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令和元年度沖縄県振興審議会 

第3回農林水産業振興部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年９月17日(火)14:56～17:06 

２ 場 所 沖縄県教職員共済会館 八汐荘(４階 中会議室) 

３ 出席者 

 【部会委員】   

  部会長  内藤  重之  琉球大学教授   

  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   

       山城  隆則  沖縄県中央卸売市場協会会長   

       谷口  真吾  琉球大学教授   

       立原  一憲  琉球大学教授   

  (欠席)  

       上原  亀一  沖縄県漁業協同組合連合会代表理事会長   

       具志  純子  沖縄県生活協同組合連合会副会長理事   

       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：新里農政企画統括監、新垣班長(農林水産総務課)、 

        比嘉研究企画監(農林水産総務課)、下地流通・加工推進課長、 

        島川農政経済課長、前門営農支援課課長、喜屋武糖業農政課長、 

        仲村畜産課長、仲村村づくり計画課長、平田森林管理課長、 

        能登水産課長 

   

１.沖縄県振興審議会 第３回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)】 

 これより沖縄県振興審議会第３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。 

 まず初めに、沖縄県農林水産部農政企画 新里統括監から御挨拶を申し上げます。 
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 (2)農林水産部農政企画統括監挨拶    

【事務局 新里農政企画統括監】 

 皆様、こんにちは。沖縄県振興審議会農林水産業振興部会の開催に当たり、御挨拶を申

し上げます。 

 本日は御多忙の中御出席いただき、心から感謝を申し上げます。 

 先だって開催されました第２回部会において、活発な御審議ありがとうございました。

その際、いただいた御意見につきましては、今内部で検討しているところでございます。

資料にお示ししてございますけれども、最終的には第５回部会において審議させていただ

くこととしております。よろしくお願いします。 

 本日は、第２回に続きまして、総点検報告書(素案)第３章の各施策を中心に審議いたし

ますので、よろしくお願いします。 

 それでは、早速よろしくお願いします。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 新里統括監、どうもありがとうございました。 

 それでは、これより審議に入りたいと思いますが、本日、宮城園子委員、具志純子委員、

上原亀一委員につきましては、ご都合により御欠席となっております。 

 それでは、資料の確認をいたしたいと思います。お手元の次第にあります配付資料一覧

をご覧下さい。 

 まず、沖縄県振興審議会第３回農林水産業振興部会次第。 

 沖縄県振興審議会第３回農林水産業振興部会配席図。 

 資料1-1 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３回農 

林水産業振興部会第３章 所掌箇所一覧。 

 資料1-2 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)第３回農

林水産業振興部会第３章 所掌本文(抜粋)。 

 資料２ 沖縄21世紀ビジョン基本計画等検証シート。 

 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。 

 資料４ 第３回農林水産業振興部会の意見書について。 

 資料５ 調査審議の進め方。 

 資料６ 検討テーマ及び検討項目について。 

 以上となります。不足等がございましたら、よろしくお願いします。よろしいでしょう
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か。 

 それでは、審議に入りたいと思います。 

 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、こんにちは。 

 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、本日の審議事項、次第にあります(3)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３章、基本施策の推進による成果と課題及びその対策の審議に

先立ち、事前説明事項として資料５の調査審議の進め方と資料２の検証シートについて、

一括して事務局より説明をお願いします。 

 (3)事務局より説明 

調査審議の進め方 ①沖縄21世紀ビジョン基本計画等検証シートについて  

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 それでは、事務局より、本日の調査審議の進め方について御説明させていただきます。

まず、本日の調査審議対象についてお配りしております資料1-1をご覧ください。 

 こちらが、総点検報告書(素案)第３章農林水産業関連における本日の審議箇所の一覧と

なっております。 

 上段の基本施策 1-(1)自然環境の保全・再生・適正利用のイ 陸域・水辺環境の保全か

ら最下段の基本施策５-(6)地域社会を支える人材の育成のイ 地域づくりを担う人材の育

成の 11 項目の施策展開において記載がございます。 

 なお、各委員の皆様には事前に報告書について御確認いただいていること、また、各 11

項目の記載内容につきましては重複しているところもございますので、時間の関係上、本

日の調査審議はこのうち３-(7)-ウ 農林水産物の安全・安心の確立、及びエ 農林漁業の

担い手の育成・確保及び経営安定対策等の強化、オ 農林水産技術の開発と普及の３項目

とさせていただきます。 

 次に、調査審議の進め方でございますが、前回の部会において説明しました内容を、恐

縮ですが、再度御説明する形になりますが、よろしくお願いいたします。 

 お手元の資料５、調査審議の進め方をご覧ください。 

 １ページ目でございます。第３章の審議に当たりましては、報告書文案とともに参考資
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料としてお手元の資料２の検証シートを用いることとしております。この検証シートの目

的としましては、各委員の皆様に総点検報告書文案の背景など、要点をつかんでいただく

ことで文案の審議をより効果的なものとする位置づけとしております。 

 それでは、検証シートの内容について説明いたします。 

 まず、検証シート上段、将来像、基本施策、施策展開ですが、こちら沖縄 21 世紀ビジョ

ン基本計画における位置づけを示しております。 

 沖縄 21 世紀ビジョン基本計画につきましては、上段の県民が望む５つの将来像ごとに実

現に向けた基本施策、さらに基本施策実現のための施策展開が体系化されており、検証シ

ートの上段の項目はこれらの体系のどこに属しているかを示しているものとなっておりま

す。 

 次に、検証シートの成果指標欄では、各施策展開で設定された具体的な成果指標名や目

標、実績、達成状況が記載されております。その下の政策ツールでは、主な取り組みの事

業名、事業概要、平成 30 年度の目標、実績、達成状況が記載されております。 

 また、シート右欄には成果指標の達成状況の背景・要因の分析が記載されております。 

 次に２ページをお開けください。検証シートの成果指標等の達成状況の評価基準となり

ます。 

 算出式をご覧ください。基準値からの目標値の伸びを分母、基準値から現状の実績値の

伸びを分子としまして、算出した割合ごとに評価区分を行っております。同じく政策ツー

ルの予算事業に係る達成状況につきましても、同様の考え方で算出し、評価しております。 

 最後に３ページ、本日の進め方になります。 

 まず、審議前の事前説明といたしまして、検証シートについて説明いたします。その後、

検証シートの内容について各委員の皆様から確認したい点等の御質問がございましたら、

各事業担当課より説明する形とさせていただきます。 

 これらの事前説明や内容の御確認の後、本日の調査審議事項としまして報告書文案第３

章を御審議いただく流れとしております。 

 それでは、引き続き検証シートの説明に入らさせていただきます。お手元の資料２の検

証シートをご覧ください。 

 １ページをご覧ください。施策展開３-(7)-ウ 農林水産物の安全・安心の確立です。 

 まず成果指標をご覧ください。 

 この施策展開では、１の環境保全型農業に取り組む農家数から４の生鮮食品表示の未表
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示店舗の割合まで４つの指標、及び令和３年度の目標が掲げられております。 

 次に、政策ツールとなる主な事業概要です。 

 まず、持続的農業の推進及び地力増強対策事業として、エコファーマー認証制度や特別

栽培農産物認証制度のＰＲや推進等を実施。 

 次に、米トレーサビリティ制度の普及・啓発や、ＨＡＣＣＰ対応型の食鳥処理施設の整

備。 

 農薬安全対策事業による農薬適正使用講習会等を実施。 

 また、総合的病害虫管理技術推進事業等において、農薬の使用を節減した防除体系の確

立に取り組んだほか、病害虫総合防除対策事業や特定病害虫特別防除事業においては、侵

入病害虫の蔓延防止、特定病害虫の侵入警戒調査などを実施し、いずれも達成状況としま

いては「達成」または「概ね達成」となっております。 

 これらの取り組みによる平成 30 年度時点での成果指標の達成状況となります。シート右

欄の背景・要因の分析で御説明いたします。前のページへお戻りください。 

 まず、(1)環境保全型農業に取り組む農家数。 

 環境保全型農業(沖縄県エコファーマー認定制度、沖縄県特別栽培農産物認証制度、有機

ＪＡＳ認証制度)に取り組む農家数は増加傾向にある。しかし、その中で特別栽培農産物認

証制度では、認証件数は増加しているが、取り組む農家戸数は少し伸び悩んできている。

要因としては、生産者にとって収量や品質が下がる不安や認証制度の認知度が低いため、

メリット感が感じにくいことがあげられる。今後、マニュアル作成や説明会での認知度向

上等に取り組む予定で、成果目標は達成できると見込んでいる。 

 続きまして、(2)ＧＡＰ導入産地数になります。 

 ＧＡＰについて、各産地で地域を代表する生産者を中心に、チェックリストに基づき農

場評価を行い、改善指導を行っている。指導した生産者の中からＧＡＰ認証を取得した事

例もあり、現在の活動を続けていくことにより成果目標は達成できると見込んでいる。 

 (3)総合的病害虫防除体系が確立された作物数。 

 農業研究センターにおいて、継続的に試験を実施しており、平成 30 年度までにさとうき

び、カンキツ、トマト、マンゴーで総合的病害虫防除体系(実践指標の策定)を確立した。

現在、ピーマン・キクで取り組んでおり、成果目標を達成できると見込んでいる。 

 (4)生鮮食品表示の未表示店舗の割合。 

 食品表示適正化等推進事業において、食品表示法に基づく食品表示巡回調査、指導の実
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施および食品表示講習会の開催を行ったことにより、食品表示制度の普及・啓発が図られ

