月下旬に審議会を開催し、知事への答申

という流れを予定しております。 

 また、４のその他として、令和２年以降の審議会における調査審議については、別途申

し合わせることとしております。 

 以上が、今後の調査審議の進め方についての説明となります。 

 次に、２ページをお開きください。 

 こちらが、沖縄県振興審議会部会における調査審議方針となります。 

 １の目的、２の会議の開催及び結果の報告等につきましては、先ほどの説明と重複いた

しますので割愛いたします。 

 次に、３の会議の議事でございますが、各部会長は会議の開催に当たり、あらかじめ議

題を選定の上、会議開催の２週間前までに当該部会の委員及び専門委員に対して開催通知

するものといたします。 

 なお、本日の部会につきましては、先日の審議会からいとまがなく、直前の開催通知と

なりましたことを、この場を借りておわびいたします。また、他部会の委員及び専門委員

に対しては、県ホームページでの掲載で対応するものといたします。 

 ３ページをご覧ください。 

 (3)部会審議の視点についてです。委員の皆様には、お手元に配付しております白い冊子、

総点検報告書(素案)に記載の内容について御意見をいただくことを基本としております。 

 なお、次第にもございますとおり、本日の部会については、第２章に記載の農林水産業

のこれまでの成果や課題等について御意見をいただくこととしておりますが、次回以降予

定しております第３章につきましては、各施策ごとに作成いたします検証シートをもとに、

(ア)から(カ)に記載の、基本施策や施策体系ごとに設定された「目標とするすがた」や「成
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果指標」の達成状況、成果指標の達成に向けた取り組み効果の検証、取り組み効果が発現

していないと思慮される場合、その要因と背景について、成果指標の達成状況に対する各

種取り組みの有効性、新たな課題や重要性を増した課題の抽出という観点で、報告書(素案)

の審議をしていただくこととしております。 

 次に、(4)の意見書の提出及び部会出席申請です。 

 委員及び専門委員は、総点検報告書の本文やその他意見がある場合、様式「別紙2-1」及

び「別紙2-3」を会議開催の１週間前までに事務局を通じて部会長に提出していただくこと

にしております。 

 また、他の部会に出席して意見を述べようとする際には、会議開催の１週間前までに、

様式「別紙３」の出席許可申請書を他の部会の事務局を通じて、他部会の部会長に提出し

ていただくことになります。各様式や他の部会構成につきましては、４ページ以降を御参

照ください。 

 次に、(5)調査審議結果のとりまとめについてです。 

 部会の調査審議では、各委員及び専門委員からの修正意見や新たな課題及び重要性を増

した課題をとりまとめ、調査審議結果とします。 

 最後に、４の議事録及び議事要旨になります。 

 会議終了後、２週間以内をめどに議事録及び議事要旨を作成することとし、議事録につ

いては部会長及び出席者の確認を得た上でとりまとめることとしております。なお、議事

録及び議事要旨は、県ホームページにおいて公開することとしております。 

 以上、運営方針等についての御説明でございます。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの件につきまして何か御質問などありますでしょうか。 

 よろしいですか。ありがとうございます。 

 

 (4)審議 

【内藤部会長】 

 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 次に、本日の審議事項として次第にあります、（4）沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振

興計画）等総点検報告書(素案)の第２章、沖縄振興の現状と課題についてを一括して事務
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局から御説明をお願いします。 

①沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書(素案) 

 第２章沖縄振興の現状と課題について(農林水産関係)について 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】   

 次に、本日の審議事項、沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画）等総点検報告書(素

案)第２章、沖縄振興の現状と課題、農林水産関係について御説明します。スクリーンのほ

うもあわせてご覧いただきますと幸いでございます。 

 まず、報告書(素案)の説明の前に、各委員の皆様に本県の農林水産業の変遷や課題、方

向性についてイメージいただくための概説として、お手元の資料２で御説明いたします。 

 １ページをご覧ください。こちらは、昭和48年の復帰から平成13年まで３次計画にわた

る沖縄振興開発計画における農林水産業の位置づけとなっております。 

 この期間は、「本土との格差是正」、「自立的発展の基礎条件の整備」という目標のもと、

農林水産業関係については、生産基盤整備の進展による花き類や施設園芸作物などの多品

目化や拡大、ウリミバエ等の根絶によるゴーヤー、マンゴー等の生産拡大など成果があら

われております。 

 次に、２ページをご覧ください。 

 こちらは、平成14年から平成23年までの第４次計画と、初めて沖縄県が主体となり策定

いたしました沖縄21世紀ビジョン基本計画における農林水産業の位置づけとなっておりま

す。 

 この期間では、これまでの主たる目的であった「本土との格差是正」から、「本県の地理

的・自然的特色等を生かした我が国のみならずアジア・太平洋地域の発展に寄与する整備」

に軸足が移され、農林水産業関係については、平成24年度に創設されました一括交付金制

度等を活用し、きめ細やかな各種生産振興対策のもと、農林水産産出額の増加や毎年300

名規模の新規就農者の確保、国際物流ハブ等を活用した農林水産物の輸出額増加などの成

果があらわれております。 

 次に、３ページをご覧ください。振興計画期間における農林水産各種指標の変遷となり

ます。 

 まず、農林漁業産出額ですが、昭和48年の612億円から平成元年には1,388億円と、復帰

後最高額となっております。その後、国内外との産地競争の激化や農業従事者の減少を経

て、一括交付金制度が創設された平成24年度以降は再び上昇に転じ、直近平成29年度は
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1,229億円となっております。 

 次に、下の参考①、②をご覧ください。復帰以降の約50年間で、農業産出額については、

野菜、花き、肉用牛が大きく増加するなどの品目構成の変化、漁業産出額についても、海

面養殖の割合が大きく増加しております。 

 次に、４ページをご覧ください。第１次産業就業者数については、昭和46年の９万3,000

人から、本県の産業構造の変化等により、直近の平成27年度は２万4,000人となっておりま

す。下段の耕地面積については、平成２年の４万7,000ヘクタールをピークに、近年は３万

9,000ヘクタール前後で横ばいとなっております。 

 ５ページをご覧ください。上段は、農業生産性の推移となります。グラフの縦軸が１人

当たりの産出額で示す労働生産性、横軸が単位面積当たりの産出額で示す土地生産性とな

っております。 

 復帰以降、昭和60年ごろまで生産基盤整備の進展や各種近代化施設の導入等により、横

軸の土地生産性が大きく向上しております。その後、平成22年ごろまで機械化・省力化の

進展により縦軸の労働生産性が向上する一方で、横軸の土地生産性は横ばいが続いており

ます。なお、近年は再び上昇傾向を示しており、直近平成29年度の農業生産性は復帰以降

最高となっております。下段は、農業産出額に占める本島・離島の状況です。平成28年度

における割合は、本島52％、離島48％となっており、本県の農林水産業の振興に当たり離

島地域の重要性は大きく増しております。 

 最後に６ページ、沖縄振興における農林水産業の課題と方向性です。 

 引き続き残る地理的事情や自然的事情に加え、社会情勢の変化等への対応として、経済

連携協定や防疫リスクの拡大などのグローバル化への対応、15歳から64歳の生産年齢人口

の減少により厳しさを増す労働力確保と外国人労働者、農福連携等の流れ、国内市場規模

の縮小や共働き世帯の増加によるニーズの変化、成長著しいアジア地域との地理的優位性、

ロボット・ＩoＴ技術等の急速な進展などが挙げられます。農林水産部では、今回の部会に

おいて、これまでの成果・課題について総点検を実施するとともに、社会情勢の変化等を

見据え新たな計画策定などの基礎的な資料とする予定であります。 

 引き続き、報告書(素案）について御説明いたします。お手元の資料3－1をご覧ください。 

 こちらが総点検報告書(素案)第２章における農林水産関連箇所の一覧となっております。

基本施策「沖縄らしい優しい社会の構築」の「ア環境保全」から、社会経済フレーム（計

画展望値）の動向、(3)主要な経済指標の動向の「イ第１次産業の動向」の９項目において
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記載がございます。 

