
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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

1 2章 183 3行 ・・台風、干ばつ等厳しい自然特性や島しょ性等の多くの制
約条件を抱えており、・・・・

・・台風、干ばつ等厳しい自然環境や島しょ性等の多くの制約条件を
抱えており、・・・・

自然特性という表現はあまり使わな
いし、意味がよく分からない。自然環
境とか環境特性という用語は使う。自
然特性という言葉があるとしたら、と
ても広い範囲になる。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正します。

2 2章 183 3行 ・・台風、干ばつ等厳しい自然特性や島しょ性等の多くの制
約条件を抱えており、・・・・

原文のとおり 簡単に干ばつが生じる理由を記載す
べき。

【原文のとおり】
ここでいう「干ばつ」は土壌特性というよりは雨が降ら
ない気候としての「干ばつ」で使用していて、意味が
通じるものと思われる。そのままの表記としたい。

3 2章 183 1行 農林水産業の全体表記 第２章の社会経済フレームの動向の314ページに全産業からみた「第
１次産業」について記載。

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る。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。

【原文のとおり】
第２章の社会経済フレームの動向の314ページに全
産業からみた「第１次産業」について記載させて頂い
ています。

4 2章 183 26行 ・・・、長引く景気低迷に伴う農林水産物価格の低迷、農業
従事者の減少・高齢化等により・・・・・・・・・・・・・・

・・・、長引く景気低迷に伴う農林水産物価格の低迷、農林漁業従
事者の減少・高齢化等により・・・・・・・・・・・・・・

その前後の農林水産物価格、農林漁
業産出額にあわせる。

【委員意見を踏まえ修正】
意見のとおり修正します。

5 2章 183 41行 さとうきびについては、安価な加糖調整品の輸入増加に伴
い、・・・

さとうきびについては、安価な加糖調製品の輸入増加に伴い、・・・ 誤字だと思われる。 【委員意見を踏まえ修正】
意見のとおり修正します。

6 2章 183 13行 おきなわブランド 原文のとおり 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。

【原文のとおり】
｢おきなわブランド｣については、沖縄21世紀ビジョン基本
計画の資料編で整理していますので、本文では記載を
省略しています。
次期振興計画では、定義文については検討します。

7 2章 185 30行 漁場については、沿岸漁場整備開発計画（昭和51年度～
平成13年度）の間において、魚類の蝟（い）集を目的とした魚
礁設置、資源増大を図る増殖場造成、魚介藻類の養殖場
造成の整備等を行った。

漁場については、沿岸漁場整備開発計画（昭和51年度～平成13
年度の間において、魚類の蝟（い）集を目的とした魚礁設置、資源回
復を図るための増殖場の整備、魚介藻類の養殖場の整備等を行っ
た

意味が不明なので、再考が必要。 【委員意見を踏まえ修正】
「資源回復を図るための増殖場の整備」へ修正す
る。

8 2章 185 19行 　水産基盤については、健全な発展及びこれによる水産物の
安定供給を図るため、沖縄振興開発計画、沖縄振興計画
及び国の長期計画に基づき漁港・漁場の整備を行ってきた。

　森林整備については、森林の多面的機能の発揮や木材供給を推
進するため、３次にわたる沖縄振興開発計画や沖縄振興計画、森
林計画等に基づき、これまで約560haの防風･防潮林の整備や、約
5,200haの造林を実施してきた。
　水産基盤については、健全な発展及びこれによる水産物の安定供
給を図るため、沖縄振興開発計画、沖縄振興計画及び国の長期
計画に基づき漁港・漁場の整備を行ってきた。

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が、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と思
うので、追加してほしい。

【委員意見を踏まえ修正】
　委員の意見を踏まえ、防風林だけではなく、森林整
備として以下のとおり修正する。
　｢森林整備については、森林の多面的機能の発揮
や木材供給を推進するため、３次にわたる沖縄振興
開発計画や沖縄振興計画、森林計画等に基づき、こ
れまで約560haの防風･防潮林の整備や、約5,200ha
の造林を実施してきた。」

9 2章 186 図表2-2-2-6-3 図表を修正 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。

【委員意見を踏まえ修正】
小数点を削除する。

別紙１
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別紙１

10 2章 186 戦略品目と安定品目の表 原文のとおり 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
ランドとして位置づけを検討してほし
い。
　

　戦略品目の中で「木材、きのこ」と
なっているが、きのこはかなり生産が
安定してきている。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
ていると思われるが、戦略品目として
木材・きのことあるが、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
きるのではないか。

【原文のとおり】
　｢亜熱帯ブランド｣については、｢今回の報告書が沖
縄２１世紀ビジョン基本計画の各項目に係る検証で
あり、当該項目の修正はできない」ため、修正が困難
である。
　なお、県産木材をおきなわブランドとは別のブランド
として項目立てた方がよいのか戦略的に検討してい
く必要がある。

　｢安定品目｣については、保護制度を堅持しつつ生
産確保を目指す品目として位置づけるものである。
　｢きのこ｣については、特用林産物の中でも近年生
産量が増加しており、引き続き生産体制等の整備を
促進し生産拡大を目指していることから、現行案どお
り｢戦略品目｣に位置づけたい。

11 2章 186 22行 ・・・これら品目の個々の特性に合わせた振興施策を講じてい
る。

・・・これら品目の個々の特性に合わせた振興施策を講じている。
　特に、戦略品目については、組織力を持ち、「定時・定量・定品
質」の出荷原則に基づき　一定量の生産物を安定的に生産出荷
し、消費者や市場から信頼されうる産地とする｢拠点産地｣と位置づ
け、現在120産地が認定され、戦略品目の生産拡大を図っている。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
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。

12 2章 189 　花き産出額は、きくや洋ランを中心に昭和55年の23億円か
ら平成７年の159億円へと大きく増加している。
　その後、長引く景気の低迷や輸入切り花との競合による価
格低迷等も影響し、花き産出額は平成10年以降伸び悩み
の傾向にある。

　花き産出額は、きくや洋ランを中心に昭和55年の23億円から平成
７年の159億円へと大きく増加している。特に、小ギクは12月～３月の
冬春期には９割以上シェアを占める全国一の産地となった。
　その後、長引く景気の低迷や輸入切り花との競合による価格低迷
等も影響し、花き産出額は平成10年以降伸び悩みの傾向にある。

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
たわけであるが、その典型的な成功
例が小菊だと思われる。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
いることから、その典型的な品目とし
て特筆すべきであると考える。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見のとおり、追記します。

13 2章 190 20行 木材の乾燥技術や加工技術の向上 原文のとおり 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るが、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と考える。

【原文のとおり】
　木材の乾燥技術については、多様な樹種がある
中、未だ途中段階であると考えており、現行案のまま
としたい。

14 2章 190 22行 内装材 原文のとおり 学童机や各種施設の内装材のところ
で、「内装材(化粧材)」、化粧板、化粧
材という形の表現のほうが細かく分
類して林業生産額が評価できるので
はないか。

【原文のとおり】
　「化粧材」に関係する定義としては、統計分類上
の、「特殊加工した化粧合板」と「天然木化粧合板」
関連すると思われるが、記載内容に適さないため、
現行案のままとしたい。
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15 2章 190 6行 p190　6行目
記載なし

p190　図表2-2-2-6-8
養鶏、酪農の追加記載

p190　6行目
「酪農、養鶏については、農家戸数が減少傾向にあるが、生産性の
向上により産出額についてはとほぼ横ばいで推移している」

畜産については肉用牛と豚の記載は
あるが、酪農と養鶏についても記載し
てはどうかと思う。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
乳は出てくる重要品目であり、生活必
需品で生鮮性が重視される県民に
とっても重要な品目である。

【委員意見を踏まえ修正】
○ご提案をふまえつつ、以下を追記いたします。

○190頁図表2-2-2-26-8
図表「その他」に「乳牛」と「養鶏」を項目にいれ、190
頁・6行目以降に酪農および養鶏に関する追記を検
討いたします。

16 2章 190 1行 p190　1行目
「豚の産出額についても、昭和60年には195億円に達したが、
平成29年では131億円まで減少している。」

p190　1行目
「豚の産出額については、昭和60年には195億円に達し、平成17年
には122億円まで減少したものの、その後は横ばいで推移し、平成29
年には131億円となっている。」

昭和60年以降、下がり続けている印
象を受けるが、実際は平成10年代以
降は減少しているわけではない。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり、豚産出額に係る本文の表記では、
期間がひらきすぎて、推移の実情を示しきれていな
いため、文案のとおり修正したいと考えております。

17 2章 190 19行 畜産の産出額 子牛の取引価格と取引頭数推移の図表の追加 農業産出額のみで農業の現状を言
い表すことは厳しい。畜産の産出額
は「単価」の要因が非常に大きい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり、子牛の取引価格と取引頭数推移の
図表を追加し、分析しています。

18 2章 191 　平成10年頃からはクルマエビ、モズク、海ブドウなどの養殖業
が盛んで、平成11年の漁業産出額247億円のうち…

　平成元年頃からモズク、クルマエビ、海ブドウ及び魚類養殖が盛ん
になり、平成11年の漁業産出額247億円のうち…

平成10年頃からは養殖業が盛んでと
あるが、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。海
面養殖業が該当すると思うが、平成５
年とか３年あたりとほとんど変わらな
い。

【委員意見を踏まえ修正】
漁業産出額に占める養殖業産出額の割合は、平成
に入る頃に２割を超え始めたことから、「平成元年頃
からモズク、クルマエビ、海ブドウ及び魚類養殖が盛
んになり、平成11年の漁業産出額247億円のう
ち・・・」と修正する。

19 2章 192 32行 　森林・林業については、森林資源の持続的かつ多面的な
活用を目的とし、森林の公益的機能の高度発揮や森林保
護管理技術の高度化、・・・・・試験研究に取り組んできた。

　森林・林業については、森林資源の持続的かつ多面的な活用を目
的とし、森林の公益的機能の高度発揮や森林管理技術の高度
化、森林・緑化木の病害虫の効率的、効果的な防除法の確
立、・・・・・試験研究に取り組んできた。

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
確立されていて、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われる
から、「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としての林業の
成果として記載してほしい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見のとおり修正します。
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20 2章 193 41

33

　このため、その安定的な生産は極めて重要であり、適期肥
培管理や機械化の推進、優良種苗の増殖・普及など増産
対策が必要である。また、製糖事業者においては、安定操業
に向け、引き続き経営安定対策を図る必要がある。

　黒糖については、アジアを始めとする海外市場のニーズ・・・・

  このため、その安定的な生産は極めて重要であり、適期肥培管理
や機械化の推進、優良種苗の増殖・普及、生産法人組織の育成
及び作業受託体制の構築など増産対策が必要である。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を図る必要があ
る。

　

　黒糖については、含蜜糖製造事業者の黒糖の安定供給及び販路
拡大対策を図る必要がある。また、アジアを始めとする海外市場の
ニーズ・・・・

・産出額の分析のみでは流通・販売
上の課題が見えない。

・さとうきびの課題の中で、「機械化」
の記載はあるが、これも限界があり、
農家個々も高齢化していくため、個人
個人の生産から、生産・管理を担う
「法人組織」の育成の記述を入れた
方がいい。

【委員意見を踏まえ修正】
・ご指摘のとおり、修正します。

・「生産法人の育成組織の育成」を追記します。

21 2章 193 38 さとうきびは本県の基幹作物であり、県内ほぼ全域で栽培さ
れており、製糖事業者も含め、地域経済を支える極めて重要
な役割を担っている。このため、その安定的な生産は極めて重
要であり、適期肥培管理や機械化の推進、優良種苗の増
殖・普及など増産対策が必要である。

・・経営規模の拡大、競争力の強化を推進する必要がある。

「さとうきびは本県の基幹作物であり、県内ほぼ全域で栽培されてお
り、製糖事業者も含め、地域経済を支える極めて重要な役割を担っ
ている。このため、その安定的な生産は極めて重要であり、担い手へ
の農地の利用集積、適期肥培管理や機械化の推進、優良種苗の
増殖・普及など増産対策が必要である。

・・経営規模の拡大、競争力の強化を推進する必要がある。
　さらに、安定的な農業経営を図るため、品目の複合化についても推
進していく必要がある。

・さとうきび農家が専業が難しけれ
ば、複合経営を推進していくことにも
触れる必要がある。

・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と考
えられ、農地の集積やゾーニングの
必要性について課題として触れる必
要がある。

【委員意見を踏まえ修正】
意見のとおり追記します。

22 2章 193 9行 　具体的には、平成24年度からの農林水産物の流通条件
不利性を低減するための取組として、・・を開始した。
　その結果、・・・・増加している。
　また、本県は、ゴーヤー、きく、マンゴー等の本県農林水産
物の生産振興を図り、多様な流通チャンネルの開拓、・・・・を
図っている。
　さらに、県産農林水産物を活用した加工品・・・・

　具体的には、流通過程での安定供給、品質保持等の集出荷体
制の強化を図るため、これまで県内各地区に集出荷施設を整備し
た。近年では、輸送手段に適した高鮮度保持技術による集出荷施
設を整備し、コールドチェーン化を推進している。
　また、平成24年度からの農林水産物の流通条件不利性を低減す
るための取組として、・・・を開始した。
　その結果、・・・・・増加している。
　また、本県は、生鮮食料品等の取引の適正化と県民への安定供
給を図る観点から、卸売市場の整備にも取り組んでおり、昭和59年
に中央卸売市場青果部を開設、平成9年には、同花き部を併設
し、その後冷蔵配送センターなどの施設を整備するなど機能の強化を
図っている。
　さらに最近では、農林水産物の直売所の整備による地産地消の推
進、多様な流通チャネルの開拓、・・・・を図っている。
　加えて、・・・県産農林水産物を活用した加工品・・・・

集出荷施設や販売施設についてはこ
れまで県の補助で整備してきていて、
卸売市場の整備も行ってきた。また、
農産物・水産物の直売所の整備も進
めてきたことから、その部分について
の記載を入れてはどうかと思う。

「本県」が重複している。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見のとおり、集出荷施設・直売所等の導入実績
を追記します。