た。その結果、生鮮食品表示の未表示店舗の割合 5.2％の達成につながったものと考えら

れる。 

 次に、３ページをご覧ください。引き続き進めてまいります。 

 施策展開３-(7)-エ 農林漁業の担い手の育成・確保となります。 

 まず、成果指標をご覧ください。この施策展開では、(1)農業就業人口から(6)農業共済

加入率まで６つの指標及び令和３年度の目標が掲げられております。 

 次に、政策ツールとなる主な事業の概要です。 

 担い手育成・確保及び次代の農業者育成として、新規就農者等への農業用機械等の助成

支援や地域農業経営支援整備事業における経営規模拡大や複合化等のための生産施設等の

整備支援。 

 漁業後継者の確保・育成として、先進技術の普及や水産教室等の実施。 

 また、農地中間管理機構事業や耕作放棄地対策事業による農地集積・集約化、耕作放棄

地の再生作業等の実施。 

 農村地域農政総合推進費や経営構造対策推進事業による担い手となる経営体の育成・確

保への支援。 

 沖縄型農業共済制度推進事業による加入促進活動支援等を実施し、達成状況としまして

は園芸作物の共済の加入率について「進展遅れ」、その他については「達成」または「概ね

達成」となっております。 

 これらの取り組みによる平成 30 年度時点での成果指標の達成状況となります。 

 背景・要因の分析で御説明いたします。 

 まず、(1)農業就業人口につきましては、平成 24 年度から沖縄県新規就農一貫支援事業

や農業次世代人材投資事業による新規就農者の確保並びに、地域の担い手の育成及び規模

拡大に資する農地集積の取り組みを推進してきたが、全国の傾向と同様、農業従事者の高

齢化や基幹的農家の減少等により、進展遅れとなっている。 

 (2)漁業就業者数でございます。 

 高齢漁業者の離職等により、平成 27 年時点で目標値を下回っているが、平成 27 年から

実施している「未来のマリンパワー確保・育成一貫支援事業」において、毎年 15 名以上の

新規就業者支援を行うことで目標値の達成を見込んでいる。事業開始から毎年平均で約 28

名の新規就業者に支援を行っており、支援者の就業定着率は 99％であるため、目標年次に
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は成果目標を達成できると見込んでいる。 

 (3)新規就農者数(累計)でございます。 

 平成 24 年度から沖縄県新規就農一貫支援事業等の事業に取り組み、新規就農者は平成

24 年度から７年間で累計 2,331 名の新規就農者を確保できた。また、新規就農一貫支援事

業等の支援者の就農定着率は 99％であり、目標年次には成果目標を達成できると見込んで

いる。 

 一方、平成 29 年度以降、新規就農者数の伸び率は鈍化している。その要因として、農業

分野の労務単価が他の産業と比較すると安価であり、景気が好調なこともあり他産業へ人

材が流出していることが推測される。 

 (4)認定農業者数(累計)。 

 認定農業者等担い手の育成・確保を図るため、地域担い手育成総合支援協議会を県及び

市町村段階に設置するとともに、補助事業等の各種施策を活用し、認定農業者の経営改善

に資する研修・指導等地域農業の担い手として育成を図った結果、累計で 3,941 経営体の

認定農業者を確保できた。 

 (5)耕作放棄地解消面積でございます。 

 実施した耕作放棄地対策事業は、農地が耕作放棄地となっていても他人に貸したがらな

い、または不在地主や未相続の農地となっているなどの理由により目標値を下回った。そ

の結果、成果指標の進捗遅れに影響したものと考えられる。関係機関と連携を密にして成

果目標の達成に向けて取り組んでいく。 

 (6)農業共済加入率。 

 平成 24 年度から「沖縄型農業共済制度推進事業」において、畑作物共済、園芸施設共済

加入者への営農資材購入経費等の一部支援等を行っており、農業共済加入率は改善傾向に

ある。園芸施設共済においては、基準値の 15.8％(Ｈ22)から 24.6％(Ｈ28)まで改善したも

のの、制度改正により農家負担掛金が増加したこと等で加入率が伸び悩んでいる。 

 令和元年６月以降、集団加入の掛金割引措置など園芸施設共済が拡充されることから、

ＪＡ等関係機関と連携しながら加入促進を図り、成果目標の達成に向け取り組んでいく。 

 次に、５ページをご覧ください。 

 検証シートの説明の最後、施策展開３-(7)-オ 農林水産技術の開発と普及になります。 

 まず、成果目標をご覧ください。 

 この施策展開では、(1)品種登録数から(4)技術普及農場の設置数まで、４つの指標及び



 8

令和３年度の目標が掲げられております。 

 次に、政策ツールとなる主な事業の概要です。 

 まず、園芸品目、さとうきび関連となりますが、島嶼を支える作物生産技術高度化事業

として、低コストかつ安定生産技術の開発。 

 先端技術を結集した園芸品目競争力強化事業として、園芸作物のオンデマンド育種の実

用化や生産流通の開発。 

 気候変動に適応した果樹農業技術開発事業として、気候変動に対応した安定生産技術の

開発。 

 イネヨトウの交信かく乱法による防除技術普及事業による交信かく乱技術の普及及び低

コスト化の実施等、達成状況はいずれも「達成」となっております。 

 次に、畜産関連でございます。 

 沖縄アグー豚肉質向上推進事業により、ＤＮＡチップを活用した育種改良の実施。 

 林業関連としまして、リュウキュウマツを天敵で守る技術開発事業。 

 水産関連として、オキナワモズクの生産底上げ技術開発事業による生育不良の環境要因

の特定や技術開発。 

 おきなわ産ミーバイ養殖推進事業による産卵誘発技術の開発。 

 水産業発展のための技術開発促進として、陸上養殖技術の推進等を実施し、達成状況は

いずれも「達成」または「概ね達成」となっております。 

 そのほか農業改良普及活動として、現地の課題解決に向けた実証展示ほの設置等に取り

組んでまいりました。 

 これらの取り組みにより、平成 30 年度時点の成果指標の達成状況となります。 

 まず、(1)品種登録数につきましては、本県では、亜熱帯性気候に適応し、かつ消費者の

ニーズに対応した新品種の開発に取り組んでいるところであり、最近ではパインアップル

「沖農Ｐ17」(サンドルチェ)が育成され、累計で 38 の品種が登録されている。 

 今後新たに申請を予定している新品種候補もあることから、目標値を達成できると見込

んでいる。 

 (2)農林水産技術の試験研究機関による特許等出願件数となります。 

 試験研究機関で開発した技術については、本県の知財保護の観点から特許出願を推進し

ているところであり、目標値に対し進展している。 

 (3)生産現場等への普及に移す研究成果数でございます。 
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 試験研究機関で得られた研究成果は、毎年 60 件前後で推移しており、目標値に対し進展

している。これらの成果は「普及に移す技術」として現場の普及展開を図っている。 

 (4)技術普及農場の設置数でございます。 

 産地が抱える課題解決のため、農業改良普及機関では、農業技術実証展示ほを現在 634

件(平均 90 件／年)を実施しております。引き続き、持続的生産に向けた産地の新たな課題

解決を図るため、実証展示ほ等の取り組みを行うことで、目標とする 830 件を達成するこ

とが可能である。 

 これで、事務局からの事前説明、検証シートの説明を終了いたします。 

 報告書の審議に入る前に、検証シートの内容につきまして確認したい点等の質問がござ

いましたら、各担当事業課が後ろに控えておりますので、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、報告書の審議に先立ちまして、ただいま説明のありました検証シートの内容

等で確認しておきたい点など御質問ありましたら、どうぞ。 

【立原専門委員】 

 教えていただきたいんですけど、達成状況のところで「達成」、「達成見込み」、「概ね達

成」、それから「進展遅れ」、「進展」というのがあるんですけれども、これは各々割合みた

いなものがあるんですか。数値だけを送られると、結構ばらばらなような気がするんです

けれども。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】  

 資料５の調査審議の進め方の２ページをご覧ください。評価基準につきましてというこ

とで、この分類に従って割合で分類しております。 

 まず、成果指標に係る達成状況につきましては、目標「達成」が100％、「達成見込み」

が70～100％未満、「進展」が50～70％未満、「進展遅れ」が50％未満という形で、基本的に

は基準値からの目標値に対して実績の基準値からの伸びというのを割合で分類していると

いう考え方になっております。 

 同じく下の政策ツールも分類のパーセンテージが少し異なるのですが、同じような観点

に沿って「達成」、「概ね達成」、「進展」、「進展遅れ」と分類しているところでございます。 

【立原専門委員】 

 例えば基準値よりもマイナスになっていた場合に、４つが目標値で３というのと、3,929



 10

が目標で、3,731が目標というのも同じ基準で割るということですか。１に対する割合は相

当違いますよね。１件に対する割合が。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】  

 成果指標の目標の置き方という中で、どうしても数字の目標設定のところがございます。 

 今、この検証に当たって、実際の進捗状況を判断する指標として新たに分類の達成状況

に基づいてはじいてみようという形の中でやっているために、少し数字でどうしてもばら

つきは、目標設定されている数字上こういう形になってしまうということでございます。 

【立原専門委員】 

 要するに、数にはよらずに単純にやってみたということですか。わかりました。 

【内藤部会長】 

 ほかにいかがでしょうか 

 どうぞ。 

【谷口専門委員】 

 資料の検証シートの４ページですが、(5)耕作放棄地解消面積の「進展遅れ」のことです

けれども、背景・要因分析のところで理由が述べられています。 

 「実施した耕作放棄地対策事業は、農地が耕作放棄地になっていても他人に貸したがら

ない、または不在地主や」という説明がありますけれども、これは理由ですか。理由とし

てもしそれをあげるんだったら、もっと精細な分析をしないと、これは森林とか造林学を

専門としている者からの話としまして、耕作放棄地が大変危ない状態になっているという

か、沖縄の場合、そこから赤土流出しているし、そこで在来のものもあるし、外来のもの

が繁殖したりとか、いい形になっていない部分が往々に県北部域含めてあると思うので、

もっと理由は理由でいいんですけれども、目標値を下回ったその結果という話を含めて、

もうちょっと解消するための対策をきちっと考えないといけないのではないかというとこ

ろ、ここが大変気になりました。 

 それから、もう１点だけですが、担い手の育成の中で農業就労者人口から漁業就労者数

はあるんですけれども、林業のことについて記載が全くないのはなぜなのでしょうか。説

明をお願いします。 

【内藤部会長】 

 前者については、ここではこれとして、また報告書の中にそういうことを書き加えてい

くかどうかというところを検討するとして、後者についていかがでしょうか。 
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【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 林業の就業者数が入っていないというところの御質問でございますが、実は今の後期計

