
資 料 ３

第 ２ 回 農 林 水 産 業 振 興 部 会 の 意 見 に
対 す る 審 議 結 果 （ 案 ） に つ い て



　　（別紙２－２）

（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）に対する意見）
農林水産業振興部会

番
号 章 頁 行 報 告 書 （ 素 案 ）本 文 意 見 （ 修 正 文 案 等 ） 理　　　由　　　等 回答課

委　　員
専門委員

1 3章 P511 5行 「環境と調和し」 「環境に配慮し」へ修正 「環境と調和し」という表現は、学
術的にはあり得ないので、別表記
で検討していただきたい。

農林水産
総務課

谷口 真吾

2 3章 P511 9行 「目標とするすがた」の状況等 農業産出額、林業産出額、漁
業産出額の増加した根拠、要因
等の記載を追加。

統計データの解析だけでは、実感
が伴わないため。

農林水産
総務課

谷口 真吾

3 3章 P512 14-19 農林水産業の振興について
は、・・・必要がある。

511ページと重複しているため、短
くするなりの工夫が必要。

前ページの記載とほぼ同じである
ため。

農林水産
総務課

谷口 真吾

4 3章 P512 20、31 「戦略品目の生産拡大による」と
「おきなわブランド」の間に半角あ
けている。

スペース（半角）をとる。 半角を空けるかどうかの統一をお
願いしたい。 農林水産

総務課
谷口 真吾

5 3章 P512 34行 ゴーヤー等の技術実証展示ほ ゴーヤー等の技術実証展示圃 「圃場」の「圃」の漢字の変換
園芸振興
課

谷口 真吾

6 3章 P513 7行 持続的な林業生産活動を行うた
め、、、

何のために林業生産活動を行う
のか意義付けを前段部分に明記
する。

持続的な林業生産活動を行うた
めの意義付け、動機付けを明記
し、そうしない場合の危惧すべきと
ころも含めて記載したほうがいい。

森林管理
課

谷口 真吾

7 3章 P513 7行 環境に配慮した森林施業方法の
検討

「伐採収穫」「早期の再森林化
技術」の方法をきちんと明記す
る。

森林施業方法は伐採収穫、再
森林化のみしか方法がなく、事業
でもやっているので、単語で明記
しないと誤解を受ける。

森林管理
課

谷口 真吾

8 3章 P513 8行 県産木材の利用拡大 どういう方法で利用拡大するかを
記載する。

利用拡大のところで具体性がな
い。 森林管理

課
谷口 真吾

9 3章 P513 8行 きのこ類の生産施設の整備 きのこ類の施設栽培施設の整備 原木栽培では生産施設をやって
いないという認識であるので、施
設栽培という表現はどうか。

森林管理
課

谷口 真吾

ご指摘のとおり修正いたします。

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

審　議　結　果　（案）

ここでの「環境と調和」とは、栽培環境における
負荷低減に取組む環境保全型農業や自然
エネルギーの活用も包含しており、また２１世
紀ビジョン基本計画においても「環境と調和
し」という表現がされていることから、そのままの
表記とさせていただきたい。

ご指摘のとおり追記いたします。

ご指摘のとおり修正いたします。

　「圃」は常用漢字ではないため、本報告書で
は、「ほ」のままとしたい。

　ご指摘のとおり修正します。
　森林の公益的機能の高度発揮や地域振
興を図る観点から、持続的な林業生産を行う
ため…

　ご指摘のとおり「森林施業方法」を｢収穫伐
採方法」に修正します。

　ご指摘のとおり修正します。
　パンフレット制作等の各種プロモーション実施
による県産木材の利用拡大

ご指摘のとおり修正します。
「施設栽培施設の整備」は施設が重複するの
で、きのこ類の栽培施設の整備とします。
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　　（別紙２－２）