　卸売市場における文案として22行目に次の文言を
追加する。
「加えて、本県では、生鮮食料品等の取引の適正化
と県民への安定供給を図る観点から、卸売市場の整
備にも取り組んでおり、昭和59年に中央卸売市場青
果部を開設、平成9年には、同花き部を併設し、その
後冷蔵配送センターなどの施設を整備するなど機能
の強化を図っている。」

左記のとおり文章調整で削除されています。

23 2章 194 34-35 　我が国唯一の熱帯性とされる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及び水産資源の
持続的利用を目指した資源管理型漁業を積極的に推進す
る必要がある。

　温暖で多種多様な水棲生物を育む、熱帯海域の特性を活かした
沖縄型のつくり育てる漁業を推進するため、水産資源を直接放流す
る従来の取り組みに加え、本県海域の環境特性に配慮した栽培漁
業に取り組むとともに、台風等のリスク低減が期待できる陸上養殖を
推進する必要がある。
　また、漁場環境の悪化や乱獲等による資源の減少が懸念されてい
る中、我が国唯一の熱帯性とされる温暖な海域特性や漁場環境に
適した、水産資源の持続的利用のための資源管理型漁業を積極
的に取り組む必要がある。

・もう少し具体的に書くことができない
か。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
くいのではないか。

・養殖漁業の振興を図るため、海ぶ
どうの陸上養殖と同様に、その魚類
版もぜひ支援してほしい。

【委員意見を踏まえ修正】
造礁サンゴ類の種苗生産技術開発や、ヤイトハタの
陸上養殖の実用化研究に取り組んでいることから、
「温暖で多種多様な水棲生物を育む、熱帯海域の特
性を活かした沖縄型のつくり育てる漁業を推進する
ため、水産資源を直接放流する従来の取り組みに加
え本県海域の環境特性に配慮した栽培漁業に取り
組むと伴に、台風等のリスク低減が期待できる陸上
養殖を推進する必要がある。」と修正する。

・上記の質問と一括して回答します。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

24 2章 194 24行 　林業については、高付加価値の木材製品開発、県産木材
のブランド化による需要拡大を図る必要がある。

原文のとおり 内地へ輸出する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への輸出。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
かわるものがある。イジュという木が
あるが、そういうものが内地で輸出で
きればかなり効率よくなるのではない
かと考える。

【原文のとおり】
　リュウキュウマツや広葉樹などの本県の木材は、
重厚で堅硬であることや、木目が美しいなど高く評価
されている。しかし、多様な樹種構成からなる本県森
林からの木材供給体制としては、未確立の部分が多
いため、現行案のままとしたい。

25 2章 194 28-29 　また、生態系保全の観点から、自然環境に配慮した林業
生産活動を推進する必要がある。

　平成25年度に、森林の機能に応じた利用区分や、環境に配慮し
た施業方法の検討などを定めた「やんばる型森林業の推進(施策方
針)」を策定したところであり、引き続き当該方針に基づき自然環境に
配慮した林業生産活動を推進する必要がある。

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
が、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
なり注目されている。世界的に亜熱
帯域というのは乾燥地域だけども、こ
の沖縄の島しょは立派な森林があっ
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ほし
い。

【委員意見を踏まえ修正】
　委員の意見を踏まえ、以下のとおり修正する。
｢　平成25年度に、森林の機能に応じた利用区分や、
環境に配慮した施業方法の検討などを定めた「やん
ばる型森林業の推進(施策方針)」を策定したところで
あり、引き続き当該方針に基づき自然環境に配慮し
た林業生産活動を推進する必要がある。」

26 2章 194 24行 　林業については、高付加価値の木材製品開発、県産木材
のブランド化による需要拡大を図る必要がある。

　林業については、木造住宅の増える中、高付加価値木材製品の
開発、県産木材のブランド化による需要拡大を図る必要がある。

・表現の修正

・最近、沖縄県でも木造住宅が増え
ているが、その点で県産の木材とか
供給を増やしていくことも検討してみ
てはどうかと思う。

【委員意見を踏まえ修正】
・ご指摘のとおり、修正します。

・委員の指摘どおり、2・190・20の「林業について
は、」の次に「木造住宅の増える中」を追加する。

27 2章 194 林業生産活動 原文のとおり 部会では、やんばる型森林業のこと、
環境配慮の林業を行っていることを
強調すべきと発言したが、それに付
加して、「生態系管理」の言葉も加え
る必要がある。

【原文のとおり】
　｢生態系は、林業生産活動のみならず、ノイヌ･ノネ
コ等の外来生物や盗採などその他多くの外的要因に
影響される。林業生産活動のみで生態系を管理する
ことは困難である」との理由から、修正はできないも
のと考える。

28 2章 194 9

30

　パインアップルは、台風等の自然災害にも比較的強く、土地
利用型作物として北部、八重山地域で栽培されているが、
生産農家の高齢化や機械化の遅れなどから生産量が伸び
悩んでいる。
　このため、担い手の育成・確保と農作業受委託組織の育成
などに取り組む必要がある。

　また、消費拡大に向けて、県外市場への販路拡大と併せて
地産地消を推進し、地域経済の好循環を図る。特に、観光
産業と連携した取組の強化が必要である。

　パインアップルは、台風等の自然災害にも比較的強く、土地利用型
作物として北部、八重山地域で栽培されているが、生産農家の高齢
化や機械化の遅れなどから生産量が伸び悩んでいる。このため、担い
手の育成・確保、農業法人の育成、農地の利用集積、共同利用機
械の整備及び利用促進などに取り組む必要がある。

  また、消費拡大に向けて、県外市場への販路拡大と併せて地産地
消を推進し、地域経済の好循環を図る。特に、観光産業と連携した
取組の強化が必要である。

　上記は195ページの30行に記載されています。

・パインアップルにおいても、面積を
増やさないと採算がとれないという世
界なので、法人経営体の育成や農地
の集積の記載も必要と思われる。

・パインアップルは非常に観光との親
和性があると思うので、観光客を増
やすための視点でのパインアップル
の生産振興を考える必要がある。

【委員意見を踏まえ修正】
・農業法人の育成、農地の利用集積を追記します。
・本文の｢農作業受委託組織の育成｣→｢共同利用機
械の整備及び利用促進｣へ修正する。

委員ご指摘の内容については、195ページに課題と
して記載させて頂いています。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

29 2章 194 18行 ～食肉等加工処理施設による供給体制の整備を図る必要
がある。
　また、TPP等の経済連携協定が発効されるなど・・・

～食肉等加工処理施設による供給体制の整備を図る必要がある。
　また、本県は、アジア地域との人・物の交流が活発で、口蹄疫や豚
コレラ、アフリカ豚コレラ等の特定家畜伝染病の侵入リスクが高まった
状態にあり、県及び農家、関係機関等が連携し、特定家畜伝染病
の防疫対策を強化する必要がある。
　さらに、TPP等の経済連携協定が発効されるなど・・・

海外の観光客が増加していることを
踏まえ、豚コレラ、口蹄疫等の家畜伝
染病の防疫体制の強化は必須の項
目と思われるので、そこもしっかり
やっていくというふうに記載が必要と
思われる。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見のとおり、家畜伝染病防疫対策は重要である
ことから、下記の文言を追記します。

｢また、本県は、アジア地域との人・物の交流が活発であ
り、口蹄疫や豚コレラ、アフリカ豚コレラ等の特定家畜伝
染病の侵入リスクが高まった状態にあり、県及び農家、
関係機関等が連携し、特定家畜伝染病の防疫対策を
強化する必要がある。｣

30 2章 194 38行 　農林水産物の安全・安心については、本県が、東南アジア
等のミバエ類の発生地域に隣接し、侵入が常に懸念されてお
り、再発生した場合、果樹類、果菜類を自由に県外出荷す
ることができなくなることから、引き続き再侵入防止防除を実
施する必要がある。

・原文のとおり

　※再侵入防止防除　→　再侵入防止対策　の誤記の修正

近年、ナスミバエという病害虫が問題
になっていて、総点検報告書での記
載を入れるかどうか検討してほしい。

・文言の修正

【原文のとおり】
ナスミバエについては、ウリミバエやミカンコミバエと
異なり、国内では移動規制対象害虫でないため、並
べて記載するのは困難である。しかし、県内各地で
問題となっているため、まん延防止対策について継
続して実施していく。

・ご指摘のとおり、修正します。

31 2章 194 16行 ～亜熱帯性気候の特色を生かしたおきなわブランドを確立す
るとともに・・・

原文のとおり アグーではブランド豚という記載はあ
るが、石垣牛等の肥育牛については
ブランドという位置づけの記載がない
が検討してほしい。
国際化に向けたHACCP対応施設の
整備の記載があるが、八重山の食肉
センターがHACCP対応ではないこと
から、海外への輸出対応ができてい
ないのが現状。そこで石垣牛もブラン
ド牛としての記載をぜひしてほしい。

【原文のとおり】
・194頁・16行目「おきなわブランド」に石垣牛、もとぶ
牛等も包含していると考えており、原案のままとした
いと考えております。

・圏域別展開の八重山圏域において、750ページに｢
石垣牛｣を記載しています。

32 2章 194 31行 　水産業については、漁場環境の悪化や乱獲等による資源
の減少に加え、日台漁業取決め、日中漁業協定に伴う外国
漁船との競合及び魚価の低迷等による厳しい漁業経営が続
いている。

　水産業については、魚価の低迷や漁場環境の悪化、乱獲等による
資源の減少に加え、日台漁業取決め、日中漁業協定による漁業問
題や外国漁船との競合による操業海域の減少、ホテル・ホテル訓練
区域等、米軍への訓練水域提供による操業制限等による厳しい漁
業経営が続いている。

「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。何を競
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
　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
思う。

【委員意見を踏まえ修正】
意見を踏まえ、「日台漁業取決め、日中漁業協定に
よる漁業問題や、ホテル・ホテル訓練区域等、米軍
への訓練水域提供による操業制限」と修正する。

33 2章 194 22行 ～畜産クラスターの仕組みを活用した施設整備など体質強
化対策等を講じる必要がある。

～畜産クラスターの仕組みを活用した施設整備など体質強化対策
等を講じるとともに、市場取引価格や飼料価格の変動が大きいことか
ら、酪農、養鶏を含め引き続き経営安定化対策を図る必要がある。

肉用牛の子牛価格の高止まりという
のは県にとっては望ましいことである
が、そのあおりで乳牛の子牛価格も
高止まりして、濃厚飼料も高止まりし
ている。鶏卵も同様で、経営コスト面
でどう維持していくかについての記載
が必要と思われる。

【委員意見を踏まえ修正】
○ご提案をふまえつつ、以下を追記いたします。

○194頁・22行目以降
「さらに、畜産は市場取引価格や飼料価格の変動が
大きいことから、乳牛、養鶏を含め引き続き経営安定
化対策を図る必要がある。」
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

34 2章 195 30行 流通の課題 また、消費拡大に向けて、県外市場への販路拡大と併せて地産地
消を推進し、地域経済の好循環を図る。特に、観光産業と連携した
取組の強化が必要である。

　上記は195ページの30行に記載されています。

本土市場への輸出を第一主義とした
考え方から、地元の主力産業である
観光とのマッチング、地元の食材の
提供への推進の部分の問題提起を
図る必要がある。

【原文のとおり】
委員ご指摘の内容については、195ページに課題と
して記載させて頂いています。

35 2章 195 23行 その変化に対応した卸売市場に関する取組が必要である。 その変化に対応した卸売市場の機能強化に関する取組が必要であ
る。

意味が分かりにくい。 【委員意見を踏まえ修正】
意見のとおり修正する。

36 2章 196 　本県の第１次産業就業者数は、・・・・が急務となっている。
　このため、女性・高齢者の主体的な経営参画を促進すると
ともに、意欲ある就農希望者を長期的に育成していくため、
技術習得の研修に対する支援の充実、農地確保に係る借り
手と貸し手のマッチング、就農が定着するまでの経営・生活資
金等を支援する必要がある。

　本県の第１次産業就業者数は、・・・・が急務となっている。
　このため、青年層や女性層、農外からの新規参入者等、幅広い層
の担い手の育成・確保に向け、栽培技術や加工技術、販売開拓や
経営管理等の各種研修を充実させるとともに、経験豊富な農業者
の技術やノウハウの伝承・共有体制の構築が必要である。また、農地
確保に係る借り手と貸し手のマッチング、就農が定着するまでの経
営・生活資金等を支援する必要がある。

・いまの農業では若者の姿があまり
見えてこない。外国人の労働力も確
かに大事であるが、沖縄の特に若者
たちが沖縄県に対する夢や希望を
もって、農業や林業等を携わりたいと
思えるような対策、人材育成を強化し
てほしい。

・特に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と思う。

【委員意見を踏まえ修正】
・将来の担い手にとって魅力ある農業の実現のた
め、農業後継者や新規学資者、農外新規参入者な
ど総合的な取組みについて、次期振計へ反映させ
る。

・将来の担い手にとって魅力ある農業の実現のた
め、農業後継者や新規学資者、農外新規参入者な
ど具体的な取組みについて反映させる。

37 2章 196 24行 ・・・、平成22年（2万2,575人）から平成27年（1万9,916人）の
5年間では、約3千人と下げ幅が約2倍と小さくなっている。

・・・、平成22年（2万2,575人）から平成27年（1万9,916人）の5年間
では、約3千人と下げ幅が約半分に縮小している。

意味が分かりにくい。 【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正します。

38 2章 197 39行 農業者の経営規模の拡大に伴う労働力の確保について
は、・・・取り組んでいく必要がある。

農業者の経営規模の拡大に伴う労働力の確保については、・・・取り
組んでいく必要がある。
   一方、農家における農業所得においては、平成24年度に688千円
であり、平成30年度では1,344千円と増加傾向にあるが、全国と比較
して70.5％と低い状況にある。
　そのため、将来の担い手にとって・・・・

農業産出額では、経営費にひっ迫し
ている農家経営体の実態が読み取
れない。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正します。