画、この農林水産業振興の現基本計画の中で林業の就業者数について目標を設定していな

いという実情がございまして、今こういう評価になっているところでございます。 

 答えになっているかどうかというところがありますが、以上です。 

【事務局 平田森林管理課長】 

 補足します。森林管理課です。 

 林業についても担い手の目標数値は、個別では当然設定しています。この期間内で何名

とやっているんですけど、やっぱり農業とかほかの業種に比べてオーダーがかなり小さい

ということで、この成果指標には設定されていないということです。 

 ちゃんと目標は設定しています。  

【谷口専門委員】 

 今の説明でほぼ理解できるのですが、なぜこの話をしたかというと、今年の林野庁が閣

議決定しました「森林・林業白書」の中では、人材育成のことが取り上げられてまして、

林野庁の方が大学にも白書の説明会に来ていただいたのですけれども、沖縄のことも言わ

れまして、沖縄というのは割と全国的に珍しい県であると。若手の就労者が多いというの

はなぜでしょうと、逆に聞かれるようなところもありまして、目標値あるかもしれません、

規模が小さいかもしれませんが、国が今そういうところで林業就労者に対しても大変力を

入れている部分もあるので、ぜひ沖縄県でも、今まで目標があったとしても、規模が小さ

かったとしても、それを成果指標として述べるだけの政策ツールもないということであっ

ても、やっぱりここはどこかで次回の沖縄21世紀ビジョンの中には述べていただきたいな

というところを感じます。 

 それが地域を過疎化から守る一つの指標にもなっていて、いわゆる私は授業でいつも「農

家林家」という、兼業の農家の方が林業を担っているんだみたいな言い方をしているので

すが、実態はよくよくわかってくるとそうではない部分もかなりありまして、それをやる

ために県外から入ってきましたという若年者もいるので、そういうところを抽出していく

ようなことも今後、農林水産の行政の中でぜひ考えていただきたいと思います。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 ありがとうございます。先ほど森林管理課のほうからも回答がございましたように、21

世紀ビジョンの基本計画ではなくて、農林水産業の振興計画もございますけれども、そち
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らのほうには担い手の支援方策等々の記載もございます。 

 先生からいただいた意見を御参考にさせていただいて、新たな振興計画に向けて御意見

という形の中で整理させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【内藤部会長】 

 では、どうぞ。  

【立原専門委員】 

 資料２の６ページですけれども、真ん中あたりにミーバイ養殖推進事業というのがあり

ますけれども、その事業の概要が「ハタ類の導入に向け」から始まっている文章がこれだ

けだと、この意味がよくわからないと思います。 

 それと「達成」というのは、３件の技術開発をしたということに対する達成ですか。こ

れはまだ安定的に受精卵は得られるようにはなっていないですよね。 

【事務局 比嘉研究企画監(農林水産総務課)】   

 農林水産課総務課研究企画監の比嘉です。よろしくお願いします。 

 まず、最初に後の質問、３件の話ですが、３件の技術はまだまだ現場に普及するにはち

ょっと厳しいような状況もありはするのですが、その中でわかってきたのが、やっぱりタ

マカイの親魚の卵を抱卵する際の成熟、親魚を安定させて卵を産ませる技術がある程度見

えてきたということが１点目。それと、ヤイトハタの自動給餌システムがうまくいき始め

ているということと、３点目が海洋産物の未利用、廃棄しているようなものを含めて、そ

れをペレット化して、それがうまく開発できましたということで３点ですが、それが今の

ところあと一歩というところですけど、それが見えてきたということで技術開発３件。４

件のうち３件はうまくできたと、何とか達成しておりますということであります。 

【内藤部会長】  

 ほかいかがでしょうか。 

 なければ、私のほうから１つ。漁業就業者数のところですけれども、これ「高齢漁業者

の離職等により、平成27年時点で目標値を下回っている」ということで、平成22年には3,929

人だったものが実績値では3,731人で、もう既に目標値の3,790人を下回っているというこ

とですよね。この間、５年間で200人ぐらい減っていますので、年間にすると40人ぐらい減

っているということですよね。 

 そういう状況で、平成27年度から実施している事業で、毎年15名以上の新規就業者支援

を行っている。それから28名の新規就業者支援を行っていて、定着率も99％なのでほぼ定
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着しているから、目標年次には成果目標を達成できると見込んでいるということですけれ

ども、年間40人ぐらい高齢化等で減っている中で15人ずつぐらい新規就業者があったとし

ても、全体としては毎年減っていくのではないですか。 

 そうしたら、既に実績値が目標値を下回っている状況で達成するのは無理なのではない

かと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

【事務局 能登水産課長】  

 水産課でございます。 

 確かに漁業就業者数は全国的にも非常に減少傾向が続いているという状況の中で、厳し

い状況というのはございますが、まず１つは、そこの達成状況の「進展」という部分につ

いては、これ計算上の部分もございますので、ちょっと肌感覚と合いにくい部分もあろう

かと思うのですが、そこは計算で出てきた部分ということで御理解いただきたいなという

のが１つと。 

 あと、この実績値が平成27年の漁業就業者数ということで出しているところですが、８

月末に2018年の漁業センサスが公表されておりまして、その中で、まず漁業形態につきま

しては全国で16％ぐらい減少している中で、沖縄は4.5％の増加が35年ぶりぐらいに経営体

の増加が見られると。 

 漁業就業者数につきましても、全国が16％ぐらい同様に減少している中で、0.3％という

ことでかなり減少の幅が落ち着いてきた状況がございます。それが最新の状況がそこまで

反映されていない部分はあるので、若干説明不足のところもあったかと思いますが、一定

程度施策の効果は出てきているのかなというところで、目標達成に向けて頑張っていきた

いというような状況でございます。 

【内藤部会長】 

 わかりました。ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。どうぞ。  

【嵩原専門委員】 

 幾つか。まず検証シートの１ページ、最初に思ったのは目標値の立て方の根拠の部分、

前回10年前のことがあまりわからないので、どうやってこの数値を立てているのかという

ところはわかりにくいのですが、例えばＧＡＰ導入の産地数54産地というのが目標になっ

ているのですけど、これ県内の産地の総数は幾らなのかなと思って、そのうちの54はどの

ぐらいの割合で目標としているのかというのがわからないので、評価というところがやり
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にくいなというのが最初に思ったことです。  

 今お答えにならなくてもいいのですけど、そこらへんに関して何らかの説明なり、配慮

できればいいなというのがあります。これは大まかな私の認識なので、後で教えていただ

ければと思います。 

 それと、同じ１ページの背景・要因の分析のところで、まず(1)環境保全型農業に取り組

む農家数のところの後ろから６行目ぐらい、「生産者にとって収量や品質が下がる不安や認

証制度の認知度が低いため、メリット感が感じにくいことがあげられる」という書きぶり

がありますけれども、そもそもこの環境保全型農業に取り組む農家さんにとって、メリッ

トがあるからやっているのかなというところが少し引っかかりました。 

 恐らくそういう直接的な、経済的なメリットを得るためにやっているのではなくて、も

う少し次元の高いところでいろいろ環境のためにやれることをやろうということが動機だ

と思うのですけど、そういうところが説明がうまくできていないのか、あるいはそういう

意思のある農家さんが減ってきているのかよくわからないですけど、書きぶりとしてはこ

のメリット感というところではなくて、もうちょっと適切な表現があるのではないかと思

って読みましたので、もし直せるのであれば、そこは直したほうがいいのではないかと思

います。 

 その次の(2)ＧＡＰ導入産地数ですね。これについては、そもそもＧＡＰの定義のところ

で、恐らくこの目標を立てたときは、まだ国内でもＧＡＰの取り組みというのは明確とい

いますか、しっかりとした運動になってなかったんだろうと思うのですけれども、今やこ

のＧＡＰは各県版、沖縄も沖縄版というのがあったと思いますけど、そうではなくてＪＧ

ＡＰ、あるいはグローバルＧＡＰということで、目指す水準がどんどん上がってきている

中で、単純に数がどれだけという書きぶりでＧＡＰ達成したとかしてないとか、そういう

のを評価する段階ではないような気もします。  

 なるべくこのＧＡＰを目標として取り扱っている産地の人たちに対しては、上を目指す

ような動機づけも必要でしょうし、ここを評価するのであれば、もう少し具体性のある書

き方で書いたほうがいいのではないかと。恐らくこれから先も続く取り組みでしょうから、

少し追加で書いたほうがいいのではないかという感じがします。 

 それでは、３ページまで開いていただきまして、右側の背景・要因の分析のところで言

いたいのですけど、上の(1)農業就業人口のところです。いろいろな先生方がおっしゃって

いることと私も同感ですけど、中段に「担い手の育成及び規模拡大に資する農地集積の取
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り組み」がありますが、農地集積の取り組みがその就業者数の増加につながる取り組みで

はないのではないかと。 

 生産基盤を大きくして生産振興するためには、それはとても大事なことですけど、農業

の就業人口を増やすためには新規就農希望者に対して農地を手当するとか、その辺のマッ

チングが鍵だと思っています。規模拡大というのは農家の頭数を増やすという効果ではな

くて、その農業生産基盤を減らさないための取り組みとしてやっていることだと思うので、

人を増やすために農地の問題から語るのであれば、新規就農希望者に対して優良農地のマ

ッチングがうまくいかなかったとか、そういったところが一番の問題点でないかと思って

います。検討できるのであれば、それもお願いしたいということです。 

 同じように、ここの一番下(3)新規就農者数(累計)のところです。これまた後ろ４行のと

ころに「農業分野の労務単価が他の産業と比較すると安価であり」という記述があります

が、農業に新規就農希望する方は、恐らく時給の比較で農業をやろうなんてもともと思っ

てないと思うんです。労務単価が安いか高いかという問題ではなくて、これは県内の産業

界全体の労働力不足というのが大きな背景にあるわけですので、単純に単価の問題をここ

で書く必要はないと、私は思います。農業はすぐもうかる産業ではありませんから、時間

のかかるものでもあるわけですし、もう少し大きな背景でこちらは語るべきではないかと

思います。 

 次のページでは、耕作放棄地のところはさっき委員の方がおっしゃっていたので、こち

らは飛ばしまして、(6)農業共済加入率のところで中段にありますけれども、「制度改正に

より農家負担掛金が増加したこと等により加入率が伸び悩んでいる」という書き方があり

ます。この制度改正というのはどういうものだったのかと。 

 私の記憶では、国の補助率が下がったというのがずっと前にありましたが、それではな

くて28年以降にもし制度の改正があって、それから伸び悩んでいるというのであれば、そ

れが何なのかというのを教えていただきたいと。 

 現場の農家さんから農業共済、園芸のほうの評判が悪いのは、ちょっとしたハウスの傷

に対してビニール全部張りかえないといけないときでも、傷がついた一部分に対してしか

保障がないと。その保障の低さに対して掛金の割合が高いというところで、非常に評判が

悪いという現場の声もあるわけですので、そういうところが要因として伸び悩んでいるん

だろうと思うのですけど、これが制度改正につながる話なのかどうか、そのあたりもしお

わかりでしたら教えていただきたいと思います。 
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 以上です。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。検証シートですので、多くは御意見として賜ったらどうかとい

