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令和元年度沖縄県振興審議会 

第２回農林水産業振興部会議事録 

 

１ 日 時 令和元年８月22日(木)10：00～11：56 

２ 場 所 沖縄県教職員共済会館八汐荘 ４階中会議室 

３ 出席者 

 【部会委員】   

  部会長  内藤  重之  琉球大学農学部教授   

  副部会長 普天間 朝重  沖縄県農業協同組合代表理事理事長   

       嵩原  義信  沖縄県農業協同組合中央会常務理事   

       具志  純子  沖縄県生活協同組合連合会副会長理事   

       宮城  園子  沖縄県農業協同組合女性部会長   

       山城  隆則  沖縄県中央卸売市場協会会長   

       上原  亀一  沖縄県漁業協同組合連合会代表理事会長   

       谷口  真吾  琉球大学農学部教授   

  (欠席) 

       立原  一憲  琉球大学理学部教授   

 【事務局等】    

  農林水産部：新里農政企画統括監、新垣班長(農林水産総務課)、平田森林管理課長 

        玉城園芸振興課長、能登水産課長、下地課長(流通・加工推進課) 

 

１．沖縄県振興審議会第２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)】 

 それでは、定刻となりましたので、早速、部会を進めさせていただきたいと思います。 

 これより沖縄県振興審議会第２回農林水産業振興部会を開催いたします。 

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

 まず初めに、沖縄県農林水産部農政企画統括監 新里勝也から御挨拶を申し上げます。 

 (2)農林水産部農政企画統括監挨拶    

【事務局 新里農政企画統括監】 
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 おはようございます。きょうもよろしくお願いいたします。 

 沖縄県振興審議会農林水産業振興部会の開催に当たり御挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様におかれましては、公私ともに御多忙の中、御出席いただき、心から感謝申

し上げます。 

 先だって開催されました第１回農林水産業振興部会においては、活発な御審議がござい

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

ます。後ほど担当が資料でお示ししますが、まだ県の対応方針のみを示したものとなって

おりますので、最終的には第５回部会において修正文案して審議させていただきますので

御了解いただきたいと思います。 

 本日の部会では、総点検報告書(素案)第３章の各施策を中心に審議をいただきたいと思

っております。よろしくお願いいたします。 

 委員の皆様の専門的かつ高い見地から御意見、御教示を賜り、これからの農林水産業行

政に反映させていきたい考えております。本日はよろしくお願いいたします。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 新里統括監、どうもありがとうございました。 

 それでは、これより審議に入りたいと思いますが、立原一憲委員につきましては、本日、

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

ごらんください。 

 沖縄県振興審議会第２回農林水産業振興部会次第。 

 沖縄県振興審議会第２回農林水産業振興部会配席図。 

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

      第２回農林水産業振興部会 第３章所掌箇所一覧。 

 資料1-2 沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書(素案) 

      第２回農林水産業振興部会 第３章所掌本文(抜粋)。 

 資料２ 沖縄21世紀ビジョン基本計画等検証シート。 

 資料３ 第１回農林水産業振興部会の意見に対する審議結果(案)について。 

 資料４ 第２回農林水産業振興部会の意見書について。 

 資料５ 調査審議の進め方。 

 資料６ 検討テーマ及び検討項目について。 
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 以上となります。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】 

 皆さん、改めましておはようございます。きょうもよろしくお願いいたします。 

 それでは、早速次第によりまして議事を進めさせていただきます。 

 本日の審議事項について、次第にある(4)沖縄 21 世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)

等総点検報告書(素案)の第３章 基本施策の推進による成果とその対策(農林水産関係)に

ついて審議しますが、最初に資料５の調査審議の進め方と資料２の検証シートについて一

括して事務局より説明をお願いします。 

 (3)事務局より説明 

①調査審議の進め方 

②沖縄21世紀ビジョン基本計画等検証シートについて 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

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

 委員の皆様には、前回お配りしました総点検報告書(素案)の記載の内容について審議及

び御意見をいただくことを基本としております。 

 次に、資料５、調査審議の進め方をもとに御説明させていただきます。 

 １ページをお開けください。こちらは本日御審議いただきます報告書第３章の位置づけ

となります。第３章につきましては、前回の部会において審議いただきました第２章、復

帰以降の長期にわたる成果や課題等を外観し、検証を行っているものとは異なり、平成24

年度以降の沖縄21世紀ビジョン基本計画期間内に実施した各種施策による成果、今なお残

る課題、重要性を増した課題などや、これらの課題を解決するための対応策などを検証し

ております。 

 次に、本日からの第３章の審議については、報告書文案とともに、参考資料として資料

２の検証シートを用いることとしております。この検証シートの目的としましては、各委

員の皆様に総点検報告書の文案の背景など、要点をつかんでいただくことで文案の審議を

より効果的なものとする位置づけとしております。 

 それでは、検証シートの内容について御説明いたします。引き続き資料５、２ページ目
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をごらんください。こちらが検証シートの構成となります。次の３ページ、沖縄21世紀ビ

ジョン基本計画の体系とあわせてごらんください。 

 まず、検証シート上段の将来像、基本施策、施策展開は、沖縄21世紀ビジョン基本計画

における位置づけを示しております。 

 ３ページをごらんください。沖縄21世紀ビジョン基本計画については、上段の県民が望

む５つの将来像ごとに、実施に向けた基本施策、さらに基本施策実現のための施策展開が

体系化されており、検証シート上段の項目は、これらの体系のどこに属しているかを示し

ているものとなっております。 

 沖縄21世紀ビジョン基本計画では、将来像実現に向けた具体的な指標として、基本施策

においては、目標とするすがた、その下の施策展開においては、成果指標が設定され、各

種取り組みが実施されております。 

 ２ページにお戻りください。検証シートの成果指標欄では、先ほど御説明しました施策

展開で設定されている具体的な成果指標名、目標、実績、達成状況が記載されております。 

 その下の政策ツールでは、主な取り組みの事業名、事業概要、平成30年度の目標、実績、

達成状況等が記載されております。また、シート右の欄には、成果指標の達成状況の背景・

要因の分析が記載されております。 

 次に４ページをお開けください。検証シートの成果指標等の達成状況の評価基準となり

ます。算出式をごらんください。基準値からの目標値の伸びを分母、基準値からの現状の

実績値を分子としまして算出した割合ごとに評価を区分しております。 

 ５ページをごらんください。これまでの説明を具体的にイメージしていただくため、農

林水産関連の施策で御説明いたします。左側の体系図をごらんください。基本施策3-(7) 亜

熱帯性気候等を生かした農林水産業の振興では、目標とするすがたとして、矢印先の表、

農林漁業産出額の増加や第１次産業就業者数の確保などの目標指標が設定されております。 

 次に、基本施策の下、ア おきなわブランドの確立と生産供給体制の整備をはじめとする、

いわゆる７本柱の施策展開があり、その施策展開ごとに例えば、おきなわブランドの確立

では、矢印先の園芸品目の生産量や拠点産地数などの成果指標が設定されております。 

 検証シートでは、これらの成果指標の進捗状況について分析したものとなっております。 

 次に６ページです。本日の調査審議対象となります。先ほど御説明しましたア～キの７

つの施策展開のうち、本日は、ア おきなわブランドの確立、イ 流通・販売・加工対策の

強化、キ フロンティア型農林水産業の振興の３つについて中心に御審議いただきます。 
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 なお、その他については次回以降の審議となっております。 

 最後に７ページ、本日の進め方について御説明いたします。まず、審議前の事前説明と

しまして、先ほど御説明しました検証シートをもとに説明いたします。その後、検証シー

トの内容について、各委員から確認したい点などの御質問がございましたら、各事業担当

課より説明する形を予定しております。 

 これらの事前説明や内容について確認いただいた後に、本日の調査審議事項として、報

告書文案第３章を御審議いただく流れとしております。 

 それでは早速、検証シートの説明に入らせていただきます。検証シートの説明について

は、総点検報告書文案第３章記載の農林水産関連の内容について、全体的に網羅されてお

ります施策展開3-(7)-ア及びイ及びキを用いて説明させていただきます。 

 資料２、検証シートをごらんください。初めに、施策展開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す。まず、成果指標をごらんください。この施策展開では、