（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）に対する意見）
農林水産業振興部会

番
号 章 頁 行 報 告 書 （ 素 案 ）本 文 意 見 （ 修 正 文 案 等 ） 理　　　由　　　等 回答課

委　　員
専門委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

審　議　結　果　（案）

10 3章 P513 10行 菌床しいたけにおける病害虫の
発生や、他県産との競合に伴う
生産調整が行われた

競合や生産調整の背景や関係
性を具体的に記載。

生産数の調整が行われたか、販
売ルートの競合のために販売競
合が行われたのか、競合が起こっ
たから生産調整が行われたのか
具体的なことを書かないと、誤解
を受ける可能性がある。

森林管理
課

谷口 真吾

11 3章 P513 26行 本県の特産品であるオキナワモズ
クの高付加価値化と消費拡大を
図るため、機能性成分に着目し
た品種育成

「品種育成」の表記でいいか確
認。

海藻は品種育成できるのか？い
い品種、機能性成分の含有量
の多いものをどこかで選抜するとい
うことなら、「品種育成」という言
葉がなじまないので検討してほし
い。

水産課 谷口 真吾

12 3章 P513 31行 天候等に左右される面 モズク栽培は天候等に左右され
る面

「モズク栽培は」を加えるとより分
かりやすい。

水産課 谷口 真吾

13 3章 P514 35行 森林・林業において、やんばるの
豊かな森林資源は・・・

やんばる以外に八重山での森林
伐採の状況について記載。

やんばるのことしか書かれていない
ので八重山の部分についても記
載が必要と思われる。

森林管理
課

谷口 真吾

14 3章 P514 35行 「きのこ生産培地や畜産敷料とし
てのオガコ」

「きのこ生産培地や畜産施設の
敷料としてのおが粉」

「施設」を入れると分かりやすい
し、オガコは学術論文では「おが
粉」として統一していることから、
修正する必要がある。

森林管理
課

谷口 真吾

ご意見を踏まえ、513頁31行目に以下の文章
を挿入したいと考えております。

・・・モズク養殖は天候等に・・・

　八重山地域の木材利用は少量ながら継続
した取り組みを行っており、現時点で大きな課
題等はないことから、八重山地域の明記はせ
ずに、以下のとおり八重山地域も包含した文
章に修正します。

｢森林･林業において、 やんばるの豊かな森林
資源は、きのこの菌床栽培の材料 きのこ生産
 培地や畜産施設の敷料としてのおが粉 オガコ
 等としての用途に加え、木製防風工等の土木
用材や家具工芸品の材料としての も需要があ
るが 高まっているが、特にやんばる地域で持続
的に林業生産活動を行うためには、 自然環境
 と調和した森林の利用区分(ゾーニング)に基
づき、自然環境に配慮した林業生産活動を
行うことが必要である。」

　ご指摘のとおり修正します。
　修正内容は番号13のとおり。

ご指摘のとおり修正します。また、｢菌床しいた
けにおける病害虫の発生」は、他県産との競
合と比べると、比較的影響が低いことから、文
中から削除します。
　 菌床しいたけにおける病害虫の発生や、他
県産との競合に伴い価格競争が生じたことか
ら、生産量及び販売量の調整が行われた。

