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令和元年度沖縄県振興審議会 

第５回農林水産業振興部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年11月11日(月)13:30～15:50 

２ 場 所 沖縄県教職員共済会館 八汐荘 

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   

  委  員 上原  亀一  沖縄県漁業協同組合連合会代表理事会長   

  専門委員 具志  純子  沖縄県生活協同組合連合会副会長理事   

  専門委員 嵩原  義信  沖縄県農業協同組合中央会常務理事   

  専門委員 谷口  真吾  琉球大学教授   

  専門委員 山城  隆則  沖縄県中央卸売市場協会会長   

 

  (欠席)  

  専門委員 宮城  園子  沖縄県農業協同組合女性部会長   

  専門委員 立原  一憲  琉球大学教授   

 

 【事務局等】    

  農林水産部：長嶺農林水産部長、新里農政企画統括監、新垣班長(農林水産総務課)、 

        玉木主任技師(農林水産総務課)、下地流通・加工推進課長、 

        平田森林管理課長、玉城園芸振興課長、島川農政経済課  

企 画 部：平良班長(企画調整課) 

    

   

１.沖縄県振興審議会 第５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)】 

 定刻１時半となりましたので、これより沖縄県振興審議会第５回農林水産業振興部会を
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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。 

 それでは早速、審議に入りたいと思いますが、本日、宮城園子委員、立原一憲委員につ

きましては、御都合により御欠席となっております。 

 続きまして、資料の確認をお願いいたします。お手元の次第にあります配付資料一覧を

御確認ください。 

 まず、沖縄県振興審議会第５回農林水産業振興部会次第。 

 沖縄県振興審議会第５回農林水産業振興部会配席図。 

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

振興部会調査審議結果報告書(案)。 

 別紙１ 沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書に対する修正意見

審議結果一覧。 

 別紙２ 重要性を増した課題及び新たに生じた課題の一覧。 

 別紙３ 自由意見の一覧。 

 資料２ 第４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３ ＳＤＧｓと沖縄21世紀ビジョン基本計画の関係。 

 参考資料 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)抜粋版と

なっております。 

 以上の９資料となります。よろしいでしょうか。 

 それでは、議事に入ります。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、皆さん、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。 

 本日の審議事項次第にあります(1)沖縄 21 世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点

検報告書(素案) 農林水産業振興部会調査審議結果報告書(案)について事務局より説明を

お願いします。 

 (2)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) 



 3

   農林水産業振興部会調査審議結果報告書(案)について 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 それでは、本日の審議事項について説明いたします。本日はこれまでの審議結果をとり

まとめたお手元の資料１、農林水産業振興部会調査審議結果報告書(案)について御審議い

ただくこととしております。なお、本報告書(案)については、本日の部会の後、正副部会

長会議に諮った上で沖縄県振興審議会に提出することとなっております。 

 １ページをお開けください。こちらが報告書の目次、構成となっております。記載項目

や体裁については各部会共通、統一のものとなっておりますのであらかじめ御了承くださ

い。 

 まず構成ですが、１ 本報告書の位置づけから、２ 農水産業振興部会の概要、３ 農

水産業振興部会における調査審議結果の３つの柱立てとなっております。本日の審議につ

いては、初めに１の位置づけ、２の概要について御確認いただいた後に、３の調査審議結

果の別紙１から別紙３について審議いただく流れを予定しております。 

 ２ページ、本報告書の位置づけです。本報告書は、沖縄県振興審議会において諮問され

た農林水産業振興部会における調査審議結果をとりまとめたものである。 

 次に、農林水産業振興部会の概要です。(1)農林水産業振興部会は、沖縄県振興審議会運

営要綱第２条の規定により、農林水産業等に関することを所掌することとされている。 

 次に、(2)農林水産業振興部会の調査審議箇所については、まず復帰後の50年間を外観し

た第２章 沖縄振興の現状と課題のほうで分野別の検証として、(1)沖縄らしい優しい社会

の構築のア 環境保全や、(2)強くしなやかな自立型経済の構築のカ 農水産業振興から、

３ページのケ 離島振興などが対象となっております。 

 次に、平成24年度からの沖縄21世紀ビジョン基本計画期間内の検証となる第３章 成果

と課題及びその対策では、１の(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、４ページの２の(4)のイ 災害に強い県土づくりと防災体制の強化、３の(7)

のア おきなわブランドの確立と生産供給体制の整備からキ フロンティア型農林水産業

の振興などが対象となっております。 

 ５ページ、そのほか本県固有の課題ごとに整理した第４章の２の(6)農林水産業の振興、

各圏域別に成果、課題を整理した第５章が対象となっております。 

 ７ページ、これまでの部会の開催実績でございます。本年７月24日の第１回部会以降、

８月22日に第２回、９月17日に第３回、10月10日の第４回と４回にわたって先ほどの所掌
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箇所を御審議いただきまして、本日の第５回部会でのとりまとめとなっております。 

 ９ページ、なお、この報告書の最後には、３ 部会における調査審議結果として、これ

から御審議いただきます(1)総点検報告書に対する修正意見としての別紙１ 修正意見審

議結果一覧、次に(2)重要性を増した課題及び新たに生じた課題として、特定すべき事項を

抽出した別紙２、(3)自由意見として、上記(1)、(2)以外の意見をとりまとめた別紙３を添

付する形となる予定であります。 

 以上が調査審議結果報告書(案)の構成等の説明となります。ここまでで御意見がござい

てましたらお願いいたします。 

 特にないようでしたら、引き続き調査審議結果の別紙１から説明に入らせていただきた

いと思います。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいまの件につきまして何か御意見などがありますでしょうか。よろしいですか。 

 では、引き続いてよろしくお願いします。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 別紙１をごらんください。修正意見審議結果一覧について御説明します。 

 こちらはこれまでいただいた報告書に対する修正意見について報告書のページ順に整理

したものであります。表の左から該当箇所の章、頁、行と現行の報告書(案)の抜粋、１つ

飛びまして理由等として、現行文案に対する各委員からの意見、次に、審議結果(案)とし

て、意見に対する県の対応方針が記載されており、本日はその対応方針を踏まえた表中央

の修正文案について御確認いただきたいと思います。 

 ごらんのとおり対象が200カ所以上となっておりますため、時間の関係上、恐縮ですが主

なものを抽出する形で説明させていただきたいと思います。なお、その他につきましても

本部会以降、お気づきの点や御意見等がございましたらお手数ですが、事務局まで御連絡

いただきますようよろしくお願いいたします。 

 参考資料報告書冊子とあわせてごらんください。 

 １ページの３番、農林水産業の全体表記としまして、農林漁業産出額などについての意

見です。理由等では、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状況にある。振興計画の議論をするのであれば、そういっ

たところにも着目しておく必要があるのではないか。という意見です。こちらの対応は、
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主要な経済指標の動向として、第２章の社会経済フレームの動向、314ページに県内総生産

における第１次産業の動向を記載しておりますので、そこで対応させていただきたいと考

えております。 

 ７番、農林水産業の基盤整備の水産基盤関連の現状に関する修正意見です。原文では、

漁場については、沿岸漁場整備開発計画の間において、魚類の蝟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。それに対する意見

として、意味が少し不鮮明なので再考が必要ということで修正意見が出ております。こち

らについて修正を加えた案となります。漁場については、沿岸漁場整備開発計画の間にお

いて、魚類の蝟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。という修正意見としております。 

 ８番も同じく基盤整備関連の記述についての追記の意見です。農地防風林や海岸防災林

についてです。沖縄の島しょ環境では基盤整備の中の防風林というのは大事な項目だと思

うので追加してほしい。それに対して、現行文案に追記する形で修正意見としております。

森林整備については、森林の多目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。と追記しております。 

 ２ページの12番、沖縄ブランドと生産供給体制の強化の現状の花きについての追記の意

見です。189ページの１行目をごらんください。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。の箇所の記述に対しての追

記の御意見です。沖縄県は野菜と花については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､冬春期については全国の９割以上を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。という御意見です。こちらについて追記す

る形で、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。という文言を追記しております。 

 13番の190ページも同じく生産供給体制の強化の現状の森林についての修正意見です。木

材の乾燥技術や加工技術の向上によりの部分です。こちらについて御意見です。沖縄の木

材の乾燥技術は最近革新的な、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る。を

記述していただきたい旨の対応です。審議結果では、木材の乾燥技術については、多様な
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樹種がある中、まだ途中段階であると考えており、現行案のままとしたい。ということで、