１ 園芸品目の生産量(野菜)から６ 海面養殖業生産量まで６つの指標が掲げられておりま

す。 

 次に、政策ツールとなる主な事業の概要となります。まず、園芸品目関連としましては、

園芸作物ブランド産地の育成として、技術支援、生産条件整備等の取り組みを実施。次に

災害に強い栽培施設の栽培施設の整備・高機能型栽培施設の導入推進では、生産量や品質

の高位平準化等に向けた高機能型栽培施設の導入。マンゴー生産振興対策では、優良品種

や新たな栽培技術の導入。生食用パインアップル生産振興対策では、優良種苗の増殖等の

研究開発。鳥獣被害防止総合対策として、防鳥ネット、進入防止柵の整備。 

 また、企画部の関連ですが、市町村での取り組みとしまして、次のページのパイプハウ

ス導入支援などを実施しております。 

 いずれも達成状況としましては、達成、または概ね達成となっております。 

 また、さとうきび関連としては、さとうきび生産対策として、農業機械導入や脱葉施設

等の共同利用施設の補助を実施し、達成状況としては、達成となっております。 

 次に畜産関連です。次ページをお開きください。畜産関連では、肉用牛群改良基地育成

事業による優秀な県種雄牛の選定。種豚改良供給対策では、ランドレース種などの改良・

増殖など。 

 また、企画部関連として、市町村における優良牛の導入支援などを実施し、いずれも達

成状況としましては、達成、または概ね達成となっております。 
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 林業関連では３段目、特用林産推進事業として、生産等技術指導による県産キノコや木

炭等の生産拡大の取り組みを実施。また、下段の水産業関連では、養殖業の振興として、

モズク養殖技術の指導やヤイトハタ等の種苗生産を実施し、いずれも達成、概ね達成とな

っております。 

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

 １枚目に戻りまして、シートの右欄、背景・要因の分析で御説明いたします。成果指標、

(1)園芸品目の生産量につきましては、栽培技術の向上や施設・機械整備等により生産環境

は整いつつあるが、各品目とも進展遅れの状況にある。野菜では､作付面積､生産量､販売額

とも増加基調にあるものの､スイカやキャベツ等、一部重量品目での減少などから全体的な

生産量は進展遅れとなった。花きでは､主力のキク類において、生産者一戸当たりの作付面

積は増加傾向にある一方で､生産者は減少しており、全体的な生産量は伸び悩んでいる状況

にある。果樹では､主力のパインアップルやマンゴー､シークヮサー等多くの品目で増産基

調にあるが､収穫面積の変動も大きく進展遅れとなっている。 

 次に、(2)拠点産地数です。平成30年度は､新たに園芸が２産地､肉用牛が１産地､水産が

１産地が拠点産地に認定されるなど計画的に産地の認定に取り組んでいるが､産地協議会

の合意形成等に時間を要し､目標達成に遅延が生じている状況でございます。 

 次に、(3)さとうきびの生産量。さとうきびの生産量は､農業機械導入の促進等による生

産性の向上に伴い､農家１戸当たりの経営面積は増加しており､県全体の収穫面積は増加傾

向にある｡しかしながら、平成30年度の実績については気象災害等の影響により74.3万トン

と目標値を下回っている。 

 次のページの(4)家畜頭数です。高齢化に伴う廃業､農場周辺の住環境変化に伴う環境問

題への対応等によって飼養戸数が減少しているものの､肉用牛飼養頭数は平成26年度から

毎年増加している。また､豚の飼養頭数は平成26年度から横ばいで推移しているものの、と

畜頭数は平成27年度から毎年増加しており､生産性が向上している。山羊は､飼養戸数・飼

養頭数ともに増加しており､今後も増頭が見込まれる。 

 (5)特用林産物生産量。特用林産物生産量に占める割合が高いエノキダケ等の生産が県外

産との競合により生産調整を余儀なくされたことで目標値の達成が困難な状況となってお

ります。 

 最後に、(6)海面養殖業生産量。養殖用種苗の安定供給に努めるなど取り組んだ結果､基

準年から約2.2倍の養殖生産量の増加となっております。その一方で、目標値の57％の達成
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状況となっております。 

 次に施策展開3-(7)-イ 流通・販売・加工対策の強化です。まず、成果指標をごらんくだ

さい。この施策展開では、１ 中央卸売市場の取扱量から７ 県産木材の供給量まで７つの

指標が掲げられております。 

 次に、政策ツールとなる主な事業の概要です。流通・販売関連としましては、農林水産

物流通条件不利性解消事業により、本土向けに出荷する農林水産物の輸送コストの補助を

行っております。また、中央卸売市場活性化事業においては、冷蔵配送センターを整備。

新市場開設に向けた取り組みにおいては、高度衛生管理型荷さばき施設等の配置構想の策

定。県産農林水産物の戦略的かつ多様なマーケティングについては、国内外において多様

なプロモーション活動の実施。 

 次のページに移ります。地産地消に取り組む飲食店等の拡大については、県産農林水産

物を活用している飲食店等を「おきなわ食材の店」として登録支援を実施。県産木材のブ

ランド化による需要拡大については、県産木材の認知度向上に向け、普及プロモーション、

新製品開発等を実施。 

 こちらは企画部の事業で市町村関連となりますが、生鮮水産物不利性解消事業として、

沖縄本島へ出荷する生鮮水産物の空路輸送の支援。農水産業振興戦略構築及び拠点施設整

備事業においては、農水産物の加工・流通施設等の機能を併せ持つ施設の整備を行ってお

ります。いずれも概ね達成、達成の状況となっております。 

 続きまして、さとうきび関連です。前のページに戻ります。分蜜糖振興対策においては、

製造合理化対策などに必要な支援を実施。 

 (次のページ)また、含蜜糖振興対策においては、小規模離島など含蜜糖製造事業者に対

する製造コスト等の助成を行ってまいりました。いずれも達成となっております。 

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

ほどと同じく背景・要因の分析で御説明いたします。 

 (1)中央卸売市場の取扱量については、卸売市場をめぐっては､社会構造の変化に伴う消

費者ニーズの多様化､流通構造の変革などが見られるとともに､市場外流通が増加している

ことから取扱量は減少傾向にある。 

 (2)水産物卸売市場の取扱量については、県産水産物の認知度向上等に取り組んだ結果､

取扱量は増加傾向にあるが､進展が遅れている状況である｡今後は､成果目標の達成に向け

て､高度衛生管理型の市場の整備を行い､産地間競争力の強化を図ってまいります。 
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 (3)全国シェアが上位３位以内の県産農産物の品目数。拠点産地の育成等による生産供給

体制の強化､商談会やイベント等の多様なプロモーションの実施､トップセールスやＷｅｂ

等による情報発信力の強化等の戦略的な販路拡大に取り組んだ結果､全国シェア上位３位

以内の県産農水産物の品目は増加している。 

 (4)食肉加工施設における処理頭数。基準値から平成26年度までは､豚の慢性疾病等によ

り､と畜頭数が減少したが､平成27年度からは増加に転じている。牛のと畜頭数は､肥育頭数

の増加に伴い､平成28年度から増加しており､今後も増加が見込まれる。山羊については､

基準年の約２倍に増加しており､今後も増加が期待されます。 

 ページをめくります。(5)甘しゃ糖の産糖量です。甘しゃ糖の原料となるさとうきびの生

産量については、県全体の収穫面積は増加傾向にあるが、気象災害等の影響により目標値

を下回っている。そのため、平成30年度の甘しゃ糖の産糖量実績についても目標値を下回

っている。 

 (6)｢おきなわ食材の店｣登録店舗数。「おきなわ食材の店｣に新たに26店が登録され､登録

店舗(累計)は286店となり､平成33年度の340店舗登録に向けて順調である。 

 (7)県産木材の供給量。県産木材ブランド確立化事業や県産材需要拡大促進事業等の実施

により､平成29年の実績8,728㎥が目標値6,514㎥を達成しており､順調に進捗している状況

である。 

 最後に、3-(7)-キ フロンティア型農林水産業の振興です。まず、成果指標をごらんくだ

さい。この施策展開では、１ グリーン・ツーリズムにおける交流人口から６ ６次産業化

関連事業の従事者数まで６つの指標が掲げられております。 

 次に、政策ツールとなる主な事業の概要です。６次産業化関連としましては、アグリチ

ャレンジ起業者育成事業において、新商品開発支援や機器・機材の支援を実施しています。

また、６次産業化支援の(県産農産物付加価値向上)では、加工品の商品力を引き上げる研

修会や販路拡大の支援を実施しております。 

 ページをめくりまして、企画部の市町村関連ですが、一番下の農産物６次産業化支援拠

点施設整備事業として、６次産業化と観光を融合したアグリパークの整備等を実施してお

ります。 

 続きまして、グリーン・ツーリズムにおける交流人口関係の事業でございます。戻りま

して、３番目、グリーン・ツーリズムの推進。グリーン・ツーリズム実践者をネットワー

ク化し、地域住民による主体的な取り組みの支援を行っています。続いて、やんばる型森
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林ツーリズム推進に向けた取り組みとして、やんばる３村において森林ツーリズムの推進