うところもありますけれども、特に最後の共済の件についていかがでしょうか。 

【事務局 喜屋武糖業農産課長】 

 糖業農産課です。どうもありがとうございます。 

 制度改正の内容とはということですけれども、園芸施設共済ですが、これまで被覆して

いるときだけの短期オプション加入というものが廃止になりまして、全て１年間通して入

らないといけないという制度改正がございました。 

 これは基本的に農業共済制度というのはオールジャパンの制度でございまして、沖縄だ

けでなく全国的な課題があり、例えば近年、過去にない災害、水害とか雪害、そういった

もので、要するに被覆していない期間も園芸施設が被害、損害を受けているケースがある

ということに基づきまして、国のほうで被覆期間だけの短期加入のオプションを廃止して、

１年通して入るということで若干掛金が上がったと。そういったこともありまして、確か

に農家さん園芸施設共済に非常に評判が悪いという話も聞きます。それもあり少し加入が

伸び悩んでいるのかなと分析したところです。 

 ただ、その後に書いてますとおり、今年度６月から園芸施設共済の集団加入、要するに

集団で入った場合には掛金を割り引こうという制度も今回新たにできてきておりますので、

そういった意味でＪＡさんと協力・連携していただきながら、集団で部会単位ですとか、

そういったもので加入していただくことにより共済掛金を割り引く。そういったものを活

用してぜひ共済に加入していただきたいということで、分析の後ろに書いてございます。 

 そういうことで、全国のオールジャパンの制度ということで、沖縄に少しそぐわない部

分もあるかなと思うのですけれども、そういったところで農家さんの不評があるのかなと

分析しているところでございます。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに嵩原専門委員のものについて御回答ありますでしょうか。 

【事務局 前門営農支援課長】  

 営農支援課でございます。先ほどありましたＧＡＰの導入産地数54が目標値というとこ

ろですけれども、ここでいう産地は北・中・南・宮古・八重山の５産地ということで、基
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準年がまず４産地ありますので、５×10年間で50ということで、合わせて目標年54産地と

いうことにしております。 

 産地のほうでは、例えばピーマンの部会とか、その地区の青年クラブだったり、部会だ

ったり、地域リーダーだったりということを見本にして、そこから産地に波及していくと

いう効果で捉えております。以上です。 

【内藤部会長】 

 ほかいかがでしょうか。 

【谷口専門委員】 

 今のＧＡＰ導入のところで、目標値54産地のことはきちんとわかったのですが、私にす

れば全然予想もつかない回答だったわけですね。 

 素人の分野で申しわけないのですけれども、せっかくなので目標値の設定のところはど

こかで何か注釈を書いておかないと不親切かなと思いますので、ぜひそれ今のような形を

注釈で書くようなことを検証シートしていただければと思いました。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。では、御意見ということでよろしくお願いします。 

 では、時間もかなり押してますので、この検証シートについてはここまでにしたいと思

います。 

 では、次に、(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)の第

３章 基本施策の推進による成果と課題及びその対策の本文の審議に入りたいと思います。 

 資料1-1と資料1-2について、事務局より説明をお願いしたいと思います。 

 (4)審議 

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３章基本施策の推進による成果とその対策(農林水産関係)について 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 それでは、本日の調査審議事項、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)の第３章について御説明いたします。お手元の資料1-2をご覧ください。 

 こちらが本日の調査審議箇所を抜粋したものとなっております。それでは、各項目につ

いて御説明いたします。 

 なお、調査審議の進め方で御説明しましたとおり、時間の都合上、517 ページから 523

ページの３-(7)亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興のウ・エ・オの以上３項目に



 18

ついて要約する形で御説明させていただきます。 

 まず、施策展開の３-(7)のウ 農林水産物の安全・安心の確立です。報告書は 517 ペー

ジの22行目以降、また、518ページの中段の主な成果指標の状況とあわせてご覧ください。 

 県では、消費者の食に対する安全・安心への関心が高まる中、県産農林水産物の信頼確

保に向け、各種施策に取り組みました。 

 まず、農林水産物の衛生管理・品質管理の高度化として、小売店舗に対して生鮮食品の

表示に係る巡回調査や米トレーサビリティ制度の周知を実施しました。その結果、平成 29

年度の生鮮食品表示の未表示店舗の割合は 7.2％となり、目標達成に向け前進している状

況です。 

 次に、県産食肉等の安全・安心の確保に向けては、離島地域において平成 26 年４月に八

重山、平成 28 年４月に宮古食肉センターを整備したほか、県内食鳥処理施設の再編及び衛

生管理が高度化された新たな施設を整備するなど、衛生環境と施設処理能力の大幅な向上

が図れたところであります。 

 環境保全型農業の推進につきましては、エコファーマー認定や特別栽培農産物の認証、

推進に係る経費の補助などを実施しました。その結果、平成 29 年度の環境保全型農業に取

り組む農家数は 1,063 件と着実に前進している状況です。 

 また、農業生産工程管理(ＧＡＰ)の普及推進のための指導者養成と、ＧＡＰ導入農家の

育成に取り組んだ結果、平成 29 年度のＧＡＰ導入産地数は 39 産地と増加している状況で

す。 

 病害虫対策と防疫体制の構築については、ウリミバエ及びミカンコミバエの再侵入防止

やイモゾウムシ等の根絶防除の取り組みの結果、久米島でアリモドキゾウムシの根絶を達

成、また、特定家畜伝染病の防疫実働演習の実施や防疫資材の備蓄など、初動体制の強化

が図られたところであります。  

 次に課題及び対策です。 

 農林水産物の衛生管理、品質管理の高度化については、新たに施行された食品表示法に

基づく表示の適正化、農薬の適正使用及び管理の徹底、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制

度化や国際化に対応し得る食肉等加工処理施設の整備を推進する必要があります。 

 環境保全型農業の推進については、亜熱帯性気候に属する本県では、病害虫の発生を初

め実践が難しいこと、また、消費者の認知度が低いことから、農家の技術面での支援や消

費者へのＰＲが必要であること。また、労働安全、環境保全の関心の高まりを受け、農産
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物の取引にもＧＡＰ認証が利用されつつあることから、日ごろの農家指導等沖縄県におい

てＧＡＰ導入農家の育成を図る必要があります。 

 病害虫対策と防疫体制の構築については、東南アジア等からの再侵入防止防除の実施の

ほか、かんしょ等の県外出荷制限に対するイモゾウムシ等の防除技術を早期に確立する必

要があります。 

 また、特定家畜伝染病の国内への侵入防止対策や危機管理体制の取り組みの強化が必要

です。 

 引き続き、施策展開３-(7)-エ 農林漁業の担い手の育成・確保及び経営安定対策等の強

化について説明いたします。報告書は同じく 519 ページの 17 行目以降、また 520 ページの

中段の主な成果指標の状況とあわせてご覧ください。 

 担い手の減少や農林漁業者への対応、農林水産業の持続性の確保に向けた取り組みとし

て、まず担い手の確保・育成については、就農コーディネーターによる就農相談、新規就

農者に対する機械・施設整備等の初期投資への支援等を実施、そのほか地域リーダーを担

う女性農業士人材の育成や発掘、農業経営の規模拡大、複合化等に必要な生産加工施設の

整備支援に取り組んできました。 

 その結果、平成 27 年の農業就業人口は１万 9,916 人と基準値を下回った一方で、新規就

農者数は平成 29 年で 2,049 人と増加基調で推移しており、各種施策の効果が就業人口にも

寄与することが期待されます。 

 次に、水産業については、地域リーダーへの研修会、小中学生を対象とした地域の伝統

漁法、水産物の関心を高める取り組み、新規就業者への漁具等の経費支援などの取り組み

の結果、漁業就業者数は基準と比べ減少しているものの、養殖業の新規就業者が増加して

いる状況にあります。 

 次に、農地の有効利用と優良農地の確保については、耕作放棄地の再生作業や土壌改良

等の実施により、耕作放棄地解消面積については平成 29 年度までに 330ha、率にして 47％

と前進している状況にあります。 

 共済制度や金融制度、価格制度については、農家への資材購入費の一部支援や専属の加

入促進員を配置・強化したことで、共済加入率の改善につながったほか、市町村が行う利

子助成に対する助成、出荷した野菜価格と保証基準価格との価格差の補填等の実施により、

農家経営の安定化が図られました。 

 課題及び対策です。 
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 地域農業の持続性と活性化を図る上で、課題となっている担い手の減少と高齢化につい

ては、女性・高齢者の経営参画の促進、就農希望者を長期的に育成するための技術習得の

研修支援、農地確保にかかるマッチング、就農定着までの支援、加えて地域農業の中核を

担う認定農業者や農業法人の育成・確保を推進する必要があります。 

 また、将来の担い手にとって魅力のある農業実現のため、農業所得の向上を図る必要が

あります。 

 次に、林業・木材産業の担い手の育成については、新たな生産方式の導入、経営の改善

促進等を実施するとともに、水産業の振興については担い手の確保と経営安定化対策の強

化が必要であります。 

 農地の有効利用と優良農地の確保については、農地情報の実態把握、耕作放棄地の活用

等、新規就農者や認定農業者等の担い手に対する農用地の利用集積に向けた取り組みの強

化が必要です。 

 次に、共済制度や金融制度、価格制度の充実については、台風等の気象災害が多い本県

の特殊性に配慮した沖縄型の共済制度の充実・強化が必要であります。 

 農林水産物の生産量や価格については、価格安定対策や生産農家の経営安定対策、収入

保険制度の活用等、生産者の所得安定を図る必要があります。 

 引き続き、施策展開３-(7)-オ 農林水産技術の開発と普及について説明いたします。報

告書は 521 ページの 22 ページ以降、また、522 ページ中段の主な成果指標の状況とあわせ

てご覧ください。 

 農林水産業施策を展開する上で必要な技術開発、生産現場での課題解決に効率的かつ迅

速な対応が求められる中、農業についてはさとうきび、パインアップル等の新品種育成や

環境制御技術を活用した多収・安定生産技術、鮮度保持技術などの開発、そのほか沖縄型

植物工場の導入に向けた栽培体系、栽培品目の選定や栽培実証試験等を実施しました。 

 また、畜産業については、アグー専用ＤＮＡチップの開発や沖縄型牧草の新品種育成に

向けた有望系統の選抜等を実施しました。 

 森林・林業については、本島北部地域の環境保全に配慮した森林管理手法確立のため、

環境等への影響調査を実施するとともに、松くい虫の天敵昆虫の放飼、増殖技術等の開発。  

 水産業については、海洋観測等による漁場の開発調査、モズクの優良株の選定、ヤイト

ハタ等の養殖技術の開発のほか、養殖業や水産加工業にかかる指導や支援等を強化しまし

た。 
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 これらの各分野におけるブランド化や消費者等のニーズに合わせた品種の育成や栽培技