修正文案については原文のとおりの意見としているところです。 

 ３ページ、15番も同じく生産供給体制の強化の畜産関係についての現状の追記に対する

意見です。190ページの６行目に追記する形で検討しているところです。畜産については酪

農と養鶏についても記載してはどうかという御意見です。修正案として、畜産の最後の部

分に追記する形で、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ほぼ横ばいで推移している。というところを追記予定としており

ます。 

 ４ページの20番、193ページの40行目あたりの記述です。生産供給体制の強化の課題のさ

とうきびの安定生産についての追記の意見です。原文では、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。こちらについて御意見です。さとうきびの課題の中で機械化の記載はあるが、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

れたほうがいい。もう１つの意見は、産出額の分析のみでは流通・販売上の課題が見えな

い。こちらに対しての修正意見は、193ページの追記では、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。というところを追記しております。 

 195ページの33行目です。追記する形として、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。という文言を追記しております。 

 22番、193ページ、流通販売加工対策の強化の現状の記述に対する追記です。原文では、

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。という部分

です。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

部分についても記載を入れてはどうかという追記の意見です。それを踏まえて193ページの

９行目以降に追記する形で入れております。修正文案です。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、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
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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。という形で追加させていただいておりま

す。 

 23番は生産供給体制強化に関する水産業の課題についての修正意見です。原文では、我

が国の熱帯性とされる温暖な海洋性気候を生かし、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。

こちらについての修正意見です。もう少し具体的に書いていただきたい。もう１つが、養

殖漁業の振興を図るための魚類版についても支援してほしい。という意見です。それを踏

まえての修正意見です。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。という修正

意見とさせていただいております。 

 ５ページの25番、194ページの28行目以降です。同じく生産供給体制の強化に関する林業

の課題の記述についての修正意見です。原文では、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、環境に配慮したやんばる型新

林業を構築された。これは我々日本森林学会の中でも大変評価が高い。環境に配慮するよ

うな伐採面積を小さくして伐採して修復した場所を早く再森林化するような技術を確立し

た方向でやんばる型森林業のことをもう少し強く反映してほしい。という意見です。それ

に対する修正文案は、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。という修正

文案とさせていただいております。 

 28番、194ページの９行目、こちらも生産供給体制の強化に関するパインアップルの課題

に対する記述の追記の意見です。現行文案は、パインアップルは、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

託組織の育成などに取り組む必要がある。こちらの文案に対する御意見です。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
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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。

という意見です。こちらを踏まえた修正意見です。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。という文言を追記しております。また、観光との親和性につきましては、流通販売加

工における課題としまして、観光との連携強化について記載しておりますので、そちらで

かえさせていただきたいと考えております。 

 ６ページの29番、194ページの18行目です。畜産の生産供給体制の強化に関する課題への

追記の意見です。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等の経済連携協定の原文のところです。こち

らに対しての御意見です。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。修正文案では、19行目と20行目の間に追記する形を

予定しております。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。という

文言を追記する予定としております。 

 32番も同じく水産の供給体制の強化についての課題への追記です。194ページの31行目で

す。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。こちらについての御意見です。日台漁業取決め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｡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。こういった書きぶりを少し検討してもらったほうがいい。また、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ころもあるので、競合というだけで少

し表現を検討いただけないかという御意見です。これに対して、少し構成を見直しまして、

前段を環境変化、後段を操業制限という形で修正しております。修正文案です。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。 

 33番、194ページの22行目です。畜産の課題に対する追記の意見です。畜産クラスターの
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仕組みを活用した施設整備など体質強化対策を講じる必要がある。こちらについての御意

見です。肉用牛の子牛価格の高止まりしている。濃厚飼料も高止まりしている状況です。

また、鶏卵も同様で、経営コスト面をどう維持していくかについての記載が必要と思われ

る。修正意見です。後段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。文言を追記しております。 

 ７ページの38番、こちらは第１次就業者数の課題への追記の御意見です。197ページの39

行目、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。こちらについての御意見で

す。農業産出額では、経営費に逼迫している農家経営体の実態が読み取れない。という意

見がございましたので、こちらに追記する形で記載しておます。一方、農家における農業

所得においては、平成24年度に68万8,000円であり、平成30年度では134万4,000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。を追加しております。 

 ８ページの42番、224ページの27行目です。離島の野菜・果樹等の生産についても流通上

の課題への追記の意見です。離島の離島になると農産物を生産しても出荷が非常に厳しい

ところがありますので、出荷をどうしていくかについてもしっかり検討する必要がある。

それを踏まえまして、27行目に追記しております。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、本県と比べて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。文言を追記しております。 

 ９ページの53番、こちらからは第３章になります。511ページの14行目あたりです。原文

です。第１次産業就業者数は4,576人減少しているものの、新規就農者数が増加しているこ

となどから、目標値の達成に向けて順調に増加している。この部分への意見です。就業者

数は減少しているのに、「順調に増加している」の意味がよくわからない。との御意見です。

こちらについての修正文案は、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。 

 10ページの57番、512ページの36行目あたりです。生産供給体制の園芸品目の記述に関す

る修正意見です。原文です。園芸品目の生産量(野菜)は、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)と(果樹)については、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、という部分です。こちらについての御意見です。生
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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。こちらについての修正です。まず数値のほうです。現行の28年という数

字から直近の29年の数値への変更とあわせて修正しております。まず、平成29年の園芸品

目の(野菜)、(果樹)は、作付面積、生産量、販売額とも増加基調にある。一部重量品目で

減少したことから、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)については、高齢化の進展に伴い生産者は減少しているが、１戸当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、進展遅れとなっている。との記述としております。 

 59番、513ページの８～10行目あたりです。林業の生産供給体制の成果に関する記述の修

正意見です。特用林産物生産量、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減少してい

る。という記述です。これに対しての意見です。生産数の調整が行われたか、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。との御意見です。こちらを踏まえまして、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で減少している。目標値の達成に向けて

一層の推進が必要である。との修正文案としております。 

 11ページの61番、513ページの31行目です。水産業の生産供給体制の成果に関する記述の

修正意見です。「モズク栽培は」を加えるとよりわかりやすい。「一層の推進」は漠然とし

ている。天候に左右されな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。

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。それを踏まえまして、修正文案では、514ページ

り16行目の課題に追記する形で反映したいと考えております。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。という文言を追記しており

ます。 

 13ページの74番、流通販売加工対策の成果についての修正意見です。34行目の部分、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
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背景に青果・花きともに基準値を下回っている。についての御意見です。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。について分析して記載していただきた

いという意見です。これを踏まえて修正文案です。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

背景に青果・花きともに基準値を下回っている。という修正意見とさせていただいており

ます。 

 75番、生産供給体制のさとうきびに関する追記です。515ページの１～４行目です。さと

うきびについては、農業全体に占める栽培農家で約７割、畑作における栽培面積で５割を

占める基幹作物である。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。の部分についての御意見です。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

交代というところで、安定生産を確保するためには法人化というところが必要だと思われ

る。という御意見です。こちらについては後段に追記する形で考えております。修正文案

です。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

安定的な生産を図る必要がある。 

 14ページの80番、516ページの31～36行目の流通販売加工対策の課題についての追記です。

原文では、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。こちらについて

の御意見です。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。強化するだけではわ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。それを踏まえての修正意見です。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、というところに追記しております。 

 15ページの95番、517ページの15行目です。流通販売加工対策の課題についての修正です。

含蜜糖生産の認知度は高いものの、需給のミスマッチや安定供給への課題があるため、消

費拡大へとつなげていくための取り組みが必要である。という文言に対しての修正意見で
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す。黒糖は消費者に対する直接供給割合が小さいことから、安定需要の確保が必要との視

点で考える必要がある。安定供給に課題がある以上は、消費拡大に結びつく文章表現を少

し工夫する必要がある。それに対しての修正文案です。含蜜糖生産については、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り組みが必要である。 

 16ページの99番、518ページの35行目、農林水産物の安全安心の課題についての追記です。

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。こちらについての御意見です。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。施設の収支状況を見ると、当該施設の管理運営

主体の財政状況が厳しい事態も発生している。こちらについても課題として記述する必要

があるという御意見です。こちらについて追記する形で修正文案としています。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。 

 17ページの107番、519ページの12行目です。安全安心の課題、家畜伝染病関連の修正意

見です。現行文案です。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

向けた取り組みを強化する必要がある。これについての御意見です。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。こちらで修正する形で残しております。

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番は、安全安心の課題、ＧＡＰについての修正意見です。原文です。沖縄県において、