 次に、お手元の資料3－2をご覧ください。こちらが総点検報告書(素案)から、先ほどの

９項目の該当箇所を抜粋した資料となります。 

 それでは、各項目について御説明します。関係するグラフ等をスクリーンで表示いたし

ますので、お手元の資料とあわせてご覧ください。 

 まず、基本施策「沖縄らしい優しい社会の構築」「ア環境保全」の(ｄ)赤土等流出防止対

策です。こちらのほうは、報告書38ページ、39ページをご覧ください。 

 本県特有の問題である赤土等の流出については、本土復帰以降、大規模な公共工事や民

間のリゾート施設等の開発によって、海域環境の悪化や水産業、観光産業へ大きな影響を

及ぼし、社会問題化いたしました。このため県では、平成６年に「沖縄県赤土等流出防止

条例」を制定し、開発行為の際の届出や対策を義務づけるとともに、平成25年９月に「沖

縄県赤土等流出防止対策基本計画」を策定し、農林水産部を含む関連部局が連携し、総合

的な対策を講じているところでございます。その結果、赤土等の年間流出量については、

条例制定前の平成５年と比較し、平成28年には約５割まで改善している状況でございます。 

 次に課題です。 

 赤土等の流出については、「沖縄県赤土等流出防止対策基本計画」に基づき、引き続き、

地域住民の主体的な取り組みによる流出防止促進のための流域協議会の設立・活動支援の

ほか、赤土等流出の実態に応じた農地等の各種赤土発生源対策の強化などの総合的な対策

が必要であります。 

 次に、基本施策「沖縄らしい優しい社会の構築」の「キ防災」の(Ｃ)土砂災害への対策

でございます。報告書113ページをご覧ください。 

 土砂災害への対策については、本土復帰以降、高率補助制度を活用し、対策を行ってま

いりました。農林水産部関連としましては、第４次から９次による治山事業計画や地域森

林計画をもとに、復旧治山を68カ所、予防治山を54カ所で実施し、荒廃山地の復旧や山地

災害の防止対策を講じてまいりました。 

 次に、課題です。 

 治山事業については、集中豪雨や台風等による被災箇所の対策を優先的に実施してきた

こと、また、保安林指定に係る同意等の課題により、山地災害危険地区における着手率は

34.4％と全国平均より下回っている状況にございます。このため、国土保全等に対する県

民の理解を深め、災害に強い森林づくりを推進する必要があります。 
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 次に、基本施策「強くしなやかな自立型経済の構築」の「カ 農林水産業振興」について

御説明します。報告書183ページをご覧ください。 

 復帰時の農林水産業は、各種生産基盤整備の立ち後れのほか、台風、干ばつなどの厳し

い自然特性などにより生産が不安定であったほか、本土と比べ生産性も低い状況にありま

した。このため県では、各種生産基盤整備の推進を初めとする効果的な振興施策を展開し

てまいりました。その結果、本土との生産性格差は縮小し、農林漁業産出額は復帰当時と

比べ約２倍となっております。その一方で、就業者は復帰当時の半分以下となっている状

況でございます。 

 まず、農林漁業産出額について具体的に御説明いたします。スクリーンとあわせてご覧

ください。 

 復帰時の612億円から、基盤整備や各種施策によりさとうきびと野菜の生産が順調に増加

したことなどで、平成元年には復帰後最高となる1,388億円となっております。 

 しかしながら、国内外との産地間競争の激化や景気低迷、農業従事者の減少、台風など

の影響により平成23年には958億円と厳しい状況でございました。このような中、平成24

年度に創設された沖縄振興交付金制度によるきめ細かな生産振興対策が講じられたことで、

平成28年の産出額は1,235億円となっております。 

 その一方で、経済連携協定による輸入増加により牛肉や豚肉、糖価調整制度の安定運用

への影響が想定されることから、現在、ＴＰＰ等関連政策大綱に基づき、農林水産業の体

質強化や経営安定対策などに取り組んでいるところでございます。 

 ここからは具体的な取り組みの説明となります。 

 (ａ)亜熱帯・島しょ性に適合した農林水産業の基盤整備です。報告書184ページ及び課題

につきましては193ページに記載されております。 

 農林水産業の基盤整備については、復帰以降、高率補助制度のもと農業用水源やかんが

い施設、ほ場の整備等が重点的に行われてまいりました。その結果、平成29年度の農業用

水源整備率は62.3％と昭和46年度の0.5％から大幅に改善しております。また、ほ場の整備

についても水源整備と並行して整備が進められ、平成29年度の整備率は62.3％と昭和46年

度の2.7％から大幅に改善しているほか、かんがい施設整備については平成３年度ごろから

集中的に整備が進められ、平成29年度の整備率は48.8％と大きく改善しております。 

 同じく水産基盤についても、復帰以降、漁港については県内唯一の第３種漁港でありま

す糸満漁港や南大東漁港など、漁港整備計画に基づき地域特性や役割に応じて整備を進め
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てまいりました。 

 また、漁場については沿岸漁場整備開発計画のもと、魚礁の設置、養殖場造成などの整

備を進めてまいりました。その結果、台風時に漁船が安全に避難できる岸壁整備率は、平

成13年の39％から平成29年には73.2％と向上しております。 

 また、平成14年度以降は、漁港漁場整備長期計画に基づく漁港・漁場の総合的な整備に

より、経営の安定及び水産物の安定供給が図られているところであります。 

 これら基盤整備の課題です。 

 農業基盤整備については、かんがい施設の整備率がまだ５割弱にとどまっていること、

また、漁港については建設後数十年が経過し、施設の機能低下や更新費用の増大等が懸念

されるほか、国内外への競争力強化に向けた流通機能の強化を推進する必要があります。 

 次に、(ｂ)おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化です。記載については報告書

186ページ以降、また課題については193ページに記載されております。スクリーンをご覧

ください。 

 本県ではおきなわブランドの確立に向けて、亜熱帯性気候等を生かした産地の形成、高

品質かつ安全・安心な農林水産物の供給に取り組んでおり、生産拡大及び付加価値を高め

ることが期待される品目を「戦略品目」、現制度を維持しつつ生産確保を図るべき品目等を

「安定品目」と位置づけ、各種振興施策を講じております。 

 作物別に見ると、基幹作物のさとうきびについては、昭和60年度には生産量174万トン、

産出額374億円まで伸びておりますが、平成16年度には生産量68万トン、産出額136億円ま

で減少しております。その後、さとうきび増産プロジェクト基本方針に基づく機械化や生

産性の向上に向けた取り組み、一括交付金等を活用した生産総合対策等により、平成28年

には生産量94万トン、産出額217億円となっております。 

 次に野菜につきましては、農業構造改善事業等による組織化の促進、栽培施設や集出荷

施設等の整備、農業用機械の導入促進などの取り組みのほか、戦略品目の拠点産地化の推

進により冬春期の施設野菜等が県外向けの供給産地として定着しつつあるなど、平成29年

度の野菜産出額は153億円となっております。 

 次に、花きです。 

 花きにつきましても、産地育成のための各種施設整備等を進めてきた結果、きくや洋ラ

ンを中心に大きく増加、また平成25年以降はトルコギキョウ等の生産が拡大するなど、平

成29年の産出額は97億円となっております 
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 また、果樹についても、パインアップルについて生食用の生産や産出額が安定的に推移

しているほか、マンゴーについては平成２年の278トンから平成28年には1,296トンに増加

するなど、果樹全体の産出額について平成29年は60億円と復帰時の約２倍となっておりま

す。 

 これら農産物の課題となります。 

 さとうきびにつきましては、地域経済を支える重要な役割を担っております。このため

安定的な生産に向けた適期肥培管理や優良種苗の増殖などの増産対策が求められます。ま

た、製糖事業者の安定操業に向け、引き続き経営安定対策が必要です。 

 園芸品目については、計画的・安定的に出荷できる拠点産地を育成しつつ、栽培技術の

高位平準化や生産施設の整備等が必要であります。 

 次に、畜産、林業及び漁業についてです。記載については報告書189ページ以降、また課

題については193ページ以降に記載されております。 

 肉用牛については、飼料生産基盤の整備、飼養管理技術の向上や価格安定対策等により、

平成20年には肉用牛の飼養頭数が８万6,000頭に達するなど、全国的にも有数の子牛供給産

地となっております。また、近年は子牛取引価格の上昇により、平成29年度の肉用牛産出

額は昭和50年から約10倍となる228億円に増加しております。 

 養豚については、環境問題等から飼養戸数や頭数が減少しているものの、豚舎等の施設

整備、優良種豚の導入や飼養衛生管理技術の向上などにより、と畜頭数は増加傾向となっ

ております。また、近年、「アグーブランド豚」の供給体制が強化され、平成29年の出荷頭

数は全体の約10％に当たる3.5万頭と増加傾向となっております。  

 次に、林業となります。 

 林業については、木材の乾燥技術や加工技術の向上による木材利用の推進、平成14年か

らはきのこ類の施設整備が進み生産量が増加したことで平成19年以降増加傾向にあり、直

近平成29年の林業産出額は14.7億円となっております。 

 漁業については、昭和47年の沖合・遠洋漁業から、平成10年ごろからは、車エビ、もず

く、海ぶどうなどの養殖業の拡大により産出額の内訳は大きく変動し、平成29年の産出額

は209億円となっております。 

 課題です。 

 畜産については、亜熱帯性気候の特色を生かしたブランドの確立とともに、HACCPに沿っ

た国際化に対応しうる加工処理施設による供給整備を図る必要があります。  
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 林業については、自然環境に配慮した林業生産活動の推進のほか、県産木材のブランド