術の開発等の結果、平成 29 年度の品種登録数は 33 件、また、試験研究機関における特許

等出願件数過去累計は平成 29 年度で 30 件と増加、さらに生産現場等への普及に移す研究

成果数については、平成 29 年度で 407 件と目標達成に向け前進している状況にあります。 

 その他、技術の普及に向けた農業技術実証展示ほの設置や農業技術情報センターによる

情報提供に取り組んだところであります。 

 課題及び対策です。 

 農林水産業施策を展開する上で、施策推進上の課題や生産現場での課題解決に効率的か

つ迅速に応えるため、農林水産物のブランド化や地域資源を活用した食品加工等の技術開

発、消費者や生産者等のニーズの把握から市場展開までの一貫した視点での研究開発及び

成果普及の取り組み強化が必要であります。 

 さらに、ＩＴ等の新技術を活用した高生産性、省力化技術の導入を検討する必要があり

ます。 

 各分野ごとでは、農業においては、農産物の差別化・高付加価値化に向けた新品種の開

発・育成、安全・安心・高品質な生産技術、県産食材の機能性や加工に関する技術開発等

に取り組む必要があります。 

 次に、畜産業においては、沖縄アグー豚に関する技術開発や県産黒毛和牛飼育牛の肉質

特性の把握、沖縄型牧草の新草種・新品種育成による県内飼料自給率の向上に取り組む必

要があります。 

 森林・林業においては、森林管理技術、病害虫の防除技術、消費者ニーズ等に対応した

付加価値の高い林産物の生産技術の開発。 

 水産業においては、低コスト、安定生産、養殖技術の確立等が求められています。 

 また、本県で開発した品種や栽培技術など知的財産の保護・管理に向けた生産者と行政

等の連携、現地に合った技術実証や技術確立等を行い、迅速な情報を提供する必要があり

ます。 

 事務局からの説明は以上となります。 

 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した。  

 それでは、ただいまの件につきまして御意見、御質問いただきたいと思います。 
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 どうぞ。 

【立原専門委員】  

 519ページの一番下で40～42行ですけれども、水産業のところで、例えば「就業者数は基

準値と比べ減少している」けれども、「着実に前進している」と書いてありますけれども、

これは先ほどの検証シートの進展をそのまま文章にしていると思うのですが、実際は基準

値に比べて目標値はかなり低く設定されていて、低く設定されているものも達成されてい

ない状態で、「着実に前進」というのは、すごく数字から見て違和感がある気がします。 

 それから、養殖業の新規就業者が増加しているということであれば、漁船漁業の就業者

数はさらに減ってるということを意味すると思いますので、やっぱり最後の「着実に前進

している」というのはかなり違和感を覚えるのですけど、どうでしょうか。 

【事務局 能登水産課長】 

 水産課でございます。御指摘のとおりちょっと言いすぎかなという感もございますので、

少し言い回しについては検討させていただきたいと思います。 

【立原専門委員】  

 521ページの40行ですが、「水産資源の安定的な活用」というのがあるのですが、これが

何を意味しているのか、読んだだけだとわからないのですが、具体的にはどういうことな

のでしょうか。 

【内藤部会長】  

 521ページの何行目ですか。 

【立原専門委員】  

 40行目です。「水産資源の安定的な活用や生産」とあるのですが、安定的な生産というの

はわかるのですけれども、水産資源の安定的な活用というのがどういうことなのか、読ん

だだけではちょっとわかりにくいなと思います。 

【内藤部会長】  

 いかがでしょうか 

【事務局 能登水産課長】  

 水産課でございます。基本的には資源管理を進め、しっかり行いつつ、安定的な漁業経

営ができるようにというような意味合いだと思いますので、御指摘のとおり若干表現に検

討の余地もあろうかと思いますので、検討させてください。 

【内藤部会長】  
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 では、御検討お願いします。よろしいですか。 

【谷口専門委員】 

 はい。 

【内藤部会長】 

 どうぞ。 

【谷口専門委員】  

 森林・林業関係のところで520ページの41行目で、「林業・木材産業の担い手育成につい

ては、林業事業体に対する新たな生産方式の導入」というところですが、これは何のこと

を指しているのでしょうか。読んで全く意味がわからなかったので、説明を求めます。 

【内藤部会長】  

 いかがでしょうか 

【事務局 平田森林管理課長】  

 森林管理課です。ここで記載している新たな生産方式というのは、今現在、実施してい

ます環境に配慮した木材の収穫のやり方ですけれども、わかりづらい表現になっています

ので、文言を検討していきたいと思います。 

【谷口専門委員】  

 ここのところは「新たな生産方式」となると、私は木材の材料としての、原料としての

木材産業の林産加工の話をイメージしてしまったので、これは環境配慮をした木材生産で

すよね。 

【事務局 平田森林管理課長】  

 はい。 

【谷口専門委員】  

 その原木、丸太の生産ということで、濁さないできちんと書くべきだと思います。  

【事務局 平田森林管理課長】  

 そうですね。これについては、通常はいろいろな意味が含まれていきますので、木材加

工も含めて含まれてきますので、わかりやすく記載したいと思います。 

【谷口専門委員】  

 それがありますと、生産方式の導入として、次の「経営の改善促進、労働環境の整備」

というところにもつながっていきますので、労働環境の整備は今森林保護も離島も頑張っ

てやっているのですが、経営の改善促進とはどういうことをイメージされているのでしょ
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うか。 

【事務局 平田森林管理課長】 

 我々の事業主体は各地域の森林組合さんが行っておりますので、収支が黒字にいくよう

な、あとはコスト縮減を図るような、そういうのを随時やっていますので、削減に関して

もわかりやすい表現にできるようにしたいと思います。  

【谷口専門委員】 

 ここはもうできるだけ具体的な単語というか言葉、確かにコスト削減やっています、努

力していて乾燥技術の導入とかも入れようとしていますので、そういうところはやっぱり

具体的な話をしていただくほうが、はっきりわかるのではないかと思います。 

【事務局 平田森林管理課長】  

 はい。ありがとうございます。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。それでは、具体的にあるようでしたら、具体的に書いていただ

いたほうがわかりやすいと思いますので、お願いします。 

【谷口専門委員】  

 続けてよろしいですか。 

【内藤部会長】  

 はい。どうぞ。 

【谷口専門委員】  

 521ページの技術開発のところですが、まず37行目で「森林・林業については、本島北部

地域の環境保全に配慮した」という言葉は、前にも出しましたけれども、引っかかりまし

て、環境保全というのは林業をやる以上は、ここでは一時的にはできないものだと思って

いるので、「自然環境に配慮した」という形になったほうが具体化するのかなと思います。  

 それと、「森林管理手法を確立するため」、これはいいのですが、次です。「森林施業等に

よる」というところも、森林施業もいろいろありまして、これも具体的にというところで、

今の森林管理課が頑張ってやっているのは、伐採と森林再生に対してのことについてはか

なり力を入れていると思いますので、森林施業というのは間伐とか除伐のところも入って

いきますけれども、そういうところはもう過去からの蓄積もありますので、将来に向けて

世界遺産になったときのことも頭に入れて、森林を生態系として保全していく意味も含め

て環境に配慮した森林の伐採とか森林再生をやろうとしているので、ここも具体的なとこ
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ろを書く必要があるのかなと思います。 

 例えば、「伐採や森林再生のための森林施業等による森林環境等への影響」ですね。環境

というのは、この場合は森林に限定すべきだと思いますし、「森林環境等への影響調査を実

施するとともに」というところです。 

 その次ですが、ここもそろそろ普通のというか学術的な言葉をきちっと使いませんか。

松くい虫という話になっていますけれども、例えばマツ材線虫病というのが正しい名前な

ので、マツ材線虫病対策として松くい虫ですね。マツノマダラカミキリでしょうけれども、

この場合は松くい虫でもいいと思いますけど、「松くい虫の天敵昆虫の放飼技術」というと

ころ、ここもきちんとして書く必要があるのではないかと思います。 

 それと、「松くい虫の天敵昆虫放飼」は大変素晴らしい技術だと思いますが、もう１つこ

れに付随して林業とか森林ではないかもしれませんが、緑化木に対してデイゴとかフクギ

の、例えばフクギの南根腐病に対してとか、デイゴの生物農薬としての天敵害虫の開発が

試験場でかなり進んでいます。こういうこともあげていく必要があるのかなと思います。 

 それともう１つ、加えてキノコですね。キノコの発生拡大についても、私もこちらに来

て初めてわかったのですが、クスノキ科のものがキノコの発生量を抑えているというよう

な、我々研究者としてはこれはきちんとした論文にすべきだと思うのですが、キノコの発

生量が低下する。それを増大するために、例えば特定の原木、菌床栽培の場合に特定の種

類、樹種でできたおが粉を使わないとかいうこと、そういうことも技術開発をやっていて、

これは国内のそういう菌学会とかそういうところで誇れる成果だと思いますので、ここの

ところも菌床栽培の発生量を増加するために、菌床の質をちゃんと議論しているというこ

とも、ぜひ書いてほしいなと思いました。  

 最後523ページ、７行目です。「森林・林業においては」というところですが、維持・増

進、活用を図るため森林管理技術というところに対して、もう１つ修飾語を入れてもらい

たいと思うのは、「地域の森林生態系に配慮した」というところをぜひ入れてほしいと思い

ます。 

 亜熱帯の林業というのは、まだ技術的・学問的にも確立されていなくて、温帯とか暖温

帯の林業はスギ、ヒノキでありまして、熱帯の林業はあるのですけれども、亜熱帯の林業

というのは学術的に確立されていないと私は認識してまして、琉大でこういう立場にいる

人間としてそこをきちっとしたいと思っているので、それとは別に行政的にも地域の森林

生態系に考慮した森林管理技術を開発しているんですよというところをあげてほしいと思
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います。 

 それから、次のところで「松くい虫等」というのは、もうこれは言葉としてやめたほう

がいいのではないかなと思います。「松くい虫等病害虫」というのはちょっと通りにくいの

で、昔は言葉として我々の業界では普通に「松くい虫」と言ってましたけれども、これは

もう完全にマツノマダラカミキリのことなので、マツ材線虫病とか植物の萎凋病みたいな

ものに対する病害虫の防除技術という形で具体化して、きちっと学術的に通る言葉に統一

したほうがいいのかなと思います。以上です。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございました。紙面の関係もありますので、どこまで詳しく書くかというの