ＧＡＰ導入農家の育成を図る必要がある。こちらについての御意見です。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となっており、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。これに対して追記する形でしております。

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。という修正

意見としています。 

 110番、519ページの33行目以降です。担い手の育成・確保における農業就業人口の成果
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に関する修正です。原文です。農業就業人口、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、就業人口に

も寄与することが見込まれる。こちらについての御意見です。新規就農者の増加を上回る

速度で就業人口が減少している状況の下で、何を根拠に就業人口の寄与するということが

言えるのか。こちらについて進展遅れであることを明記した上で、新規就農者確保の取り

組み効果を記述する内容に修正しております。修正文案です。農業就業人口については、

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。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。 

 18ページの115番、担い手の育成・確保の課題についての修正意見です。520ページの33

行目です。原文です。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、定着までの経営・生活資金等を支援する必要がある。

こちらについての御意見です。「高齢化が課題」と上で書いて、「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。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。また、農業所得の向上を図る上で一定の経営管理能力が必要である。

というものも書くべきではないかという御意見です。修正文案です。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。 

 20ページの129番、521ページの６行目です。担い手の育成・確保の課題に係る農用地の

利用集積に関する追記です。原文です。農地情報の実態把握、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り組み

を強化する必要がある。こちらについての御意見です。「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。農地を減らさないための取り組みとして、今やるべきことを少し書き込んだほ

うがいいと思う。こちらについての修正文案です。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り組み
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を強化する必要がある。 

 21ページの132番、522ページの38～39行目です。技術開発と普及の課題のＩＴ等の技術

活用に関する修正意見です。原文です。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。こちらについての御意見

です。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。「生産性の向上が必要だ」

ということが書かれているが、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。修正文案です。ＩｏＴ等の新技術を活用した「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収益性の向上に取り組んでいく

必要がある。 

 23ページの151番、こちらは基盤整備の項目です。基盤整備の農業生産基盤整備の課題に

ついての修正意見です。524ページの38～40行目です。老朽化の進行した農業用施設におけ

る戦略的な長寿命化対策や、近年増加傾向にある局地豪雨天災に対する防災減災対策、就

農人口の推移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

取り組みも必要である。という原文です。これに対しての意見は、「戦略的」とは何なのか

わかりにくい。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

るのかわかりづらい。「社会情勢の変化に対応した新たな取り組み」が具体性に欠ける。こ

れを踏まえた修正文案です。老朽化の進行した農業用施設において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

たな取り組みも必要である。 

 24ページの164番、525ページの34行目です。フロンティア型農林水産業の項目です。ア

ジアなど海外への展開に関する追記です。原文です。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、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、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。こ

ちらについての御意見です。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。こちらは内容の修正を兼ねて修正して

おります。修正文案です。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
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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。 

 26ページの178番、こちらから離島の特色を生かした農林水産業の振興の部分です。離島

の農林水産業の流通不利性の成果に関する追記の意見です。588ページの31行目です。原文

です。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。これに対しての御意見です。

不利性解消事業は大きく評価しているところであり、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。修正文案です。24年から一括交付金を活用し、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

に着実につながっており、農林漁業者の生産意欲も高まり、再生産に向けた整備投資など、

農林水産物の生産振興に寄与している。 

 179番も同じく離島の農林水産業の成果に関する追記の意見です。離島の特徴であるお米

について、全体的に触れていない。触れる必要があると思われる。こちらについての審議

結果です。21世紀ビジョン基本計画及び実施計画において、現行は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、次期振計の中でどのような形で盛り込むか検討します。原文

のとおりとさせていただきたいと考えております。 

 180番は、離島の農林水産業の振興の流通不利性の取り組みの成果に関する修正意見です。

588ページの33～36行目です。原文です。園芸品目生産量(花き)については、平成22年から

平成27年には4,925万本へ増加したものの、(野菜)については気象災害などにより基準値か

ら減少している。御意見です。野菜については、軽量高単価なものが不利性は小さいと思

うので、そういうものも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なので、単純に重量の増減ではなく、

金額も重要なのではないか。文章中にそれを盛り込んではどうかと思う。それに対しまし

て、現行文案の27年から直近の30年への実績値の修正も兼ねて修正文案としています。園

芸品目の生産量(果樹)では、平成22年から平成30年の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。 

 29ページの194番、592ページの39行目です。離島を支える人材育成の新規就農者数の成
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果に関する修正意見です。毎年約100人の新規就農者の育成・確保がなされ、離島における

新規就農者数(累計)については、平成29年度833人となり、目標値の達成に向けて着実に推

進している。これについての御意見です。新規就農者が着実に増加しているとあるが、離

島の本島側と周辺離島は状況が違うのではないかと。また、小さい離島では新規就農者の

若い人たちが来れない。次のビジョンでは小さい離島での対策をどうしていくのかも分析

していく必要があるのではないか。そちらについての対応です。宮古・石垣地区では、さ

とうきび・肉用牛を中心に新規就農者が着実に増加している。これらの一体的な取り組み

などにより、毎年100人の新規就農者の育成・確保がなされ、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、最新の実績値を使っております。966人となり、目標

値を達成する見込みである。なお、比較的小規模な離島については、新規就農者数が横ば

いないし減少傾向にある。 

 30ページの201番、こちちは第５章、圏域別展開、南部圏域の水産業に対する追記の意見

です。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どの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ということなので、４地区と同様に記載してほしい。それについて

の修正意見です。水産業については、近海魚介類の資源管理方策を策定し、持続的利用に

向けた取り組み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。さらに基盤整備としまして、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が供用開始された。という修正文案とし

ております。 

 駆け足でございましたが、別紙１の結果一覧の説明は以上となります。御審議をよろし

くお願いいたします。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの件につきまして御意見はありますでしょうか。いかがでしょうか。 

【谷口専門委員】 

 誤字脱字があります。玉木さんに伝えていたつもりだったのですけれども直っていませ

ん。別紙１の22ページの142番、「マツ材線虫病」の「マツ」はカタカナではなく漢字だと
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いう話をしたと思いますが、これが伝わっていないので修正をお願いします。２カ所ぐら

いあったと思います。松くい虫(松材線虫病)の正式な名前はカタカナの「マツ」が漢字の

「松」です。修正をお願いします。 

【内藤部会長】 

 ほかはいかがでしょうか。 

【普天間副部会長】 

 別紙１の26ページの180番、真ん中の修正だが、産出額についても触れたほうがいいとい

うことで、産出額は増加しているとなっているが、重量については全部数字があるが、そ

うではなくて、産出額が増加しているなら増加しているで幾らから幾らに増加していると

いう具体的な数字を入れたほうがいいと思いますがどうでしょうか。 

【事務局 玉城園芸振興課長】 

 ほかの場面ともあわせて、金額の記述についても検討したいと思います。よろしくお願

いいたします。 

【内藤部会長】 

 難しいことはないと思いますのでよろしくお願いします。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 今すぐに御意見がないようでしたら、別紙２、別紙３の内容についても御説明していた

だいた後で一括して御意見をいただければと思いますので、事務局から引き続き御説明を

お願いしたいと思います。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 それでは、別紙２、重要性を増した課題及び新たに生じた課題の一覧について御説明い

たします。こちらは先ほど御審議いただきました別紙１の修正意見の中から重要性を増し

たもの、新たに生じた課題について抽出する形で整理したものとなっております。御審議

いただき、課題等の追加がございましたら、また御意見をいただければと考えております。 

 まず重要性を増した課題です。１つ目、就農者の育成と確保について。こちらは第２章

の項目ですが、問題です。農家の高齢化が進み､後継者が不足している｡特に離島では離農

が進み､就農者の確保がしにくい状況である。課題として、幅広い年齢層の新規就農者の育

成･確保を継続的に図るとともに､雇用就農の推進､農外からの新規参入を図っていく必要

がある。 

 続いて、大規模法人の育成について。問題です。さとうきび等の土地利用型農業におい
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ては､農作業の機械化による省力化が普及しつつも人力作業による営農体系も多く残って

いる｡また､農家の高齢化等により､規模の大きいほ場の管理が行き届かない状況にある。そ

れに対しての対応ですが、さとうきび等の規模の大きい面積のほ場管理を行うためには、

農家個々の生産から､生産･管理を担う｢法人組織｣を育成する必要がある。 

 続いて、農地の集積及び整形について。さとうきび等の農家経営を安定にするためには､

生産を増やす必要があるが､農地の流動化が進まず､経営面積が拡大しづらい現状がある。

ということで、農地バンクを活用した農地の集積及び農地の大区画化による生産効率の高

いほ場の整形が必要である。 

 続いて、農業と観光産業との連携について。本県は近年観光客が増加しているが､それに

対応した県内農林水産物の供給が追いついていない状況にある。というところで、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､いわゆる地産地消の推進