化による需要拡大や県産きのこの安定生産に向けた取り組みが求められます。 

 水産業については、漁場環境の悪化による資源の減少のほか、日台漁業取り決め等によ

る厳しい漁業経営の中、沖縄型のつくり育てる資源管理型漁業を積極的に推進する必要が

あります。 

 引き続き、報告書191ページの(ｃ)農林水産物の安全・安心について説明いたします。な

お、課題につきましては194ページに記載しております。 

 本県では復帰当時、ミカンコミバエやウリミバエ等の生息により県外への移動が禁止ま

たは制限され、農業振興上の大きな課題となっておりました。このため県では国庫補助事

業を活用し、関係者一丸となってこれら害虫の根絶に取り組んだ結果、ミカンコミバエに

ついては昭和61年、ウリミバエについては平成５年に根絶され、その後の県外出荷の拡大

により産出額の向上に大きく寄与したところでございます。 

 また、消費者の食の安全・安心に対する関心が高まる中、県では食品表示法に基づく表

示の適正化や農薬使用者及び販売者への適正安全な使用・管理を徹底しました。これらの

取り組みなどにより、エコファーマー認定者数や特別栽培作物の認証件数は増加傾向にあ

ります。さらに、近年では国際的な食品の安全・安心、労働安全等に対する意識の高まり

を受け、ＧＡＰの導入促進を進めているところであります。 

 次に、課題です。 

 東南アジアなどのミバエ類の発生地域に隣接する本県の地理的特性の観点から、引き続

き再侵入防止防除を実施する必要があります。また、本県はマイナー作物が多く、農薬使

用の可否が複雑であることから、引き続き農薬使用の徹底などの環境保全型農業に取り組

む農家を支援する必要があります。 

 次に、(d)農林水産技術の開発と普及になります。報告書は192ページ、課題については

195ページに記載されております。 

 農業の試験研究については新品種の育成や栽培技術等の開発、畜産業については優良肉

用種雄牛等の造成や遺伝子情報を活用した改良増殖、森林・林業については森林保護管理

技術の高度化、林産物の生産技術の確立、水産業については資源管理方法の確立、種苗生

産技術や養殖技術の高度化に取り組んでまいりました。 

 課題です。 

 近年のグローバル化の進展や消費構造の変化、農林水産業従事者の高齢化などに対応し
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た効率的・効果的な技術開発が求められており、普及センター等と連携し、現地や消費ニ

ーズに合った技術確立などによる成果の普及強化に取り組む必要があります。 

 また、ＩＴ等の新技術を活用した生産性の高い技術の導入にも取り組んでいく必要があ

ります。 

 次に、農林水産業の振興の施策の最後、(ｅ)流通・販売・加工対策の強化になります。

報告書は193ページ、課題については195ページに記載されております。 

 本県は本土との遠隔性から輸送上の地理的不利性を抱えていることから、一括交付金等

を活用し、農林水産物の流通条件不利性解消事業による抜本的なコスト低減対策や鮮度保

持技術の開発など、流通対策の強化を図ってまいりました。その結果、本事業による平成

29年度の農林水産物の県外出荷量は約６万5,000トンと、平成25年度から約３割増加してお

ります。また、多様な流通チャンネルの開拓、情報発信の強化などの販売対策の強化や、

県産農林水産物を活用した加工品等の商品開発を行う人材育成支援など、加工対策の強化

等に取り組んでいるところであります。 

 課題です。 

 本県の地理的不利性によるコストや輸送時間、流通過程における鮮度保持技術等の課題

については引き続き対策が必要であります。また、流通形態の多様化への対応のほか、プ

ロモーションの強化、観光産業との連携・マーケティング戦略に基づく取り組みが必要で

あります。 

 以上が、農林水産業の振興に関する説明となります。引き続き、報告書196ページの(ｂ)

第１次産業就業者数について説明いたします。 

 第１次産業従事者数は、復帰以降、従事者の高齢化や担い手不足等により、平成７年か

ら平成22年までは５年ごとに約6,000人減少しております。一方で、平成22年以降の５年間

では約3,000人の減少と減少幅が約半分となっているほか、15歳から29歳の年齢層では増加

に転じております。これは一括交付金等を活用した沖縄県新規就農一貫支援事業による就

農相談や、就農初期の機械や施設整備支援等の各種施策の効果によるものと考えておりま

す。 

 課題です。 

 第１次産業就業者の担い手の減少と高齢化への対応は急務であり、就農希望者に対する

研修等や就農定着までの支援の充実、農地の借り手と貸し手のマッチングのほか、認定農

業者の育成等の経営規模の拡大、競争力の強化の推進が必要であります。また、外国人材
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の活用のほか、魅力ある農業の実現に向けた就農者の収益、農業所得の向上を図る必要が

あります。 

 以上で、農林水産業振興に関する説明を終わります。 

 ここで一旦説明を区切り、ここまでの施策アの環境保全及びキの防災、カの農林水産業

振興の文案につきまして御審議いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございました。 

 それでは、ここで一旦切りまして、これまでの御説明に対して御意見、御質問あります

でしょうか。どうぞ。 

【立原専門委員】 

 資料2-3ページの参考②というのがありますけれども、これ単位が抜けているので、単位

をつけてください。 

 それから横軸が「昭和」、「平成」となっているのと、ほかのところは「Ｓ」とか「Ｈ」

になっているので、統一されたほうがいいと思います。 

 それから４ページも耕地面積の単位が抜けているので、そこも訂正をしたほうがいいと

思います。 

 それから５ページの地域構成のところですけれども、単位がもうパーセントになってい

るので、縦軸のパーセントは取りです。消去です。 

 それから資料3-2の38ページ、ここの表現ですけれども、図表2-2-1-1-9の上に「このよ

うな取組の結果」というところに「赤土等の年間流出量」と書いてあるんですね。その後

受けているのが、最後「改善されている」になっているんですけれども、量は改善される

というよりは「低減」とか「削減」なのではないかと思うので、改善をそういうふうに直

されたほうがいいと思います。 

 それから185ページの下の真ん中あたりに「漁場については」という項目があって、「資

源増大を図る増殖場造成」とありますけれども、ちょっとこれは読んでも意味がわからな

くて、例えば後ろの「養殖場の造成」というのはわかるんですけれども、「資源増大のため

の増殖場の造成」というのがちょっとわからないので、再考されたほうがいいと思います。 

 それから次の186ページの図表2-2-2-6-3は小数点いらないと思いますので、ほかのとこ

ろとあわせて訂正をされたほうが体裁がよくなると思います。 

 それから191ページでちょっと図の読み方がわかりにくいんですけれども、上の段落の真
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ん中に、平成10年頃からは養殖業が盛んでとくるんですけれども、図を見ても10年から盛

んになっているようには読み取れないですね。オレンジでなっている海面養殖業というこ

とだと思うんですけれども、これの値は平成５年とか３年あたりとほとんど変わらない気

がするんですけれども、これが10年になっている根拠をもう少し考えたほうがいいと思い

ます。 

 それから194ページの下に水産業のことがずっと書いてあるんですけれども、「温暖な海

域特性を生かし、環境に配慮した沖縄型のつくり育てる漁業」とあるんですけれども、も

う少し具体的に書くことができないかなという気がするんですけれども、温暖な海域を生

かしてどのような沖縄型のつくり育てる漁業を考えているのかというのを、これだけだと

すごく漠然としすぎていてなかなかわかりにくいのかなという気がします。 

 それからもう１つ体裁なんですけれども、223ページの図表2-2-2-9-5がありますけれど

も、これ縦軸と横軸が消えているので、これは入れておいたほうがいいと思います。以上

です。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 今の御回答は考えていただきたいと思いますけれども、その前に普天間委員が11時ぐら