に向けた各種支援を実施しております。 

 続きまして、植物工場の導入品目関連としましては、植物工場の導入支援としまして、

沖縄型植物工場の構築及び実証・検討を実施しております。 

 めくりまして、畜産物の海外輸出関連です。畜産物の海外市場の分析調査としまして、

海外市場で畜産物の市場価格や流通経路等を調査し、定番化に向けた取り組みを実施して

おります。 

 最後に、農林水産物食品の輸出関連です。沖縄県農林水産物海外販路拡大支援において、

県産農林水産物の認知度向上を図るため、テストマーケティングやマッチング支援等を実

施しております。いずれの事業においても、概ね達成、達成の結果でございます。 

 これらの取り組みによる平成30年度時点での成果指標の達成状況でございます。背景・

要因の分析をごらんください。 

 (1)グリーン・ツーリズムにおける交流人口。実施したグリーン・ツーリズムの推進が目

標値を上回ったことが沖縄らしい農家民宿スタイルの確立と活動団体の連携強化､受入品

質の向上につながった｡また、近年グリーン･ツーリズムを活用した修学旅行は増加傾向に

ある｡それらの結果、グリーン･ツーリズムにおける交流人口は順調に推移している｡引き続

き取り組みを実施し、目標最終年の令和３年度には成果目標を達成できると見込んでいる。 

 (2)沖縄からの農林水産物・食品の輸出額。平成30年の沖縄からの農林水産物・食品の輸

出額は33億円となり、計画値70トンを上回り達成した。達成要因としては､香港・シンガポ

ール･台湾のバイヤーと県内生産者等とマッチング等を行ったことで､県産農林水産物の販

路開拓･拡大に寄与したこと､香港･台湾･シンガポール･県内でテストマーケティング等を

行ったことで､県産農林水産物の認知度向上が図られたことが挙げられます。 

 (3)県産畜産物の海外輸出量。平成30年度の沖縄からの県産畜産物の輸出量は181トンと

なり､計画値70トンを大幅に上回っている。達成要因としては､香港､台湾を中心に､「あぐ

ーブランド豚肉｣を含む豚肉や鶏卵が定番化してきており､今後も輸出の増加が見込まれま

す。 

 続いてのページ、(4)沖縄型植物工場の導入品目数。離島地域における野菜の安定供給､

雇用機会の創出やイチゴ摘み体験など観光産業との連携等を目的にして実用化～試験レベ

ルでの導入が進んでいる。平成30年３月時点で､太陽光型植物工場が２市町村(２事業者)､

人工光型植物工場が８市町村(９事業者)に導入され､イチゴ､豆苗､ベビーリーフ、スイート
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バジル、チンゲンサイ、小松菜などの８品目が栽培されている。 

 (5)６次産業化関連事業者の年間販売額。６次産業化関連事業者の年間販売額ば増加傾向

で推移している。 

 (6)６次産業化関連事業の従事者数。 

 お手元の資料について修正がございますので説明させていただきます。全国の６次産業

化関連事業従事者数は､基準年(平成22年)より「減少」している状況との記載となっており

ますが、正しくは「微増」でございます。 

 県内における従事者数については､基準年(22年度)より増加している｡しかし､高齢化等

による全体的な農業従事者数の減少等により、目標数は達成できていない。 

 引き続き修正です。前のページに戻りまして、(2)沖縄からの農林水産物・食品の輸出額

の記載です。３行目、「33億円となり、計画値70トンを上回り達成した」との記載になって

おりますが、正しくは「基準値15億円を上回り達成した」の修正になります。よろしくお

願いいたします。 

 失礼しました。再修正させてください。「基準値15億円」となっておりますが、正しくは

「目標値26億円」を上回り達成している状況でございます。申しわけございませんでした。 

 この３つをもちまして検証シートの御説明となります。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 それでは、報告書の審議に先立ちまして、ただいま御説明いただきました検証シートの

内容等で確認しておきたい点など、御意見、御質問はありますでしょうか。 

 どうぞ。 

【谷口専門委員】 

 琉球大学の谷口と申します。 

 まず最初に誤字の確認です。資料２の１ページの成果指標の上から３行目、園芸品目の

「生産業」ですか。これは「生産量」です。確認してください。 

 同じページで下から２行目、鳥獣被害防止総合対策事業の事業の概要のところに、「銃器、

箱わな」がありますが、最後の「進入防止柵等の整備」は、進行する「進入」なのか、イ

ンベージョンの「侵入」なのか。多分、森林関係は「侵入」を使っていますので確認して

もらいたいと思います。 

 本題の質問は４ページ目、3-(7)-イの背景・要因の分析の(7)県産木材の供給量のところ



 11

で、現状の要因として、平成29年からこれだけが達成しているとのことですが、赤字で進

展遅れになっているのはなぜなのか。かなりいいペースで達成できているのではないかと

思いますが、その理由をお聞かせください。 

【内藤部会長】 

 最後の質問の点はいかがでしょうか。 

【事務局 平田森林管理課長】 

 森林管理課長、平田といいます。よろしくお願いします。 

 県産木材は目標値6,300㎥に対して8,700㎥、目標値を達成しておりますので、この「進

展遅れ」は間違いです。「達成」に修正をお願いします。 

【谷口専門委員】 

 わかりました。ありがとうございます。 

【内藤部会長】 

 ほかに御質問はいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【普天間副部会長】 

 資料２の１ページの花きの背景・要因の分析では、「生産者が減少しており」と、それで

生産量が伸び悩んでいると。背景・要因ですから、なぜ生産者が減ったのかというところ

です。 

 例えば２ページの(4)家畜頭数には「高齢化に伴う廃業、農場周辺の住環境変化に伴う環

境問題への対応等で飼養戸数は減少している」ときちんと書いてある。 

 なぜ農家が減少しているのかの理由がないと、要因分析にならないのではないか。この

辺はどうですか。典型的に花きの話をしましたが、生産農家が減少している背景は何です

か。 

【事務局 玉城園芸振興課長】 

 園芸振興課、玉城です。よろしくお願いします。 

 ただいまの生産人口が減っている理由については、理由についての統計資料がなくて、

表現としては難しいかと思い、ここでは差し控えております。ただし、聞き取り等々をし

て、その中では高齢化による離農が主な原因だろうと推察されております。そのあたりを

表現していこうかと思いますのでよろしくお願いいたします。 

【普天間副部会長】 
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 これは主力のキクというものですから、単価です。要するに日本全体で東南アジアから

の輸入がかなり右肩上がりできています。最初はマレーシアからの輸入が多かったのです

が、いろいろあってマレーシアがとまって、単価が少し持ち直すかと思ったら、今度はベ

トナムから右肩上がりになっている。それで単価が相当安くなって、１本30円はなかなか

超えないような状況で、農家からは悲鳴が聞こえてきています。これ以上、この単価がこ

れからも続くならやっていられないというのが農家の声です。そうであれば、単価の分析

をもう少しするなり、海外市場からの流入の状況をチェックして、ではどうするのかに結

びつけてもらいたいと思います。 

【事務局 玉城園芸振興課長】 

 ありがとうございます。 

 前段にありますとおり、花き生産者１戸当たりの生産面積が増加している。その辺で収

益が下がったことがあるだろうということも聞き取りの中で出てきております。その収入

を確保するために作付面積を増やす農家は増えている。逆に高齢化と環境が厳しいことが

きっかけで離農していく場合もあるということです。 

 おっしゃられるとおりで、そのあたりも含めて再度検討させていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 キクについては、特に輸入の増加もありますが、需要が減少している中で安い輸入のキ