を図る必要がある。 

 続いて、環境に配慮した森林･林業について。森林環境税の設置や自然遺産の登録に向け､

さらに環境に配慮した森林･林業の実施が求められている。こちらについて、環境に配慮し

た森林･林業の確立を図るための取り組みをさらに進めていく必要がある。 

 ２ページ、畜産振興についてです。問題です。畜産業については､増頭対策や施設整備に

よる生産拡大及び経営コスト削減による体質強化を図ることが求められている｡一方、畜産

の整備はより一層の環境の配慮が求められている。こちらについて、畜産における生産基

盤整備や経営安定対策をより一層進めていく必要がある。 

 続いて、新市場整備と開設について。問題です。糸満での新市場整備については､令和３

年度で施設整備､令和４年度に開設に向けて計画どおりに進めていくことが求められる。新

市場整備と開設については関係機関と調整し､整備に係る施策･事業を推進する必要がある。 

 続いて、県卸売市場の機能強化について。県中央卸売市場については､沖縄県中央卸売市

場経営展望を踏まえ､あり方検討を行っているが､今後は機能強化が求められている。これ

に対して、県中央卸売市場の機能強化を図るための施設整備や流通チャネルの多様化に対

応した取り組みが必要である。 

 続いて、モズク等の種苗及び養殖技術の開発について。モズク生産が天候等に左右され

ることから、生産量の年次変動が起きやすい。課題として、モズク等の天候に左右されに

くい品質の開発や養殖技術の普及を図る必要がある。 

 以上、重要性を増した課題となっております。 
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 続きまして新たに生じた課題です。所得の向上についてです。農業産出額は､２年連続で

1,000億円超となっているが､資材コストの高騰や単価下落等により農家所得という視点で

見ると厳しい状況であり､若者が夢を持って就労できる環境整備が求められる。こちらにつ

いて、生産供給体制及び流通･販売･加工対策の強化など生産拡大や高付加価値化､他産業と

連携したブランド力の強化･発信などの総合的な取り組みが必要。 

 続いて、豚コレラ等の家畜伝染病への対応について。好調な入域観光客数の増加に伴う

外国人観光客の増により、問題となっている豚コレラ等の家畜伝染病の県内への侵入が懸

念されている。というところでございますが、豚コレラ等の家畜伝染病に対する防疫対策

の強化が必要である。 

 続いて、国際化へ対応したＨＡＣＣＰ・ＧＡＰ等への対応。ＴＰＰ１１等の貿易協定締

結等により、海外への農林水産物の輸出増が期待される中で､県内の畜産加工施設等のＨＡ

ＣＣＰ対応､農家個々のＧＡＰ認証への取り組みが十分でない状況にある。というところで、

畜産加工施設等でのＨＡＣＣＰ対応や生産農家のＧＡＰへの取り組みを強化し、県内農林

水産物の海外展開を推進する必要がある。 

 ３ページ、スマート農業への対応です。農家人口の減少や高齢化等により､今後さらなる

労働力不足等の問題が見込まれる。ＩｏＴ等を活用したスマート農業に取り組み､労働力不

足等の各種問題の解決に努める必要がある。こちらについては農林水産業振興部会のみな

らず、産業振興部会においても同様の御意見がございましたので、あわせて御報告させて

いただきます。 

 続いて、インバウンドへの対応です。海外の観光客､特にクルーズ船での観光客が増えて

いる中、県産農林水産物の県内での販売やＰＲがさらに重要となっている。こちらについ

て、海外からのインバウンドに対し､県産農林水産物のＰＲや販売促進等の取り組みを強化

する必要がある。という整理とさせていただいております。 

 以上が別紙２の説明となります。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。別紙３はよろしいですか。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 引き続き別紙３も説明させていただきます。 

 こちらは別紙１、別紙２に該当しない自由意見という形で整理しているものでございま

す。 



 20

 １ 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、亜熱帯ブランドとし

ての位置づけを検討する必要がある。 

 ２ 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、人材育成を強化する必要がある。 

 ３ 赤土の流出については、農家の皆さんも農地の流出防止用の植物とかを植えて対策

しているが、まだ20万トン以上が流れていることから、もっと積極的な施策をとる必要が

ある。 

 ４ 農業就業者の高齢化というが、高齢化の問題は農業に限ったことではなく、日本全

体が高齢化社会となっている。その中で高齢化に着目するだけではなく、さとうきびが平

均年齢を上げていると思うが、品目を分けてみた場合、中堅若手が頑張っている品目があ

るので、就業者を増やしていくことに重点を置く必要がある。 

 ５ さとうきびでは高齢化が進んでいるが、畜産とか園芸花きとかＪＡのデータを分析

すると、それほど高齢化という現状ではない。高齢化の状況ではない畜産、花き農家等に

ついても焦点を当てる必要がある。 

 ６ 過疎地域というキーワードで括っていいのか。例えば宮古・八重山と周辺離島とは

少し状況が違うところもあるが、一括りで現状の認識としてはピントが外れないかなとい

うのが気になるところである。過疎地域という括りではなく、各離島規模の現状を踏まえ

た分析が必要である。 

 ７ 離島では緑が少ないことから、ある程度緑の面積を増やすことによって、防風や防

潮の効果はかなり強いものがあるので、そこの確保をきちんとしてもらいたい。森林再生

の仕組みをつくっていくこと、もっと森林の面積を増やしていくことを島しょである沖縄

の特殊性として、樹高が８～10ｍ近い樹林帯をつくっていくことも全体計画に盛り込む必

要があるのではないかという意見が別紙３で出ております。 

 以上です。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 今のものも含めて御意見をいただきたいと思います。山城委員がこの後、退室されるの

で、何かあれば最初にいかがでしょうか。 

【山城専門委員】 
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 私の要望については修正が入っているので問題はないと思っております。 

 この中にありました不利性解消事業は、非常に評価されて、その意義も高まっているし、

生産意欲も高まっているのですが、当初10年ということはあったのですが、今後、どうい

う方向性になるのか、その他意見になるかと思うのですが、その辺を聞きたい思いがあり

ます。 

【事務局 下地流通・加工推進課長】 

 流通・加工推進課です。 

 今年、来年で当該事業の効果を検証するということで、委員会を立ち上げて調査事業を

しているところでございます。次期振計に向けてどのように反映していくかはここ２年ぐ

らいの間にいろいろな議論があって成り立っていくものだと思っております。そういう状

況でございます。 

(山城専門委員退室) 

【内藤部会長】 

 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

【谷口専門委員】 

 別紙２の重要性を増した課題のところで何点かあります。 

 まず最初に農地の集積及び整形については重要な課題だと思うのですが、そこはあくま

でもさとうきびを生産している農地の区画をするということなので、ここに入っているか

どうかわかりませんけれども、いわゆる防潮林や防風林です。今流行のグリーンインフラ

として防潮林・防風林をきちっとつくりあげて、それで耕作放棄地や造林未済地も、畑と

して開拓したけれども、つくれないところは森林に戻す対策も今後は重要な課題に入って

いくと思います。 

 どの項目に入るかわからないのですが、沖縄島も離島も含め、防潮林・防風林もあるの

ですが、例えば南大東の場合だったらさとうきびの周りにあるのは、私らが必要だと思う

ものの半分です。だから別紙３の７番に取り上げてもらっていますが、樹高が８～10ｍ近

い樹林帯、これは土のいいところの話で、離島ではなかなか難しいかもしれませんが、例

えば土の悪いところでしたら、高さが５～８ｍぐらいです。樹林帯の幅は最低５列必要で

す。南大東は多くて４列になってしまって、５列あれば６～８ｍの樹林帯ができますので、

それぐらいの幅で高さ５～８ｍぐらいのもの、土壌がいいところは８～10ｍぐらいの高さ

の樹林帯をつくっていくことにもう少しこだわってほしい。 
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 それはグリーンインフラとしての農地、それから耕作地をつくる目的として、次の重要