いには退室しなければいけないということですので、先に普天間委員の御意見をいただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

【普天間副部会長】   

 これまでの計画の分析なり課題の設定が、もう少し本質を突いたものであるべきだとい

うふうに考えています。 

 何かというと、農業産出額にかなりポイントが置かれているみたいなんだけれども、例

えば1,000億円を超えましたねと、最近２年連続1,000億だねと言っても、これは大半が牛

の単価の問題ですよね。東日本大震災があったり、口蹄疫があったりして、相当単価が倍

になっているんですよ。７、８年ぐらい前かな、ほとんど１頭当たり30万、40万。40万だ

と結構高い値段だねという感じだったんだけど、今はもう70万、80万、平均で70万ぐらい。

倍以上しているわけですから、これはこの振興計画に基づく生産拡大なり、そういったも

ので産出額が上がったわけではないと。その単価が、例えば過去何十年にもわたってほと

んど30万、40万の単価に置き直したときに、本当にここまでの生産額、農業産出額になる

だろうかと。これはあくまでも外部環境で単価が倍になったという要因なので、そこをも
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う少し分析をしないと、これからの繁殖牛の生産基盤をどうするかというところに行き着

かないと思うんですよ。 

 これはさとうきびも一緒で、さとうきびの産出額は上がりましたね。70万トン、２年ぐ

らい前は90万トンということだったんですけれども、これは本当に生産振興、製糖工場に

とってもよかったねということになっているかというと、実はそうでもなくて、例えば分

蜜はよいんだけど、含蜜糖工場、黒糖工場では今危機的な状況になっています。これ３年

連続産糖量が9,000トン。要するに、農家から買い取って、これを工場で黒糖にする。これ

が大体9,000トン。３年連続9,000トン。今までは7,000トンとかなんですよ。今までほとん

ど産糖量が7,000トンだから、国内の沖縄黒糖の需要も7,000トンで推移しているわけです

よ。 

 ところが、３年連続9,000トンというのは最近では全くなかったことで、何が起きている

かというと在庫です。流通在庫。要するに業者が買っていくわけですから、業者が本土の

ほうで倉庫がもう満杯になって、もう新しいの買わないよということになっているわけで

す。そうすると我々も販売ができない。販売ができないと我々の黒糖自体が在庫になって

いて、制度的にこれを売らないと、農家にはもう金を払わないといけないわけですからこ

れを売らないと、要するにお金が眠っている形になっているわけですよ。だから、製糖工

場では銀行から金を借りて借金をして、農家に支払って、物は倉庫に寝て、販売できるか

というと販売できない。何でかというと、在庫が本土の業者の倉庫がもう過去のものでほ

とんど満杯になっているわけですから、農家の新しい物はほとんど買わない。 

 この前入札しましたけど、ほとんど入札が落ちないとこんな状況になって、これから製

糖工場自体が続けられないなと、そこまで追い込まれているわけです。だから、農業産出

額ではこの辺が見えないわけですよね。 

 もう１つは、本島と離島という違いもあって、例えば基幹作物は何かというと、１位が

さとうきび、２位が肉用牛だったり、最近は逆になったりしていますけれども、どちらに

しろ肉用牛とさとうきびなんです。 

 例えばさとうきびは全体の生産量の８割は離島なんです。肉用牛も７割が離島ですよね。

この離島は今何が起きているかというと、相当高齢化して、例えば息子とか帰ってこない

わけですよ。もう高校からは本島に行かして、息子は本島で仕事しているわけですから帰

ってこられない。離島を守っている農家の人たちは高齢化してなかなか身動きがとれない。 

 例えば誰かが離農すると、相当な面積が耕作放棄地になるわけです。隣の人は買えない



 20

わけですよね。例えば４町歩とか前に売りに出されていたんだけど、１年間買い手がつか

なくて、要するに隣の人も高齢化しているから、今さら借金して農地を買えるわけがない。

自分のもので精一杯なのに今さら何町歩も買えないということになると、これ大変なこと

になるんですよ。 

 だから、我々農協では自分たちの製糖工場のあるところは農業経営規定を変更して、規

定を変更しないと農協が直接農業生産できませんから、農協がみずからやると。でないと、

今後どんどん減っていくということになりますので、農協がみずからやるという形をつく

り上げざるを得ないぐらい深刻な状況なんですね。 

 ＪＡもこういう離島に支店も持っているけど、従来はこの支店の職員は地元の人たちで

したよ。ところが、定年退職を迎えてきて、定年退職を迎えると地元から採用してくれと

いっても、若いのがいないわけですよ。だから、しょうがないから本店からがんがん送り

込んでいるわけですよね。そうすると宿がない。職員の宿をつくらないといけないという

ことになると、もう坪200万とか大変な金額を建設業者から言われて、とてもじゃないけど

つくりきれない。でも、職員は送り込まないといけない。どうするんですかと、離島をど

う守るかというものが１つあるわけですよね。 

 だから、この辺をトータルして、離島はほとんど農業ですから、離島を守るということ

は農業を守るということ。もう７、８割は離島ですから、この辺も総合的に問題を掘り下

げて、何が問題なのかというのをもっと明確に打ち出さないと、この21世紀ビジョンの次

のステップに踏み込めないと思うんですよ。だから、産出額だけではなくて、実際どうい

う生活を地域の農家が過ごしているのかと。 

 もう１つは、産出額というのは物の値段なので、農家の所得自体はどうなのかというこ

とになると、これも結構厳しいんですよね。例えば花でもハウスをどんどん一括交付金で

つくっているわけですけど、それで生産が上がっているんだけど単価が落ちてきているん

です。どうも輸入が最近右肩上がりできているものですから、それで単価が下がって、実

は農家はきゅうきゅうとしています。花ロボットを入れる、ハウスをつくるで、農家は負

債を抱えながら単価が落ちてきているものだから、所得は変わらないんだけど返済金が増

えている。 

 ほかの作物も、畜産もそうですけど、中国の農業が発展すればするほど、彼らが肥料と

か餌とかほとんどひとり占めというか、がんがん買っていくわけですよ。そうすると日本

に来る肥料、原料、あるいは餌は高騰していくわけですよね。だから農業産出額は上がる
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けど、コストも農家段階では相当上がっているんです。そうすると所得はほとんどないと、