クが入っているところもお聞きか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。 

【嵩原専門委員】 

 幾つかお聞きしたい点があります。まず全体をざっくり眺めてみての感想です。個別の

項目、事業について達成や概ね達成と、これは数値目標を基準として評価しているところ

だと思います。 

 実感があまりないところも幾つかあります。失礼な言い方かもしれませんが、６次産業

化が達成しているとの評価で、事業としては実証したから達成という評価なのかもしれま

せんが、６次産業化の取り組み自体が軌道に乗って順調に推移しているかと眺めてみた場

合、全般的にはいまいち低調ではないかと思うところがあったりします。この仕組みがこ

のようになっているので仕方がないかもしれませんが、全体を評価する際はもう少し掘り
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下げて評価する必要があるのではないかという印象があります。 

 まずは、それが全体的な感想だと申し上げた上で、背景・要因の分析のところで引っか

かった部分が、２ページ目の(4)家畜頭数は進展遅れということで、「高齢化に伴う廃業、

農場周辺の住環境変化に伴う環境問題への対応等によって」と前書きに書いてありますが、

ずっと長らくこういう状況なのが問題なので、これはこれでそのとおりだと思います。こ

れは課題であって、これだから「飼養戸数が減っている」ところに、本当につながるのか

ひっかかりました。 

 養豚の世界はそういうものがあるのだろうと思って、養豚はひと足早く企業養豚で全体

の８割ぐらいをつくっている実態があります。小さい個人経営の養豚業者は数をどんどん

減らしていっていますが、私の理解としては、全体的には影響としてあまり大きくないの

ではないかと、本当にこれが大きい問題として養豚業全体を低迷させているのか、少し引

っかかります。もう少し掘り下げた分析が必要ではないか。 

 一方で、肉用牛は逆に高齢化している地域もありますが、産地、石垣あたりはどんどん

若手も入ってきて若返っているところもあって、しかも相場がいいものですから活気もあ

るので、その全体評価として高齢化に伴う廃業が増えているという言葉を使うのが正しい

のか、適当なのか。そこが少し気になる部分です。 

 山羊は絶対数も少ない中ですので、このような表現になると思いますが、牛・豚は分け

て書く工夫が必要ではないかと感じました。 

 それから４ページの(5)甘しゃ糖の産糖量も進展遅れと書いています。「さとうきびの生

産量については、県全体の収穫面積は増加傾向にある」という表現になっていますが、は

たして増加基調なのか。微増はしているかもしれませんが、実は地域差がとても大きくて、

離島はさとうきびの主産地ですので、あまり代替が利かなくてさとうきびをつくらざるを

得ない環境もあり増えているところもありますが、沖縄本島は激減している実態もあるわ

けです。 

 これも地域を分けずにひとくくりにして「増加している」という表現が妥当なのか、少

し気になりました。さとうきびが量を減らしているのは、背景にあるのは、はっきり言っ

て高齢化です。若手の参入が少ないところもあって量が減ってきていると理解しているの

で、もちろん自然災害の影響も受けやすい作物ですが、理由の書きぶりは現状に沿った内

容で書いたほうがいいのではないかと思いました。 

 これは普天間理事長が言ったほうがいいかもしれませんが、次のページの(2)沖縄からの
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農林水産物・食品の輸出額のところも、定量的に増えているという表現で達成と書いてい

るのですが、本当に達成と言っていいのか。実感としては気になるところです。テストマ

ーケティングで出している、あるいはセールスに出向いて売れているという現実はあるか

もしれませんが、現地にしっかり定着しているのかどうか。その辺は疑問もあります。イ

ンバウンドで買ってもらっているところもあったりするのですが、それがクルーズ船への

供給額が上がって、あれは入っていないと思いますが、本当に沖縄が農産物の輸出に取り

組む目標として、今の現状を捉えたときに達成と言っていいのか、そのあたりが個人的に

は気になるところなので、もう少し深掘りした表現でお願いできないかなと思います。 

 大ざっぱな意見になってしまいますが、次のページの(4)沖縄型植物工場の表現の部分、

６次産業化は最初に言いましたが、なかなか実感がわかないというか、植物工場も達成し

ていると言って、実際にこれらの施設を導入してうまく回っている地域もあろうかと思い

ますが、本当に達成しているのか。導入した植物工場の経営がうまくいっているかどうか

も含めて、もう少し細かい分析が必要ではないかと思います。 

 もしわかるようであれば、そこら辺の深掘りをお願いしたいと思います。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 いろいろと御意見をいただきましたけれども、この検証シートは報告書の理解を深める

ためですので、いただいた御意見の内容が報告書の中でどう書かれているかにもかかわっ

てくると思いますので、また報告書で御意見を改めて出していただいて、御意見として賜

りたいと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

【上原委員】 

 県漁連の上原です。 

 このタイミングでというのもあれですが、成果指標の６ 海面養殖業生産量の項目で少し

気になっているのが、9,670トン(H22年)現在で基準値を持っている。目標で３万4,000トン、

実績値で２万3,500トンということで、この数字の中の大半はモズクになると思っています。

平成22年度でモズクが１万トンもなかった感覚がないので、そのあたりがどういう流れで

そうなったのかをお教えいただければありがたいです。 

 次のページの養殖業の振興で事業の中で、モズク養殖技術の指導および放流・養殖用の

ハマフエフキ等の種苗を生産すると。平成30年度は種苗の要望に対しては100％なので達成
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との書きぶりになっています。魚類の種苗の供給だけになると、県内全体でヤイトハタを

含め、それほど大きい量にはならないはずだと思っています。その大半はモズク養殖が占

めるのではないか。そこが少し気になるところです。 

 背景・要因の分析の中で、先ほど疑問に思ったところですが、基準年から2.2倍という目

標値の57％の今回の評価に関しては、大きな影響を与えていないと思っています。評価の

あり方もこの評価でいいのかどうか。 

 参考までに申し上げます。(成果指標の６ 海面養殖業生産量)実績値の２万3,500トン

(H30年)ということですが、モズクが不作で平成31年度はもう既にここから約5,000トンぐ

らい欠ける。令和元年には大変厳しいが見えますので、多分、次回の部会でするかもしれ

ませんが、農林水産技術の開発と普及の段階で、モズク産業の支援に重点を置いた考え方

で進めていただければと思っています。 

【内藤部会長】 

 質問としては、この基準年の約１万トンのところが、私はどうかというところです。 

 すぐわかりますでしょうか。お願いします。 

【事務局 能登水産課長】 

 水産課長の能登でございます。 

 これまでの統計データに基づいて書いていまして、平成22年は9,677トンということで、

統計上は全体的に生産量が下がっていた。後ほど数字を見ていただければと思います。全

体的に基準年のとり方、目標の設定の仕方で達成状況の評価が変わってくるところもござ

いますが、海面養殖業についていえば、2.2倍は特に下がったところからのあれなので、相

当伸びたという評価も本当に当たっているかどうかも若干あります。一方で、かなり大き

めの目標を設定している中で、今後もさらに頑張らないといけないと。 

 会長からありましたとおり、次の計画にどのように落とし込んでいくか、またいろいろ

御意見を伺いながら、特にモズクの振興については書き込んでいきたいと考えています。 

【内藤部会長】 

 よろしいでしょうか。 

 ほかにありますでしょうか。 

【具志専門委員】 

 簡単な質問ですがよろしいですか。あまりわからないので教えてほしいです。 

 (6)「おきなわ食材の店」登録店舗数と書かれているのですが、これは観光にも影響して
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くると思います。ここには県内の農産物を活用した飲食店をおきなわの食材の店として登