性があると思うし、ここの部分にもっと力を入れるべきではないかと思いますので、新た

な政策ツールとして国の補助体系を取ってくるとか、何か考えることが必要ではないかな

と思います。そこにあわせて耕作放棄地とか、造林をしていないところの森林の回復をし

ていかないと、赤土の流出が止まらないのも、それらの問題もあるのではないかと思いま

すので、それをどこかに入れてもらいたいです。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 ただいまの御意見は、別紙２の農地の保全の観点からの防風林・防潮林の重要性は少し

検討して重要性を増した課題の中で整理していく方向で検討させてください。 

【内藤部会長】 

 ほかにいかがでしょうか。 

【普天間副部会長】 

 別紙２にスマート農業についてありますが、もう少し気合いの入った記述というか、具

体的なところを書いてもいいのかなと。例えば自由意見のところでも高齢化の問題だと、

あるいは若者に夢や希望をもってという意見があるわけです。それからすると、スマート

農業に対する期待はとても大きいと思います。 

 南大東で実証実験がかなり行われています。この前の産業まつりでもかなりすごいとこ

ろまで進んでいるので、あれだけのスマート農業の進捗を見せているわけですから、現在

のスマート農業に対する取り組みがどの段階まできていて、実用化の可能性がどうなって

いるのかを記述してくれると、自由意見に出てきた高齢化の問題や若者の夢と希望につな

がっていくと思いますが、記述はもう少しどうにかなりませんか。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 スマート農業の重要性は県としても十分認識しておりますので、御意見を踏まえてもう

少し検討させていただきたいと思います。 

【事務局 長嶺農林水産部長】 

 スマート農業の対応については、農業に限らず別の分野でも水産業や林業も含めて対応

が必要な時期だと考えています。今年度は県農林水産部では、まず県内でどういった事例

があるのか、生産者がスマート農業に対してどのような意識を持っているかの調査をやっ

ております。 

 その中でも沖縄に合った装置がまだ不十分ではないか、いわゆる実用化の部分では、実
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用化できる技術もありますが、気象やいろいろな機器面での沖縄型のものが必要ではない

か、いろいろな意見もありました。 

 実際に園芸品目では施設の制御の事例も入っておりますので、我々としては沖縄の気象

条件、畑が小さい括りもありますので、基盤の整備も十分踏まえて、今はいろいろなこと

ができると思いますので、そういった面からスマート農業も推進していきたいと考えてお

ります。ここの書きぶりについては少し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。よろしいですか。 

 ほかはいかがでしょうか。 

【谷口専門委員】 

 別紙２の環境に配慮した森林・林業について、行政文書として大変上手にまとめられて

いると思いますが、これはよくよく考えないといけないことで、森林管理課全体に対する

問題の突きつけかもしれません。なぜ林業をしないといけないのかということです。 

 例えば素案の194ページ、ここから始まった問題ではあるのですが、伐採面積を小さくし

て環境に配慮しますということで実証実験も何箇所も５～６年やって、環境配慮はこうい

うものだろうなということがわかってきたのは事実です。ただ伐採面積が小さくなれば、

もう切らなくていいじゃないかと、そのまま放っておいてもいいじゃないかという意見も

出つつあります。環境サイドからそういうことをわりと強く言っています。 

 でも林業という産業がなくなれば、その地域は衰退しますよね。やんばる地域、あるい

は離島地域で森林や木材を中心として地域の文化、若い人が定住できる環境、地域振興も

あったわけです。その地域の保全ができたところ、木材を生産して売った経済性というこ

と、別紙３で、おきなわブランドではないという話を掲載してもらっていますが、なぜ生

物多様性や環境の収容力の高いところで木を切らないといけないのかという根本の突きつ

けになっていきます。 

 その諸刃の剣みたいなものがちょうどここに出てきているわけで、環境に配慮したのは、

これはこれでいいのですが、もう１つ、なぜ林業をしないといけないのかという、今、普

天間委員が言われたように、もっと気合いの入った記述がどこかに１つあってもいいのか

なという気が若干します。 

 例えば、私が沖縄に来た12～13年前は、大面積、８haとか９haとかを皆伐していました
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が、今は５haを切ろうにも切れる人がいないですよね。技術がそこで廃れてしまった。エ

ンドレスタイラー式の大面積皆伐ができる人がいなくなってしまった現状もあり、だから

小面積になり、切れなくなったことによってだんだんと技術が衰退する、林業の技術も低

下していることが一方ではあることをよくよく考えてもらって、環境配慮だけが全てでは

ない、そういう部分の問題提起もどこかで考えていかないと、このままずるすると環境配

慮、やんばるは世界自然遺産に認められると思いますので、そうなったときに木１本切っ

たらだめじゃないかという、いわゆる環境サイドの環境政策の根本の話になってしまわな

いような考え方はどこかで持っておく必要があるので、それはぜひ21世紀ビジョンの中で

ひと言触れてほしいと思います。 

【事務局 平田森林管理課長】 

 環境に配慮した森林・林業は、今現在、世界遺産の登録に向けて県全体として動いてい

ますので、また国立公園も指定されました。環境に優しい林業の確立は我々森林行政とし

ては喫緊の課題だと思っています。それに向けて10年近く、配慮とは何かを取り組んでき

て、さまざまな配慮した林業の成果が出ているところです。 

 木材の収穫については、尻すぼみではなくて、我々は今後もどんどん収穫していきたい

と思っています。用材や原料材についても山からの提供は必要だと思っています。それを

通じてキノコ産業や木炭、畜産の敷料は一次産業にも貢献していると考えております。ど

こかの項目に林業の必要性を入れられるか工夫していきたいと思います。ありがとうござ

います。 

【谷口専門委員】 

 これは私見なので正しいかどうかわかりませんが、別紙１に私が質問させていただいた

ことに対する審議結果があるわけですが、99％ぐらいはほぼ納得しています。 

 １点だけ、生産された木材が重厚であって、内地のスギ、ヒノキや、それに関するケヤ

キの樹種とは全然質が違うことを、沖縄での林業だから比較できない部分はあるのかもし

れないですが、ある程度まとまった重厚で、比重が重くて堅い木は、使う場所は内地の木

材を扱っている人は少量であっても欲しいという話があります。これは実感としてなかな

かわかっていただけないところもあるかもしれませんが、内地に持っていけば売れるもの

もあります。 

 ただ、それがまとまったロットで塊として持っていけない部分があることは残念ですが、

地産地消で沖縄県全体で使おうとする考え方も１つありですが、これからは内地で収穫で
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きないような質を持つような樹木があることをもっと外に向けてほしい。内地では非常に

高いのはケヤキですが、沖縄ならモッコクなどが普通に使えるわけです。 

 この間、首里城が大変不幸なことがありまして、今、琉球新報や沖縄タイムスも首里城

の再建に木材がないという話も実際にあります。私はそれを海外から取ってくる必要はな

いと思っています。国内、九州、沖縄の範囲内の樹種でどういう木材が使われているかは

全部把握しているわけではないのですが、やんばるや離島で太いものもどれぐらいの本数

が要るのかはまだわからないですが、ある程度のものは種類としてあるわけです。 

 そういうところを強みとして持ってもらって、モッコクみたいに本当に内地の人が欲し

がるような木を、ある程度ロットが貯まったら持っていけて売れるような形の考え方も今

後は大事であり、樹種別にどういう乾燥をして、どういうものに使ったらいいかの研究や

行政的な売り方の仕組みづくりをもっと積極的にやっていくということをどこかに加えて

ほしい気持ちがあります。 

 感情的な話かもしれませんが、よろしくお願いします。 

【内藤部会長】 

 先ほどの回答では原文のままにしたいということでしたが、もし少し入れられるようで

したら御検討いただければと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。どうぞ。 

【普天間副部会長】 

 別紙２、別紙３の話ではないのですが、先ほどの総点検報告書の中で、防災減災の話が

よく出てきました。園芸施設についてお聞きしたいのですが、従来、修繕するというか、

補強するとか、そういったものが全然補助の対象にならなかったと。ところが最近、どう

もあちこちで農作物の被害、施設の被害が出ているので、補強等についても補助事業がで

きたという話を聞きましたけれども、これはどういう内容ですか。 

 もしそうであれば、その辺のことをなんとか文章に落とせないのか、実績があるのかど

うかわかりませんが、沖縄でも農家がなんとかならないのかと相当希望していたことなの

です。何年か前の補助事業を入れて、かなり老朽化してきて、補強したいのですが、かな

り金額がかかる。どうしてそこに対して補助事業がないのかを相当言われていて、ところ

が、これは補助事業ができたと言ったのか、なんとなくあるらしいのですね。この辺の状

況を聞かせてもらい、そうであれば補強していく部分もぜひ記述の中に入れてほしいです。 

【事務局 玉城園芸振興課長】 
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 施設の補強につきましては２種類ほど使える事業がございます。これにつきましても今