39 2章 197 30行 ・・・、農業就業人口に占める65歳以上の農家の割合は５割
を超えており、

・・・、農業就業人口に占める65歳以上の割合は５割を超えており、 農家ではなく、農業就業人口ではな
いか？

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正します。

40 2章 221 「離島での後継者対策の分析・記載」についてP594の17行
目に記載

「離島での後継者対策の分析・記載」についてP594の17行目に記載 離島では離農が進み、若い後継者も
いない状況であるので、このところの
分析も必要。

【原文のとおり】
意見にある内容の記載については、離島における新
規就農者等の現状や対策について記載を検討す
る。

41 2章 223 図表2-2-2-9-5 図表を修正 縦軸と横軸が消えているので、入れ
たほうが望ましい。

【委員意見を踏まえ修正】
意見のとおり修正する。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

42 2章 224 27行 　野菜・果樹については、生産規模が小さく、ほ場が分散して
いることから、一定量の安定生産並びに品質の高位平準化
が課題であるため、生産供給体制を強化する必要がある。

　野菜・果樹については、生産規模が小さく、ほ場が分散していること
から、一定量の安定生産並びに品質の高位平準化が課題であるた
め、生産供給体制を強化する必要がある。

　農林水産物の流通対策については、本県は、東京などの大消費
地から遠隔に位置しており、農林水産物の輸送上の不利性を抱えて
いる。特に離島については、本島と比べ流通コストの不利性が大きく、
コスト低減対策に取り組む必要がある。

離島の離島になると農産物を生産し
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。

【委員意見を踏まえ修正】
意見のとおり修正する。
文案として27行目に次の文言を追加する。
「農林水産物の流通対策については、本県は、東京
などの大消費地から遠隔に位置しており、農林水産
物の輸送上の不利性を抱えている。特に離島につい
ては、本島と比べ流通コストの不利性が大きく、コス
ト低減対策に取り組む必要がある。」

43 3章 330 12行 さらに、サンゴについては、オニヒトデの大量発生や農地等から
の赤土等流出、加えて高海水温による白化現象等により甚
大な影響を受けていることから、…

原文のとおり サンゴが減少している原因について、水
質の悪化もサンゴに影響を与えているこ
とが明らかになりつつある。農地からの排
水対策も含めて対策を網羅的に総点
検報告書への記載できないか。

【原文のとおり】
委員のご指摘の内容は、｢陸域・水辺環境の保全｣の
331ページの11行目に農地における対策を記載していま
す。

44 3章 331 5行 　森林病害虫防除対策については、リュウキュウマツの病害虫
対策のため、一括交付金（ソフト）を活用し、保全対象松林と
その他松林に対する総合的な防除を実施している。この結
果、平成29年度の松くい虫による県全体の被害量は2,309立
方メートルで、過去最大の被害が出た平成15年度の４万
3,980立方メートルと比較し、約95％減少した。

　森林病害虫防除対策については、リュウキュウマツの病害虫対策の
ため、一括交付金（ソフト）を活用し、保全対象松林とその他松林に
対する総合的な防除を実施している。この結果、平成30年度の松く
い虫による県全体の被害量は1,073立方メートルで、過去最大の被
害が出た平成15年度の４万3,980立方メートルと比較し、約98％減
少した。

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

45 3章 414 記載無し （成果指標）
防風・防潮林整備面積
　　現状値　559.6 ha（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

46 3章 430 （成果指標）
多面的機能活動取組面積(取組率)
　　現状値　20,914 ha (54％）
                （29年度）

（成果指標）
多面的機能活動取組面積（取組率）
　　現状値　20,880 ha (54％）
                （30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

47 3章 430 18行 多面的機能活動取組面積は、平成22年度の9,402haから、
平成29年度には２万914haに増加しており、いずれも目標値
の達成に向け着実に前進している。

多面的機能活動取組面積は、平成22年度の9,402haから、平成30
年度には２万880haに増加しており、いずれも目標値を達成する見込
みである。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

48 3章 441 16行 　輸送コストの低減及び物流対策の強化については、農林水
産物の輸送コスト低減を図るため、本土向けに出荷する農林
水産物の輸送費の一部を補助した。その結果、当該取組に
よる農林水産物の県外出荷量は、平成25年度の５万300ト
ンから平成29年度には６万4,800トンに増加した。畜産分野で
は、物流対策の強化を図るため、流通保管施設を設置し、
香港を中心としたアジア市場の量販店等向けにプロモーション
活動を実施した結果、県産食肉等の輸出量は平成24年の
26.6トンから平成29年には101トンとなった。

　輸送コストの低減及び物流対策の強化については、農林水産物の
輸送コスト低減を図るため、本土向けに出荷する農林水産物の輸
送費の一部を補助した。その結果、当該取組による農林水産物の
県外出荷量は、平成25年度の５万300トンから平成30年度には６万
4,600トンに増加した。畜産分野では、物流対策の強化を図るため、
流通保管施設を設置し、香港を中心としたアジア市場の量販店等
向けにプロモーション活動を実施した結果、県産食肉等の輸出量は
平成24年の26.6トンから平成30年には181トンとなった。

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

49 3章 485 （成果指標）
沖縄からの農林水産物・食品の輸出額
　　現状値　2,622 百万円
　　　　　　　　（29年）

（成果指標）
沖縄からの農林水産物・食品の輸出額
　　現状値　3,313 百万円
　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

50 3章 485 6行 これらの取組により、沖縄からの農林水産物・食品の輸出額
については、平成29年度に26億2,200万円となっており、目標
値の達成に向けて着実に推進している。

これらの取組により、沖縄からの農林水産物・食品の輸出額について
は、平成30年度に33億1,300万円となっており、目標値を達成した。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

51 3章 511 5行 環境と調和し、かつ経営が維持できる持続的な農林水産業
の振興

原文のとおり 「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。

【原文のとおり】
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。

52 3章 511 9行 　これらの施策を展開した結果、基本施策における「目標とす
るすがた」の状況は、基準年と比較し、農業産出額が81億円
増加し1,005億円、林業産出額が４億円増加し15億円、漁
業産出額が35億円増加し209億円となった。農林水産業産
出額では120億円増加し、1,229億円となった。

　これらの施策を展開した結果、基本施策における「目標とするすが
た」の状況は、基準年と比較し、農業産出額が主にさとうきびと畜産
の生産が増加したことにより81億円増加し1,005億円、林業産出額
がきのこ類生産の増加により４億円増加し15億円、また漁業産出額
がモズク等養殖業生産量の増加により35億円増加し、209億円と
なった。その結果、農林水産業産出額は120億円増加し、1,229億
円となった。

統計データの解析だけでは、実感が伴
わないため。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり追記いたします。

53 3章 511 14-15 さらに、｢第１次産業就業者数｣は4,576人減少しているもの
の、新規就業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。

　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。
　なお、新規就農者数は、毎年目標300名の増加に対し、年平均
333名(H24～30）で推移している。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
「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、新規就農者数の増加の状況も追記し
ます。

54 3章 512 14-19 　農林水産業の振興については、亜熱帯性気候や地理的
特性、多様な地域資源など本県の地域特性を最大限に生
かせる効果的な振興施策を推進し、豊かな自然環境で育ま
れた安全・安心なおきなわブランドを国内外で確立するととも
に、環境と調和し、かつ経営が維持できる持続的な農林水
産業の振興を図る必要がある。
　また、農林水産業の６次産業化など新たな取組により付加
価値を創造するフロンティア型の農林水産業を推進する必要
がある。
　このため、戦略品目の生産拡大による_おきなわブランドの確
立、・・・・、他産業との連携強化などに取り組む必要がある。

　　（前ページと表記が重複するため削除）

　

　本県では、亜熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興を図る
ため、戦略品目の生産拡大によるおきなわブランドの確立、・・・・、他
産業との連携強化など各種施策に取り組んでいる。

前ページの記載とほぼ同じであるため。 【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正いたします。

55 3章 512 20、31 戦略品目の生産拡大による おきなわブランド 戦略品目の生産拡大によるおきなわブランド 半角を空けるかどうかの統一をお願いし
たい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正いたします。

56 3章 512 34行 ゴーヤー等の技術実証展示ほ 原文のとおり 「圃場」の「圃」の漢字の変換 【原文のとおり】
　「圃」は常用漢字ではなく、農業団体等においても
「ほ」として使用されており、そのままの表記とします。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

57 3章 512 36行 　これらの取組などにより、園芸品目の生産量（野菜）は、平
成28年で５万8,025トンと、平成22年と比べて増加している。
一方で、園芸品目の生産量（花き）及び園芸品目の生産量
（果樹）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、目標値の達成に
向けては一層の施策推進が必要である。一方で果樹のマン
ゴーについては、贈答品として人気が高く、平成28年度の生
産量は1,296トン、産出額が20億円前後と安定的に推移して
いる。また、花きについては平成25年以降、トルコギキョウ等の
生産が拡大し、産出額の増加が期待されている。

課題　514ページ 26行目
・・・・栽培施設の整備等が必要である。

　これらの取組などにより、平成29年の園芸品目の生産量（野菜）と
生産量（果樹）は、作付面積、生産量、販売額とも増加基調にある
ものの、すいか、キャベツ等一部重量品目で減少したことから、野菜が
５万8,511トン、果樹が１万6,105トンとなり、平成22年より増加してい
るが、目標値に対し進展遅れとなっている。
　この中で、果樹においては、主力のパインアップルやマンゴー、シー
クヮーサー等多くの品目で増産基調となっている。
　また、園芸品目の生産量（花き）は、主力のきく類において、高齢化
の進展に伴い生産者は減少しているが、一戸あたりの作付面積は増
加傾向にある.。しかし、気象災害による不安定な出荷、輸入品との
競合により全体的な生産量は伸び悩んでいる状況にあり、平成29年
が29万2,492千本となり、進展遅れとなっている。
　

・・・・栽培施設の整備等が必要である。
　特にキクでは、一戸あたりの作付面積が増加傾向にあるため機械
整備による省力化および安定生産性の向上を図るため施設整備の
拡充が必要である。
また、生産拡大が期待されるトルコギキョウについては、高品質安定
生産に係る技術の開発と普及が必要である。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
・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。

・花きについては、課題のほうで記載を追加しています。

58 3章 513 7行 　森林・林業については、持続的な林業生産活動を行うた
め、環境に配慮した森林施業方法の検討、県産木材の利
用拡大、きのこ類の生産施設の整備などを行った。

　森林・林業については、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、持続的な林業生産活動を行うため、環境に配
慮した収穫伐採方法の検討、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、きのこ類の栽培施設の整備な
どを行った。

・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。

・利用拡大のところで具体性がない。

・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。

【委員意見を踏まえ修正】
　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。

59 3章 513 10行 　これらの取組などにより、特用林産物生産量については、平
成27年まで増加傾向にあったが、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こと
などにより、平成29年は1,295トンに減少し、目標値の達成に
向けて一層の推進が必要である。

　これらの取組などにより、特用林産物生産量については、平成27年
まで増加傾向にあったが、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ことなどにより、平成
29年は1,295トンに減少し、目標値の達成に向けて一層の推進が必
要である。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
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。

60 3章 513 26行 …に着目した品種育成と… 原文のとおり 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。

【原文のとおり】
実際には系統選抜して選定しますが、最終的には「イ
ノーの恵み」などの品種として登録しているため、品種育
成が妥当と思われますので、そのままの表記としたい。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

61 3章 513 30行 海面養殖業生産量は・・・しているが、天候等に左右される
面もあるため目標値の達成に向けて一層の推進が必要であ
る。

…環境に配慮した沖縄型のつくり育てる漁業及び水産資源
の持続的利用を目指した資源管理型漁業…

海面養殖業生産量は・・・している。 、天候等に左右される面もある
 ため目標値の達成に向けて一層の推進が必要である。

（天候等に左右されないモズク等の品種育成等の対策を下記の課
題のところで整理する。

514ページ16行目
…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
力向上を図るため、天候に左右されないモズク等の品種育成や養殖
技術の開発・普及等、一層の推進が必要である。また、水産資源の
持続的利用を目指した資源管理型漁業…

・「モズク栽培は」を加えるとより分かりや
すい。

・「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。

・「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。

【原文のとおり】
・ご意見を踏まえ、「天候に左右されないモズク等｣へ修
正し、515ページの課題へ16行目へ移行して整理しま
す。

・ご意見を踏まえ、513頁31行目に以下の文章は、515
ページの課題に移行して整理します。
｢・・・モズク等の品種育成や養殖技術の開発・普及等、
一層の推進が必要である。｣

・上記の意見の内容と一緒に、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を図
るため、天候に左右されないモズク等の品種育成や養殖
技術の開発・普及等、一層の推進が必要である。また、
水産資源の・・・」とします。

62 3章 513 4行 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。」

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。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
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。」

63 3章 513 19行 ・・・平成29年度76.9万トンと基準値を下回っている。 ・・・平成30年度は74.3万トンとなり、進展遅れとなっている。 【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

64 3章 513 3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。

・・・平成30年の家畜頭数は14万79頭となり、進展遅れとなってい
る。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

65 3章 513 30行 海面養殖業生産量は、平成28年で１万6,547トンと基準値と
比較して前進しているが、・・・

海面養殖業生産量は、平成30年で２万3,527トンと目標達成に向け
て進展している。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

66 3章 514 35行 　森林・林業において、やんばるの豊かな森林資源は、きのこ
生産培地や畜産敷料としてのオガコ等としての用途に加え、
木製防風工等の土木用材としても需要が高まっているが、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。

　森林・林業において、森林資源は、きのこの菌床栽培の材料や畜
産施設の敷料としてのおが粉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需要があるが、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、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。

・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。

・「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。

・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。

・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。

【委員意見を踏まえ修正】
　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、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県全体の文章に修正しま
す。

｢森林･林業において、森林資源は、きのこの菌床栽培
の材料や畜産施設の敷料としてのおが粉としての用途に
加え、木製防風工等の土木用材や家具工芸品の材料
としての需要があるが、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、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。」
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

67 3章 514 31行 また、日本が参加する経済連携協定等の新たな国際環境の
もと、県産畜産物及び子牛価格の低迷等が懸念されている
ことから・・・

また、日本が参加する経済連携協定等の新たな国際環境のもと、
県産畜産物及び子牛価格への影響等が懸念されていることから・・・

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。

【委員意見を踏まえ修正】
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。

68 3章 514 28行 　畜産業においては、独自に県優良種雄牛の造成、高能力
の系統造成豚や優良種豚の導入を行い、亜熱帯性気候の
特色を生かしたおきなわブランドを確立するとともに、食肉を安
定的に供給するための体制を確立する必要がある。
　また、日本が参加する・・・