録、支援を実施と書かれていますが、これはどのような感じで上がってくるのか、教えて

ほしいです。よろしくお願いします。 

【事務局 下地流通・加工推進課長】 

 流通・加工推進課、下地です。 

 おきなわ食材の店については、今、募集をかけているところです。７月から８月にかけ

て１カ月程度、市町村やＪＡに全部照会をかけて推薦をいただいた上で選考委員会を開い

て決定しています。簡単に言うと、おきなわの食材のものを５割以上使っている。極論で

すが、沖縄そばで言うと、小麦粉はほとんど沖縄県産ではないのですが、その中に入って

いる豚肉やネギ、カマボコなどが県産であれば５割以上という捉え方をして認定していま

す。大体、年間20店ぐらいが増加傾向にありますので、順調に推移すれば目標を達成でき

る状況であります。 

 認定を受けたお店にはのぼりを差し上げて、さらにはリュウキュウマツでできた「おき

なわ食材の店」の標柱みたいなものも置いて宣伝してもらっている。さらにパンフレット

をつくって、多くの人にお配りして、県庁でもイベント等でも配りつつ周知を図っている

状況です。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、次に(4)審議、①沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書

(素案)第３章 基本施策の推進による成果とその対策(農林水産関係)の本文の審議に入り

たいと思います。 

 資料1-1、1-2について事務局より説明をお願いします。 

(4)審議 

 ①沖縄21世紀ビジョン基本計画(沖縄振興計画)等総点検報告書(素案) 

 第３章 基本施策の推進による成果とその対策(農林水産関係) 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 それでは、本日の調査審議事項、沖縄21世紀ビジョン基本計画総点検報告書(素案)、第

３章について御説明いたします。まず、お手元の資料1-1をごらんください。農林水産関連

箇所の一覧となっております。 
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 上段の430ページの基本施策(7)共助・共創型地域づくりの推進のイ 交流と共創を支える

人材の育成と活動支援から、最終段の542ページの基本施策(9)ものづくり産業の振興と地

域ブランドの形成のア ものづくり産業の戦略的展開の９項目の施策展開において記載が

ございます。 

 次に資料1-2をごらんください。総点検報告書の冊子から、先ほどの本日の審議対象とな

っている９項目の該当箇所を抜粋したものとなっております。 

 それでは、各項目について御説明したいと思います。なお、大変恐縮ではありますが、

各委員の皆様には事前に御確認いただいていることもあります。また、内容が重複してお

りますため、時間の都合上、本日の説明については検証シートで御説明しました511ページ

の3-(7)-ア、イ、525ページの3-(7)-キとさせていただきます。 

 まず、施策展開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す。報告書の

資料、512ページ、26行目以降をごらんください。また、514ページ上段の主な成果指標の

状況とあわせてごらんください。 

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

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

とが期待される品目を戦略品目、現制度を維持しつつ、生産確保を図るべき品目等と安定

品目と位置づけ、各種振興施策を講じております。 

 これらの成果などとして、園芸品目については、生産の安定と栽培技術の高位平準化等

に取り組んだ結果、野菜については、平成28年度の生産量が５万8,025トンと基準年となる

平成22年から増加しております。その一方で、花きと果樹については、平成25年以降のト

ルコギキョウの生産拡大やマンゴーが生産量、生産額ともに安定的に推移している一方、

全体の生産量としては、台風等の影響等により減少しており、一層の施策の推進が必要で

あります。 

 次に、畜産については、高齢化等に伴う農家戸数の減少などで、平成29年の家畜頭数は

基準年となる平成22年を下回っている状況にあります。優良種雄牛の確保や肉用牛拠点産

地の認定等の生産供給体制の整備により、家畜頭数が増加傾向で推移するなど、生産規模

拡大が進んでいる状況にあります。 

 森林・林業については、持続的な林業生産活動に向けた生産施設整備などに取り組んだ

結果、特用林産物生産量は基準年から増加している状況にありますが、目標達成に向け一

層の推進が必要であります。 
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 次に、さとうきびについては、農家の高齢化や担い手不足、気象災害の影響等により、

基準値となる平成22年を下回っている状況にあります。ハーベスター等の農業機械の整備

や優良種苗の安定供給、カン水対策等の増産及び生産の効率化の結果、回復基調となって

おり、平成29年の生産量は76.9万トンとなっております。 

 水産業については、つくり育てる漁業の振興のため、養殖用種苗の早期量産技術等の開

発やオキナワモズク由来のフコイダン等の機能成分に着目した品種育成、加工技術の開発

により取り組んだ結果、平成28年の海面養殖業生産量は１万6,547トンと基準年の約1.7倍

に増加している状況にございます。引き続き目標達成に向けた取り組みが必要であります。 

 次に、課題及び対策です。次の514ページをお開けください。戦略品目については、拠点

産地を育成しつつ、引き続き栽培技術の高位平準化や台風災害等に対応した施設の整備が

必要です。 

 畜産業においては、県優良種雄牛の造成、優良種豚の導入や食肉を市場に安定的に供給

するための体制整備のほか、経済連携協定等の新たな国際環境に対応した経営安定化対策

等を講じる必要があります。 

 森林・林業において、持続的な林業生産活動の観点から森林の利用区分に基づき、自然

環境に配慮した取り組み、県産きのこの安定生産、消費拡大に向けたブランド化を図る必

要があります。 

 次に、安定品目の生産供給体制の強化のうち、さとうきびでは、農業全体農家数の約７

割、栽培面積の約５割を占める基幹作物であることから、特に離島において地域経済への

影響が大きく、引き続き安定的な生産に向けた取り組みが必要であります。また、パイン

アップルについては、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

あります。 

 水産業については、本県水産業の大きな弊害となっている本県周辺漁業に存在する米軍

の訓練水域や日中・日台の漁業取り決めによる操業海域の制限について、協定等の見直し

を実現させる必要があります。また、我が国唯一の温暖な海域特性を生かし、引き続き沖

縄型のつくり育てる漁業等を積極的に推進する必要があります。 

 以上が施策展開3-(7)-ア おきなわブランドの確立と生産供給体制の整備の説明となり

ます。 

 引き続き施策展開3-(7)-イ 流通・販売・加工対策の強化について説明いたします。報告

書は引き続き515ページ、20行目以降、また、516ページ中段の主な成果指標の状況とあわ
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せてごらんください。 