年に入ってから既に数回募集をしております。今のところは実用的に使われていない状況

です。 

 それと１つは今年から、以前から資材関係の補助についてはございます。資材関係の補

助については実績も数件ございます。これについては多分、団体の皆さんも市町村の皆さ

んも内容としては御存じだと思っております。 

 １つは補助の部分と、それから産地パワーアップ事業がございまして、その中でも資材

の補助等々はできるようになっております。 

【普天間副部会長】 

 いつからですか。 

【事務局 島川農政経済課長】 

 国の事業で、ちょうど市町村に文書を通知して要望をとっているところです。この事業

名が強い農業・担い手づくり総合支援対策交付金（被災農業者支援型）というもので、原

状に戻す事業がまずあり、パイプの補強までプラスする形で事業が仕組まれております。 

 現在、要件をその都度、沖縄総合事務局を通して本省に問い合わせるなどしている状況

です。 

 本事業の特徴は、災害復旧ですので、事前着工が可能というのがほかの事業とは異なっ

ているところです。 

【事務局 玉城園芸振興課長】 

 もう１点、これも施設の補強に関するところで、これも現場の事業で、拠点産地自走支

援事業がございまして、これも事例としては何件か補助した事例はございます。 

 先ほどの国の補助の件につきまして、パイプハウスという限定がございます。沖縄では

そのまま補助事業で入れたハウス等々には対応できないということで、それ以外の事業を

活用するような方向になるかと考えております。 

【普天間副部会長】 

 事業としてはあるのですか。 

【事務局 長嶺農林水産部長】 

 いわゆる消耗品的なものではなくて、施設、パイプハウスを補強したり、例えば今帰仁

のゴーヤーというもので実際に使った事例があります。 

【普天間副部会長】 
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 台風19号が来たからこうなったと、来た後にやるよりも、今の台風は強くなっているも

のだから、従来の規格では農家は怖くてしょうがないわけよ。なんとか補強をしていく、

これに対する補助をなんとかお願いしたいということです。それはあるわけね。 

【事務局 玉城園芸振興課長】 

 ございます。再度必要であれば説明をしたいと思います。 

【事務局 長嶺農林水産部長】 

 県単独事業でやっている部分がありますが、県単独事業では、どうしても予算規模とし

ては小さくなります。今、拠点産地を対象にしたりなので、その辺の周知をしっかりしな

いといけないと思っていますが、産地育成型の位置づけでやっているという状況です。 

【内藤部会長】 

 できれば防災減災のあたりに文章としても何か入れていただきたいということですので

御検討いただきたいと思います。 

 私のほうからも１つ、重要性を増した課題の１つ目、就農者の育成と確保についてとい

うことで農業のみ書かれているのですが、林業、特に水産業なども担い手の高齢化、担い

手不足も進んできていますので、あわせて記載していただければと思います。 

 それからもう１つ、農林水産業振興部会だけの問題ではないですが、前回、普天間委員

から新規参入者などが離島に入ってきても定住する住居がないとか、あるいは季節労働者

の方が住むところがないということで厳しい状況にあるということですので、そのあたり

も検討していただけないかと思います。 

 それと前回の部会のときに普天間委員から、離島過疎地域振興部会との合同会議を開い

てはどうかという提案があり、私からも当該部会に連絡していただきたいとお願いをした

と思うのですが、あちらの部会での反応があれば教えていただきたいのですが、いかがで

しょうか。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 先ほど申し上げた離島の定住条件も含めて、離島過疎地域振興部会に申し送りはやりま

したが、離島過疎地域振興部会との合同会議をやることについては、まだ煮詰まっていな

いのが現状でございます。 

【内藤部会長】 

 それでは検討していただきたいと思います。お願いします。 

【谷口専門委員】 



 28

 今の部会長のお話がありましたように、これは事務局に対しての批判でもあるのですが、

ほかの部会との意見交換の中で、私も外来種の問題を環境部会で、それから伝統工芸品と

してのリュウキュウコクタンや苧麻（ちょま）の話などもさせてもらいましたが、それに

対してどういう反応があったかという回答がこの会では全くなかったので、それに対して

の誠実さが多少欠けているのではないかと批判しておきます。 

【内藤部会長】 

 何か問い合わせしていただいて回答がありましたらお願いしたいと思います。いかがで

しょうか。 

【事務局 玉木主任技師(農林水産総務課)】 

 産業振興部会に申し送りして回答をいただいております。産業分野の中で説明という形

で表記があるということで、それで原文どおりという回答をいただいております。後で回

答をお示ししたいと思います。 

【谷口専門委員】 

 いや、後でというよりもここの場で回答してもらわないといけなくて、例えば伝統的工

芸品のところで、三線の竿の原料になるリュウキュウコクタンは林業的にも大変重要な木

だと思っていて、ただ成長が遅いために植林するのは少し抵抗があって植栽はなかなか増

えていかないのですが、原材料となる資源の賦存を、例えばそのときに産業振興部会がそ

れをどういう扱いをするのかによっては、場合によってはこちらからの提案もあるわけで

す。 

 例えば、伝統的工芸品の三線の竿のリュウキュウコクタンの賦存調査として、リュウキ

ュウコクタンは沖縄の人にとってかなり大事な木です。街路樹、公園樹、庭園樹とか、緑

化の樹木としても使われています。そこで直径が20cm以上の太いものがどれだけあるのか、

情報をシステムとして集めるような仕組みができれば、今、コクタン材は世界的に不足し

ていて、生産地が伐採制限と輸出をしない禁輸措置をしているんです。だからなかなか正

式なルートで伐採されたものが国内に入ってこなくて、三線の竿もそうですが、ピアノの

黒鍵がなかなか手に入らなくて、大手のヤマハ楽器などが大変苦慮している。入ってくる

木材が違法木材だったり、裏社会のルートを通った木材であったりするので、そういう意

味で賦存をどうするのか、沖縄島、周辺離島にどれぐらいの量があるのかに対してもいろ

いろな意見が提案できること。 

 原材料の確保は伝統的工芸品の場合、布、上布も含めて必要なことなので、そういうと
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ころに意見を言えるような状況をつくってほしかった。 

 それと外来種についても国内移入種や侵略的外来種の問題は結構農林水産も割と安易に

扱っている部分があります。だからそこの部分も環境部会とちゃんと協議して、どういう

やり方があるのか、農林業の緑化でも国内移入種や外来種を使わない配慮をきちんとここ

で議論する必要があったと思うのです。そこの部分が大変残念だと思いますので意見とし

て述べておきます。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかに御意見はありますか。どうぞ。 

【嵩原専門委員】 

 きょうはこれまでのいろいろな議論のまとめということで、いっぱい項目が並んでいて

頭の整理ができていなくて眺めているにとどまっているのですが、いろいろ言ってきたも

のに対しては本当にうまくまとめているなというのが正直な印象です。 

 ただ、課題をつらつらとこれまで申し上げてきて、それが意見としてまとめられずにと

どまっている。これから10年先の農業を考えるにあたっての議論が本格的に始まるので、

これからがおもしろい議論になっていくのではないかと思うのですが、その中で何を目玉

にするかを少し考えながらやってほしい。これは要望でもありますし、また私自身もその

ように考えを持ちたいと、先を見据えた農業の将来展望をしっかり描かないと魅力のある

農業はできないのではないかと思って、きょうの資料をいろいろ眺めています。 

 先ほどからいろいろあります。ＩＴ農業もテクノロジーの世界なので大いに活用すべき

だと思っていますので、農地を使う農業にはそれに合ったやり方があるし、また技術を集

約する農業にはそれに合ったやり方もあるので、いろいろありますので工夫をしながらや

っていけばいいのかなと思っているところです。 

 １つ忘れずに考えておいてほしいのは、沖縄農業は災害もそうですが、病害虫との闘い

だと以前から思っていて、その対策でいろいろな薬剤も使わないと農業ができない現実も

そこにあるわけですので、地味な取り組みでなかなか表に見えてこないところですが、そ

こはしっかりとやることを今後の振興計画の中には位置づけを明確にしておく必要がある

のではないかと思います。これは本当に闘いで、虫を駆除したら、その農薬に耐性のある

虫が出てきたりを繰り返して、継続的な取り組みが必要になっていくと思いますので、そ

こもぜひ念頭に置いて考えてほしいと思います。 
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 それともう１つ、要望になるのですが、さとうきびはとりわけ沖縄本島においてはだい