ご意見を踏まえ、513頁27行目の表記を以下
のように変更したいと考えております。

・・・に着目した系統選抜・・・
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　　（別紙２－２）

（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）に対する意見）
農林水産業振興部会

番
号 章 頁 行 報 告 書 （ 素 案 ）本 文 意 見 （ 修 正 文 案 等 ） 理　　　由　　　等 回答課

委　　員
専門委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

審　議　結　果　（案）

15 3章 P514 37行 「持続的な林業生産活動を行う
ためには、自然環境と調和した森
林の利用区分に基づき、・・・」

「持続的な林業生産活動を行う
ためには、森林の利用区分（ゾー
ニング）に基づき、自然環境に配
慮した・・・」

利用区分は調和することはできな
いので、「自然環境と調和した」は
なくてもいいかと思われる。

森林管理
課

谷口 真吾

16 3章 P514 36行 木製防風工の土木用材 木製防風工だけでなく、他の利
用も追加。

県産木材の利用用途について、
他の利用もキーワードのみでもい
いから追加してほしい。

森林管理
課

谷口 真吾

17 3章 P514 32行 国際環境によって子牛価格の低
迷等が懸念される

子牛価格の低迷が本当にあるの
かの質問。

国際環境で子牛価格が低迷す
るとあるが、経営改善の意味であ
れば理解できるが、低迷する理
由を聞きたい。

畜産課 山城 隆則

18 3章 P515 34,35 県卸売市場の取扱量は、通信
販売、産地直送などチャンネルが
増えたことで減っている

量販店の独自流通、カット野菜
の販売流通を明記する。

量販店が市場を使っていないこと
が大きな原因なので、そこを明確
に記載してほしい。 流通・加工

推進課
山城 隆則

19 3章 P516 31～36 中央卸売市場の強化について 強化策として、鮮度保持技術の
向上等以外に、HACCP対応と
いうニュアンスの文言を追加する。

築37年の現施設はHACCP対応
ができていない。市場の強化策と
して追加してほしい。 流通・加工

推進課
山城 隆則

20 3章 P515 34行 通信販売、産地直送などで市場
外での流通が増加しており・・

「市場外流通が増加している」だ
けが要因ではないことから、東京
市場などの他市場経由の増加や
農産物直売所での販売増加、
県外出荷の増加の影響が大きい
と思われるが、分析して記載す
る。
花きについては、需要減少の影
響等もあると考える。

量販店等が東京の卸売市場か
ら入れているのがかなりあるので、
これは市場外流通ではなく、市
場流通である。それも含めて、直
売所での販売が増加している、
県外出荷が増加しているなどが
主な要因と思われるので分析し
て記載する。

流通・加工
推進課

内藤 重之

　ご指摘のとおり修正します。
　修正内容は番号13のとおり。

　ご指摘のとおり修正します。
　修正内容は番号13のとおり。

国産牛肉の旺盛な需要を背景に、牛肉価格
と連動して子牛取引価格が高い状況となって
いるが、近年のTPP11、日ＥＵ・EPAなどの経
済連携協定等により、安価な畜産物の輸入
量増加が予想されることから、牛・豚肉や子牛
取引価格への影響が懸念されるという意味合
いである。
　「低迷」の表現は、誤解を生じるため、

514頁　32行目
「牛価格への影響等が懸念される・・・」に修
正します。
次のとおり修正します。

34行目の「産地直送」の後に、「直売所での
販売、量販店の独自流通」を追記する。

次のとおり修正します。

32行目の「このため、」の後に「品質管理及び
衛生管理に関する」を追記する。

次のとおり修正します。

34行目の「産地直送」の後に、「直売所での
販売、量販店の独自流通」を追記する。
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　　（別紙２－２）

（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）に対する意見）
農林水産業振興部会

番
号 章 頁 行 報 告 書 （ 素 案 ）本 文 意 見 （ 修 正 文 案 等 ） 理　　　由　　　等 回答課

委　　員
専門委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

審　議　結　果　（案）

21 3章 P516 32行 卸売市場機能を強化する どう強化するのか具体的に記載。
「卸売市場に集荷した農林水産
物を国内外に出荷する」など

強化するだけでは分かりづらいの
で、具体的な記載をお願いした
い。 流通・加工

推進課
内藤 重之

22 3章 P512 26行 おきなわブランド おきなわブランドの定義を記載 ブランドの定義が漠然としているの
で、どこかで定義を前書きとして
必要ではないか。

農林水産
総務課

嵩原 義信

23 3章 P515 1-4行 さとうきびにおいては、・・・安定的
な生産を図る必要がある。

安定生産を確保するための法人
化等の具体的対策を記載。

ここは課題対策の項目なので、も
う少し踏み込んで記載する必要
がある。課題として高齢化、世代
交代ときているから、放っておいた
らどんどん衰退してしまう。安定生
産を確保するためには法人化し
かないと思われる。

糖業農産
課

嵩原 義信

24 3章 P515 7行 パインアップルの「農作業受委託
組織の育成」

「農作業受委託組織の育成」が
効果的な対策になりうるか検討し
てほしい。

パインアップルに限って受委託組
織が作れるのか、ＪＡがサービスと
してやるのか、そもそも地域限定
の作物なので、「受委託組織」を
つくりあげて、本当に生産体系を
回していけるか引っかかる。