 県では、流通・販売・加工対策の強化に向け、物流体制の整備及び輸送コストの低減対

策として、本土向けに出荷する県産農林水産物の輸送費の一部補助や、県中央卸売市場へ

の冷蔵配送施設の整備、水産物の高度衛生管理型荷捌施設の基本設計などに取り組むとと

もに、戦略的な販路拡大についてはトップセールス等によるプロモーション、海外市場へ

の情報発信の強化などに取り組んでまいりました。 

 また、農林水産物の高付加価値化につきましては、商品開発や人材育成への支援、専門

家による個別相談等を実施しました。これらの成果として、平成29年の全国シェアが上位

３位以内の県産農林水産物の品目数は19品目と、基準年の14品目から増加している状況で

す。その一方で、県中央卸売市場の取扱量は、流通チャンネルの多様化などにより基準年

を下回っている状況です。 

 次に、製糖業企業の高度化促進については、製糖施設の整備等の支援、製糖設備の合理

化等を実施しました。一方で、平成29年の甘しゃ糖の産糖量は、気象災害等の影響により、

８万7,149トンと基準値を下回っている状況です。 

 課題及び対策です。まず、物流体制の整備及び輸送コストの低減対策については、流通

過程における鮮度保持等が課題となっている。このため、物流体制については、卸売市場

機能の強化や市場分析、マーケティング戦略に基づく販売促進活動などに取り組む必要が

あります。また、輸送コスト等については、鮮度保持技術による船舶輸送に向けた戦略的

な出荷モデルの構築が必要であります。戦略的な販路拡大については、引き続き県外市場

などへの取り組みとともに、観光産業などと連携した地産地消による県内消費の拡大のほ

か、木材産業については、販売力の強化などが必要であります。 

 製糖業企業の高度化促進については、さとうきびの安定的かつ高品質な甘味資源の生産

に向けた取り組みの継続のほか、人手不足に対応した宿舎整備など労働環境の改善に取り

組む必要があります。また、含蜜糖生産については、消費拡大に向けた安定供給の取り組

みのほか、ジェトロ等関係機関と連携したアジアをはじめとする海外への販路拡大などに

取り組む必要があります。 

 続いて、施策展開3-(7)-キ フロンティア型農林水産業の振興について御説明いたします。

報告書525ページ、14行目、526ページ上段の主な成果指標の状況とあわせてごらんくださ

い。 

 県では、農林水産業の新たな発展に向け、他産業との融合、アジアなど海外への展開、



 20

環境との調和を基調とした各種フロンティア型農林水産業の振興施策を講じております。 

 これらの成果として、まず、６次産業化及び他産業との連携強化として、サポートセン

ターの設置、新商品開発や施設整備の支援等に取り組んだ結果、平成29年の６次産業化関

連事業者の年間販売額は、244億円と着実に前進している状況となっております。また、観

光産業との連携や都市農村交流につきましては、平成28年度に沖縄県グリーン・ツーリズ

ムネットワークを設立し、実践団体の連携強化と受入体制の品質向上等に取り組んだ結果、

平成29年度の交流人口は11.6万人と、こちらも着実に前進している状況です。 

 次に、那覇空港の国際物流ハブを活用したアジアなど海外への展開については、海外市

場のニーズ調査による販売ルートの開拓、プロモーションの強化のほか、香港の流通保管

施設の設置等に取り組んだ結果、平成29年の農林水産物食品の輸出額は、26億2,200万円と

なっております。 

 課題及び対策です。まず、６次産業化及び他産業との連携強化については、農家所得の

向上や農村地域の活性化に向け生産から流通まで一貫したノウハウを有する人材の育成、

観光産業との連携による体験交流型観光などに取り組む必要があります。さらに、農家所

得の向上にあたっては、環境制御技術等の施設の導入による安定生産のほか、周年を通し

安定した販売先の確保による経営の安定化に取り組む必要があります。 

 アジアなど海外への展開については、販売ルート開拓、プロモーションの強化等ととも

に、流通拠点の形成や輸送コストの改善等に取り組む必要があります。 

 事務局からの説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございました。 

 ただいまの件につきまして御意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【谷口専門委員】 

 全体的なことと、林業関係を中心に全部述べさせてもらってもよろしいでしょうか。 

 まず、511ページの５行目に「環境と調和し」という言葉があります。この言葉は結構後

に出てくるのですが、「環境に調和」は、私自身、学術的な感覚ではあり得ないと思ってい

ます。環境に対して何かの負荷を与えるから農業、林業、水産は成り立つと思っています。

森林管理課はこのところでよく使っている「環境に配慮した」という言葉に変える必要が

あって、行政文書なのでこの言葉でイメージ的にというのはわかるのですが、学術的、サ
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イエンスとしてみますと、「環境に調和した」はあり得ないのではないかと思いますので、

検討してもらいたいです。 

 それと「目標とするすがた」の状況等のところで、農業産出額や林業産出額、漁業産出

額が増加の形になっていて、これは具体的な統計データの解析としてはそのとおりだと思

いますが、先ほどの検証シートの中でほかの委員の先生方も言われていたように、実感が

伴わないという言葉がありました。 

 なぜ増加したのかに対しては、主な産品でもどういうことがあったのかでもいいのです

が、その後に行を加えて増加した根拠、要因を記載したら、さらに読みやすくなると思い

ました。 

 次の512ページの14～18行目は、先ほどの511ページの３～７行目と同じ文章ですよね。

行政文書によくあることですが、読んでいるほうとしては同じことの繰り返しです。必要

なキーワードは確かに入っていますが、短くするなりの工夫が必要です。行政文書の悪い

ところとして、同じ言葉を何回も使うことによってつまらなくなっていきます。そこを検

討してもらえたらと思います。 

 同じ512ページの20行目の「戦略品目の生産拡大による」半角をあけて「おきなわブラン

ド」となっていますが、この部分と31行目だけです。あとは全部埋まっています。半角を

あけるかどうかの統一をお願いします。場合によっては「おきなわブランド」としてもい

いかなと思います。ここは点検していただきたい。 

 それと512ページの34行目の「ゴーヤー等の技術実証展示ほ」の「ほ」は、「圃場」の「圃」

の漢字で変換する必要があると思います。これは全体的なところです。 

 513ページの森林・林業について意見を述べさせてもらいます。７行目、「持続的な林業

生産活動を行うため」となっていますが、何のために林業生産活動を行う必要があるのか

という前段部分を明記すべきだと思います。例えば地域経済の安定化や地域の雇用創出、

地域住民の定住促進など、木質材料の供給等を含めて持続的な林業生産を、沖縄県の生物

多様性の高い世界的にも稀な亜熱帯林でやらないといけない意義づけ、動機づけをきちん

とした形で、何のために林業生産活動をしないといけないのか、それが持続的な林業生産

活動のために必要なんだと、そうしないと地域が破壊されてしまうんだというところも含

めた話を入れていくべきではないかと思います。将来ビジョンの計画なので、沖縄県全体

としての意義づけを記載する必要があると思いました。 

 １つ気になったのが同じ７行目です。「環境に配慮した」はいいのですが、その後の「森
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林施業方法の検討」となっています。私も違和感がありますが、環境に配慮した森林施業

方法を検討しているのは伐採収穫、再森林化の話だけです。例えば内地の環境保護団体等

が沖縄の林業に大変注目しています。森林施業については環境を逆に悪くしている面もあ

るのではないかという提言もあります。例えば育成低齢林については環境に配慮している

と思いませんので、今は伐採収穫、早期の再森林化技術について事業でやっている部分を

きちんと単語で明記しないと誤解を受けると思います。 

 同じく513ページの８行目、「県産木材の利用拡大」ということですが、どういう方法で

利用拡大しているかの具体性がないと思いました。 

 その次の「きのこ類の生産施設の整備」、これは正確には施設栽培のことだと思いますの

で、原木栽培では生産施設をやっていないと認識していたので、「施設栽培施設の整備」み

たいなことを書いたほうがいいと思いました。 

 それと10行目、「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」、これは事実ですが、生産数の調整が行われたのか、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

を書いておかないと、今後、誤解を受ける可能性もあるので検討してもらえたらと思いま

す。 

 それから、これは上原委員の専門の部分なので私が言う話ではないかもしれませんが、

513ページ、26行目の「本県の特産品であるオキナワモズクの高付加価値化と消費拡大を図

るため、機能性成分に着目した」のくだりは具体的に書かれていいと思います。その次の

「品種育成」は、専門外で大変申しわけないですが、海藻で品種育成ができるのか。今は

クローン増殖しているので、遺伝子の交換組み換えが行われる優性繁殖ができないと認識

していました。品種育成については、いい品種、機能性成分の含有量の多いものをどこか

で選抜してくるなら品種育成の言葉がなじまないので、ここを検討してもらえたらなと思

います。 

 最後の31行目の「天候等に左右される面」は、モズク栽培ということですよね。モズク

栽培は天候に左右される面もあるので、目標値の達成云々という話になるかなと思いまし

た。 

 514ページの35行目の「森林・林業において、やんばるの豊かな森林資源は」ということ

ですが、ここではやんばるのことしか書かれてないのですが、八重山諸島の石垣島でも森

林伐採が行われています。八重山諸島の効果、森林資源がどのように使われているのか、
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伐採したところはどう使われているのかの表記も加えてほしいと思います。 

 35行目の「きのこ生産培地や畜産敷料」となっていますが、これは「畜産施設」の「施

設」が入ってもいいかと思います。「畜産施設の敷料としてのオガコ」です。「オガコ」は

カタカタで書く場合もありますが、学術論文ではひらがなで「おが粉」として統一してい

ます。 

 37行目の「持続的に林業生産活動を行うためには」、次の部分の「自然環境と調和した」

のは、「調和した利用区分」です。いわゆるゾーニングをしているわけではない。これは調

和することはできません。一旦、伐採でも森林改変すると生態系としてのシステムは一時

的に全て破壊してしまいますので、ここの部分はなくてもいいと思っています。「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」でいいと思います。 

 県産木材の利用用途については、木製防風工だけではなく、ほかにも使われていると思

いますので、そこはキーワードでもいいですから記載してもらえたらと思います。 

 この範囲ではこれだけです。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。それでは検討していただきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 お願いします。 