は検討していただけたらと思いますけれども、参考にしていただければと思います。よろ

しくお願いします。 

 ほかいかがでしょうか。どうぞ。 

【山城専門委員】  

 517ページの33行目ですが、ここは達成の成果等ということですけれども、農薬の適正使

用の推進ですが、生産者等への講習会や農薬販売店への立ち入りを行ったと。実際やった

んでしょう。しかし、実際的にはこれ相当難しいところがあって、農協は指導員、あるい

は安全・安心のシステムが組まれているからいいんだけど、今の直売所はどういう形でや

っているのか、具体的に。この表現でいいんだったらいいのかもしれないけど、かなり難

しい枠があると思うんだけどね。この辺、ちょっとお願いしたい。 

 協同青果も含めて農家直接持ち込みの農作物については、非常に安心・安全が懸念され

るところあるので、その辺どういう形で勉強会しているのかという話ですね。  

 そしてめくりまして、次は518ページの22行目のマスの中ですが、生鮮食品表示の未表示

店舗の割合。普通であれば表示店舗の割合と書きそうなんだけど、ここだけ未表示と書い

てあるのは何か理由があるのか。これはちょっと引っかかりますね。 

 そして次は、519ページの12行目です。特定家畜伝染病の対策、あるいは危機管理体制と

いうことでさらっと流してあるので、これは非常に重要なところかと思っております。 

 例えば私、石垣に赴任した手前、牛についてかなりやってきましたので、あの島は５万

人の人口に対しまして観光で128万人来ていると。それは東南アジアが非常に多いです。そ

れで東南アジアについては口蹄疫とかＢＳＥ、非常に緩いところがあって、この危険性が

非常にあるのかなと思っています。 
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 文章もこれでいいのかもしれない。強化するということであるんだけれども、これ本当

にやってほしいなと。実を言うと、この辺は強化してほしいなと。もし万が一間違うと、

あの石垣の島自体が全部吹っ飛ぶぐらいの特定伝染病ということがありますので、今、起

こっている豚コレラについても、外国人が持ち込んだ肉を捨てて、それをイノシシが食べ

て、豚舎に行って豚コレラが増えたという現状のところもあるので、あの地区は東南アジ

アの観光客が多いです。 

 ということで、この辺は本当に取り組んでほしいということです。以上です。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 回答ありますか。お願いします。 

【事務局 前門営農支援課長】  

 営農支援課でございます。農薬の安全使用に関してお答えしたいと思います。 

 農薬の適正使用の指導に関してでございますが、農薬の使用者ですとか、また販売者、

防除事業者、また自治体職員などを対象に農薬被害防止講習会等を実施しております。 

 また、農薬の安全使用に関しては、例えば出荷団体等での講習会もしておりますが、ま

た直接市場に出荷される方とか、直売所に出荷される方に対しても講習会ということであ

わせて実施しているところです。 

 また、適切な農薬の販売についてでございますけれども、立ち入り検査ということで防

除技術センター、そして営農支援課ということで実施しておりまして、昨年度の実績で140

件実施しております。これは３年に１回立ち入り検査を行いまして、全ての農薬販売店に

対してでございますが、帳簿の添えつけとか陳列方法、保管方法等の確認を行っておりま

す。そして、その場合、不適切な事例が確認された場合は是正指導を行っておりまして、

翌年も継続して立ち入り検査を実施しているところです。 

 あと１件ですけれども、農薬の不適切な使用事例への対応ですけれども、残留基準値の

超過とか適用外の農薬の検出に関しましては、使用状況の調査とか原因究明を実施すると

同時に、本人、そしてまた周辺地域への指導講習会を実施しております。 

 あと、農薬使用に関する苦情等に対する対応につきましても、当該市町村農薬担当と協

力して発生状況を確認したりですとか、原因となった使用者に対して必要に応じて現在指

導を実施しているところでございます。以上です。 

【内藤部会長】  
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 ありがとうございます。 

 では、ここだけ非常に詳しく書くのもどうかと思いますので、少し具体的に書けること

があれば書いていただけたらと思います。ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

【事務局 下地流通・加工推進課長】 

 流通・加工推進課です。518ページの生鮮食品表示の未表示店舗の割合についてですが、

これについては表示が正しくされていない商品を扱っているという店舗を幾つかという視

点でパーセントを出しているんですね。当時23年度の基準値が20.9％ありましたので、そ

の未表示のところを減らしていこうという視点で、未表示店舗の割合という書き方にした

と思っております。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。 

 どうぞ。 

【事務局 仲村畜産課長】  

 畜産課です。519ページの特定家畜伝染病の件に関しまして、委員が御指摘のとおり現在、

海外で口蹄疫、それからアフリカ豚コレラ、国内では豚コレラということで非常に発生が

頻発している状況です。 

 インバウンドの進展に伴って、その発生リスクが年々高まっていくと。今後も高まるの

が想定されますので、記述内容につきましては「強化する」ということではなくて、「万全

を期す」とか、もう少し表現の部分について検討していきます。 

 また、現在しっかり取り組んでおります。頑張ってまいりますので、応援、協力をよろ

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。  

 それではほかに御意見。 

 どうぞ。  

【普天間副部会長】  

 517ページの36～37行です。八重山食肉センターと宮古食肉センターを整備をして、処理

能力の大幅な向上が図られたと。これはいいねというところなんだけど、課題及び対策で

この両食肉センターの記述が全くないわけですよね。非常に厳しい経営を強いられていて、
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経営継続ができるのかというふうなところまできてますけれども、この課題対策の中身で

宮古、八重山食肉センターの経営に対する何らかの支援策なり、そういったものが織り込

めないのかということです。お願いします。 

【内藤部会長】 

 いかがでしょうか。 

【事務局 仲村畜産課長】  

 御指摘のとおり、今、食肉センターについては宮古、八重山以外、沖縄本島も含めて今

４カ所の大きな食肉センターがありますが、それぞれ運営面での課題、それから人材育成

での課題、機能連携に対する課題等が、共通の課題が今あるというふうに認識しておりま

して、８月に意見交換して課題のとりまとめを行いまして、去った９月に４食肉センター

の連絡会議を開きまして、将来に向けた連携・機能分担、それから人材育成等々含めてど

のような取り組みが必要で、どういう解決策を将来に向けてもっていけばいいのかという

のを今議論しているところでありますので、それを受けて４つの食肉センターが共通性を

持って取り組める解決策を見いだしていこうと思っています。 

 支援記述については少し個別にそういう制度的なものというのは、直接的に記述するの

は難しいと思いますので、また書き方については少し工夫した形で表現できるような形で

検討したいと思います。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。ここに書くのがいいのか、もしかしたら前の施設整備のところ

とか、ほかのところに書いたほうがいいのかわかりませんけれども、少し検討していただ

ければと思います。  

 どうぞ。 

【普天間副部会長】  

 523ページの１行目と２行目で、「消費者ニーズに対応した環境保全型農業の確立」と。

先ほど、環境保全型農業の進展のところでエコファーマーとかいろいろありましたけれど

も、ここでいう消費者ニーズ、消費者はこの環境保全型農業に何を期待しているのか。そ

のニーズとは何かというところです。 

 なぜかというと、さっきは生産者のメリット感がないというようなこと。消費者ニーズ

は満たしているのか。そうであれば、生産者のメリットは満たしているのかと。あるいは

この２つの消費者のニーズ、生産者のメリットは実は相反しているのではないかと。そう
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であれば前に進めないということになるので、ここでいうところの消費者ニーズと先ほど

の生産者のメリット感、この辺、メリット感とは何かというのも含めてお答えをいただき

たいと思います。 

【内藤部会長】  

 お願いします。 

【事務局 前門営農支援課長】  

 先ほどありました特栽農家数が52件ということで伸び悩んでいて、もう少しメリット感

とかＰＲをする必要があるというふうに記載したのですが、52件ということで件数自体は

少し減少して伸び悩んでいるのですが、実際特栽を取った農家は品目としては農家数52件

ですけれども、認証件数ということでは増加をしておりますので、農家１人当たりの認証

件数は増えているのですが、新たに特栽を取得する農家がまだまだＰＲ不足とか、例えば

エコファーマーとか有機に比べて特栽のＰＲが不足しているのではないかとか、例えばそ

こには収量が落ちるのではないかという不安があるものですから、そこらへんをＰＲして

やっていけたらなと思っております。 

 消費者ニーズに対応したというのは、今、品目数というのが限られておりますので、ま

たＰＲしながら増やして、今サヤインゲンが38％ぐらいで県内で一番多いです。あと果菜

類とか米があるのですけれども、少し品目を増やして消費者が必要とする品目とかニーズ

ということで、ほかの品目の特栽も増やしていきたいということを考えているのですが、

この記述については、少し丁寧な感じで検討していきたいと思います。以上です。 

【内藤部会長】  

 よろしいですか。 

【普天間副部会長】  

 はい。 

【内藤部会長】  

 また記述は御検討いただければと思います。よろしくお願いします。 

 ほかいかがでしょうか。 

【嵩原専門委員】   

 それでは、私も幾つか意見を申し上げたいと思います。 

 519ページの上段の３行目からＧＡＰの記述がございますが、ここは課題と対策のところ

なので「ＧＡＰの考え方を取り入れ、沖縄県においてＧＡＰ導入農家の育成を図る必要が
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ある。」という書きぶりになっていますけれども、実はもうこれある意味ブランド化であっ

たり、輸出に取り組む産地としては必須の取り組みになりつつあるわけですので、もう少

し積極的に取りにいくという記述が必要ではないかなと思います。強調して書く。 

 さっきも言いましたが、ＪＧＡＰとかグローバルＧＡＰはもう既に本土の産地は取りに

いっている世界でもありますので、沖縄でもできる農家はそのぐらいの水準まで高めてい

くような積極的な指導、支援が必要ではないかと。 

 全体の底上げはもちろん必要だと思うのですけれども、大きな目的としてのブランド化

を目指す方向性がある中で、これもツールとして強調して書く必要があるのではないかと

思います。 

 そして、次の520ページ。これは数字の取り扱いで引っかかるのですけど、上から５行目

で耕作放棄地解消面積33ha(47％)を再生利用したと書いてますけど、恐らくこの47％は目

標の700haの47％だと思いますが、耕作放棄地そのものはもうちょっと多くあるわけですの

で、ここで再生できたものとして割合を出すのであれば、計画対比ではなくて全体の中で

どのぐらい再生できているとか、もう少し広い遊休農地全体の中でどのぐらいが再生でき

ているのか、そこがわかるように書かないと、その実態が見えにくいなという感じがしま

す。そこをぜひ検討していただければ思います。 

 それから、この520ページの下段で課題と対策を書いてございますけれども、33行目当た

りで高齢化の問題があるよと上で書いていて、対策として「女性・高齢者の主体的な経営

参画を促進する」とあるのですけど、ここでまた高齢者を主体的に経営させるという書き

ぶりが上の高齢化の問題と少し矛盾しないのかなと感じました。いろいろなところにこう

いう書き方出てくるんですね。恐らく高齢者と女性というのはセットのような形で使われ

ているところもあったりするので、高齢化の対策としてこれでいいのか。女性はもちろん

就農を促すというのは必要だと思うのですけれども、経営参画を促進するための高齢者が

対象になり得るのかというところを正しく書いていただきたいと思います。私の認識が間

違っていれば、それはそれで直せばいいと思います。 

 同じく、今度はこのセンテンスの38行目から「将来の担い手にとって魅力ある農業の実

現のため、就農者の農業所得の向上を図る必要がある。」と、これはもちろんそのとおりで

すけど、どうやって農業所得の向上を図るのかというところまで少し触れておく必要があ

るのではないかと思います。例えば、農業経営管理能力を向上させるとか、売り上げが大

きい農家でも所得はあまり上がっていない実態などもある中で、やっぱり所得を増やすた
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めには一定の経営管理能力というのは不可欠ですので、そこを指導していくという取り組