こういうところにも目を向けないと、次の振興計画どうしますかという答えが、違う方向

に答えがいくと大変なことになるなと。 

 だから、せっかくの機会なんで、この辺もよくよく現場の実態ももっと踏み込んで分析

をして課題をもう一回整理をし直して、次のビジョンにつなげてほしいと思います。 

 もっと議論したいんですけど、どうしても11時にはここを出ないといけないものですか

ら、また次回細かい議論をしていきたいと思っています。 

               (普天間専門委員退室) 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。 

 今のは重要なところですので議論したいところですけれども、普天間委員は退室という

ことですので、また次回にでも議論したいと思います。 

 先ほどの立原委員の対応を事務局からお願いします。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】  

 立原委員からの体裁等々の御指摘については、こちらの内部で持ち帰って基本的には修

正という形で検討させていただいて、次回の部会の際に御報告させていただきたいと思い

ます。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。 

 それではほかに、どうぞ。 

【谷口専門委員】  

 琉球大学の谷口です。内藤部会長が提出されている修正文の文案ということで、今回１

週間前の時間ぎりぎりだったもので、細かい文章とか用語の修正はまた後日出させてもら

いますが、全体の中で抜けているというか、これも挙げるべきではないかということにつ

いて主に説明させていただきます。 

 まず39ページで環境に関することで外来種のことが出ています。マングース等の外来種

とありますけれども、植物の場合、国内移入種ですね。外来種もそうですし、国内移入種

というものが今大変驚異な状態になっています。沖縄、琉球諸島は北限のもの、南限のも

のが両方混在していますので、特に植物の場合その影響が気候の影響も含めまして強く出

てまして、だから国内移入種の問題についてもぜひここは触れてほしいなと思います。外



 22

来種のことはきちんと書かれていますが、国内移入種も必要ではないかなと思います。 

 それと飛びますが、184ページから農林水産業の基盤整備というところで、ここの部分は

農業用水とかほ場とか、かんがい施設ということで基盤整備のことが議論されていますけ

れども、大事な農地防風林とか海岸防災林と言われる海岸防風林でもいいんですけれども、

農地とか林地、あるいは住宅地を守る防風林のことについての記述がないのは、沖縄の島

しょ環境では基盤整備の中の防風林というのは大事な項目だと思いますので、ぜひこれも

つけ加えてほしいなと思います。検討項目に挙げていただきたいなと思います。 

 それから、続いて186ページですが、(ｄ)おきなわブランドの確立というところで、ここ

戦略品目と安定品目ということで分けられているわけですが、私、森林・林業の立場とし

まして、やんばるで生産された木材はおきなわブランドというよりも、もう亜熱帯ブラン

ドなんですね。亜熱帯で生産された木材比重の高い堅硬というか、もろくない堅さを持つ、

堅くて硬度な木質材料として木材が生産される。そういうものはおきなわブランドですけ

れども、国内を見ても、世界的に見ても亜熱帯ブランドとしてのところもありますので、

そういう表現も今後検討する必要があるのかなと思いました。 

 特に表2-2-2-6-4の戦略品目の中で「木材、きのこ」となっていますが、きのこはかなり

生産が安定してきていると思います。これは内地からの評価としてもそのようなレベルに

達していると思いますので、戦略品目としてきのこはこれから販路拡大というのもあるん

ですけれども、戦略品目が木材・きのこというのがあって、安定品目も特用林産物の中に

木炭ときのこもそこに入れていったら、両方の施策ができるのかなという気がしました。

そこは検討事項かなと思います。 

 それから190ページの林業の記述について、これはうまくまとめられているなと思って読

ませてもらったのですが、林業については「木材の乾燥技術や加工技術の向上により」と

いうところですけれども、沖縄の木材の乾燥技術は最近革新的な、要するに革命的な状態

まで上がっていると思うので、言葉の表現としまして、木材乾燥の技術革新が、試験場レ

ベルでも、それから企業レベルでも行われていて、亜熱帯の木材は乾燥しにくくて狂いや

すいという風評が内地ではありますが、そこはクスノキを中心にかなりいいものになって

いるのではないか。だから、ここは「木材乾燥の技術革新や」というところまでの評価を

してもいいのかなと思いました。 

 それから下の３行目ですが、学童机や各種施設の内装材というのがありまして、ここは

内装材というよりも「内装材(化粧材)」、化粧板ですか、化粧材という形の表現のほうが細
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かく分類して林業生産額が評価できるのかなと思いました。 

 それと192ページです。これはぜひ今回の沖縄21世紀ビジョンの中にも特筆してほしいな

と思うところですが、樹木ですね。森林あるいは緑化木の病虫害の、これも効率的あるい

は効果的な防除が確立されたと思います。生物農薬をつくろうとしています。ここが今環

境省とか関係するところからの評価も大変高くて、ウリミバエの歴史をもう一度、デイゴ

ヒメコバチとか、ああいうところでやっていこうとする革新的なものだと思いますので、

例えば森林保護管理とありますが、その前のほうです。「森林保護管理技術」というところ、

「保護」は変なので森林管理技術の高度化、その次に森林あるいは緑化木の病虫害の効率

的あるいは効果的な防除法の確立が、私はほぼできていったのではないかというところ、

ここは林業の成果としてぜひ特筆してほしいなと思います。 

 それから194ページですが、課題の部分です。「林業については」というところの話です

けれども、用語の話は後でまた修正文案のようなもので提出させてもらいますが、できれ

ば課題として亜熱帯で生産された重厚な木材、堅硬な木材を内地へ移出できるということ。

そういう戦略もこれから必要で、地産地消だけではなくて何かの形で九州から西日本です

ね。それから一部の樹木では、例えば東北地方で工芸品でつくられている材料にかわるも

のがあります。イジュという木ですけれども、そういうものが内地へ移出できればかなり

効率よくなるのではないかと思っています。特にそういう内地への移出なんかも含めた話

ができればと思います。 

 それと、「また」のくだりですけれども、生態系保全の観点から自然環境に配慮した林業

生産というところです。ここも沖縄県森林管理課が平成25年に環境に配慮したやんばる型

森林業というのを構築されました。これは我々日本森林学会の中でも大変評価が高い。林

野庁も関係する方はかなり注目されています。環境に配慮する。世界的に亜熱帯域という

のは乾燥地域です。だけども、この沖縄の島しょは森林があるわけですね。立派な森林が

あって、環境に配慮するような伐採面積を小さくして、伐採して収穫した場所を早く再森

林化するような技術、伐採搬出技術を確立したという方向で構築しているやんばる型森林

業のことをもうちょっと強くここを反映していただければ、今後の課題として自然環境に

配慮した森林業活動というのは何なのかという、先ほど普天間委員が言われた問題の掘り

下げというところにつながっていくのかなと思いますので、ぜひ検討していただきたいと

思います。以上です。 
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【内藤部会長】 

 ありがとうございます。今、谷口委員からいろいろと意見も出てきましたので、また事

務局のほうで一度検討していただいて、この部会で議論していきたいと思います。  

 １点、私も林業のことは全然わかりませんけれども、最近沖縄県でも木造住宅が増えて

きていますので、その点で県産木材の供給を増やしていけないかなと思いますので、その

あたりも少し検討していただければと思います。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

【嵩原専門委員】 

 ＪＡ中央会の嵩原です。まだ細かく全体を読み込んでませんので、とりあえず思いつい

ているところだけ意見として申し上げておきたいと思います。 

 まず資料２で少し大枠の話ですが、ほかの委員の皆様もいろいろ意見を言っているので、

私も同感ですけれども、まず３ページで農林水産業全体の左上に産出額の推移のグラフが

ございますけれども、これに関しての解説についても農林水産業としては順調に伸びてい

るという表現になっているかと思うんですけど、この農林水産業分野、当然この部会はそ

ういう議論をする場なので、こういう推移というのは大事だと思うのですが、沖縄の経済

成長全体を見渡す中で農林水産業は実は地べたを這っているような状況で、県全体の経済

が今４兆円ぐらいまで大きく伸びている中で、１次産業としては非常に伸びが乏しいとい

う状況にありますので、沖縄県全体の振興計画の議論をするのであれば、そういったとこ

ろにも着目しておく必要があるのではないかというのが、個人的に私がいつも思っている

ことです。 

 当然、県の経済全体を伸ばしているのは観光であったり、最近ではＩＴが牽引役になっ

ているということですけれども、何を言いたいかといいますと、県内経済が大きく膨らん

で伸びて順調に推移している中で、１次産業がその伸びになかなか絡んでいけていない、

追いついていないのではないかというところは、問題意識として持っておく必要があるの

ではないかと思っています。 

 これはいろいろなところでも出てくると思いますけれども、観光とのマッチングのとこ

ろを実は農林水産業、地元の食材を供給するサイドから見たら、いつも本土の市場ばかり

移出で高値で売るというところにばかり旧態依然としたスタイルがあるのは、そろそろ見

直さないといけないのではないかと。市場が県内にもできつつある中で、そこを県外から

入ってくる野菜、輸入の食材に地元の食材は使われているのに、我々はいつまで本土の市



 25

場ばかり見ていくのかというところに日ごろから少し違和感もありますので、そういうと

ころの問題提起も必要なのではないかと思いました。 

 ここはあくまでも現状を説明している段でしょうから、比較で県全体の動きとあわせて、

１次産業の相対的な位置づけが落ちてきているというのをスポットを当てておく必要があ

るのではないかと思います。 

 それから今度は同じ資料の５ページの下の段で、沖縄本島と離島の産出額の構成の割合

を比較しているんですけれども、これを計算している意味が私はあまりよくわかりません。

割合を比較しても何なんだろうというのが正直な気持ちで、結局、沖縄本島全体が落ち込

んでいるんだろうと思うんですけれども、相対的に離島が上がってくるというのは、これ

は数字上そうなるだけでありまして、そもそも作目の構成割合、農業の形が違う沖縄本島

と離島をこういう形で比較して何の意味があるのかなと思います。農業の形態は沖縄本島

は多様で、園芸作目を中心としていろいろな農業をやられているのに対して、離島は肉用

牛、さとうきびが中心のモノカルチャーな昔からの沖縄農業の形の中でこれを論じるため

には、ここの表現の仕方というのは少し工夫が必要なのではないかと思っています。 

 振興策の効果を出すためにも沖縄本島と離島は少し分けて見ていかないと、普天間理事

長が言っていた離島の今の窮状にもつながることだと思うのですけれども、少し課題を捉

える上でちょっと間違ってしまうのではないかなという部分がありますので、ここは少し

検討をお願いしたいなと思います。 

 それから、次は資料3-2で、これも先生方が細かいところを幾つか指摘をなさっているの

ですごいなと思って聞いていたんですけど、私はもうちょっと大ざっぱな話をしておきた

いと思っています。 

 先ほど谷口先生が防風・防潮林の話をおっしゃっていたのは、私も同感です。赤土対策

としても防風・防潮林は必要だと思いますし、その景観を守るためにも必要だろうと思い

ますので、これは力を入れて書く必要があるのではないかと思っています。188ページあた

りの表現につけ加えてほしいと思います。 

 それから幾つかあるのですが、ちょっとまとめられていないので、193ページの課題のと

ころで一番下にさとうきびの課題といいますか、現状を書いているわけですけれども、今

さとうきびの生産がどうなっているかというと、間違いなく振興策で機械化を進めて作業

体系が大きく変わってきたというのは、これは現実としてあるわけですので、これが高齢

化の中でさとうきびの生産を落とさないで維持していくために大きく貢献しているという
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のは実際にあるかと思います。 