　畜産業においては、独自に県優良種雄牛の造成、高能力の系統
造成豚や優良種豚の導入を行い、亜熱帯性気候の特色を生かした
おきなわブランドを確立するとともに、食肉を安定的に供給するための
体制を確立する必要がある。。また、酪農、養鶏については、酪農の
後継牛の確保や養鶏・養豚の飼料の高止まり等が大きな課題となっ
ており、引き続き経営安定対策等を推進する必要がある。
　さらに、日本が参加する・・・

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。

【委員意見を踏まえ修正】
　ご指摘のとおり、酪農、養鶏の課題・対策の追加記載
について、検討します。
　また、畜産環境問題、家畜伝染病対策は517ページ
の｢農林水産物の安全・安心の確立｣で記載していま
す。

69 3章 514 （成果指標）
園芸品目の生産量
　　現状値
　　野菜　58,025　トン
　　　　　　(28年）
　　花き　300,812　千本
　　　　　　(28年）
　　果樹 14,311 トン
　　　　　　(28年度）

（成果指標）
園芸品目の生産量
　　現状値
　　野菜　58,511　トン
　　　　　　(29年）
　　花き　292,492　千本
　　　　　　(29年）
　　果樹  16,105 トン
　　　　　　(29年）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

70 3章 514 記載無し （成果指標）
拠点産地数
　　現状値　 120 産地
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

71 3章 514 （成果指標）
さとうきびの生産量
　　現状値　 76.9 万トン
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
さとうきびの生産量
　　現状値　 74.3 万トン
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

72 3章 514 （成果指標）
家畜頭数
　　現状値　 142,777 頭
　　　　　　　　　（29年）

（成果指標）
家畜頭数
　　現状値　 140,079 頭
　　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

73 3章 514 （成果指標）
海面養殖業生産量
　　現状値　 16,547 トン
　　　　　　　　（28年）

（成果指標）
海面養殖業生産量
　　現状値　 23,527 トン
　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

74 3章 515 34,35 しかし、県中央卸売市場の取扱量は、通信販売、産地直送
などの農林水産物流通チャネルの多様化を背景に市場外で
の流通が増加しており、青果・花きともに基準値を下回ってい
る。

しかし、県中央卸売市場の取扱量は、通信販売、産地直送、直売
所での販売、量販店の独自流通などの農林水産物流通チャネルの
多様化を背景に市場外での流通が増加しており、青果・花きともに
基準値を下回っている。

・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。

・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。

【委員意見を踏まえ修正】
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。

75 3章 515 1-4行 安定品目の生産供給体制の強化について、さとうきびにおい
ては、農業全体に占める栽培農家数で約７割、畑作における
栽培面積で約５割を占める基幹作物である。特に、離島にお
いては代替が困難な作物であり、地域経済への影響が大き
いことから、安定的な生産を図る必要がある。

安定品目の生産供給体制の強化について、さとうきびにおいては、農
業全体に占める栽培農家数で約７割、畑作における栽培面積で約
６割を占める基幹作物である。特に、離島においては代替が困難な
作物であり、地域経済への影響が大きいことから、機械化の推進や
優良種苗の増殖・普及、生産法人組織の育成及び作業受託体制
の構築など安定的な生産対策を図る必要がある。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
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。

76 3章 515 7行 農作業受委託組織の育成 農作業受委託組織の育成、共同利用機械の整備及び利用促進 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。

【委員意見を踏まえ修正】
　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、共同利用機械
の整備及び利用促進」に修正します。

77 3章 515 30行 P516の（課題と対策）36行目 ・・・・各プロモーション活動を継続して実施する必要がある。
   また、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。
　さらに、近年では、・・・・

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。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見を踏まえ、516頁36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。

78 3章 515 42行 P516の1行目
…の範囲が広がった。

…の範囲が広がった。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図られた。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
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。

79 3章 515 34行 県中央卸売市場の取扱量は、・・・・青果・花きともに基準値
を下回っている。

県中央卸売市場の取扱量は、・・・・青果・花きともに進展遅れとなっ
ている。

成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
指摘のとおり修正する。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

80 3章 516 31～36 このため、卸売市場機能を強化するとともに、国内外の消費
者・市場に信頼される商品として販売・ブランド化を展開して
いくため、独自の市場分析力を強化し、・・・

このため、品質管理及び衛生管理や市場に集荷した農林水産物を
国内外に出荷するなど卸売市場の機能強化を図るとともに、国内外
の消費者・市場に信頼される商品として販売・ブランド化を展開して
いくため、国内外における販売促進イベント、プロモーション及び首都
圏卸売市場の動向調査など独自の市場分析力を強化し、

・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。

・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。

・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。

【委員意見を踏まえ修正】
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」
を追記する。

ご指摘のとおり修正します。
「品質管理及び衛生管理や市場に集荷した農林水産
物を国内外に出荷するなど卸売市場の機能強化を図
るとともに、・・」

・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。

81 3章 516 34行 マーケティング戦略に基づく販売促進活動と定番化を目的とし
た各プロモーション活動を継続して実施する必要がある。

マーケティング戦略に基づく販売促進活動と県産品目の定着を目的
とした各プロモーション活動を継続して実施する必要がある。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
　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。

82 3章 516 30行 物流体制の整備及び輸送コストの低減対策について、輸送
に係るコスト及び時間の負担が他県と比較して大きく、流通
過程における鮮度保持等が課題となっている。

物流体制の整備及び輸送コストの低減対策について、輸送に係るコ
スト及び時間の負担が他県と比較して大きく、流通過程における低コ
スト化及び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。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘の通り修正します。

83 3章 516 36行 また、近年では、鮮度保持技術活用した長期間の船舶輸送
が可能となってきており、輸送コストの削減効果に期待が寄せ
られているが、現状輸送ロットの確保と定期輸送の実現に課
題がある。

また、近年では、鮮度保持技術を活用した長期間の船舶輸送が可
能となってきており、輸送コストの削減効果に期待が寄せられている
が、現状では輸送ロットの確保と定期輸送の実現に課題がある。

・表現の修正

・「現状輸送ロット」では意味が分からな
い。

【委員意見を踏まえ修正】
・ご指摘の通り、「鮮度保持技術を活用した」と修正しま
す。

・ご指摘のとおり修正します。

84 3章 516 （成果指標）
県中央卸売市場の取扱量
　　現状値
　　　　青果　58,159 トン
　　　　花き　43,501 千本
　　　　　　　　 （29年）

（成果指標）
県中央卸売市場の取扱量
　　現状値
　　　　青果　55,574 トン
　　　　花き　39,579 千本
　　　　　　　　 （30年）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

85 3章 516 記載無し （成果指標）
水産卸売市場の取扱量
　　現状値　14,665 トン
　　　　　　　　（29年）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

86 3章 516 （成果指標）
全国シェアが上位３位以内の県産農林水産物の品目数
　　現状値　　19  品目
　　　　　　　　（29年）

（成果指標）
全国シェアが上位３位以内の県産農林水産物の品目数
　　現状値　　19  品目
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

87 3章 516 3行 ・・・平成29年には19品目となっており、目標値の達成に向け
て着実に前進している。

・・・平成30年度には19品目となっており、目標値を達成する見込み
である。

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

88 3章 516 記載無し （成果指標）
食肉加工施設における処理頭数
　　現状値　1,430 頭/日
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

89 3章 516 （成果指標）
甘しゃ糖の産糖量
　　現状値　87,149 トン
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
甘しゃ糖の産糖量
　　現状値　83,996 トン
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

90 3章 516 13行 ・・・平成29年度は気象災害等の影響により減産したため、
甘しゃ糖の産糖量は８万7,149トンと基準値を下回っている。

・・・平成30年度は気象災害等の影響により減産したため、甘しゃ糖
の産糖量は８万3,996トンとなり、進展遅れとなっている。

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

91 3章 516 記載無し （成果指標）
「おきなわ食材の店」登録店舗数
　　現状値　　286 店
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

92 3章 516 記載無し （成果指標）
県産木材の供給量
　　現状値　　8,728㎥
　　　　　　　　（29年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

93 3章 517 1行 に基づき、学校給食、量販店や観光産業と連携し、地産地
消の取組を強化することで

に基づき、学校給食、量販店、飲食店、直売所や観光産業と連携
し、地産地消の取組を強化することで

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。

【委員意見を踏まえ修正】
「量販店、飲食店、直売所や観光産業と連携し、」に修
正します。

94 3章 517 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。

原文のとおり 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。

【委員意見を踏まえ修正】
委員のご指摘については、521ページの｢農林水産技術
の開発と普及｣で整理しています。

95 3章 517 15行 さらに、含蜜糖生産については、沖縄黒糖ブランドの国内外
における認知度は高いものの、需給のミスマッチや安定供給
等への課題があるため、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組が必要である。

さらに、含蜜糖生産については、沖縄黒糖ブランドの国内外における
認知度は高いものの、需給のミスマッチや安定供給等への課題がある
ため、黒糖の安定供給のための品質向上や保管機能の構築並びに
消費者等の信頼と満足度を高めるため、栄養成分や利用方法等の
情報を発信するなど消費拡大へとつなげていくための取組が必要であ
る。

・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。

・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。

【委員意見を踏まえ修正】
・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。

・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。

96 3章 517 33行 　また、農薬の適正使用を推進するために生産者等への講
習会や農薬販売店への立入検査を実施した。

　また、農薬の適正使用に関する講習会を出荷団体に属する生産
者、直売所や卸売市場に出荷する生産者等を対象に幅広く実施し
た。他にも農薬販売店への立入検査を実施した。

農協では安全・安心のシステムが組まれ
ているからいいけど、直売所等の農家が
直接持ち込みの農作物への取り組みの
記載も加えてほしい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり詳しく修正します。

農薬の適正使用に関する講習会を出荷団体に属する
生産者、直売所や卸売市場に出荷する生産者等を対
象に幅広く実施した。他にも農薬販売店への立入検査
を実施した。

97 3章 517 36-41 P517の42行目
…を計画している。

…を計画している。
　水産物については、安全・安心な水産物の安定供給体制を確立
するため、糸満漁港に高度衛生管理型荷捌施設の整備に着手し
た。さらに、モズク及び海ブドウの品質管理マニュアルを作成し、品質
管理方法の周知と技術指導を行った。

・水産物については表示以外に記述が
ない。糸満の施設整備などについて記
述してはどうか。
・県はこれまで水産業に関する安全・安
心に関して取り組んできたので記載する
必要がある。

【委員意見を踏まえ修正】
P517の42行に「水産物については、安全・安心な水産
物の安定供給体制を確立するため、糸満漁港に高度
衛生管理型荷捌施設の整備に着手した。さらに、モズク
及び海ブドウの品質管理マニュアルを作成し、品質管理
方法の周知と技術指導を行った。」を加筆します。

98 3章 517 31行 ・・・平成29年度で7.2％となり目標値の達成に向けて着実に
前進している。

・・・平成30年度で5.2％となり目標値を達成する見込みである。 成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
指摘のとおり修正する。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

99 3章 518 35行 ・・・将来的には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
要がある。

・・・将来的には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る。一
方、食肉センターにおいては、と畜頭数、維持費及び人材の確保等
の経営面での課題があるため、畜産の増頭対策、機能の合理化や
連携強化など、食肉センター運営の健全化に取り組む必要がある。

成果に食肉センターの記載はあるが、課
題及び対策の記載がない。
八重山地区及び宮古地区では新たな
食肉センターが整備されたことにより、畜
産振興に大きな貢献を果たしている。
一方、施設の収支状況を見ると、施設
運営に要する経費を収入で賄うことがで
きないために多額の赤字を計上してお
り、当施設の管理運営主体の財政状
況を悪化させるという事態も発生してい
る。
今後もこの状況が続いた場合、補助事
業で整備した施設の適正な運営と維持
管理に大きな影響を与えるだけではな
く、畜産振興、ひいては地域の農業振
興と地域活性化にも大きな影響を与え
ることが危惧されている。
このため、次期振興計画においてはこの
状況を解決すべき課題として記述する
必要がある。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正案】　p518　37行目から
　「・・・食肉等加工処理施設の整備を推進する必要が
ある。一方、食肉センターにおいては、と畜頭数、維持費
及び人材等の課題があり、経営的に厳しい状況にある。
このため、機能の合理化や連携強化など、食肉センター
運営の健全化に取り組む必要がある。」

100 3章 518 （成果指標）
環境保全型農業に取り組む農家数
　　現状値　1,063 件
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
環境保全型農業に取り組む農家数
　　現状値　1,084 件
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

101 3章 518 4行 これらの取組などにより、環境保全型農業に取り組む農家数
は、平成29年度で1,063件と増加しており、目標値の達成に
向けて着実に前進している。

これらの取組などにより、環境保全型農業に取り組む農家数は、平
成30年度で1,084件と増加しており、目標達成に向けて進展してい
る。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

102 3章 518 （成果指標）
ＧＡＰ導入産地数
　　現状値　　39 産地
　　　　　　　 　（29年度）

（成果指標）
ＧＡＰ導入産地数
　　現状値　　45 産地
　　　　　　　 　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

103 3章 518 9行 これらの取組などにより、GAP導入産地数は、平成29年度で
39産地と増加しており、目標値の達成に向けて前進してい
る。

これらの取組などにより、GAP導入産地数は、平成30年度で45産地
と増加しており、目標値を達成する見込みである。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

104 3章 518 記載無し （成果指標）
総合的病害虫防除体系が確立された作物数
　　現状値　　４　品目
　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

105 3章 518 （成果指標）
生鮮食品表示の未表示店舗の割合
　　現状値　　7.2 ％
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
生鮮食品表示の未表示店舗の割合
　　現状値　　5.2 ％
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

106 3章 519 40-42 …漁業就業者数は、高齢化等により基準値と比べ減少して
いるものの、モズクなど養殖業の新規就業者が増加しているこ
となどから、目標値の達成に向けて着実に前進している。