みが必要だろうと思っています。 

 ＪＡおきなわでも簿記の記帳代行を地道にやっていて、その中で青色申告をやれる農家

も800戸ぐらい出てきていて、県内の青申やっている農業者は2,000戸ぐらいだと言われて

いる中でどんどん増えてきてますので、経営管理能力の向上のために行政もそうですし、

ＪＡグループもそうですけど、地道な取り組みをやっている現実があるわけですので、触

れておく必要があるのではないかと思いました。  

 そして、同じくここ担い手不足、高齢化のところ、これは全体的なイメージで申し上げ

ますが、高齢化の流れというのはもうこれ日本国内、国中全体が高齢化していますので、

農業だけの問題ではありませんので、恐らくこの傾向というのは歯止めがかからないだろ

うと思っています。なので、あまり高齢化を悲観的に書く必要はないと。これは前に申し

上げたのですが、これはこれとして受け入れた上で、農業の基盤を守るためには農地の確

保、農地を減らさない取り組みというのがとても大事になるだろうと思っているので、521

ページの上の４行目から書いています農地の有効利用のところの書きぶりについては、６

行目の中段にありますが、「あっせん等や」と簡単に書いてありますが、例えば農地バンク

事業による流動化対策によって耕作放棄地を解消するとか、マッチングをうまくやるとか、

集積をするとか、ここも丁寧に書いたほうがいいのではないかと思います。 

 沖縄農業の基盤を守るためには人の問題もそうですけど、農地のところが実は重要だと

個人的には思いますので、減らさない取り組みとして今やるべきことをもう少し書き込ん

だほうがいいのではないかと思います。 

 それと、高齢化、高齢化と至るところに出てくるんですけど、実は品目別で切り取って

みた場合には、さとうきびはハーベスターで重労働が軽減されているので高齢化が進んで

いるんですけど、畜産とか園芸、花きとかＪＡのデータを分析すると、それぞれそれほど

高齢化という現状はあまりないのではないかと思って見ています。なので、品目別の切り

口というのも大事だと思いますし、あとは地域別です。離島、さらには離島の離島、それ

ぞれ問題の深刻さが違いますので、これは別のパートでまた述べるかもしれませんけれど

も、そういった視点もできれば入れ込んだほうがいいのではないかという印象を持ちまし

た。 

 それと、あとＩＴスマートのところが522ページの38行目あたりにちょこっとだけ書いて

いるんですけど、高齢化の対策としては国を挙げてＩＴスマート農業を普及しましょうと
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言ってまして、これまた重要な対策の一つだと思っていますので、そこらあたりの書きぶ

りももう少し検討されてはどうかと思います。以上です。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございました。 

 今の御意見に対して、何か御回答ありますでしょうか。 

【事務局 島川農政経済課長】  

 農政経済課です。ありがとうございます。農政経済課のほうで、今３点かかわりがあっ

た部分の御説明をさせていただきたいと思います。 

 先ほど御指摘あったとおり、所得向上に具体的なということで、経営管理能力の向上と

いうことの部分については確かにそのとおりで、我々もＪＡのほうに県単事業含めて簿記

記帳の事業等を入れているところです。実際にやっているものもありますので、そういっ

たことを含めて記入で工夫させていただきたいなと思います。 

 それと、521ページ６行目の「あっせん等や耕作放棄地の」という「あっせん等」の部分

についても、御指摘どおり農地バンク等の事業、農地中間管理機構法という形でかなり制

度的なところも国のほうで進められ、我々も地域に入り込んでやっているところです。こ

この部分も具体的な形で、あまり具体的になりすぎないような程度を含めて記入を検討さ

せていただきたいと思います。 

 あと、高齢化のものについての分析ということで、品目別、地域別、離島別とか、品目

によっても地域別、離島別は違うと思っておりますので、その辺は工夫、どの部分に書く

かというのは各課またぐ部分もありますけれども、この辺は相談させていただいて、検討

させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

【事務局 前門営農支援課長】  

 営農支援課でございます。ＧＡＰの認証取得に関する件ということで、委員の意見にあ

りましたＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ、グローバルＧＡＰということで、ＪＡさんなどの各

機関とも意見交換を重ねながら、現在進めているところです。 

 また、普及センターとか地区の営農センターとも連携しながら、生産者に対するＧＡＰ
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の普及・啓発を進めるということで、まず認証取得の前にＧＡＰの実践ということで、そ

の取引先からＧＡＰの認証取得を求められたときに、速やかに取得できるようにＧＡＰを

するということで、農家に対して今実践をしているところです。 

 それにあわせて、先ほど申しました展示ほの設置とか、あとＧＡＰの指導員養成研修と

いうことで、普及員とか生産者、またＪＡの指導員の方ということで、研修もあわせて進

めております。 

 そして、また今ＧＡＰの普及推進に向けた人材育成の「図解じょーとう農業（GAP）実践

の手引き」ということで、農家の方がＧＡＰ実験に取り組むための資料ということで、資

料もあわせて今作成しております。まず認証取得の前に、多くの産地で実践していただこ

うという取り組みを現在進めているところです。以上です。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。ＧＡＰの取り組み、実践とＧＡＰ認証は違うと思いますので、

その辺きっちり書いていただければなと思います。よろしくお願いします。 

 どうぞ。 

【事務局 比嘉研究企画監(農林水産総務課)】 

 研究企画の比嘉です。522ページのＩＴ関連の話ですが、ＩＴ関係は国が進めている中で

全部で58カ所で実証展示ほをやっていると。国の情報もとりながら、農業だけではなく畜

産、水産、林業も含めて進めようというふうに考えておりますので、現場の情報を確認し

つつ、研究機関には技術開発していただいて、現場で使えるような技術開発を考えていま

す。以上です。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

 どうぞ。 

【事務局 仲村村づくり計画課長】  

 村づくり計画課です。520ページの５行目、耕作放棄地の解消面積に対する割合のところ

で、委員がおっしゃるとおり700に対するパーセントで表示をしております。 

 委員の御指摘のとおり耕作放棄地は実際のところ解消はやっているんですけれども、

徐々に増えているという状況もありますので、現状に対する割合で書くか、ただ、ほかの

指標のところで目標値に対するパーセントで書いているところもあるかと思いますので、

その辺については中身を検討して、全体に対するパーセントにするか、支障があれば割合
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を消すとか、そういう対応で検討したいと思います。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。それでは、書き方を検討していただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 谷口委員、どうぞ。 

【谷口専門委員】  

 今、嵩原委員の言われた520ページの31～31行目で「高齢化が課題となっている。このた

め、女性・高齢者の」というところが引っかかりまして、やはり若年層とか壮年層にター

ゲットを当てるような人づくりという形になっていくような、積極的な担い手確保を提案

するような方向になっていけばいいのになと思っています。以上です。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございました。 

 今の点ですが、私はそれも重要ですけれども、やはりこれだけ高齢化しているので、高

齢者をうまく活用するような方策も必要かなと思っていますので、そのあたりも書き方は

難しいかもわかりませんけれども、御検討いただけたらと思います。 

 ほかいかがでしょうか。 

 私のほうからも何点かあります。事前に出しています資料４の第３回農林水産業振興部

会の意見書について、１ページを見ていただきたいと思います。 

 １つは、517～518ページのところで、特に先ほどありましたように、畜産の施設整備に

ついてはかなり書かれているのですが、水産物の施設整備については書かれてませんので、

糸満の施設整備なども行われていると思いますので、記述してはどうかと思います。 

 それから、そこのところの課題及び対策については、水産については全く書かれてませ

んので、水産について課題はないのか、あるいは対策はないのかというところがどうなの

かなと思いますので、ありましたら追記してはどうかと思います。 

 それから519ページ、先ほど漁業就業者数については意見ありましたけれども、その上の

33～35行目のところで農業就業人口についても減少していて基準値を下回っています。「一

方、新規就農者は増加基調で推移していることなどから、各種施策の効果が就業人口にも

寄与することが見込まれる。」という文章ですけれども、就業人口全体として減っている中

で新規就農者が増加していることから、「各種施策の効果が就業人口にも寄与することが見
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込まれる。」という書き方が何を言いたいのか私にはわかりにくかったので、ここのところ