ぶ落ち込んで、これからどうするかを考えていかないといけないところに来ているわけで

す。さとうきびの多様性、環境に優しい作物であるとずっと言われてきて、環境配慮型の

工場でエネルギーがゼロだと言われているので、そこをもう少しアピールするような方法

がないのか。 

 最近になったら廃プラの対策でバガスは植物由来のプラスチックの原料としての可能性

もある。また燃料の代替にもなる。いろいろな機能、効果等をたくさん持っている作物で

もあるので、これもまた沖縄の基幹作物としてずっと言われているわけですので、もう少

しさとうきびの特徴、とりわけ離島においては重要なので、そういったところも踏まえた

形で今後の振興は展開していってもらいたいと思っています。 

 それと私自身が５年先、10年先の沖縄の農業の姿をなかなか明確に描ききれないところ

があるものですから、そこら辺の姿を今後の検討の中で見える形で描いていく必要がある

と思っています。農業の関係者がそういう状態だと、農業以外の県民の皆さんは、地元の

農業がどういうふうになっているかに対して、関心も理解もあまり進まないことにもなり

かねませんので、沖縄農業はこういう形でやっているんだというところを打ち出せるよう

な姿、振興策であってほしいと思います。これだけ環境に対して貢献している産業はない

と思っていますので、要望として言っておきたいと思います。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 そろそろ時間ですが。どうぞ。 

【普天間副部会長】 

 先ほど離島部会との場の設定がまだということですが、ぜひ実現してもらいたいと思っ

ています。沖縄の農業の産出額、例えばさとうきびでは８割は離島ですよね。今は繁殖牛

が盛んですけれども、全体の７割は離島です。離島に行くときに飛行機で上から見ると、

ほとんど畑です。それからすると離島イコール農業でもあるわけです。 

 だからこそ離島部会でどんな議論をしているのか、農林水産はここで議論しているわけ

です。離島部会は一体何を議論しているのだろうと。農林水産の振興と相反する観光施設

をがんがんつくっていくみたいな感じで議論をしているのか、何を議論しているのかよく

わからないですよね。ぜひ一緒の議論は実現してほしいと思います。 

【内藤部会長】 
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 ありがとうございます。 

 それではよろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 それでは、本日の審議における各意見については事務局で改めて御検討いただきたいと

思いますのでよろしくお願いします。 

 なお、本日の意見を含む報告書の対応については各委員に確認いただいた後に最終的に

は部会長預かりという形で判断させていただきたいと考えておりますけれども、それでよ

ろしいでしょうか。 

(異議なし) 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 それではそうさせていただきます。 

 次に、次第(2)の②として、最後にこれまで審議結果に係る意見交換として、各委員より

全５回の部会を通じた感想や次の10年への提言等についてお聞かせいただければと思いま

す。 

 普天間委員から順番でお願いします。 

  ②これまで審議結果に係る意見交換 

【普天間副部会長】 

 過去の総点検、検証ということでいい議論ができたと思います。我々も現場としては行

政も農協もいろいろな地域の市町村あたりも一緒になって、本当にこの10年間、農業振興

にかなり頑張ってこられて、また実績も上がってきていると思います。これを次の10年に

なんとかつなげていきたいと感じました。 

【嵩原専門委員】 

 先ほど私は似たような話をしてしまったのかなと思ってマイクを持っていますが、10年

スパンで次の振興計画を考えるわけですが、この10年にあまりこだわる必要はないと個人

的には思っています。10年は意外と短くて、そこで結論が出ないのはいっぱいあると思う

ので、20年、30年ぐらいのスパンで将来のことは考えて描いていく必要があるのではない

か。 

 意識すべきは、我々の中年以上の世代を中心として考えるのではなくて、30代、20代、

今の若者の世代をミレニアム世代と言うらしいですが、そういう人たちのことも意識の中

に置いて考える必要があるだろうと思っています。この２つ。 
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【具志専門委員】 

 自分たちは実際に農業はやっていないので、一番お願いしたいのは人です。要するに高

齢者の農業の継承もそうですが、その人たちが農業もやっていて、本当に沖縄のお互いに

全部そうなのですが、観光としての魅力につながっていくので、一気にはできませんが、

若者がやってみたいと思う施策を持っていってアピールしてもらって、いい人材をいっぱ

い出していただいて、食材とか全部にかかわりがありますのでぜひ人材育成をしっかりや

ってほしいと思います。以上です。 

【谷口専門委員】 

 今回、農林水産部会の委員をさせていただきまして、農業や水産が沖縄県でこんなに強

い力を持っていることを初めて知りました。農学部にいながら、森林しか興味がないとこ

ろで、さとうきびがどうなっているのかもあったのですが、こういう委員をやらせていた

だいたおかげで素案も一から勉強して、わからなかったらそれをやっている人に聞いてみ

たり、水産のモズクはどうなのか聞いてみたりして大変勉強になりました。 

 今、沖縄では林業がないことをずっと言われ続けられている。林野庁に勤めている私の

先輩や同級生が、沖縄に行って何するのか、林業はないとよく言われたのですが、そんな

ことはなくて、農業や水産のような強い林業があったわけです。ただ方向性として多様性

の高いところで木を切らないといけないジレンマがあり、そこの部分をうまく整理するこ

とが私のひとつの仕事だと思いました。産業をしながら世界自然遺産に指定されたのは今

回、沖縄が世界中でも初めてです。 

 そういう意味で人間の営みと、木を切って、そこで用材を生産して、お金にして、産業

としての林業をやっている場所と、自然環境と生物多様性が共存する場所として世界的に

も価値のある場所です。その場所で森林管理課の少ない職員の中で若い職員は本当に優秀

です。木をよく見て伐採とはどういうことなのか、環境維持とはどういうことなのか、よ

く勉強した職員が多くいて、そういう中で亜熱帯の林業はどうあるべきなのか、環境が多

様なところでの林業はどうあるべきなのかを今後、追求していくことで、今後の10年もま

た楽しみだと思っています。森林も農業と水産のように強くなってほしいと期待したいと

思います。 

【上原委員】 

 今回、参加させていただきまして、私自身が大変勉強になりました。特に水産に関して

は、先ほど谷先生も強い水産と話していただいているのですが、私があまり見えない部分
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を内藤部会長をはじめ、委員の皆さんに水産の部分をフォローしていただきまして感謝を

申し上げます。今回の部会の中で諮問されました水産の部分については、私ら委員には意

見を言わせていただいて、それにしっかり応えていただいたのかなと感謝を申し上げます。 

 今後の水産のお話ですが、多分、委員の先生方は御案内だと思うのですが、昨年、漁業

法が70年ぶりに改正されて、強い水産業づくりに向けてこれから国も挙げて取り組んでい

くということで、この改革に向けて県の水産課も中心に制度改正も大変急ピッチで行って

おりますし、いろいろ制度が変わるものですから、先ほどの海区漁業調整委員会あたりも

漁業規制に関する問題等々、本当に大きな問題を抱えています。最終的には、今回、話し

た中を少しずつ整理していけば儲かる漁業につながると思っておりますし、引き続き水産

振興のために頑張っていきたいと思っております。これからも先生方の御支援をお願いし

たいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 それでは最後は私です。私もこの委員をさせていただいて非常に勉強になりました。 

 この農林水産業振興部会の内容は非常に多岐にわたっておりまして、この部会だけで解

決できないところは非常に多くあったと思います。先ほどもありましたように、他の部会

といかに連携していくかが重要なのかなと思いました。 

 それから１回から４回までこの報告書のもとになっている事業の進捗状況についてお聞

きしたところ、ほとんど事業はきちっと進捗されている。これは職員の皆さんの御努力で

きっちり進捗しているのですが、この計画の目標を達成できそうにないものが非常に多く

あることは、抜本的な解決は難しいものも多いこともありますけれども、計画が右肩上が

りすぎる計画をつくっている部分も多いと思います。 

 ですので、次の10年、また新しい計画をつくるときには、これまでのように計画だから、

なんでも右肩上がりでないといけないというような考え方にとらわれずに、農林水産業も

維持できるだけでもすばらしい点も多くあると思いますので、本当に実現可能で、農林水

産業者もこれぐらいだったら頑張ってみよう、関係団体もここまで頑張りたいというぐら

いの計画をしっかりつくって、それについてはそれこそきっちりと100％達成できるところ

を目標にして計画していく必要があるのではないかと感じました。 

 いずれにしても５回、４カ月にわたって、委員の皆さんには御協力いただきましてどう

もありがとうございました。これで審議を終了したいと思います。 
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 それでは、進行は事務局にお返ししたいと思いますのでよろしくお願いします。 