…漁業就業者数は、高齢化等により基準値と比べ減少しているもの
の、モズクなど養殖業の新規就業者が増加するなどの成果が現れて
いる。

水産業の就業者数は基準値に比べ減
少していて、実際は目標値よりかなり低
く設定されていて達成されていない状態
で、｢着実に前進｣というのは違和感があ
る。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見を踏まえ「・・・減少しているものの、モズクなど養
殖業の新規就業者が増加するなどの成果が現れてい
る。」に修正します。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

107 3章 519 12行 また、特定家畜伝染病の国内への侵入防止対策や危機管
理体制の構築に向けた取組を強化する必要がある。

また、特定家畜伝染病の発生は、畜産経営のみならず地域経済に
重大な影響を及ぼすことから、国と連携した水際防疫や迅速な初動
防疫体制の構築など、家畜伝染病対策の強化が必要である。

石垣等では、観光客も多く、東南アジア
からも多い。東南アジアは口蹄疫や
BSE、豚コレラも緩いところがあり、その
危険性があることから、重要性を強調し
た表記が必要である。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘を踏まえ、以下のとおり修正します。

また、特定家畜伝染病の発生は、畜産経営のみならず
地域経済に重大な影響を及ぼすことから、国と連携した
水際防疫や迅速な初動防疫体制の構築など、家畜伝
染病対策の強化が必要である。

108 3章 519 5-6 　そのため、日頃の農家指導に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ある。

　そのため、日頃の農家指導にGAPの考え方を取り入れ、沖縄県に
おいてＧＡＰ導入農家の育成や認証取得の支援を図る必要がある。

ＧＡＰはブランド化や輸出に取り組む産
地としては必須の取り組みになっており、
各種ＧＡＰを積極的に取りに行くことを
強調して記載する必要がある。

【委員意見を踏まえ修正】
 ご指摘のとおり追記します。

GAPの考え方を取り入れ、沖縄県においてＧＡＰ導入農
家の育成や認証取得の支援を図る必要がある。

109 3章 519 29-32 また、女性の農業経営参画への支援や各関係機関等へ地
域リーダーを担う女性農業士認定の趣旨等を周知し、人材
の育成と発掘を図るとともに、農業経営の規模拡大や多角
化・複合化等に必要となる生産施設・加工施設等の整備に
対する支援等を行っ
た。

また、女性の農業経営参画への支援や各関係機関等へ地域リー
ダーを担う女性農業士認定の趣旨等を周知し、人材の育成と発掘
を図った。さらに、農業経営の規模拡大や多角化・複合化等に必要
となる生産施設・加工施設等の整備に対する支援等を行った。

文章の前半と後半で異なる内容を述べ
ているため、文章を２つに分けてはどう
か。前半は女性を中心とした人材の育
成と発掘に関する内容で、後半は経営
規模拡大と施設整備の支援に関する
内容となっている。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり、修正します。

110 3章 519 33-35 　しかし、高齢化等の影響で、農業就業人口が平成27年に1
万9,916人となるなど、基準値を下回っている。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。

　一方で、農業就業人口については、平成27年に1万9,917人となる
など、進展遅れとなっている。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、各種施策の効果が農業就業人口の減少幅の
縮小にも寄与している。

新規就農者の増加を上回る速度で農
業就業人口が減少している状況の下
で、何を根拠にこのようなことが言えるの
か。

【委員意見を踏まえ修正】
　年間で300名を目標に新規就農者を育成・確保という
ことで取組んでいるが、農家の世代交代を30年とし、平
成22年の農業センサスによる就業農家数5,747戸を前
提に、１戸当たり農業従事者数平均で1.5人を掛けて、
１年で確保すべき新規就農者数300名としおり、10年間
で3,000名の新規就農者の確保が期待できる。しかし、
新規就農者の増加を上回る速度で農業就業人口が減
少している状況では、後半の部分の表記を

「農業就業人口の減少幅の縮小に寄与している」という
表現に修正します。

111 3章 519 33行 しかし、高齢化等による影響で、農業就業人口が平成27年
に１万9,916人となるなど、基準値を下回っている。

しかし、高齢化等による影響で、農業就業人口が平成27年に１万
9,916人となるなど、進展遅れとなっている。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

112 3章 519 27行 新規就農者数（累計）は平成29年で2,049人となり、目標値
の達成に向けて着実に前進している。

新規就農者数（累計）は平成30年で2,331人となり、目標値を達成
する見込みである。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

17



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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

113 3章 520 41行 　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、経営の改善促進、労働環
境の整備を実施するとともに、持続可能な水産業の振興と漁
村の活性化を図るため、担い手を確保し、儲かる漁業による
経営安定化対策を強化する必要がある。

　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環
境に配慮した収穫伐採手法の導入、木材流通体制の強化等による
生産コストの縮減と収益性の向上、及び労働安全指導を実施する。
　水産業の担い手育成については、持続可能な水産業の振興と漁
村の活性化を図るため、担い手を確保し、儲かる漁業による経営安
定化対策を強化する必要がある。

・これは何のことを指しているか分からな
い。木材の材料としての、原料としての
木材産業の林産加工をイメージしてしま
うので、原木の生産についてであれば、
しっかり記載する必要がある。

・経営の改善促進だけではよく分からな
い。

・林業・木材産業と水産業は分けて記
載した方が分かりやすい。

・文書の意味としては、新規就業者を
増やしても、定着率が低くければ意味が
なく、就業者数を増やすことが出来な
い。定着率を上げるには漁業が収入的
にも魅力のある職業となる必要があるの
で、そのために経営安定化対策を強化
する必要があるということを言いたいと思
うが、そのままの文書ではわかりずらいの
で、わかりやすいようにしたほうがよい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘を踏まえ、｢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環境に配慮した収穫伐採手
法の導入等による生産コストの縮減と収益性の向上、
及び労働安全指導を実施する。」と修正します。

・水産関係は、ご意見のとおり修正します。

114 3章 520 5行 耕作放棄地解消面積330ha(47％）を再生利用しており、目
標値の達成に向けて着実に前進している。

耕作放棄地解消面積330haを再生利用したが、進展遅れとなってい
る。

この47％は目標の700haの47％だと思
われるが、耕作放棄地はこれ以上にあ
るから、計画対比ではなく、全体の中で
の割合を示すとより実態が分かると思わ
れる。

・目標値の達成が厳しいと思われるの
で、「目標値の達成は厳しいものの、着
実に前進している。」などの表現にすべ
きではないか。
H22年度からH29年度までの6年間で目
標値の半分にも達していない状況のも
のが、R3年度までに達成できるとは考え
にくい。

【委員意見を踏まえ修正】
・県全体の耕作放棄地は徐々に増えており、それを分母
とすると取組の実態や成果が見えにくくなるため修正が困
難である。そのため、修正文案として、47％の表記を削
除し「耕作放棄地解消面積330ha」と修正します。
・ご指摘のとおり修正します。

115 3章 520 33行 　このため、女性・高齢者の主体的な経営参画を促進すると
ともに、意欲のある就農希望者を長期的に育成していくため、
技術習得の研修に対する支援の充実、農地確保に係る借り
手と貸し手のマッチング、就農が定着するまでの経営・生活資
金等を支援する必要がある。・・・

　また、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。

　このため、意欲のある新規就農者の長期的な育成・確保に向け、
青年層や女性層、農外からの新規参入者等、幅広い層に対する栽
培技術や加工技術、販売開拓や経営管理等の各種研修を充実を
図るとともに、経験豊富な農業者の技術やノウハウの伝承・共有体
制の構築が必要である。また、農地確保に係る借り手と貸し手のマッ
チング、就農が定着するまでの経営・生活資金等を支援する必要が
ある。・・・・

　また、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。

・｢高齢化が課題｣と上で書いて、その次
に｢高齢者の主体的に経営させる｣とあ
るので、少し矛盾を感じる。高齢者が経
営参画を促進する対象者となり得るの
か検討する必要がある。
・若年層や壮年層にターゲットを当てる
積極的な担い手確保の記載が必要。
・高齢化している状況なので、高齢者を
うまく活用するような方策も必要かと思
われる。
どうやって農業所得の向上を図るのか具
体・的な取り組みの記載が必要である。
所得を増やすためには一定の経営管理
能力が必要で、その向上に向けてＪＡで
も簿記の記帳代行を地道にやり、青色
申告も増えている。

【委員意見を踏まえ修正】
　女性や若年層、壮年層の経営参画を促進させる内
容、高齢者の農業参画についての記載について、
　「このため、女性農業者を含む幅広い年齢層からの担
い手の確保に向けた栽培技術、加工・販売開拓や経営
管理等の各種研修の充実や、高齢者等の熟練農業者
の技術やノウハウの伝承・共有体制の構築が必要であ
る。」
に表現を訂正します。

・ご指摘にあった意見を踏まえ、経営管理能力の向上に
向けた具体的な取組内容の追記について検討いたしま
す。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

116 3章 520 31行 　担い手の確保・育成については、地域農業持続性と活性
化を図る上で、・・・・・・・高齢化が課題となっている。

　農業担い手の確保・育成については、地域農業持続性と活性化を
図る上で、・・・・・・・高齢化が課題となっている。

文言の修正 【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり、修正します。

117 3章 520 （成果指標）
漁業就業者数
　　現状値　3,731 人
　　　　　　　　（25年）

（成果指標）
漁業就業者数
　　現状値　3,720 人
　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

118 3章 520 （成果指標）
新規就農者数（累計）
　　現状値　2,049 人
　　　　　　　　（29年）

（成果指標）
新規就農者数（累計）
　　現状値　2,331 人
　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

119 3章 520 記載無し （成果指標）
認定農業者数（累計）
　　現状値　3,941 経営体
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

120 3章 520 （成果指標）
耕作放棄地解消面積（解消率）
　　現状値　330 ha (47％）
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
耕作放棄地解消面積（解消率）
　  現状値　347 ha (50％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

121 3章 520 4行 これらの取組などにより、耕作放棄地解消面積（解消率）に
ついては、平成29年度までに330ha（47％）を再生利用してお
り、目標値の達成に向けて着実に前進している。

これらの取組などにより、耕作放棄地解消面積（解消率）について
は、平成30年度までに347ha （50 ％）を再生利用したが、進展遅れと
なっている。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

122 3章 520 記載無し （成果指標）
農業共済加入率
　　現状値
 　　　畑作物共済：49.5％
　　　　　　　　（30年）
　　　園芸施設共済：19.8％
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

123 3章 521 28

4

農業については、サトウキビ、パインアップルなどの新品種を育
成するとともに新たな育種システムを開発した。

～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。

農業については、サトウキビ(品種：RK97-14等)、パインアップル(品
種：沖農P17等)などの新品種を育成するとともに新たな育種システム
を開発した。

～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。また、本県を代表するアグーブラン
ド豚については、平成26年度まで出荷頭数が増加傾向で推移して
いたが、近年は、横ばいであり、平成29年度は約35,000頭となってい
る。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
　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。

  畜産については、513ページで｢アグーブランド豚｣を記載
為します。

124 3章 521 40行 …水産資源の安定的な活用や生産のため… …水産物の安定的な生産を図るため… ｢水産資源の安定的な活用｣が何を意
味しているか分からない。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見を踏まえ｢水産物の安定的な生産を図るため｣に
修正します。

125 3章 521 37行 森林・林業については、本島北部地域の環境保全に配慮し
た森林管理手法を確立するため、・・・

森林・林業については、本島北部地域の自然環境に配慮した森林
管理手法を確立するため、・・・

環境保全という表記は林業をやる以上
は、一時的にはできないものだと思ってい
るからなじまない。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見のとおり修正します。

19



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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

126 3章 521 38行 森林施業等による環境等への影響調査を実施するととも
に・・・

伐採が森林環境や生物層に及ぼす影響について調査解析等を実
施するとともに・・・

森林施業もいろいろあり、沖縄県は伐
採と森林再生に力を入れていると思うの
で、より具体的な記載が必要。

【委員意見を踏まえ修正】
「環境に配慮した森林管理手法を確立するため、伐採
が森林環境や生物層に及ぼす影響について調査解析
等を実施するとともに・・・」に修正します。

127 3章 521 38-39 松くい虫の天敵昆虫の放飼技術 松くい虫（マツ材線虫病）の天敵放飼技術 松くい虫は｢マツ材線虫病｣というのが正
しい名前で、ここではマツノマダラカミキリ
ではなく、線虫を意味するので正式な名
前での表記が望ましい。

【委員意見を踏まえ修正】
「松くい虫（マツ材線虫病）の天敵放飼技術」に修正しま
す。
松くい虫は線虫を媒介するマツノマダラカミキリを指し、行
政用語として使用されます。今回、天敵昆虫は線虫で
はなく、媒介昆虫であるマツノマダラカミキリの天敵である
ことから、そのまま松くい虫を使用し、併せて病名を併記
することとしました。

128 3章 521 38-39 ・・・放飼技術及び増殖技術の改善・開発を行った。 ・・・放飼技術及び増殖技術の改善・開発を行った。さらに、デイゴの
害虫であるデイゴヒメコバチの天敵昆虫による防除技術の開発や南
根腐病の薬剤防除技術の開発南根腐病の薬剤防除技術の開発、
菌床しいたけの発生不良の原因となる不適樹種の検討を行った。

・松くい虫の天敵昆虫放飼も素晴らしい
技術だが、これ以外の天敵害虫の開発
もあげていく必要があるのではないか。

・クスノキ科のものがキノコの発生拡大を
抑えていることを解明していることから、そ
ういう成果も菌床栽培の発生量を増加
するために菌床の質を議論していること
をきちんと記載してほしい。

【委員意見を踏まえ修正】
・「デイゴの害虫であるデイゴヒメコバチの天敵昆虫による
防除技術の開発や南根腐病の薬剤防除技術の開発」
を追記します。

・「菌床しいたけの発生不良の原因となる不適樹種の検
討」を加えて修正します。

129 3章 521 6行 「農地情報の実態把握及び共有化、あっせん等や耕作放棄
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組を強化する必要がある。」

「このため、農地中間管理事業等を活用し、農地バンクや農業委員
会による農地情報の実態把握及び共有化、あっせん等や耕作放棄
地の再生利用等、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組を強化する必要がある。」