書き方を検討していただければと思います。 

 その下の漁業のところは先ほどのとおりですね。 

 次は520ページの４行目のところで、先ほど嵩原委員からもありましたが、耕作放棄地解

消面積のところ、「目標値の達成に向けて着実に前進している。」と書かれてますけれども、

なかなかまだ半分も解消できていないような状況で達成は難しいのではないかと思います

ので、「達成に向けて着実に前進している」という言い方はどうかと思いますので、これも

検討していただければと思います。 

 それから、同じく520ページの一番下の41行目以降ですが、前半は「林業・木材産業の担

い手育成については」ということで書いてあるのですが、後半は水産業のことが書いてあ

るんですね。きょうご欠席ですけど、上原委員の意見書を見ても、ここ一緒になっている

ので分けて明記したほうがよいのではないかという御意見がありますけれども、私も同感

ですので御検討いただきたいと思います。 

 それから、意見書をめくっていただきまして、521ページの16～18行目の文章ですけれど

も、最初は「農林水産物の生産量や価格などは、気象条件の変化等によって大きく影響さ

れるため、価格安定対策や生産農家の経営安定対策」と書いてあるのですが、前半は「農

林水産物」になっていて、その次の行では「生産農家」となっています。これ林業、水産

業を入れるのであれば、「生産農家」ではなくて「生産者」とかいう言い方になるのかなと

思いますし、生産農家の方だけ書くんだったら上のところは「農作物」になると思います。 

 それから、その生産農家の前の価格安定対策のことですが、この前の文章を見る限りは

野菜だけ価格安定対策のことを書いてあるので、ここでも野菜の価格安定対策のことなの

かと思うんですけれども、野菜以外も対象としているのかどうかちょっとわかりにくいで

すので、書き方を検討していただきたいと思います。 

 それから、その次520～521ページで所得の向上ということを入れたらどうかということ

でしたが、これは520ページの38～39行目のところに入っていますので取り消したいと思い

ますが、先ほど嵩原委員がおっしゃっていたように、どういう形で農業所得の向上を図る

のかということをもうちょっと具体的に入れる必要があるかなと思います。 

 さらに、書いてませんが、農林水産技術の開発と普及というところで生産性の向上が必

要だということは書かれていて、確かにそれは不可欠だとは思うんですが、ただ、単に生

産性の向上だけでなく、経済性が確保されなければその技術は普及しないと思いますので、
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もう少し経済性についても技術開発とか普及というところには記載する必要があるかなと

思います。 

 以上です。この点いかがでしょうか。 

【事務局 能登水産課長】  

 水産課です。水産関係の施設整備と安全・安心に関する課題等については、記載につい

ては検討させていただきたいと思います。 

【内藤部会長】  

 よろしくお願いします。 

【事務局 前門営農支援課長】  

 営農支援課です。519ページの33～35行目までのところの新規就農者の部分ですけれども、

「就農人口にも寄与することが見込まれる」という書き方は検討したいと思いますが、考

え方、根拠といいますか、年間で300名を目標に新規就農者を育成・確保ということで取り

組んでおりますが、この年間目標値の300名という数値でございますが、農家の世代交代を

30年といたしまして、平成22年の農業センサスによる就業農家数5,747戸を前提としまして、

１戸当たり農業従事者数1.5人を掛けて、１年で確保すべき新規就農者数300名ということ

で設定をしております。 

 それをすることで、農業就業人口の維持とか減少の鈍化に寄与する考えで、300名という

年間の数値を掲げております。以上です。 

【内藤部会長】  

 わかりました。では、書き方は検討していただければと思います。 

 どうぞ。 

【事務局 仲村村づくり計画課長】  

 村づくり計画課です。520ページの５行目の耕作放棄地の「目標値の達成に向けて着実に

前進している。」という表現ですが、確かに御指摘のとおり、残り３年そこらで残りを達成

するというのは非常に厳しい状況がありますので、御指摘の意見に沿った形で文案のほう

は修正等検討したいと思います。 

【内藤部会長】  

 お願いします。 

 よろしいでしょうか。ほかに御意見ありますでしょうか。 

 どうぞ。 
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【嵩原専門委員】  

 忘れてました。最後の部分、523ページ15行目中段から後ろに「生産者が台風や干ばつ等

の気象災害や多様化する消費者ニーズに効果的・効率的に対応するためには」という書き

ぶりがあるんですけど、ここを読んでいて、この台風や干ばつの対策はもうハード的なも

のだと思いますし、消費者ニーズに対応するというのはソフトのところだと思いますので、

これを一緒くたに表現しているところにちょっと違和感を感じました。私の理解不足だっ

たらしょうがないんですけど、これ対策として打つものが全く違うのではないかと思うの

で、そこは検討していただければと思います。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。それでは検討していただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

 そろそろ時間ですけれども、ほか御意見ありますでしょうか。 

 最後にお願いします。 

【谷口専門委員】  

 今回の審議の中ではちょっと外れる話かもしれませんが、技術普及のところがありまし

たので、そこの中で今、農林水産というよりも県全体として考えた場合に問題だなと思う

ところの指摘をさせてもらって、実は３つあるんですが、その３つの関係する部署にそれ

を伝えていただきたいなと思います。 

 国内移入種の問題です。環境のことになりますが、例えば今道路緑化とか公園緑化のこ

とも県・国の審議員をさせてもらっているんですが、台風に強いと言われている沖縄固有

種の在来のビロウが最近生産が少なくなりまして、成長が早くて育てやすいタイワンビロ

ウですね、成長が早いために幹が途中で折れる可能性があるようなタイワンビロウの生産

が多くなっていて、本来の在来種と遺伝子的に地域品種をつくってしまうようなことを将

来危惧しています。 

 道路業界に対して本来使うべきビロウがなくなっているということ。それを一つ、技術

の問題かどうかわかりませんが、指摘しておきたいと思います。 

 それから２つ目は、港湾課とか河川課のほうですが、宮古島の平良が北限であるヒルギ

ダマシですね。アビセニアマリーナというやつですが、それが中城湾新港に繁茂して、県

費を使いまして物理的に除去したということがあるんですけれども、やはり稚樹が繁茂し

てまして絶滅危惧種であるトカゲハゼの繁殖を少なくしている。宮古からこちらに持って
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きて成長がよかったためにこういうことがあるということで、これに対しての対策も港湾

課とか県全体で取り組まないといけないことかなと思っています。 

 それと３つ目、項目を見ますと産業振興部会での話になるようですけれども、伝統工芸

品の話ですね。伝統工芸品で、私は三線の伝統工芸品の指定にかかわらせてもらいまして、

例えば三線の棹である琉球黒檀です。それの地元のものが少なくなっているということが

ありまして、その伝統工芸品の棹をつくるための、いわゆる木材としての八重山黒檀です

ね。琉球黒檀、木材としては八重山黒檀かもしれませんが、そういうものが在来のものが

なくなっているということで、伝統工芸品、ほかにも芭蕉布とか八重山上布の苧麻(ちょま)、

そういうものも少なくなっている。そういう対策を県としてどう打つのかということは、

今後必要になってくるのではないかなということ。農林水産振興部会の話ではないかもし

れませんけれども、それも提案してほしいなと思います。 

 林業関係としましては、これから琉球黒檀やモッコク、イスノキ、ウラジロガシですね。

その成長の遅いものを生産度外視で今の時点で植栽しておいて、150年、200年伐期という

ことで将来に向けての材料を確保をするということ。そういうことも考えていく必要もあ

るのではないかと思いまして、技術普及のところの問題提起としてさせていただきます。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。関係する部会のほうにお伝えいただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 それでは、時間になりましたので、報告書(素案)の内容についてはここまでにしたいと

思います。 

 続きまして、第２回の部会におきまして委員の皆様からいただきました御意見に対する

県の対応状況につきまして、事務局から説明していただきたいと思います。よろしくお願

いします。  

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 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 第２回の部会で委員の皆様からいただきました御意見につきまして、資料３のほうでと

りまとめている状況でございます。審議結果(案)という形で対応方針について列挙する形

にしていますが、まだ内容について検討中の項目もございます。時間の関係もございます

ので、かいつまんで御紹介させていただきたいと思います。 

 まず１番、谷口委員からの御意見がありましたが、書き出しの「環境と調和し」という
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書き出しの部分ですが、審議結果の県の検討状況ということになりますが、環境と調和と

いうところは、栽培環境における負荷低減に取り組む環境保全型農業とか、自然エネルギ

ーの活用というところも包含するような形になっていますので、また、21世紀ビジョンの

基本計画においても「環境と調和」という表現がされておりますので、できればそのまま

の形として表記させていただけないかというところでございます。 

 森林とか、そういった特定の部分についてはそういう表現で対応させていただきたいと

思っています。 

 めくりまして３ページ目、19番。山城委員から御意見がございました中央卸売市場の強

化についてというところで、少しＨＡＣＣＰ対応といった市場の強化策というところを追

加できないかという御意見がございました。今、検討している状況でございますが、少し

文案のほうに「品質管理及び衛生管理に関する」というところで、少しそういった表現を

追加する方向で調整している状況でございます。  

 その下段になります内藤先生からの御意見もありますが、流通のチャンネルの多様化と

いうところになりますが、産地のほうに「直売所での販売」とか「量販店の独自流通」と

いったところを少し追記してわかりやすく表現させていただきたいと思っております。 

 続いて４ページ目の一番下25番、「独自の市場分析力を強化し」というところで、独自の

市場分析力がどのようなものかというところでございますが、現在、東京市場に駐在がお

りまして、そういった市場調査を行っている状況も踏まえて少し具体にといいますか、内

容のほうを修正したいと思っております。 

 続いて５ページ目、同じように一番上の26番ですが、「定番化」という表現が少し業界用

語としてわかりにくいのではという御意見がございましたので、県民向けの報告書という

ことでもございますので、少しわかりやすい、「取り扱いを定着させる」といった表現を検

討したいと思っております。 

 続いて６ページ目の34番、アジアなど海外への展開というところで、クルーズ船の取り

扱いも増えてきているというところで、その部分についても記載したほうがいいという御

意見がございましたので、御指摘のとおりクルーズ船におけるインバウンド向けの販路開

拓というところについて、少し明記する形で追加したいと思っております。 

 次は７ページ目、内藤先生からの御意見で園芸品目の花きの分析のところですが、さま

ざまな要因について高齢化、輸入品との競合、需要減、価格低迷、気象災害等というのを

いろいろ適切に入れ込みながら検討してまいりたいと思っております。 
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 あと、８ページ目の44番、畜産業への対応というところについて、畜産の環境問題とか

飼料の高止まり、家畜伝染病対策などの課題も大きいので記載していただきたいと。こち

らについても御指摘のとおり、環境保全、家畜伝染病対策等の課題について追加記載する

方向で検討している状況でございます。 

 時間がない中で恐縮ですが、とりあえず今の状況について御説明という形にしたいと思

います。 

 委員の皆様におかれましては、後ほどお目通しいただきまして、また御意見がごました

ら、お手数ですが、事務局まで御連絡のほどお願いいたします。 

【内藤部会長】  

 ありがとうございます。最終的には、最後の第５回のこの部会で議論することになりま

すけれども、今のうちに気になるところがあれば、事務局に御連絡いただければと思いま

す。 

 それでは、これで審議を終了したいと思います。委員の皆様、御協力どうもありがとう

ございました。 

 進行を事務局にお返ししたいと思います。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。 

 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。 

 本日いただきました御意見等については、また部会で検討いたしまして、次回の第４回

の部会においてとりまとめ状況について御報告させていただきます。 

 次回の部会は10月10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

ただきたいと思っております。 

 それでは、本日の沖縄県振興審議会第３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 

 