園芸振興
課

嵩原 義信

25 3章 P516 33行 独自の市場分析力を強化し、・・ 独自の市場分析力が一体何な
のか分かりやすく記載。

独自の市場分析力についてどの
ようなものか説明が必要。 流通・加工

推進課
嵩原 義信

　現在、パインアップル生産者の高齢化対策と
加工原料の確保を目的に、沖縄総合農産加
工株式会社が苗の植え付け作業を受託して
いる。今後も、高齢化が進むなかで、作業の
受託は重要になるものと考えられる。
　そこで、「農作業受委託組織の育成」を「共
同利用機械の整備と利用促進に取り組みな
がら農作業受託システムの拡大」に修正しま
す。

ご指摘のとおり修正します。
№19と関連して「品質管理及び衛生管理に
関する卸売市場機能を強化し、市場に集荷
した農林水産物を国内外に出荷する。さら
に、・・」

ご指摘のとおり、第２章の183頁で「おきなわブ
ランド」が初めて出てくるので、下記のとおり定
義を示します。
沖縄21世紀農林水産業振興計画より
おきなわブランド：亜熱帯沖縄のイメージを持
ち、高品質かつ安全・安心な沖縄県産の農
林水産物で、消費者と生産者の双方にその
価値が認知・評価されているもの。

指摘のあった意見を踏まえ、安定的な生産対
策について、もう少し具体的な内容を追記しま
す。

ご指摘のとおり、現在東京市場に駐在を派遣
して市場調査を行っている状況も踏まえ、修
正いたします。
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　　（別紙２－２）

（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）に対する意見）
農林水産業振興部会

番
号 章 頁 行 報 告 書 （ 素 案 ）本 文 意 見 （ 修 正 文 案 等 ） 理　　　由　　　等 回答課

委　　員
専門委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

審　議　結　果　（案）

26 3章 P516 34行 販売促進活動と定番化 定番化について分かりやすいよう
に記載を検討。

定番化が業界用語としてあるの
であればよいが、わかりにくい印象
と感じた。 流通・加工

推進課
嵩原 義信

27 3章 P517 1行 量販店や観光産業と連携し・・・ 量販店や観光産業との連携以
外に、ＪＡファーマーズ、産直の取
り組みを強化する、あるいは飲食
業界との連携を強化するなどを
追記。

地産地消の取り組みでは、地元
の消費者に届けるのが大事であ
ることから、ＪＡや産直、飲食業界
との連携なども入れ込んだほうが
いい。

流通・加工
推進課

嵩原 義信

28 3章 P517 6行 生産者の所得安定を図るため、
加工による農林水産物の高付
加価値化を図る必要がある。

高付加価値化を図るためには、
加工の他に、品種改良による品
種そのものの付加価値を高める
内容を記載する。

高付加価値化は、加工だけに限
定して書かなくてもいいのではない
か。物として高く売れるものを作る
のであれば、品種改良により付加
価値を高めていく取り組みも必要
ではないかと考える。

農林水産
総務課

嵩原 義信

29 3章 P517 15行 沖縄黒糖ブランドの認知度が高
いが、需給ミスマッチの課題があ
る。消費者等の信頼と満足度を
高め、消費拡大へとつなげていく
ための取り組みが必要である。

沖縄黒糖が名前だけでなく、何が
沖縄黒糖かを県民、あるいは消
費者の皆さんに知らしめる取り組
みをやる、そこで安定需要の確保
に取り組む内容を記載。

黒糖は大半が加工原料としての
供給になっていて、消費者に対す
る直接供給する割合が小さいこと
から、黒糖そのものの「安定需要
の確保」が必要との視点で考える
必要がある。

糖業農産
課

嵩原 義信

30 3章 P513 31行 目標値の達成に向けて一層の推
進が必要である。

目標値の達成に向けて、一層の
種苗及び養殖技術の開発が必
要である。

「一層の推進」は漠然としている。
モズク生産が天候等に左右され
る面があると明記しているのだか
ら、その対策として天候に左右さ
れにくい種苗及び養殖技術の開
発が必要であると明記したほうが
いい。