｢あっせん等や｣と簡単に記載している
が、農地バンク事業による流動化対策
による耕作放棄地の解消、マッチング、
集積等を行っていることから丁寧に書い
たほうがいい。
さらに、農地を減らさない取り組みとして
今やるべきことを少し書き込んだほうがい
いと思う。

【委員意見を踏まえ修正】
　ご指摘にあった意見を踏まえ、農地の集積、マッチング
等の具体的な取組について、表記内容を検討いたしま
す。

130 3章 521 16行 また、農林水産物の生産量や価格などは、気象要因の変化
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、収入保険制度の活用等の施策を展開
し、生産者の所得の安定を図る必要がある。

また、農産物の生産量や価格などは、気象要因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、
収入保険制度の活用等の施策を展開し、所得の安定を図る必要が
ある

現状では価格安定対策は野菜のみに
限られると思うが、農林水産物全般に
対象を広げるのか？
また、「農林水産物」と「生産農家」では
齟齬があるため、「農産物」か「生産者」
とすべき。

【委員意見を踏まえ修正】
意見を参考に、以下とおり修正します。「価格安定対
策」については、前段で｢農産物｣の記載があるため、次
に出てくる｢農産物｣は重複するため削除します。

修正案
「また、農産物の生産量や価格などは、気象要因の変
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、収入保険制度の活用等
の施策を展開し、所得の安定を図る必要がある。」

131 3章 521 41
1

P521の41行目
　また、資源管理型漁業の推進を図るとともに、養殖業、漁
船漁業に関する指導や水産加工業に係る支援等を強化し
た。

原文のとおり この前後の文章は技術開発の内容であ
るため、522頁16行目に移動してはどう
か。

【原文のとおり】
水産の普及関係について、13行の｢農林水産技術の普
及と情報システムの整備・強化｣の記載を検討しました
が、農業分野の記載を中心に記載されており内容的に
なじまないため、文章の体裁を考え、水産の試験研究と
普及を一体的に記載します。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

132 3章 522 38-39 さらに、IT等の新技術を活用した生産性の高い技術や省力
化技術を導入し、生産性の向上に取り組んでいく必要があ
る。

さらに、IoT等の先端技術を活用した｢スマート農業｣の導入など、生
産性の高い技術や省力化技術の導入を図り、農林漁業者における
の収益性の向上に取り組んでいく必要がある。

ITスマートのところが少し触れられている
が、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言ってい
て、重要な対策の一つだと思っているの
で、書きぶりの検討が必要。

・農林水産技術の開発と普及のところ
で、｢生産性の向上が必要だ｣ということ
は書かれているが、経済性が確保され
なければその技術は普及しないと思われ
る。

【委員意見を踏まえ修正】
「さらに、IoT等の先端技術を活用した｢スマート農業｣の
導入など、生産性の高い技術や省力化技術の導入を
図り、農林漁業者におけるの収益性の向上に取り組ん
でいく必要がある。」に修正します。

・この表記は、195ページにもありますので、修正します。

133 3章 522 5-6 品種登録数・・・目標値の達成に向けて着実に前進してい
る。

品種登録数・・・目標値を達成する見込みである。 目標値の達成が厳しいと思われるので、
「目標値の達成は厳しいものの、着実に
前進している。」などの表現にすべきでは
ないか。
H22年度からH29年度までの6年間で目
標値の半分にも達していない状況のも
のが、R3年度までに達成できるとは考え
にくい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見のとおり修正します。
なお、品種登録数はH30年度の実績が38件となってい
て、「達成見込み」と修正します。

134 3章 522 4行 消費者等のニーズに合わせて新たな 消費者等のニーズに合わせた新たな 文言の修正 【委員意見を踏まえ修正】
ご意見のとおり修正します。

135 3章 522 （成果指標）
品種登録数
　　現状値　　33 件
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
品種登録数
　　現状値　　38 件
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

136 3章 522 （成果指標）
農林水産技術の試験研究機関による特許等出願件数（累
計）
　　現状値　  30 件
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
農林水産技術の試験研究機関による特許等出願件数（累計）
　　現状値　  30 件
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

137 3章 522 7行 農林水産技術の試験研究機関による特許等出願件数（累
計）は、平成29年度で30件と増加しており、申請予定の技術
も開発されていることなどから、目標値の達成に向け着実に前
進している。

農林水産技術の試験研究機関による特許等出願件数（累計）は、
平成30年度で30件と増加しており、申請予定の技術も開発されてい
ることなどから、目標達成に向けて進展している。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

138 3章 522 （成果指標）
生産現場等への普及に移す研究成果数
　　現状値　 407 件
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
生産現場等への普及に移す研究成果数
　　現状値　 456 件
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

139 3章 522 10行 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件と増加しており、目標値の達成に向け着
実に前進している。

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30
年度で456件と増加しており、目標達成に向けて進展している。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

140 3章 522 記載無し （成果指標）
技術普及農場の設置数（累計）
　　現状値　 634 件
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。
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番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

141 3章 523 7行 森林の有する多面的機能の維持・増進・活用を図るため、森
林管理技術、・・・

維持・増進・活用を図るため、地域の森林生態系に配慮した森林管
理技術、・・・

亜熱帯の林業はまだ技術的・学問的に
確立しておらず、研究機関以外に、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ことをあ
げてほしい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご意見のとおり修正します。

142 3章 523 8行 松くい虫等の病害虫の防除技術 松くい虫（マツ材線虫病）等病害虫の防除技術 番号127と同様。 【委員意見を踏まえ修正】
「松くい虫（マツ材線虫病）等病害虫の防除技術」に修
正します。

143 3章 523 1～2 消費者ニーズに対応した環境保全型農業の確立等に取り組
む必要がある。

食の安全・安心に対する消費者ニーズに対応した環境保全型農業
の確立等に取り組む必要がある。

検証シートでは、生産者のメリット感が
ないとの記載であったが、消費者ニーズ
でのメリット感とはどういうものなのか？

【委員意見を踏まえ修正】
前回の部会では、営農支援課より品目で着目した回答
をしましたが、試験研究での項目ですので、ご指摘のとお
り分かりやすく修正します。

食の安全・安心に対する消費者ニーズに対応した環境
保全型農業の確立

144 3章 523 1行 機能性や加工に関する技術開発 機能性成分の分析や含有の高い系統選抜などの機能性に関する
研究や県産食材の加工に関する技術開発

機能性に関する技術開発とはどういうこ
とか？

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり、｢機能性成分の分析や含有の高い系統
選抜などの機能性に関する研究や県産食材の加工に
関する技術開発に変更します。

145 3章 523 15行 　本県が独自に開発した品種や栽培技術など知的財産を徹
底し保護・管理できるよう生産者と行政等が連携するともに、
生産者が台風や干ばつ等の気象災害や多様化する消費
ニーズに効果的・効率的に対応するためには、現地にあった技
術実証や技術確立等を行い、迅速かつ確かな情報を提供す
る必要がある。

　試験研究機関においては、独自に開発した品種や栽培技術など
知的財産の保護・管理が徹底されるよう、生産者や行政等と連携す
る必要がある。
　一方、普及機関においては、台風や干ばつ等の気象状況に的確
に対応できるようにするとともに、多様化する消費ニーズに効果的・効
率的に対応するため、地域にあった技術実証や技術確立等を行う必
要がある。

台風や干ばつ対策はハード的なもので、
消費者ニーズに対応するというのはソフト
のところだと思うので、一緒くたに表現す
るのに違和感がある。

【委員意見を踏まえ修正】
　ここに記載の台風、干ばつ対策とはハード的なものでは
なく、気象災害リスクを軽減するための気象情報や、対
策情報といったソフト的な対策を示しており、分かりやすく
以下の表現に修正します。
「普及機関においては、台風や干ばつ等の気象状況に
的確に対応できるようにするとともに、多様化する消費
ニーズに効果的・効率的に対応するため、地域にあった
技術実証や技術確立等を行う必要がある。」

　その他、文章上段のところで、「試験研究機関において
は、独自に開発した品種や栽培技術など知的財産の
保護・管理が徹底されるよう、生産者や行政等と連携す
る必要がある。」に併せて修正します。

146 3章 523 36行 　森林・林業生産基盤の整備については、森林の持つ多面
的機能の維持・増進を図るため、過密化した人工林において
除伐等を行った。

　森林・林業生産基盤の整備については、森林の持つ多面的機能
の維持・増進を図るため、収穫後の造林や、過密化した人工林にお
いて除･間伐等を行った。

除伐は目的樹種として植栽した樹種以
外のものを伐採する行為で、間伐は植
栽した目的樹種と同じ樹種を間引く形
であり、除伐・間伐の違いがありますの
で、分けて記載したほうが望ましい。

【委員意見を踏まえ修正】
振興部会で回答したとおり｢除･間伐」に修正する。

147 3章 523 37行 　加えて、土砂流出防止や水源涵養等の公益的機能の発
揮がより求められる森林においては、複層林化のための樹下
植栽を実施した。

　加えて、土砂流出防止や水源涵養等の公益的機能の発揮がより
求められる森林においては、長伐期施業や複層林化のための樹下植
栽を実施した。

樹下植栽は確かに土砂流出防止や水
源涵養の機能を高める行為ではあるの
ですが、それ以外に伐採の期限を長くす
る対応も経済行為としての損失を考え
て必要ではないか。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり「…公益的機能の発揮がより求められる
森林においては、長伐期施業や、複層林化のための樹
下植栽を実施した。　」に修正する
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

148 3章 523 39-41 　これらの取組などにより、造林面積については、荒廃原野等
の要造林箇所が減少しているものの、平成29年度に5,159ha
となるなど、目標値の達成に向けて一層の推進が必要であ
る。

　これらの取組などにより、造林面積については、森林の公益的機能
の維持増進が図られ、平成30年度に5,194haとなるなど目標達成に
向けて進展している。今後は、造成未利用地等の森林整備を一層
推進していく必要がある。

・荒廃原野等の要造林箇所が減少した
ということだけでなく、農地や宅地等の開
発された場所が中止となり造林が必要
な「造林未済地」での造林が進んでいな
いということも記載する必要があるのでは
ないか。平成29年度はこうだったので、
達成に向けての推進が必要だということ
を端折らないできちっと書く必要がある。

・この文章は何が言いたいかよくわからな
い。要造林箇所が減少しているから
5,159haにとどまったと言いたいのか、それ
とも減少しているけれども5,159haに増え
たということが言いたいのか、補足が必要
である。

【委員意見を踏まえ修正】
　ご指摘を踏まえ、39行目からの文書を以下のとおり修
正する。
「これらの取組などにより、造林面積については、森林の
公益的機能の維持増進が図られ、平成30年度に
5,194haとなるなど目標達成に向けて進展している。今
後は、造成未利用地等の森林整備を一層推進していく
必要がある。」

149 3章 523 28行 これらの取組などにより、かんがい施設整備量（整備率）は平
成29年度で１万8,831ha（48.8％）と、基準値より前進してい
るものの、・・・目標値の達成に向けて一層の推進が必要であ
る。

これらの取組などにより、かんがい施設整備量（整備率）は平成30年
度で１万8,942ha（49.1％）となっており進展遅れとなっている。今後
は、・・・一層の推進が必要である。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

150 3章 523 39行 造林面積については、・・・、平成29年度に5,159haとなるな
ど、目標値の達成に向けて一層の推進が必要である。

造林面積については、・・・、平成30年度に5,194haとなるなど目標達
成に向けて進展している。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

151 3章 524 31-38 また、老朽化の・・・長寿命化対策、近年増加傾向にあ
る・・・防災減災対策、就農人口の・・・管理費用軽減等、社
会情勢の・・・必要である。

　また、老朽化の進行した農業用施設における地域の営農形態等
の実情に対応した長寿命化対策や、近年増加傾向にある局地豪
雨等天災に対する防災減災対策、高齢化や労働力不足に対応し
た管理省力化や管理費用軽減等、社会情勢の変化に対応した新
たな取組も必要である。

・「戦略的」とは何なのか分かりにくい。

・この表記はいわんとするところが捉えにく
い。就農人口の推移とは、高齢化のこと
なのか、人口動態的な動きを言っている
のだと思うが、分かりづらい。
・「社会情勢の変化に対応した新たな
取り組み」が具体性にかける。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正します。

152 3章 524 1-15 　水産業生産基盤の整備と漁場環境の保全については、こ
れまで重点的に整備してきた南大東漁港において基本施設
が完成し、平成31年２月に供用を開始した。その他、主要な
漁港を中心に、台風等荒天時における漁船の安全係留を可
能とする防波堤や防風施設等の整備を行った。

原文のとおり 漁業施設等の記載は台風等荒天時の
話なども詳細に記載されていて、大変い
いと思う。アーサやモズクなどの栽培漁業
の施設整備については触れなくていいの
か。
また、栽培漁業での種苗の生産につい
てもここで記載しなくてもいいのか。

【原文のとおり】
栽培漁業については、第３章３（７）ア　おきなわブランド
の確立と生産供給体制の整備　で記載しています。

153 3章 524 42行 　森林・林業生産基盤の整備については、本島北部及び八
重山地域の森林の適正な整備及び保全・管理を図るととも
に、中南部地域の荒廃原野などにおける森林の早期復旧が
必要である。

　森林・林業生産基盤の整備については、本島北部及び八重山地
域の森林の適正な整備及び保全・管理を図るとともに、中南部地域
の荒廃原野などにおける早期の森林再生が必要である。

森林を復旧するという意味が分かにく
い。

【委員意見を踏まえ修正】
振興部会で回答したとおり｢早期の森林再生が必要で
ある。」に修正する。

154 3章 524 36行 農家の経営安定を図るため、農地の整形や集積化、営農施
設等の整備が必要である。

原文のとおり
（p515からの｢流通・販売・加工対策の強化｣で記載する。）

左記の営農施設等の「等」に入っている
のかもしれませんが、経営の安定を図る
ためには、営農施設だけでなく、集出荷
施設や貯蔵保管施設や販売施設も重
要だと思いますので、少し追記してはどう
かと思う。