【山城専門委員】 

 514ページの32行目あたりの牛関係です。「国際環境によって子牛価格の低迷等が懸念さ

れる」とあります。今は70万円前後で動いていますが、何かシステムが変わって下がる可

能性があるのか。今、東北については農家が激減しているのでその辺は大丈夫かと思って

います。経営改善の意味だったらわかるのですが、低迷が本当にあるのかお願いしたいと

思います。 

 515ページの34、35行目の県中央卸売市場の取扱量は、通信販売、産地直送などチャンネ

ルが増えたことで減っているのですが、もっと明確に書いてほしい。これは量販店の独自

流通、あるいはカット野菜等も大きな原因なので、それらを入れることはできないのか。

量販店が市場を使っていないのが大きな原因ですので、組み入れることができれば、もっ

と明確に入れてほしいと思います。 

 それと516ページ、31～36行目あたりです。これは市場の強化ですが、市場は築37年にな
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ります。今後、輸出も含めていろいろな文章が出てくるのですが、その中では、ＨＡＣＣ

Ｐ対応ができていない。それも含めて施設の改装など、はっきり書けないかもしれないの

ですが、そのニュアンスで入れてほしい。目標値としては６万6,000トンの数字をあげるこ

とになっていますので、そうしないと、この辺が厳しいです。市場のＨＡＣＣＰ対応に向

けた文書にしてほしいです。鮮度保持技術の向上はわかるのですが、これからいうと船舶

だけ言っているので、そうではなくて市場の本質自体がＨＡＣＣＰ対応ではないので、そ

の辺の記入をお願いしたい。 

 以上です。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 515ページの34行目の「通信販売、産地直送などで市場外での流通が増加しており」とな

っていますが、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りますので、これ

は市場外流通ではないと思います。その辺はぜひ検討していただきたい。それも含めて減

っている要因は、直売所で販売が増加している、県外出荷が増加しているところも大きい

と思いますので、このあたりは分析して書いていただけたらと思います。 

 それから516ページの32行目に「卸売市場機能を強化する」と書かれていますが、わかり

にくいので、どう強化するかをもう少し具体的に書いてほしいので御検討いただきたい。

ありがとうございました。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 お願いします。 

【嵩原専門委員】 

 委員の皆さんから多数出ているので重複するかもしれませんが、気になった点を申し上

げます。 

 512ページの26行目以下にブランド化の記載があります。あちこちに「おきなわブランド」

あるいは「ブランド化」のキーワードが出てきます。先ほどの説明資料から、ブランドの

定義が漠然としていると思っていたのですが、どこかで明確に書かれていればいいのです

が、沖縄の生産力の高い農作物なのか、人気のある農作物なのか、その辺の定義が前書き

として必要ではないかと感じました。 

 515ページの１行目から、さとうきびの記載があり、３行目の「離島で代替が困難」はそ

のとおりですが、その後に「安定的な生産を図る必要がある。」という言葉だけで締められ
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ています。ここは課題対策の項目なので、安定的な生産をどうやって図るのか、もう少し

踏み込んで記述を入れておく必要があるのではないか。 

 先ほども言いましたが、課題として高齢化、世代交代にきていますので、放っておいた

ら間違いなく生産者もどんどん減って衰退してしまう。どのようにして安定生産を確保し

ようとしているのか、育成していくには法人化しかないと思います。基幹作物と言ってい

るからには、そういうところまで踏み込んだ書きぶりにしておく必要があるのではないか。 

 次のパインアップルです。７行目の後ろに「農作業受委託組織の育成」の書きぶりが入

っていますが、私の理解不足かもしれませんが、パインアップルに限って受委託組織がつ

くれるのか、ＪＡがサービスとしてやるのか、そもそも地域限定の作物でもあるので、こ

れを組織してつくりあげて、本当に生産体系を回していけるのか引っかかるので、本当に

これが効果的な対策になり得るかどうかをもう少し検討してもらいたいと思います。 

 先ほど山城委員からもあったのですが、516ページの32行目あたりの「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、」とあるのですが、この「独自の市場分析力を強化する」が一体何なのか、そこは

わかりやすく書いたほうがいいと思いました。 

 次の行の「販売促進活動と定番化」の「定番化」が一体何なのか。業界用語としてある

ならいいのですが、わかりにくい印象と感じましたので検討をお願いしたいと思います。 

 517ページの１行目の地産地消のくだりです。「量販店や観光産業と連携し、」とあります。

量販店や観光産業との連携は大事ですが、例えばＪＡのファーマーズ、産直の取り組みを

強化する、あるいは飲食業界との連携を強化する。地元の消費者に届くにはそれらが大事

だと思うので、書きぶりとしてはそこも入れ込んだほうがいいと思います。 

 ５行目から「農林水産物の高付加価値化対策」と書いてありますが、６行目に「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。」これは

加工だけなのかが気になります。高付加価値化、物として高く売れるものをつくるのであ

れば、品種改良などの地道にやっている世界もありますので、品種改良をやるべきではな

いかと。今はパインアップルやマンゴーなどはうまくいっていると思いますが、品種その

ものの付加価値を高めていく取り組みも必要ではないかと思います。加工だけに限定して

書かなくてもいいのではないかという印象を持ちました。 

 たくさんあるのですが、15行目から含蜜糖の話として、沖縄黒糖ブランドの認知度が高

いが、需給のミスマッチの課題があると。消費者等の信頼と満足度を高め、消費拡大へと
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つなげていくための取り組みが必要だとまとめているのですが、今まさに黒糖の在庫を抱

えて大変な状態になっています。黒糖は大半が加工原料としての供給になっていて、消費

者に直接供給する割合は小さい。何が言いたいかというと、安定需要の確保だと思ってい

ます。 

 その課題として、沖縄黒糖は消費者庁にちゃんと定義も決めてもらって、地元で分蜜し

ない、さとうきびの搾汁をそのまま煮詰めたものが黒糖だという定義があります。今は輸

入ものの安い黒糖、あるいは再製糖といって分蜜糖をもう１回混ぜ合わせたものに市場を

奪われてとても苦戦しています。そこを正しく認識させる必要があるのではないか。沖縄

黒糖が名前だけではなくて、何が沖縄黒糖なのかを県民、あるいは消費者の皆さんに知ら

しめる必要があるので、それらの取り組みもやるべきだし、そこで安定需要の確保を取り

組むべきだと申し上げておきたいと思います。 

 以上です。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 この点についても御検討いただけたらと思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 どうぞ。 

【上原委員】 

 事前に修正案で出した意見が反映されていません。 

 513ページの31行目の「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。」ではなくて、「一層の種苗及び養殖技術の開発が必要である」としたほ

うがいいので、きちんと明記してほしいので提案させていただきます。 

 515ページの17行目の「資源管理型漁業を積極的に推進する必要がある。」ということで

すが、資源管理型漁業を積極的に推進する側面もありますが、「海面養殖の生産力向上に向

けて養殖技術の開発など官民一体となって取り組む必要がある。」のところも組み込んでい

ただきたいと感じております。 

 事前に２点を出していただいたと思いますが。 

【内藤部会長】 

 きょうの配付資料４に事前に出されたものがありますので。 

【上原委員】 
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 そこが反映されていないので、再度、こちらで話すべきかどうかもあって、ここで話さ

ないと反映されないのであれば話しますが。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 意見として事前にいただいておりますので、前回、また今回にいただいた意見書も含め