水産課 上原　亀一

31 3章 P515 17行 資源管理型漁業を積極的に推
進する必要がある。

資源管理型漁業を積極的に推
進するとともに、海面養殖の生産
力向上に向けて養殖技術の開
発など官民一体となって取り組む
必要がある。

「資源管理型漁業」という言葉も
含めてこの段落では、主に漁船
漁業について明記しており、成果
等でモズク養殖を含めた海面養
殖についても明記していることか
ら、課題及び対策にも海面養殖
について明記したほうがよい。

水産課 上原　亀一

　定番化とは、県産農産物の出荷時期を通
して、常に取り扱っていただく取り組みのことで
あるが、分かりづらいと思われるので、取扱を定
着させるなどの表記を検討します。

「量販店、飲食店、直売所や観光産業と連
携し、」に修正します。

「生産者の所得安定を図るため、農林水産
物の加工を推進するとともに、多様化する消
費者ニーズに対応した品種を育成することで
農林水産物の高付加価値化を図る必要があ
る。」に修正します。

ネーミングだけでなく、沖縄黒糖の「特性」の普
及を課題として追記します。

ご意見を踏まえ、513頁31行目に以下の文章
を挿入したいと考えております。

・・・目標値の達成に向けて、モズクの系統選
抜や養殖技術の普及等、一層の推進が必要
である。

ご意見を踏まえ、海面養殖関係は前段の「つ
くり育てる漁業」に入るので、資源管理型漁業
の前に挿入いたします。

・・・温暖な海域特性を活かし、環境に配慮し
た沖縄型のつくり育てる漁業及び海面養殖の
生産力向上に向けての養殖技術の開発を行
うとともに、水産資源の・・・・
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　　（別紙２－２）

（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）に対する意見）
農林水産業振興部会

番
号 章 頁 行 報 告 書 （ 素 案 ）本 文 意 見 （ 修 正 文 案 等 ） 理　　　由　　　等 回答課

委　　員
専門委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

審　議　結　果　（案）

32 3章 P515 30行 水産物では平成27年度に糸満
新市場における高度衛生管理
型荷捌施設の基本設計を行っ
た。

課題及び対策でも「新市場整備
と開設」に向けての取り組み等を
明記。

現在の進捗が進み、県は令和３
年度での施設整備及び令和４
年度の新市場開設に向けて作
業を進めている状況にあることか
ら、課題及び対策においても明
記したほうがよい。

水産課、
漁港漁場
課

上原　亀一

33 3章 P515 42行 輸送技術関係 水産における水無し活魚輸送の
技術開発の追記。

県はこれまで養殖ヤイトハタの販
路及び消費拡大に資する目的で
水無し活魚輸送の技術開発に
取り組み、この技術は確立され、
成果として明記したほうがよい。

水産課 上原　亀一

34 3章 P525 34行 アジアなど海外への展開 クルーズ船での販促の展開 クルーズ船の取扱量も増えてき
て、県とＪＡグループも４者連携協
定を結んで推進している。この部
分の記載をお願いしたい。
クルーズ船は観光との連携等があ
るのでその部分で記載したほうが
いい。

流通・加工
推進課

普天間 朝重
内藤 重之

35 3章 P512 26行 おきなわブランドについて 各品目の品種を入れ込みなが
ら、生産状況等を追加することで
沖縄のブランドがどうなっているか
を記載。

畜産は畜産としかないが、ブランド
であるならアグーはどうなっている
か、パインアップルではゴールドバレ
ル等の生産を増やしているなど、
県がどう取り組んで、どう実績をあ
げたかを具体性を持たせてほし
い。