【原文のとおり】
基盤整備に関する記載にあたるため、集出荷施設や貯
蔵保管施設、販売施設は、p515からの｢流通・販売・加
工対策の強化｣で記載する方向で整理しています。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

155 3章 524 記載無し （成果指標）
農業用水源施設整備量（整備率）
　　現状値　24,133 ha（62.5％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

156 3章 524 （成果指標）
かんがい施設整備量（整備率）
　　現状値　18,831 ha（48.8％）
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
かんがい施設整備量（整備率）
　　現状値　18,942 ha（49.1％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

157 3章 524 記載無し （成果指標）
ほ場整備量（整備率）
　　現状値　20,615 ha（62.8％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

158 3章 524 （成果指標）
造林面積
　　現状値　5,159 ha
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
造林面積
　　現状値　5,194 ha
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

159 3章 524 記載無し （成果指標）
流通拠点漁港の陸揚岸壁の耐震化量（整備率）
　　現状値　1,384 m (80％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

160 3章 524 （成果指標）
漁船が台風時に安全に避難できる岸壁整備量（整備率）
　　現状値　5,765 m （73％）
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
漁船が台風時に安全に避難できる岸壁整備量（整備率）
　　現状値　5,808 m （73％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

161 3章 524 5行 漁船が台風時に安全に避難できる岸壁整備量（整備率）
は、平成29年度で5,765ｍ（73％）と増加しており、目標値の
達成に向けて着実に前進している。

漁船が台風時に安全に避難できる岸壁整備量（整備率）は、平成
30年度で5,808ｍ（73％）と増加しており、目標値を達成する見込み
である。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

162 3章 524 （成果指標）
更新整備された浮漁礁数（更新整備率）
　　現状値　 35 基　（49.3％）
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
更新整備された浮漁礁数（更新整備率）
　　現状値　 56 基　（79％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

163 3章 524 12行 更新整備された浮魚礁数（更新整備率）は、平成29年度で
35基（49.3％）と増加している。一方で、漁業者調整なども丁
寧に行う必要があることから、目標値の達成に向けては一層
の施策推進が必要である。

更新整備された浮魚礁数（更新整備率）は、平成30年度で56基
（79％）と増加しており、目標値を達成する見込みである。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

164 3章 525 34行 アジアなど海外への展開については、県産農林水産物の海
外展開において、海外市場のニーズ調査や多様な販売ルー
ト開拓、プロモーションの強化等に取り組むとともに、那覇空港
の国際物流ハブ化や香港の流通保管施設の設置等に取り
組んだ。

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、那覇
空港の国際物流ハブ化や香港の流通保管施設の設置等に取り組
んだ。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
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。

165 3章 525 31行 グリーン・ツーリズムにおける交流人口は、平成29年度で11.6
万人と増加しており、目標値の達成に向けて着実に前進して
いる。

グリーン・ツーリズムにおける交流人口は、平成29年度で11.6万人と
増加しており、目標値を達成する見込みである。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

166 3章 525 37行 沖縄からの農林水産物・食品の輸出額は、平成29年で26億
2,200万円と増加し、目標値の達成に向けて着実に前進して
いる。

沖縄からの農林水産物・食品の輸出額は、平成30年で33億1,300
万円と増加し、目標値を達成した。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

167 3章 525 23行 ６次産業化関連事業者の年間販売額は、平成29年度で
244億4,400万円と増加し、目標値の達成に向けて着実に前
進している。

６次産業化関連事業者の年間販売額は、平成29年度で261億
3,000万円と増加し、目標値を達成した。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

168 3章 526 20行 あわせて、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。

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。

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。

【委員意見を踏まえ修正】
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。

169 3章 526 24行 　また、本県では、夏場の高温、台風等の気象条件下で葉
野菜類の生産が困難であることから、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必
要がある。加えて、施設整備・運営に係るコスト低減や栽培
技術を確立することが必要である。
　さらに、冬場は県内産の露地栽培の葉野菜類が多量に流
通することから、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。

　また、本県では、夏場の高温、台風等の気象条件下で葉野菜類
の生産が困難であることから、植物工場の導入が検討されたが、その
導入にあたっては、近年IoT等を活用したスマート農業の動向を踏ま
えながら、施設整備・運営に係るコスト低減、栽培品目・技術を確
立し、経営の安定化を図る必要がある。

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。

・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。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘の通り、修正します。

｢栽培品目の検討を図るこで経営の安定化を図る｣こと
を追加し、後段の｢さらに、・・・必要がある｣の文章を上
記の文章に包含させています。

170 3章 526 （成果指標）
グリーン・ツーリズムにおける交流人口
    現状値　11.6 万人（29年度）

（成果指標）
グリーン・ツーリズムにおける交流人口
    現状値　11.6 万人（29年）

【総合部会意見】
年度→年へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
指摘のとおり修正する。

171 3章 526 （成果指標）
沖縄からの農林水産物・食品の輸出額
　　現状値　2,622 百万円
　　　　　　　　（29年）

（成果指標）
沖縄からの農林水産物・食品の輸出額
　　現状値　3,313 百万円
　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

172 3章 526 記載無し （成果指標）
県産畜産物の海外輸出量
　　現状値　　181 トン
　　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

173 3章 526 記載無し （成果指標）
沖縄型植物工場の導入品目数
　　現状値　　8　品目
　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

174 3章 526 40行 記載なし （成果等）
このほか、太陽光を活用した沖縄型植物工場の農業経営導入に向
けて、栽培体系、栽培品目の選定等調査及び栽培実証試験等を
実施し た結果、沖縄県における植物工場導入における課題等を整
理した。

【総合部会意見】
P526の成果指標に沖縄型植物工場の
導入品目数現状値を加えることにより、
P525にも成果の部分を追記する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

175 3章 526 （成果指標）
６次産業化関連事業者の年間販売額
　　現状値　24,444 百万円
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
６次産業化関連事業者の年間販売額
　　現状値　26,130 百万円
　　　　　　　　（29年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
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別紙１

176 3章 526 記載無し （成果指標）
６次産業化関連事業の従事者数
　　現状値　4,800 人
　　　　　　　　（29年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

177 3章 588 25行 これらの取組を推進してきたが、さとうきび生産量（離島）につ
いては、農家の高齢化等に伴う農家戸数の減少、気象災害
や夏植面積割合の減少などにより、平成29年度に61.9万ト
ンと、基準値より下回っている。

これらの取組を推進してきたが、さとうきび生産量（離島）については、
気象災害や農家の高齢化等に伴う農家戸数の減少、生産量全体
に占める夏植面積割合の減少、管理不十分となった株出し等におけ
る単収の低下などにより、平成30年度は61.6万トンと進展遅れとなっ
ている。

・株出しが増えてきているのは宮古など
に顕著にみられるわけであるが、それが
量の減少の要因の１つなのか。宮古で
は株出しで量が増えたという実績がある
ことから、この部分の表現が適切なのか
どうか確認をお願いしたい。
・生産量が減っているのは、実は高齢化
によって管理作業ができなくなってきてい
る、農家のパワーが落ちてきているのが
背景にあるので、そういうところも少し触
れた方がいいと思う。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正します。
なお、減産要因としては、気象災害の他、宮古島の株
出し作付への移行に伴う夏植面積割合の減少が生産
量全体に影響していること、管理不十分となった株出し
等における単収の低下等が挙げられることから、左記のと
おり示しています。

なお、第４章の677ページの12行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

178 3章 588 31-32 また市場から遠隔地である不利性を解消するため、平成24
年から一括交付金(ソフト）を活用し、野菜、果樹、花き、水
産物の輸送コストの一部を補助した。

また市場から遠隔地である不利性を解消するため、平成24年から一
括交付金(ソフト）を活用し、野菜、果樹、花き、水産物の輸送コスト
の一部を補助した。その結果、補助事業者の県産農林水産物の県
外出荷量の増加に着実に繋がっており、農林漁業者の生産意欲も
高まり、再生産に向けた設備投資など、農林水産物の生産振興に
寄与している。

不利性解消事業は大きく評価している
ところがあり、特に生産者の心理的な面
で非常に大きい効果がある。
この事業の成果なり、本県において大き
く寄与しているところを書いたらどうか。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正します。

なお、第４章の677ページの19行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

179 3章 588 13-14 － 原文のとおり（追加なし） 離島の特徴である米については、全体
的に一切触れていない。どこかで触れる
必要があると思われる。

【原文のとおり】
　沖縄２１世紀ビジョン基本計画及び実施計画におい
て、水稲に関する記載がないため、今回の総点検では
検証することはできません。
　しかし水稲は、離島を支える特色ある作物であることか
ら、次期振計のなかでどのような形で盛り込むか検討しま
す。

180 3章 588 33-36 園芸品目生産量（花き）（離島）については、平成22年の
4,600万本から、平成27年には4,925万本へ増加したものの、
園芸品目生産量（野菜）（離島）は、気象災害などにより、基
準値から減少している。

園芸品目生産量（果樹）では、平成22年度の4,214トンから平成30
年度の4,612トンへ増加しており、目標値を達成する見込みである。
園芸品目生産量（野菜）では、平成30年が9,752トンで、基準値より
114トン減少しているものの、重量野菜が減少し、高単価の軽量野
菜が増加したことにより産出額は増加している。

野菜については、輸送のことを考えると、
軽量高単価のものが不利性は小さいと
思うので、そういうものを振興していくこと
が重要であると思う。
現実にトウガンなどの重量野菜が減っ
て、軽量野菜が増えているということです
ので、単に重量が増えている、減ってい
るよりも金額がどうなのかも重要と思うの
で、成果指標のところでは書きにくいかも
しれないが、文章中にそれを盛り込んで
はどうかと思う。

【委員意見を踏まえ修正】
　意見のとおり、文章中に果樹の生産量が増加したこと
に加え「軽量野菜が増え、重量野菜が減少しているこ
と」、「産出額は増加していること」を記載する。

なお、第４章の677ページの21行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

181 3章 589 （成果指標）
さとうきび生産量（離島）
　　現状値　61.9 万トン
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
さとうきび生産量（離島）
　　現状値　61.6 万トン
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

182 3章 589 記載無し （成果指標）
家畜頭数（離島）
　　現状値　54,750 頭
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。
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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）に対する修正意見審議結果一覧（農林水産業振興部会）

番
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別紙１

183 3章 589 （成果指標）
園芸品目生産量
　　現状値
　　野菜　  9,866 トン
　　　　　　 (28年）
　　花き　 49,252 千本
　　　　　　 (27年）
　　果樹    4,214 トン
　　　　　　 (27年度）

（成果指標）
園芸品目生産量
　　現状値
　　野菜　  9,752 トン
　　　　　　 (29年）
　　花き　 46,229 千本
　　　　　　 (29年）
　　果樹    4,612 トン
　　　　　　 (29年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

184 3章 589 記載無し （成果指標）
農業用水源施設整備量（整備率）（離島）
　　現状値　18,107 ha（69.6％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

185 3章 589 （成果指標）
かんがい施設整備量（整備率）（離島）
　　現状値　14,505 ha（55.8％）
　　　　　　　　（29年度）

（成果指標）
かんがい施設整備量（整備率）（離島）
　　現状値　14,601 ha（56.1％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

186 3章 589 3行 かんがい施設整備量（整備率）（離島）は、平成29年度で１
万4,505a（55.8％）となっている。基準値より前進はしている
が、・・・・目標値の達成に向けて一層の推進が必要である。

かんがい施設整備量（整備率）（離島）は、平成30年度で１万
4,601ha（56.1％）と目標達成に向けて進展している。今後は、・・・・
一層の推進が必要である。

【総合部会意見】
成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

なお、第４章の677ページの32行目も同じ文章があるの
で、実績値の修正をします。

187 3章 589 記載無し （成果指標）
ほ場整備量（整備率）（離島）
　　現状値　13,866 ha（65.7％）
　　　　　　　　（30年度）

【総合部会意見】
成果指標はすべて記載する必要がある
ため、追加する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

188 3章 589 36行 離島・過疎地域の農業を支えるさとうきびの振興については、
さとうきびが離島・過疎地域において重要品目であり、地域の
経済社会において重要な位置を占めていることから、安定的
な生産のため、担い手の育成・確保、機械化推進による作
業の省力化、優良種苗の供給等を図る必要がある。

離島・過疎地域の農業を支えるさとうきびについては、生産農家の高
齢化の進行や担い手の不足、また定住人口の減少などを背景に労
働力の確保が重要な課題となっている。また、地域経済において重
要な位置を占めていることから、安定的な生産のため、担い手の育
成・確保、機械化推進による作業の省力化、優良種苗の供給、生
産法人組織の育成及び作業受託体制の構築など安定的な生産対
策を図る必要がある。

担い手のところで、高齢農家がリタイアし
た後は誰が担い手になるかというと、生
産法人である。いろいろな品目との複合
経営も必要であるし、製糖工場が出資
しての生産法人も必要である。場合に
よってはJAの作業受託など。新しく主体
となるところに対する支援の記述が必要
だと思う。
今が転換期にあるんだというところが分か
るような表現が必要である。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正します。

なお、第４章の678ページの５行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

27
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号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

189 3章 590 ・・・地域協議会など生産体制の構築、農地の利用集積、
生産基盤の整備、農業共済等の加入促進などに取り組むほ
か、地力増進対策、干ばつ対策等を推進する必要がある。

地域協議会など生産体制の構築、農地バンクを活用した農地の利
用集積、生産基盤の整備、農業共済等の加入促進などに取り組む
ほか、地力増進対策、干ばつ対策等を推進する必要がある。

・さとうきびに関しては、離島で基幹作物
で重要であるといっているが、現状では、
いよいよ高齢化が最終盤に差し掛かっ
ていて離農が始まっている。今までどおり
の機械化だけの取り組みでは、あと５年
から10年で衰退してしまうのではないかぐ
らいの状況にきている。
今までやってきたような生産の形を変え
ていかないとキビ作は維持できなくなる。
このため何が大事かというと、農地であ
る。農地バンクの事業も活用して農地の
集積にもっと力を入れていかないといけな
い。
・中山間地域等に耕地が放置された場
合、いろいろ弊害が出てくるので農地の
集積は進めてほしい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のあった意見を踏まえ、以下のとおり修正します。
【修正案】P590　1行目から
「地域協議会など生産体制の構築、農地バンクを活用
した農地の利用集積、生産基盤の整備・・・」