【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。 

 次に報告事項といたしまして、沖縄県では、本年４月より知事がＳＤＧｓ沖縄の推進に

取り組むことが発表されております。現在、ワーキングチームが設置されて情報収集等の

取り組みを行っているところですが、このＳＤＧｓと今回の沖縄21世紀ビジョン基本計画

との関係について、企画部企画調整課から担当の平良班長がおみえになっていますので、

説明を報告事項としてお願いしたいと思います。 

 (3)報告事項 

  ①ＳＤＧｓと沖縄21世紀ビジョン基本計画の関係 

【事務局 平良班長(企画調整課)】 

 皆さんこんにちは。企画部企画調整課の平良でございます。会議も大変押しております

ので、ポイントだけ絞って御報告させていただきたいと思います。 

 先ほど新垣班長からもありましたが、沖縄県が本年度から全庁的にＳＤＧｓを推進する

ことになっております。現在、ＳＤＧｓと沖縄 21 世紀ビジョン基本計画、今回の審議会専

門部会で各施策を御議論いただいた基本計画でございますけれども、その関係を整理した

資料を作成したということで、この場で御報告させていただきたいと思います。 

 資料３の項目１に国連の動きの話をまとめております。御存じのとおり、経済危機や気

候変動、自然災害、こういった地球規模で課題がグローバルに連鎖する危機感を各国が持

っておりまして、2015 年９月、国連総会において「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」が採択されました。このアジェンダの中で、2030 年を目標に 17 のゴールと 169 の

ターゲットを位置づけて、誰１人として取り残さないことを基本理念として、各国が国際

的に連携しながら目標達成に向けて取り組んでいます。 

 17 のゴールについては、２ページ目に一覧表を掲載しておりますのでごらんいただけれ

ばと思います。この 17 のゴールの下に、また 169 のターゲットがございますが、これはか

なりビジーな資料になりますので今回は割愛させていただいております。 

 17 のゴールのうちに、小さい字ですが、上から２つ目の目標２の飢餓をゼロにのところ

がございます。これは国際的に目指している世界ですので、完全に沖縄に当てはまらない、

尺にはまらないものもあるかもしれませんが、その中に持続可能な農業を促進するという

部分もございます。その中の具体的なターゲットと呼ばれているところの中には、例えば



 35

小規模食料生産者の農業生産性を向上させるとか、あとは生産性を増やす、あとは気候変

動とか、気候、干ばつ、そういったものの国際的な気象変動に対応できるような強い農業

をつくるとか、そういったことも含めた持続可能な食料生産システムを構築しようという

細かいターゲットも設定されているところでございます。 

 まさに目標２のところが今回の専門部会の中で議論いただいている施策にも関連いたし

ますし、きょう御議論いただいた中でも農業が環境保全等にも貢献しているというお話も

ございました。目標 14 の海の豊かさや目標 15 の陸の豊かさも施策が関連してくると受け

とめているところでございます。 

 １ページ目に戻っていただいて、２の国の動きを御説明させていただきます。 

 この国連の動きを踏まえまして、国においては、2016 年５月に内閣総理大臣を本部長と

し、全閣僚を構成とする推進本部を設置しております。同年には早速、実施方針を作成し

ております。国の実施方針の中では、ＳＤＧｓの目標達成に向けて地方自治体の取り組み

を促進するべきだということが位置づけられております。特に地方自治体における各種計

画、戦略、方針の新たな策定、もしくは改訂の際に、ＳＤＧｓの要素を最大限に反映する

ように位置づけているところでございます。 

 一方、本県ではＳＤＧｓの目標年が 2030 年で、そこと同じ 2030 年を目途とする将来像

として沖縄 21 世紀ビジョンをとりまとめております。そのビジョンに基づきまして、今回、

御審議いただきました沖縄 21 世紀ビジョン基本計画を作成し、施策を展開してきたところ

でございます。 

 この沖縄 21 世紀ビジョンの基本理念、さらにその中には５つの将来像がございまして、

基本計画の柱立てになっておりますが、それとＳＤＧｓの理念、17 のゴールが非常に重な

るところが多いと沖縄県では考えております。そのため、沖縄県では沖縄 21 世紀ビジョン

の将来像の実現に向けてＳＤＧｓを推進しながら、新たな時代に対応した持続可能な沖縄

の発展を目指していきたいと考えているところでございます。 

 現在、この審議結果を踏まえて新たな振興計画の検討が始まるわけですけれども、その

新たな振興計画においても、国の実施方針を踏まえてＳＤＧｓの理念などを反映していき

たいと考えているところでございます。 

 ４のほうでございますが、今回の御報告の内容としましては、そのＳＤＧｓの 17 のゴー

ルと沖縄 21 世紀ビジョン基本計画の基本施策等のマトリックス表を整理したもので今回

御報告させていただくものでございます。 
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 表は３ページ以降に記載させていただいております。当専門部会で審議いただきました

各施策展開、これは検証シートもそれぞれ作成いただいて、議論をいただいたところでご

ざいますが、その施策展開ごとに該当する部分に色づけをしておりますので御確認いただ

ければありがたいと思います。 

 この資料をごらんいただきますと、沖縄 21 世紀ビジョン基本計画に基づく各種施策展開

がＳＤＧｓの 17 のゴールと関連していることが確認できます。この機にこういった状況を

御報告させていただいて、次の新たな振興計画の検討につなげていきたいという考え方を

あわせて御報告させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 平良班長、ありがとうございました。 

 それでは、閉会に先立ちまして、農林水産部長、長嶺豊よりひと言御挨拶を申し上げま

す。 

【事務局 長嶺農林水産部長】 

 皆様、長時間にわたって御審議をありがとうございます。 

 農林水産業振興部会は内藤部会長をはじめ、委員の皆様にはいろいろ議論も多様な中、

７月からスタートした第１回から本日の５回の審議をありがとうございます。 

 専門的な視点でいろいろ提言もいただきました。それから農業、林業、水産業とそれぞ

れの生産現場の実情を踏まえた高い知見から我々にいろいろ提言をしていただきまして、

心より感謝を申し上げたいと思います。 

 県での21世紀ビジョン基本計画は現計画に基づきまして、これまで特に農林水産部では

一括交付金制度を活用しまして、生産対策、流通対策、それからさまざまなハード整備に

取り組んできております。それぞれの施策、事業についても生産現場の御理解のもと協力

をいただいて実施をしてきました。品目によっては国内の責任産地として位置づけられる

ような品目もできております。そういった意味では一定の成果が得られてきているのでは

ないかと思っております。 

 この間、まだ継続して、これまでの議論にもありますように、担い手の確保、それから

沖縄では台風等の自然災害は避けて通れませんが、そうした状況への対応、先ほど特殊病

害虫のリスクもありましたけれども、畜産でも豚コレラ、動植物の防疫関係のリスクも生

じてきております。国際的にも日米の貿易協定が最終合意されるということで、この間、
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いろいろな状況が新しく生まれてきております。 

 さらにアジア経済も好調に反映してインバウンド、それから海外への展開という新しい

我々の課題も生じてきております。依然としてある課題、それから新たに生じてきた課題

も我々は現状でもしっかり取り組んでいって、引き続き成果に近づけていきたいなと思っ

ております。 

 今回、５回のいろいろな審議、御提言をいただきました。その審議結果もこれから総点

検報告書を仕上げていきますが、いろいろな形で反映させていきたいと考えております。

現計画の実現に向けてしっかり我々は取り組んでいきますが、また先ほどありましたよう

に、10年先を見据えて、またそれ以上を見据えていくのか、次期振計についてもいろいろ

な形で提言をいただきながら、しっかりと今回の議論を活用していきたいと考えておりま

す。 

 委員の皆様にはこの部会だけではなく、日ごろからいろいろな場面で農林水産業の施策

について御提言、あるいは御指摘を伺える場面がたくさんあります。引き続き農林水産業

の施策、あるいは事業につきまして御協力と御理解をいただくことをお願い申し上げまし

て、５回の部会の議論を本当にありがとうございました。最後にお礼を申し上げて、私の

挨拶といたします。どうもありがとうございました。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 長嶺部長、ありがとうございました。 

 それでは、本日の第５回沖縄県振興審議会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、御出席ありがとうございました。 

 (5)閉会 