畜産課、
園芸振興
課

普天間 朝重
内藤 重之

36 3章 P526 21行 様々な社会環境の変化に柔軟
に対応するため、国家戦略特区
制度等を活用し、諸課題を解決
していく。

特区制度を使って何をやろうとし
ているのか分かりやすく記載する。

特区を活用して諸課題を解決し
ていくというくだりがどういう意味か
分からない。 農林水産

総務課
嵩原 義信

　ご指摘部分の「おきなわブランド」は、定時・
定量・定品質で出荷するすることで、高品質
かつ安全で安心といった信用を得て、市場競
争力を獲得した沖縄の農産物全般を意味し
ています。このことから、ご指摘部分以降は、
各分野の概要の記載となっています。
　品種については、P521の「農林水産技術の
開発と普及」のところで記載を検討いたしま
す。

ご意見を踏まえ、516頁40行目に以下の文章
を挿入したいと考えております。

水産物では、高度衛生管理型荷捌施設を
整備するとともに、水産加工施設の集積、避
難水域の安全係留に資する防風施設等を一
体的に整備し、卸売市場機能の強化に取り
組んでいく必要がある。

ご意見を踏まえ、516頁1行目に以下の文章
を挿入したいと考えております。

さらに、水産物においては、ヤイトハタの水無し
活魚輸送技術を開発した。この技術により、
輸送コストの削減とヤイトハタ活魚の販路拡
大が達成された。

ご指摘の通り、「県産農林水産物のアジアな
ど海外への展開については、プロモーションの強
化、クルーズ船におけるインバウンド向けの販
路開拓等に取り組むとともに、」に修正します。

６次産業化や他産業との連携強化をより進め
るため、「さらに、国家戦略特区制度等を活
用して規制緩和を図ることで、他産業との連
携強化を加速化させる必要がある。」と修正し
ます。
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　　（別紙２－２）

（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）に対する意見）
農林水産業振興部会

番
号 章 頁 行 報 告 書 （ 素 案 ）本 文 意 見 （ 修 正 文 案 等 ） 理　　　由　　　等 回答課

委　　員
専門委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

審　議　結　果　（案）

37 3章 P526 24行 高度な環境制御技術により計画
的に安定生産可能な施設等の
導入に取り組む。

野菜工場の記載であれば、その
ように表記する。

野菜工場のことかと思われるが、
こういう書き方をするとよく分からな
い。

園芸振興
課

嵩原 義信

38 3章 P526 27行 周年を通して安定した販売先を
確保するなど、経営の安定化を
図る必要がある。

冬春期が産地として多いのは分
かるが、何をもって周年販売する
のか、また経営の安定化は、農
家なのか流通業者なのか、記述
の見直しを行ってほしい。

・何をもって周年販売しようとして
いるのか、どういう施策によってこ
れをやろうとしているのか見えな
い。
・安定した販売先を確保する前
に、周年を通して安定した供給を
しないといけないと思うが、この表
記では分かりにくい。

園芸振興
課、流通・
加工推進
課

嵩原 義信
内藤 重之

39 3章 P517 15行 安定供給への課題があるため消
費拡大へとつなげる。

安定供給と消費拡大が結び付く
ように記載する。例えば、不安定
な生産だが、貯蔵など、安定的
に供給できる仕組みづくりの記載
など。

黒糖の安定供給に課題が残って
いるのに、消費拡大したら供給を
どうするか。安定供給に課題があ
る以上は、いきなり消費拡大に
結び付く文章表現はどうかと思
う。

糖業農産
課

普天間 朝重
内藤 重之

40 3章 P511 14-15 第１次産業就業者数は4,576人
減少しているものの、新規就農
者数が増加していることなどから、
目標値の達成に向けて順調に増
加している。

記載の再検討 就業者数は減少しているのに、
「順調に増加している」の意味が
よく分からない。 農林水産

総務課
内藤 重之

41 3章 P512 36行 園芸品目の生産量（花き）及び
園芸品目（果樹）の生産量につ
いては、露地栽培などで台風の
影響を大きく受けることなどから、
その生産量は減少しており、・・・

・花きは需要の減少（特にキク）、
価格の低迷、輸入の増加、担い
手の弱体化などの要因を記載。
・果樹も要因分析して記載。
・表記について
　果樹→果実ではないか。

生産量が減少している要因は、
価格が低迷していたり、輸入が増
加していたり、担い手の弱体化と
思われ、露地栽培で、台風の影
響を大きく受けていることから減少
しているわけではないと思われる。