 では、いつまでに機械化を進めていくのかというと、いずれ限界もくるわけですので、

機械化は大事ですが、今、個人個人の生産者を基本としてのさとうきび生産なんですけれ

ども、いずれ法人がこれをカバーしていかないといけないところに移っていくんだろうと

思いますので、その法人組織の育成、今なかなかこれがうまく回ってないところもあるの

ですが、そういったところには記述を入れておいたほうがいいのではないかと思います。 

 あと、きび農家を捉えた場合に一番の課題は、さとうきびの専業だけで飯を食っていく

ことがなかなか厳しいという現実があるわけです。高齢の農家がきび代と年金を合わせて

ようやく生計を成り立たせているような現実もあるわけですので、専業がちょっと厳しけ

れば複合の道もいろいろ可能性はあろうかと思うんですけれども、その辺の可能性に触れ

ておくとか、先ほど言いましたけど法人、結局さとうきびの生産性を上げるためには面積

を増やすしか方法がないわけですね。 

 今までの歴史の中で見てきて、平成元年あたりにピークを迎えるわけですけど、それま

ではずっと面積を増やしていくということでさとうきびは生産性を上げてきたと。その後

はもう伸び悩んでいるんですけれども、面積を増やすための施策として農地の集積をどう

やっていくのか、あるいはゾーニングもある意味必要なんだろうと思うんですけど、そこ

まで対策として考えておかないと、きびで飯が食えなくなったらどんどん離農していくと

いう流れが、歯止めがかからないのではないかと思いますので、その農地の集積のところ

もきび作にはとても重要な課題だと思いますので、それにも触れておいてもらいたいと思

います。 

 それから、次の194ページで上から２段目にありますパインアップルの話ですけど、ちょ

っと言葉が足りないのではないかと、これを読んでいて思いました。結構パインアップル

というのは生食のほうがどんどん伸びてきているんですが、裏にあるのは品種の改良です

よね。非常にいい品種がどんどん改良されていまして、最近のパインアップルは味も非常

によくて、品質もよくて有望だと思います。 

 担い手確保が確かに厳しいというのはあるんですけれども、ここもきびと同じで面積を

増やさないと採算がとれないという世界なので、ここもやっぱり法人経営体の育成という

のは大事だろうと思います。あと、農地の集積のところも記述が必要なのではないかと見

ました。 

 特に今年は豊作だったりして明るい話題があるんですけど、パインアップルというのは
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非常に観光との親和性というんですか、ほ場が一番おいしく食べられますから、ここに引

っ張り込むためには有望な品種というか、観光とうまくマッチングできる品種でもあるの

で、そこらへんを伸す可能性も含めてもうちょっと変えたほうがいいのではないかと思い

ます。 

 それから、その下に畜産の課題を書いているんですけれども、書いてあるとおりだと思

います。 

 ただ、もう１つ気になるのは防疫体制の強化。今しっかりやられていると思っているん

ですけど、これからますます海外から観光客、しかもアジアからどんどん観光客が入って

くる中で、すぐ海を隔てて隣の国はもう疫病が蔓延しているような地域、アフリカ豚コレ

ラとかいろいろな病気が蔓延している地域でもありますので、今後も防疫体制の強化とい

うのはある意味必須だと思いますので、そこもしっかりやっていくというふうに書く必要

があるのではないかと思います。 

 一旦入ってしまうと、これはもう沖縄県全体の畜産がある意味大きなダメージを受ける

と。本州で発生している豚コレラでも産地はものすごく生産を落として大きなダメージを

受けてますので、そういった動きも見ながら、その沖縄でのリスク低減をいかに図るかと

いう着眼をしておく必要があるのではないかと思います。 

 あとは、また後で述べたいと思います。以上です。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。嵩原委員の御意見についてはいろいろと出ましたので、また事

務局のほうで御検討いただいて、次回以降にこの場で議論したいと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。お願いします。 

【山城専門委員】  

 卸売市場協会の山城です。ひとつよろしくお願いします。 

 資料3-2の191ページで(ｃ)農産物の安心・安全のところですが、この中でウリミバエと

ミカンコミバエの根絶ということで、非常にすばらしいことで達成したんですけれども、

今非常に問題になっているのがナスミバエ。ここ５年程度でナスミバエが非常に問題化さ

れています。これは防疫法の問題でクリアの問題がたくさん、基準が難しいかもしれない

んですが、現場においては本当に一部ものの本土出しの規制をかけたり持ち出しをやめて

くれとか、そういう形で直売所あたり、あるいは市場でもやっている経緯があるので、こ

のナスミバエの記述は入れるのか、入れないか含めて、今後もしかして大きくなる可能性
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も秘めているのではないかなと思っていますので、ひとつこの辺の記述をどうするのかを

お願いしたいと思います。 

 それともう１つ、同じ資料の192ページの23行目ぐらいから畜産関連ということでありま

すが、要するに農産物、畜産物についてはブランドという言葉がよく使われます。その中

でここのブランドについてはアグーをブランド豚という形で扱っている表現ですが、もう

１つ、肥育の石垣牛も私はブランドという位置づけがあると思うのですが、そういう石垣

牛のブランド表示がここに全然ないので、それは県としてブランド牛として認めてないの

か、認めているのか含めてこの辺の記載もないということです。 

 それと、同じく関連しまして194ページの15行目のこれも畜産関連ですが、ここで見た場

合のHACCP、これは食肉センターの施設の整備等ですが、それから見るとそのHACCP自体が

衛生管理だとか制度の見直し、あるいは国際化に向けたのがHACCPという施設なので、それ

はまさに輸出をイメージした形も含めていると思うので、輸出となるとやっぱり石垣牛と

いうのもその辺あったりするのかなという形で、今、八重山ではその石垣牛の輸出につい

て食肉センターがHACCP対応できていないということで、今、役所のほうも取り組んでいる

ところではあるんですが、そういう対応できてないのが現実なので、HACCPという言葉も使

っていることからすると、やっぱりここでいう石垣牛もブランド牛として県の位置づけも

してほしいなという形で、私は思っているところであります。 

 先ほど嵩原さんのほうからあった口蹄疫の問題、これについても私、石垣の防疫の問題

で十分この辺も話しております。 

 今、石垣については観光客が人口５万人の島に対して138万人、これが平成28年に観光に

来ております。それからしますと東南アジアの方が非常に多いです。そこはまさに豚コレ

ラあり、あるいは口蹄疫など、まだその辺片づいてない地域のお客さんがかなり来ていま

す。もし万が一あの島でそういうことが起こった場合は、牛業界の問題だけではなくて、

その島の経済全てが沈没するぐらいの大きなものを秘めているので、この件に関しては防

疫関係、再度あの地区は見直しする必要がある形で、これは全ての問題ではあるんですけ

ど、特に注視してこの前提言をしてきたところであります。そうした場合に防疫関係に触

れているのがこの文章にないので、この辺もひとつ触れてほしいなと思っております。以

上です。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 
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 どうぞ。 