なお、第４章の678ページの13行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

190 3章 590 20行 農林水産物の流通対策の強化については、家畜の輸送体
制強化や流通施設の整備、輸送コスト低減等、農林水産
物の流通条件の不利性解消に引き続き取り組む必要があ
る。

農林水産物の流通対策の強化については、県外出荷における輸送
費の一部を補助する事業を実施することにより、補助事業者の県外
出荷量の増加がみられ、農林漁業者の生産意欲も高まり、再生産
に向けた設備投資など、農林水産物の生産振興に寄与している。そ
のため、輸送コスト低減や家畜の輸送体制強化や流通施設の整備
など農林水産物の流通条件の不利性解消に引き続き取り組む必
要がある。

ここもさらっと書いているが、番号8と同
様、この事業の貢献度合いをもう少し考
慮してはいかがかと思う。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり修正します。

なお、第４章の678ページの33行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

191 3章 590 26行 防風・防潮林の整備・保全等を計画的に・・・ 原文のとおり 農地保全や宅地保全のための防風林・
防潮林と、島全体を囲む海岸防災林と
は少し意味が違うので、この辺をもう少し
限定して書く必要があるのではないか。

【原文のとおり】
農地保全や宅地保全のための防風林・防潮林を表し、
そのままの表記とさせていただきます。

なお、第４章の678ページの39行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

192 3章 590 28行 ・・・防風・防潮林の整備・保全等を計画的に推進する必要
がある。

・・・防風・防潮林の整備・保全等を計画的に推進する必要がある。
　また、スマート農業の導入に対応した農地の大区画化等の整備や
ICTを用いた水管理省力化技術の導入など、農業農村整備への活
用の検討を進める必要がある。

ＩＴスマート農業に対応するために、ほ場
の整形はまた必要と思われるので、それ
に関する記述もお願いしたい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり追記します。

なお、第４章の678ページの40行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

193 3章 590 18行 定時・定量・定品質の出荷ができる拠点産地の形成を支援
する必要がある。
　農林水産物の流通対策の強化については、・・・

定時・定量・定品質の出荷ができる拠点産地の形成を支援する必
要がある。
　畜産業については、肉用牛は好調に推移しているものの、農家戸
数が減少しており、担い手の育成・確保対策が必要である。また、酪
農、養豚、養鶏については、飼養頭羽数が減少傾向であることから、
生産性の向上や経営安定対策の強化を図る必要がある。
　農林水産物の流通対策の強化については、・・・」

離島はこれまでさとうきび中心のところが
多いが、サトウキビだけでは厳しくなってき
ているので、畜産や園芸作物をもっと増
やしてく必要がある。畜産については、肉
用牛、繁殖牛経営については好調であ
るが、豚だけではなくて、それ以外の酪
農や養鶏についても厳しくて、宮古は酪
農がなくなってしまっているので、そのあた
りはどうしていくのかもきっちり書き込んで
ほしい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘を踏まえ、離島における養豚、酪農および養鶏振
興に係る課題、対策等の記載について検討します。

なお、第４章の678ページの離島の表記も同様に追記し
ます。
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194 3章 592 35-41 　これらの一体的な取組などにより、毎年約100人の新規就
農者の育成・確保され、離島における新規就農者数（累計）
については、平成29年で833人となり、目標値の達成に向けて
着実に推進している。

　これらの一体的な取組などにより、毎年約100人の新規就農者の
育成・確保され、離島における新規就農者数（累計）については、平
成30年で966人となり、目標値を達成する見込みである。
　なお、小規模離島については、新規就農者数が横ばいないし減少
傾向にある。
  林業の担い手・後継者の育成・確保については、林業機械の操作
等の研修受講や作業用具の購入等の一部支援に取り組んでいる。
  水産業の担い手・後継者の育成・確保については、新規漁業就業
者を対象にした、漁業経費の一部支援に取り組んだ。その結果、離
島における若手漁業者の確保が進んでいる。

・沖縄本島も含めて離島地域の林業に
ついての新規就農者は幾らかいると思う
ので、林業、水産業のことも書く必要が
ある。

・新規就農者が着実に増加しているとあ
るが、宮古・八重山の本島側と周辺離
島、あるいは本島の周辺離島は全然違
うのではないか。例えば、毎年100人、あ
るいは累計で833人、これは離島ごとの
実績はあるのか。

・宮古や八重山はブランド品があって、
新規就農者も来ると思われるが、小さい
離島では、新規就農者の若い人たちが
来れない。高齢化、農家減少に伴い、
農地の遊休化が増える状況が考えられ
る。次のビジョンで小さいな離島での対
策をどうしていくのか。ある意味、宮古、
石垣の大きな離島以外の離島をもう少
し分析してくれないと評価が難しいと思
う。

【委員意見を踏まえ修正】
　離島地域の林業については、ご指摘どおり、｢林業の
担い手・後継者の育成・確保については、林業機械の
操作等の研修受講や作業用具の購入等の一部支援
に取り組んでいる。｣を追記します。併せて、新規就農者
数についても最新値へ修正します。
　また、「水産業の担い手・後継者の育成・確保について
は、新規漁業就業者を対象にした、漁業経費の一部
支援に取り組んだ。その結果、離島における若手漁業
者の確保が進んでいる。」を加筆します。
　
　離島ごとの実績はあり、各地区ごとで新規就農者に関
する各種施策について、「農でグッジョブ推進協議会」が
開催され、離島の地域における新規就農者の現状・課
題についても検討を行っている。現状は、宮古本島や石
垣本島では、さとうきび・肉用牛を中心に、久米島では、
花卉・肉用牛を中心に新規就農者が着実に増加してい
る。小さい離島では、高齢化や農家の減少をはじめ、新
規就農者等への住居確保が困難であり、新規就農者
数は現状維持又は減少傾向となっていることを踏まえ、
修正します。

なお、第４章の680ページの30行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

195 3章 593 （成果指標）
離島における新規就農者数（累計）
　　現状値　  833 人
　　　　　　　　（29年）

（成果指標）
離島における新規就農者数（累計）
　　現状値　  966 人
　　　　　　　　（30年）

【総合部会意見】
最新値へ修正する。

【委員意見を踏まえ修正】
左案のとおり修正する。

196 3章 594 19行 ・・・今後も継続して離島の新規就農者数を確保するため、
特に非農家出身のうち青年層において、営農可能な整備を
行った上で、新規就農予定者への資金の交付や、経営技術
向上を支援する必要がある。また新規就農者が、経営者とし
て農業を始める前に、地域において農業を経験していること
で、円滑な農用地の確保に資することから、従業員として就
農する雇用就農を推進する必要がある。

・・・今後も意欲のある新規就農者の長期的な育成・確保に向け、
青年層や女性層、農外からの新規参入者等幅広い層に対する担い
手の育成・確保に向けた栽培技術や加工技術、販売開拓や経営
管理等の各種研修の充実を図るとともに、経験豊富な農業者の技
術やノウハウの伝承・共有体制の構築が必要である。
　また、新規就農者の農地確保や資質向上を図るためには雇用就
農を推進する必要がある。そのため、多様な担い手を確保するため、
自営の他、雇用就農の促進を図ることが重要であることから、受け皿
となる農業法人の育成を図るとともに、就農希望者とのマッチングを図
る取り組みが必要である。

・この雇用就農というキーワードは何に対
してのものなのか。製糖工場の従業員と
してのものなのか、農業生産法人に対し
て従業員として入っていったらどうかという
ことなのか、受け皿が少し見えづらい。少
し具体的に記載したほうがいい。
また、新規就農者を雇って経営採算を
とれている生産法人は離島ではあまりい
ないのではないかと思われる。その育成
も必要と思われる。

・この部分が一番確保しにくいところで
あって、前回の資料では、農業の担い
手として女性の就農者を活用するとか、
さらにリタイアしたぐらいの人など高齢の
方たちを活用してという表現があったこと
から、そこにも広げておく必要がある。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘のとおり、幅広い就農者、雇用就農と農業法人
の記載を追加し、修正します。

なお、第４章の681ページの37行目も同じ文章があるの
で、同様に修正します。

197 3章 653 39行 新規就農者数（累計）は、基準値の244人から平成29年には
2,049人となり、目標値の達成に向けて着実に前進している。

新規就農者数（累計）は、基準値の244人から平成30年には2,331
人となり、目標値を達成する見込みである。

成果指標の修正に伴い、本文も修正
する。

【委員意見を踏まえ修正】
指摘のとおり修正する。

198 3章 654 （成果指標）
新規就農者数（累計）
　　現状値　 2,049 人
　　　　　　　　（29年）

（成果指標）
新規就農者数（累計）
　　現状値　 2,331 人
　　　　　　　　（30年）

最新値へ修正する。 【委員意見を踏まえ修正】
指摘のとおり修正する。
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号 章 頁 行 報告書（素案）本文 修正文案　最終 理　　　由　　　等 審　議　結　果　（案）

別紙１

199 3章 655 15行 記述なし 農業における外国人材の活用については、第３章　521ページ　10行
目について、
｢農業者の経営規模の拡大に伴う労働力の確保については、外国
人材等の活用も含め 、国の法改正の動向を踏まえながら取り組んで
いく必要がある。｣と記載されています。

　建設産業分野では、県内人材の育
成だけでは間に合わず、労働力は不足
している。そのため外国人労働力の導
入も検討する必要がある。外国人労働
力の活用については、土木・建築業だけ
でなく、農業、福祉、観光(リネン業含
む)分野においても明記する必要があ
る。

【委員意見を踏まえ修正】　農業における外国人材の活
用については、第３章　521ページ　10行目に下記のとお
り記載しています。
原文｢農業者の経営規模の拡大に伴う労働力の確保
については、外国人材の活用も含め、国の法改正の動
向を踏まえながら取り組んでいく必要がある。｣

なお、すでに法が改正されたので、「国の法改正の動向
を踏まえながら」は削除して修正しています。
同じ表記が、197、283、225、521、590、594、678にあ
るので、同様に修正します。

200 4章 692 8行 　物流体制の整備及び輸送コストの低減対策については、県
外出荷量及び出荷時期の拡大を図るため、本土向けに出荷
する県産農林水産物の輸送費の一部を補助した。これらの
取組により、県外出荷量は平成25年度の５万298トンから平
成29年度には６万4,764トンに増加した。また畜産分野では
物流対策の強化を図るため、流通保管施設を設置し、香港
を中心としたアジア市場の量販店等向けにプロモーション活動
を実施した結果、県産食肉等の輸出量は平成24年の26.6ト
ンから平成29年には101トンとなった。

　物流体制の整備及び輸送コストの低減対策については、農林水
産物の県外出荷量及び出荷時期の拡大を図るため、本土向けに出
荷する農林水産物の輸送費の一部を補助した。その結果、当該取
組による農林水産物の県外出荷量は平成25年度の５万298トンから
平成30年度には６万5,113トンに増加した。また畜産分野では物流
対策の強化を図るため、流通保管施設を設置し、香港を中心とした
アジア市場の量販店等向けにプロモーション活動を実施した結果、県
産食肉等の輸出量は平成24年の26.6トンから平成30年には181トン
となった。

【総合部会意見】
最新値へ修正及び一部文言修正す
る。

【委員意見を踏まえ修正】
指摘のとおり修正する。

201 3章 732 16行 　さらに、水産物生産基盤の整備として、漁船の安全係留を
可能とする防波堤や防風施設等の整備を行ったほか、平成
30年度には南大東漁港（北大東地区）が供用開始された。

　水産業については、漁協等と連携し高付加価値化を図るための商
品開発に取り組んだ。また、近海魚介類の資源管理方策を策定し、
持続的利用に向けた取組を実施するとともに、漁業取締船「はやて」
による巡視等、漁場秩序維持に取り組んだ。
　さらに、水産物生産基盤の整備として、老朽化した漁港・漁場施
設の維持更新整備を計画的に行うため、17漁港で機能保全計画を
策定し、12漁港で保全対策工事を実施するとともに、耐用年数を迎
えた浮魚礁９基を更新した。また、防波堤の強化や防風施設等の整
備を行ったほか、平成30年度には南大東漁港（北大東地区）が供
用開始された。

左記の取り組みについて、北部、中部、
宮古、八重山地区の圏域別展開に記
載があるが、南部地区がない。南部地
区は当然、水産物の流通拠点なので
重点地区ということで、衛生管理型の施
設整備があると記載されているだけでな
ので、４地区と同様に記載してほしい。

【委員意見を踏まえ修正】
ご指摘を踏まえ、16行目に「水産業については、漁協等
と連携し高付加価値化を図るための商品開発に取り組
んだ。また、近海魚介類の資源管理方策を策定し、持
続的利用に向けた取組を実施するとともに、漁業取締
船「はやて」による巡視等、漁場秩序維持に取り組ん
だ。」を加筆します。

　「さらに、水産物生産基盤の整備として、老朽化した
漁港・漁場施設の維持更新整備を計画的に行うため、
17漁港で機能保全計画を策定し、12漁港で保全対策
工事を実施するとともに、耐用年数を迎えた浮魚礁９基
を更新した。また、防波堤の機能強化や防風施設等の
整備を行ったほか、平成30年度には南大東漁港（北大
東地区）が供用開始された。」と修正する。

202 3章 741 14行 離島の食肉センターの課題 原文のとおり（追記なし） 宮古食肉センターを整備した、宮古牛
のと畜解体が可能となってよかった、セン
ターの機能充実につながっている、これ
は本当ですか。経営はむしろ悪化してい
るのではないか。経営の維持継続は可
能か。
これについては、豚について触れないと分
かりにくくなる。豚の頭数がいないと食肉
センターが維持できない。ただ豚の増頭
対策を検討する場合、豚舎の整備が
必要で、これを周辺の地域に人たちの
承諾を得るのは大変である。次のビジョ
ンで豚をどうするのか検証してもらいた
い。

【原文のとおり】
食肉センターの課題については、全県の食肉センターで
の共通課題であるため、圏域別のところでは記載せず、
第３章で記載することとします。
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