園芸振興
課

内藤 重之

表面的な表現になっていますので、訂正し、安
定供給のための品質向上や保管機能の構築
など具体的な取組を表記します。

「一方で、第１次産業就業者数は高齢化や
担い手の減少等が大きく影響し、基準年と比
較して、4,576人減少した。」に修正します。

・園芸品目（花き、果樹）の要因分析について
　「高齢化」、「輸入品との競合」、「需要減・
価格低迷」、「気象災害」を入れ込みながら、
指摘箇所を修正します。

・表記について
　国との整合性や果実的野菜との混乱を防ぐ
ために、「果樹」をそのまま使用します。

ご指摘の通り、野菜工場に関する内容です。
番号37と38については、一連の内容ですの
で、表現を一体的に検討・修正します。

番号37と関連する内容ですので、ご指摘の内
容を踏まえながら検討・修正します。
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　　（別紙２－２）

（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）に対する意見）
農林水産業振興部会

番
号 章 頁 行 報 告 書 （ 素 案 ）本 文 意 見 （ 修 正 文 案 等 ） 理　　　由　　　等 回答課

委　　員
専門委員

意　見　書　様　式　（　修　正　文　案　用　）

審　議　結　果　（案）

42 3章 P513 2行 平成29年の家畜頭数は14万
2,777頭と基準値を下回ってい
る。
一方で、１戸当たりの生産規模
拡大が着実に進んでいることか
ら、家畜頭数も増加傾向で推移
している。

１戸当たりの家畜頭数→飼養頭
数

全体の家畜頭数は減っている
が、１戸当たりの家畜頭数は増
加しているでは文章が分かりにく
いため、分かりやすく書いてほし
い。

畜産課 内藤 重之

43 3章 P514 24行 拠点産地 「拠点産地」の言葉が最初に出
てくる第２章に拠点産地について
説明を入れる。

拠点産地と言われても分からない
人が多いと思うので、拠点産地の
説明もしくは注釈が必要。

農林水産
総務課

内藤 重之

44 3章 P514 28行 畜産業においては、・・・・講じる
必要がある。

「養鶏」「酪農」「養豚」の課題に
ついて詳しく記載。

肉用牛と豚を中心に書かれてい
るので、酪農の後継牛の確保、
養鶏・養豚の飼料の高止まりや
畜産環境問題、家畜伝染病対
策なども大きな課題なので記載
が必要。

畜産課 内藤 重之

45 3章 P516 30行 物流体制の整備及び輸送コスト
の低減対策、・・・・流通過程にお
ける鮮度保持等が課題となって
いる。

後半の文に「低コスト化」を加え
る。→流通過程における低コスト
化と鮮度保持等が課題となって
いる。

文の前半で「輸送に係るコスト及
び時間の負担」について書かれて
いるが、最後は「流通過程におけ
る鮮度保持等」だけが課題になっ
ているように見えるので「低コスト
化」を加える必要がある。

流通・加工
推進課

内藤 重之

46 3章 P516 36行 また、近年では、鮮度保持技術
活用した・・・

「鮮度保持技術を活用した」へ修
正、もしくは「高度な鮮度保持技
術を活用した」

表現の修正

流通・加工
推進課

内藤 重之

47 3章 P516 36行 現状輸送ロットの確保と定期輸
送の実現に課題がある。

現状では、輸送ロットの確保
と・・・

「現状輸送ロット」では意味が分
からない。

流通・加工
推進課

内藤 重之

ご指摘のとおり修正します。

　ご指摘のとおり修正します。

513頁　4行目
「一方で、１戸当たりの飼養頭数は全ての畜
種で増加傾向にあり、生産規模は着実に拡
大している。」

ご指摘のとおり第２章にて拠点産地の説明を
追加します。

　ご指摘のとおり、酪農、養鶏の課題・対策お
よび畜産環境保全、家畜伝染病対策等の
課題の追加記載について、検討します。

ご指摘の通り修正します。

ご指摘の通り、「鮮度保持技術を活用した」と
修正します。
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