て、最終的な修正文案を第５回の最終のときに確認して審議いただきたいと思います。上

原委員からいただいたものはしっかりと検討させていただきますのでよろしくお願いしま

す。 

【内藤部会長】 

 きょうの資料1-2は、報告書を抜粋だけで、意見をいただいたものを修正したわけではな

いということですね。 

【事務局 新垣班長(農林水産総務課)】 

 そういうことです。 

【内藤部会長】 

 よろしいでしょうか。 

【上原委員】 

 反映していただけるのであれば。 

【内藤部会長】 

 では、今の２点をまた御検討いただければと思います。お願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

【普天間副部会長】 

 どこに入れるかよくわからないのですが、クルーズ船の取扱量も結構増えていて、県と

ＪＡグループも４者連携協定を結んで伸ばしてきて、多分、次の計画の中でも恐らくクル

ーズ船はどこかで入ってくると思いますが、これに全く触れなくていいのですか。どこか

で入れたほうがいい気がします。 

 それとブランドのところで、畜産は畜産としかないが、例えばブランドであるならあぐ

ーはどうなっているか、生産量が伸びている、伸びていない、また品種改良はどう進んで

いるのか。あるいはパインアップルでもゴールドバレルなど、今はいろいろな品種を開発

してきています。それらの実績なども入れたらどうか。シークヮサーを入れるかどうか。

ブランドをどうするかといって、それに対して行政としてもいろいろな取り組みをやって

いたわけだから、実際にどう取り組んで、どう実績を上げたのか。養豚や園芸、果樹など



 28

をひとくくりにしないで、本当に沖縄のブランドはどうなっているのかも書いたほうがい

いような気がします。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 クルーズ船のところは観光との連携等がありますので、そういうところに入れたらいい

と思います。 

 ブランドについてももう少し具体的に書いたほうがわかりやすいですし、今後の参考に

もなりますので御検討いただければと思います。 

【嵩原専門委員】 

 今しか言えないので言っておきたいと思います。 

 526ページのフロンティア型農林水産業の振興の課題と対策の21行目に、「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」

のくだりがどういう意味かよくわかりません。私どもはこの制度を活用してベトナム人の

農業労働者派遣事業ができていますが、多分、ここで言っているのはそういうことではな

いと思います。特区制度を使って何をやろうとしているのか、もう少し書いてわからせる

必要があると思います。 

 次の段落で24行目に、「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」とありますが、これはよくよく考えたら野菜工場のことなのかと思います。

こういう書き方をするとよくわからない。野菜工場なら野菜工場と書いてしまえばいいの

で、もう少しわかりやすく書いてもらいたいと思います。 

 さらに次の段落の27行目の「周年を通して安定した販売先を確保するなど、」とあります

が、これはどういう意味なのか。何をもって確保しようとしているのかがよく見えない。

冬春期が産地としては多いのはわかるのですが、何をもって周年販売をしようとしている

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が見えにくい。 

 「経営の安定化を図る必要がある。」とありますが、これは農家の経営安定なのか、ある

いは流通業者の経営安定なのか、ここもわかりにくいので、このあたりの記述をもう一度

見直してもらいたいです。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 最後の点は、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、



 29

これではわかりにくいと私も思いましたのでよろしくお願いします。 

 ほかはいかがでしょうか。 

【普天間副部会長】 

 517ページの15行目の含蜜糖生産、要するに沖縄黒糖は最近、よく新聞にも出てくるので

皆さんが見るかもしれません。ここに安定供給への課題があるため消費拡大へとつなげて

いくと。供給サイドは確かに安定させるのはかなり難しい。小さい離島なので、台風を受

けたら一遍に大激減するところです。だから生産サイド、要するに原料の生産の問題と、

製糖工場などの供給サイドに課題があるのはそのとおりですが、安定供給に課題があるか

ら消費拡大するんだと、そこは結びつかないのではないかと。安定供給するためにどうす

るかを書いてくれたらいいが、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

どうするのか。安定供給に課題がある以上は、いきなり消費拡大に結びつく文章表現はど

うかなと思います。そこは考えてほしい。 

【内藤部会長】 

 要は貯蔵も含めて特化という、不安定な生産だが、安定的に供給できるような仕組みを

考えてほしいということですかね。この点についても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。 

 私からも何点かありますのでお願いしたいと思います。事前に提出しましたので、資料

４をごらんください。 

 段がずれていたり、誤字・脱字があったりして申しわけないです。１ページの上から、

511ページ、14～15行目「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。」となってい

ます。就業者数は減少しているのですよね。「目標値の達成に向けて順調に増加している。」

の意味がよくわからないので、もう一度検討していただければと思います。 

 先ほど検証シートで普天間委員も言われていましたが、512ページの36行目の文章は、「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、」となっています。特に花き

はそうですが、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、それによって担い手も弱体化しているところだと思いますので、露地栽培が増え、

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います。検討して

いただきたい。 
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 513ページの２行目の「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。」こ

れは家畜頭数は減少しているのですよね。「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。」となっている。ここは、「１戸

当たりの家畜頭数が増加傾向で推移している。」という意味ですか。そうだとすると、文章

がわかりにくいので、もう少しわかりやすく書いてほしい。そうであれば、１戸当たりの

「家畜頭数」ではなく「飼養頭数」という書き方になると思います。 

 514ページの24行目のところを全部読んでいるわけではないのではっきりわかりません

が、前回の第２章も含めて、文章の中ではここで初めて「拠点産地」の言葉が出てきます。

いきなり拠点産地と言われてもわからない人が多いと思うので、拠点産地の説明をどこか

に入れればと思います。 

 第２章の186ページに戦略品目と安定品目の説明があり、それに関連して187ページの【図

表2-2-2-6-5】で拠点産地認定一覧が出てきます。こことかかわっていると思いますので、

拠点産地とはどういうものかを注釈で入れればわかりやすくなるので検討していただきた

い。 

 514ページの28行目あたりに肉牛を中心に書かれていますが、こちらも前回指摘したよう

に、酪農は後継牛の確保が難しくなっていますし、養鶏・養豚は飼料の高止まりが続いて

いて、畜産環境問題もありますので、そのあたりも少し書き加えてはどうかと思います。 

 中央卸売市場については先ほど申し上げたとおりです。 

 516ページの30行目の「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。」と書いています。その上の行では、「輸送に係るコスト及び時間の負担が」と

書かれていて、最後、「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書か

れていますので、「低コスト化と鮮度保持等が課題となっている」ということで、「低コス

ト化」も入れてはどうかと思います。 

 その次については先ほど申し上げたとおりです。 

 36行目の「また、近年では、鮮度保持技術活用した」となっていますが、少なくとも「鮮

度保持技術を活用した」にしないといけないと思います。できれば、「高度な鮮度保持技術

を活用した」という言葉にすべきかと思います。 

 さらに、「現状輸送ロットの確保と定期輸送の実現に課題がある。」のところですが、こ

れは「現状では」ですか。「現状輸送ロットの確保」では意味がわかりにくいので文章を検
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討していただければと思います。 

 以上です。 

 時間も迫ってきましたが、言い忘れた点などありますでしょうか。 

 宮城委員、何かございますでしょうか。特によろしいですか。 

 特にないようでしたら、この点についてはここまでにしまして、第１回の部会で皆様か

ら頂戴しました意見に対する県の対応について、事務局から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)】 

 第１回部会で皆様からいただきました御意見につきまして、資料３の中でとりまとめて

おります。お時間の関係もありますため、大変恐縮ですが、またお目通しいただきたいと

思います。審議結果のところに、委員の皆様の意見に対する関係課からの回答を記載して

おります。この回答について御意見等がございましたら、また改めて第３回、第４回以降

もございますので、その際に御意見をいただければと思っております。 

 先ほど上原委員からも御質問がございましたように、第１回、第２回以降の意見につき

ましては、現在、部内でいろいろ検討中でございます。この検討結果につきまして、最終

の第５回の部会において、これらの意見を踏まえた修正文案について審議させていただく

こととしております。また、その際はいろいろ審議をよろしくお願いいたします。 

 以上となります。 

【内藤部会長】 

 ありがとうございます。 

 資料３の審議結果(案)に回答が書かれていますが、まだ検討中もたくさんあります。既

に書かれている部分について、さらに御意見等があれば出していただきたいということで

す。最終的には第５回の部会において十分に検討していきたいと思いますので、またよろ

しくお願いします。 

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

うございました。 

 進行を事務局に返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。 

 また、委員の皆様、長時間の御審議、まことにありがとうございました。 
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 本日いただきました御意見等につきまして、部会としての報告を作成いたします。また

次回、第３回の農林水産業振興部会において御回答いたします。 

 次回の部会は９月17日を予定しておりますが、正式な通知につきまして、また改めて送

付させていただきたいと思います。 

 それでは、本日の沖縄県振興審議会第２回農林水産業振興部会は、これをもちまして終

了とさせていただきます。 

 委員の皆様、本日はお忙しい中、御出席いただき、ありがとうございました。 

 (5)閉会 