【具志専門委員】  

 私は専門的なことはほとんどわからない。ただ、消費者からの立場で意見というか、考

えていただきたいのが、資料２の社会情勢ということで、今若者、特に沖縄県民の若者が

本当に夢を持って生きていけるのかということがとても気になるんですね。 

 外国人の方の労働力も確かに大事ですが、農業、結局今先生たちとよく各地域で、農地

に水をやるかんがい施設とか、そういうところを見るにつけ、その人たち、農業の方とい

うのはお水がちゃんと来て農業がやりやすくなったと。要するに、時間も使えるし余裕も

出てきたという話はしてもらうのですが、そこに若者の姿があまり見えてこないんですね。 

 一部では後継者も出てきているよとは言うんですが、そこがなかなか難しいということ

で、ぜひ沖縄県の将来のためにも大事な人材ですので、全部の面でそうですが、沖縄の特

に若者たちが沖縄県に対する、沖縄県に住んでよかったという夢みたいな希望とか、そう

いうものを持っていろいろこういう林業でも農業でもいいんですが、携わってもらえるな

らということで、まず人としての沖縄ではどうなんだろうかということも考えた上で、こ

ういうことも大事だと思うので。 

 やっぱり人がいないとそういうのは全部何もできないので、まず人を育ててほしいなと

いうことを特に思います。自分たちは一母ちゃんであり、消費者ですので、ぜひそういう

ところも力を入れてもらって、将来に向けてよろしくお願いします。以上です。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。 

 それでは、谷口委員が所用で退室されるということですが、何か最後にありますか。よ

ろしいですか。 

【谷口専門委員】 

 すみません。この後12時半から大学で会議がありまして、それの主宰をしないといけな

いので退席させていただきます。議論がおもしろくて中座するのは大変残念ですけれども、

今後に期待したいと思います。よろしくお願いします。 

                 (谷口専門委員退室) 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 今の点、先ほども第１次産業の従事者が非常に減っているということがありましたけれ
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ども、沖縄は農業への就業者のうち新規参入が特に多いところは特徴だと思いますので、

農外からの新規参入を今後いかに図っていくかというところは重要だと思いますので、そ

のあたり何か入れられたらなとは私も思います。ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしくお願いします。 

【上原委員】 

 沖縄県漁連の上原でございます。 

 私は、資料3-2の194ページの水産に関する書きぶりですが、「日台漁業取決め、日中漁業

協定に伴う外国漁船との競合」という表現では少し足りないのではないかなと思います。

何が競合しているのかと。実態は、その水域自体で操業する範囲が狭められて操業海域が

減っていると、減らされたというのが実態なので、この辺の書きぶりは少し検討してもら

ったほうがいいかなと。いい表現を今思いつかないんですが、ただ、競合というだけでは

イメージが悪いというか、実態ではないというところだと思います。 

 ここまで入れるのであれば、周辺海域において米軍等への訓練水域、膨大な水域を提供

しているというところも水産はありますので、そこまで入れるかどうかは別としても、「競

合」というだけで切るのは少しよくないだろうと思いました。 

 それと、これは私の感想ということで同じ資料の38ページの赤土問題ですが、赤土の流

出については記述のとおり水産業にとっても、観光にとっても大きな問題だろうというこ

とですが、ただ、課題の中で農家の皆さんも被害者と私は思っています。言い方は悪いか

もしれませんが、流されて困るのは水産かもしれませんが、流れて困るのも農業であって、

この赤土流出防止条例ができて、開発事業からも極端にそれが改善をされたということで

すが、残念ながらこの資料から見ても、まだ農地からの流出というのがあまり改善はされ

ていない。言い方は悪いかもしれませんが、このあたりはいつごろまでにどれぐらいまで

とか、しっかりとした支援をしていただいて、農家の皆さんもそれなりに農地の流出防止

用の植物とかをいろいろ植えて対策はとられているとは思うのですが、それでもまだ20万

トン以上が流れているということについては、今後どこかで出てくるかもしれませんが、

もっと積極的な施策を打って対応していただきたいなというのが私からの願いです。 

 それともう１点は、私はずっと御案内のとおり沖縄県は台風の襲来地ですから、養殖漁

業があまり進行しない。今、モズクと海ぶどう、モズクは海面ですが、海ぶどうは100％近

く陸上でやっております。それの魚類版もぜひ支援をしていただきたいということは、今

後沖縄県の計画の中でもぜひ魚類の陸上養殖等についての記述等も書き込んで、私が見て
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ないのでもし書いてあったら申しわけございませんが、そういうところも少し入れ込んで

いただければと思います。以上です。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。これらの点も御検討いただきたいと思います。 

 時間も押してますけど、私からも意見を述べたいと思います。昨日、慌てて意見書の様

式に書き込んだのですけれども、その多くは文言とか文章の修正ですので大したことはな

いのですけれども、ここで２点ほど御指摘したいと思います。 

 189ページの花きのところの内容ですけれども、先ほど普天間委員からもありましたよう

に、産出額ばかり書かれてますので、どう入れ込むかというのは難しいところですし、あ

まり細かい品目のことまで入れるのはどうかなとは思うんですけれども、沖縄県は野菜と

花については温暖な気候を生かして本土の端境期に出荷をするということで、これまで伸

してきたわけですけれども、その典型的な成功例が小菊だと思っていまして、小菊につい

ては全国一の産地ですし、特に12月から３月とか４月ぐらいまでの冬春期については全国

の９割以上供給しているということですので、その典型的な品目としてもう少し書き込ん

ではどうかなというのが１点です。 

 それから、畜産については肉用牛と豚について書かれているんですけれども、酪農と養

鶏についても記載してはどうかと思います。特に酪農から生産される生乳とか養鶏の中で

も鶏卵というのは本県でも品目別でいくと多分４位とか５位とか、さとうきび、肉用牛、

豚、菊、その次ぐらいに鶏卵と生乳は出てくると思いますので、重要品目であるというこ

とと、これが生活必需品で、しかも生鮮性が非常に重要ですので、県民にとっては非常に

重要な品目になっていると思うのですが、その一方で、今一番厳しいのはこの２つかなと

思っています。 

 肉用牛については子牛価格が高どまりしているというのは、沖縄県にとっては非常にう

れしいことですけれども、そのあおりで乳牛の子牛価格も高どまりしていますので、それ

を導入するのが厳しいような状況ですし、あと、生乳については草だけでなくて濃厚飼料

も多少必要ですけど、その濃厚飼料が高どまりしているということ、それから鶏卵につい

てはほぼ100％濃厚飼料で、しかも輸入ですけれども、それが非常に高どまりしていて厳し

い状況にあったり、鹿児島県からかなり入ってきているということもあって、今後どう経

営を維持していくかというところを考えないといけないと思いますので、その２つは記載

してはどうかなと思います。 



 32

 それから戻りますが、こちらの意見書には書いてないですけれども、185、186ページあ

たりで生産基盤の整備状況については触れられていたんですけれども、集出荷施設とか販

売施設の整備というものも非常に重要で、沖縄県はこれまで非常に取り組んできたところ

ですので書き込んではどうかと思っています。 

 １つは、農業団体中心に集出荷施設、これは県の補助なども入れて整備してきていると

ころですし、あと、販売施設として卸売市場もきちんとこれまで整備されてきたところで

すし、今後も整備の計画があるところですので必要かなと思います。 

 それから、もう１つは直売所です。農産物・水産物、両方の直売所についても沖縄県は

販売施設としてはかなり重要な位置づけになってきてますし、消費者にとっても気軽に買

えるような施設ということで注目されているところだと思いますので、そういう販売施設

の整備とか、(ｂ)の生産供給体制の強化というところに入れてもいいのかもしれませんけ

れども、いずれかのところで入れてはどうかと思います。 

 長くなりましたけれども、以上です。 

 時間も押してますので、先ほど御説明いただいたところはここまでにして、続きの御説

明を事務局から続けてお願いしたいと思います。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 部会長ありがとうございました。 

 では、時間も押しているところで大変恐縮ではございますが、少し基本施策「強くしな

やかな自立型経済の構築」の「ケ 離島振興」について簡単に省略する形ですが、御説明さ

せていただきます。報告書は219ページ以降となっております。 

 まず、現状でございます。報告書の221ページをご覧ください。 

 まず生産基盤整備でございますが、３次にわたる振興開発計画により、復帰前はほぼ未

整備でございました農業用水源について、国営宮良川地区、宮古地区などにおいて、ダム、

地下ダムなどが整備されたことで、直近の平成29年度は69.5％となっております。かんが

い施設整備につきましても平成３年度ごろから集中的に整備が進み、平成29年度の整備率

は55.8％、ほ場整備についても64.8％となっております。 

 次に、離島地域のさとうきびの生産量でございます。 

 昭和45年の89万トン以降、一時47万トンまで減少しております。その後、各生産基盤整

備の進展や、さとうきび増産プロジェクトに基づく、台風に強い品種の開発・普及、ハー

ベスターの導入等の機械化に取り組むとともに、一括交付金等を活用いたしまして製糖施
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設の建て替えなど、安定操業に向けた支援に取り組んでまいりました。その成果というと

ころですが、平成28年度には生産量76万卜ンという状況でございます。 

 次に、野菜・果樹の生産につきましては、八重山地域におきまして平成２年の輸入自由

化等によるパインアップル加工場の閉鎖などの社会情勢の変化等々ございましたが、機械

化の促進・栽培施設整備等の支援、病害虫の根絶による県外出荷の拡大、研究機関による

収益性の高い生食用の優良品種・普及が進められるなどの各種取り組みが進みまして、平

成29年度末までに野菜においては11産地、果樹につきましては３産地が拠点産地として認

定されるなど、平成27年の生産量は１万4,000トンと回復傾向となっております。 

 次に、家畜飼養頭数につきましてです。 

 昭和47年の２万8,678頭から、草地の造成整備、畜舎施設整備、優良種畜導入による改良・

増殖対策のほか、家畜伝染病であるオウシマダニの根絶、流通市場の整備等により家畜飼

養頭数は比較的安定的に推移いたしまして、直近平成29年度は５万5,000頭と復帰時の約２

倍となっております。 

 また、離島地域における肉用牛の飼養頭数でございますが、県全体の約６割を占め、本

県畜産業において重要な役割を担っております。 

 課題となります。報告書224ページをご覧ください。 

 台風等の気象条件の課題を有する本県においてさとうきびは重要な役割を担っており、

特に離島地域においては代替が困難な作物として製糖事業者を含め地域経済への影響が大

きいことから、引き続き機械化の促進や肥培管理による品質・収量の向上等の持続的なさ

とうきびの生産対策及び製糖事業者の経営安定対策に取り組む必要があります。 

 野菜・果樹につきましては、一定量の安定生産並びに品質の高位平準化等の生産供給体

制の強化が必要であります。 

 畜産業につきましては、新規就農者の確保や労働力低減などの増頭に向けた取り組みの

推進のほか、さらなるブランド力の確立に向けた生産基盤の強化、飼養管理技術の向上に

取り組む必要があります。 

 また、昨今の人手不足により労働力の確保が困難となっている分野につきましては、外

国人材の活用を含めさまざまな人材の確保の方策について検討する必要があります。 

 事務局からの説明は以上となります。 

 なお、報告書281ページの人材育成、314ページの主要な経済指標の動向につきましては、

時間の関係がございまして、大変恐縮でございますが、割愛させていただきます。 
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 また、後日意見書という形の中で御意見いただければと思います。 

 それでは、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 それでは、今、離島振興について御説明いただきましたけれども、先ほども離島振興に

かかわるような御意見がかなりありましたけれども、改めて御意見ありましたら、お願い

したいと思います。どうぞ。 

【嵩原専門委員】  

 離島の問題を考えるときに、離島としてひとくくりにして捉えてしまうとちょっと見誤

ってしまうのではないかというふうに思っているのは、例えば宮古島の宮古島本島、ある

いは八重山の石垣島、西表島だけではなくて、その周辺の離島まで少し現状を見ておかな

いと、周辺離島においては恐らく観光なんてそもそも伸びていないでしょうし、いろいろ

な社会インフラが乏しい中で農業をやっていく、非常に厳しい環境があるのではないかと

思っています。 

 観光客が増えてきているというのも、恐らくクルーズ船で大きい島に寄って増えている

だろうと思うんですけれども、大事なのは観光客の数というよりも、離島の離島まで観光

客に限らず県民の皆さんが行き来できるような仕組みを何か考えないといけない。島から

流出するだけで、島に入ってくる人をもうちょっと入れないと人口は減る一方ではないか

と思ったりするわけです。 

 現状を見てみますと、例えば離島の離島まで足を運んでみるとよくわかるんですけれど

も、宿泊の施設も十分ない、あるいは食事をしようにも食べる食堂もあまりないというの

が多くてなかなか足を運べないと。仕事で行くのは、それは島の人がいろいろ手当してく

れるので行けるんですけど、観光とか旅行にという形で島に足を運ぶような状況がないと、

人口を増やそうと思ったって島に入ってくる人がいなければ、なかなか可能性も乏しいの

ではないかと思ったりします。 

 視点を変えると、多分沖縄本島に住んでいる県民の皆さん８割ぐらいいると思いますが、

その人たちが離島の離島まで行く機会はほとんどないと思うんですね。仕事で行く人はい

いんですけど、親戚がいるからちょっと遊びに行くとかいう人も、それほど割合としては

多くないだろうと。なので、何が言いたいかと言いますと、そういう島に行ったり来たり

できるような往来の仕組みづくりというのが、実は離島振興を考える上では大きなテーマ
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ではないかなと私は思ったりします。 

 それから、全体を通しての話ですけど、高齢化、担い手不足とひとくくりに言われるん

ですが、高齢化の問題は何も農業に限った話ではなくて、しかも沖縄に限った話ではなく

て日本全体がほかの産業も含めて高齢化しているわけで、高齢社会になっているわけで、

そこにあまり頭傷めないでもいいのではないかと正直思います。悲観する必要はないので

はないかと思ったりもします。 

 それで、農業の平均年齢を捉えるときに60歳超えても70ぐらいだというふうに言われる

のは、その農業就業者の大半を占めているさとうきびの就業者の平均年齢がぐっと全体を

引っ張っているようなところもあるので、もう少し品目を分けてみた場合は中堅若手が頑

張っているような品目もあるわけですので、高齢化に悩む必要はないのではないかと思い

ます。言葉として使う分には問題ないかと思うんですけど、大事なのは就業者を増やして

いくというところなので、そこも強弱を考える上では配慮する必要があるのではないかと

思います。以上です。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。 

 どうぞ。  

【立原専門委員】  

 離島の問題ですけれども、観光客が増えてくるという数の問題が、今、離島の離島と言

いましたけど、例えば西表なんかを見てみても、今ほとんどの宿泊施設が食事の提供をや

めているんですよね。それはもうできないからです。そうすると何が起きているのかとい

うと食事難民、観光客が食べるところがないですよね。今の人数だけでもほぼパンク状態

になっていて、これでもし自然遺産絡みになってさらに増えたときにどうするのか。特に

ごみの問題だとか上下水道の問題、その辺を離島の場合はよく考えないと、観光客がこれ

以上増えたときに本当に収容可能なのかどうかというのは、よく課題として挙げたほうが

いいと思います。 

【内藤部会長】 

 この部会でどうかというところはありますので、またそちらの部会にも情報提供してい

ただければと思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 先ほど人の往来というところもありましたけど、やっぱり離島の離島になると農産物を
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生産しても出荷が非常に難しいところがありますので、流通条件の解消事業もありますけ

れども、そのあたり出荷をどうしていくかというところについてもしっかり検討する必要

があるかなとは思いますね。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 そうしたら、そろそろ時間ですけれども、先ほどの件も含めて何か今日話しておきたい

ことはありませんでしょうか。よろしいですか。 

 ないようでしたら、これで本日の審議を終了したいと思います。委員の皆様、御協力あ

りがとうございました。 

 それでは、進行を事務局にお返ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】   

 内藤部会長、どうもありがとうございました。 

 本日いただきました皆様からの御意見、総点検報告書の文案等々につきましては、事務

局のほうで持ち帰らせていただきまして検討させていただきます。 

 また、文案以外にもさまざまな貴重な御意見をいただきましたので、こちらにつきまし

ても新たな計画策定などの基礎的資料としてぜひ御意見を頂戴いたしたいと思います。 

 また、委員の皆様、長時間の審議、まことにありがとうございました。 

 最後に御連絡になります。 

 次回の部会は８月22日・木曜日を予定しております。正式な通知は改めて送付させてい

ただきたいと思います。次回から第３章というところで、具体的な中身の成果目標とか達

成状況、そういったところについて御議論いただきたいと思います。 

 それでは、本日の沖縄県振興審議会第１回農林水産業振興部会は、これをもちまして終

了とさせていただきます。 

 委員の皆様、本日はお忙しい中、御出席いただき、ありがとうございました。 

 (5)閉会 

 


