
カテゴリー
計画へ
の反映

計画最終案における位置づけ及び考え方

GAP 全体会
〇農地中間管理事業は地域の推進員によりきめ細かい活動を行ったところ
で効果が上がっている。GAPの推進についても，各地区におけるきめ細か
い，一歩踏み込んだ推進の手法を検討してはどうか。

今後
検討

　施策１の取組の中で，推進手法についても今後検討いたします。

〇施策２①の地産地消を進めるためには，②及び③で行う普及啓蒙だけで
なく，何かもうワンクッション必要なのではないかと感じる。

反映
済み

　地産地消を進めるため，普及啓蒙のほか，消費拡大のための取組やPR活
動を実施しています。県産食材への理解促進と，触れる，食べる，さらには
農業者との交流といった実践の場の提供により，相乗効果が発揮されるよ
う，施策展開を工夫してまいります。

〇県内の生産者と消費者の共同意識を高めるためにも，「県産県消」という
言葉も入れて欲しい。

最終案
に反映

　県が推進しているのは，県産食材の県内消費であることから，委員からの
ご意見を踏まえ，施策２の「背景及び課題」に「県産県消」の趣旨を明記いた
しました。

農業部会
〇本当に価値があるものにはお金を払うという人が確実に増えている。つな
がりのある生産者のためには値段を気にせずお金を出すと思う。消費者と
の交流を地道に推進していくことが大切。

反映
済み

　委員のご意見のとおり，消費者と生産者の交流が深まり，「顔が見え，話
ができる」関係が築かれることで，生産物の適正な評価につながるものと認
識しております。
　今後も，引き続き，消費者と生産者の交流を推進する取組を進めてまいり
ます。

〇農業よりもまずは“食”の大切さを消費者に伝えることが重要。県の取組
も，もっと力を入れていただきたい。

反映
済み

　「食」は生涯にわたり，生きる基本となるため，「食」の大切さを学ぶことは
非常に重要と考えております。これまでも，「食」のプロの登録制度「食材王
国みやぎ伝え人（びと）」により「食」の大切さを学ぶ機会を提供しております
が，制度の周知により，利用拡大を図ってまいります。

〇農業体験学習に対する地域の支援体制が弱いため，もっと強化して欲し
い。また，食育活動においては，もっと農業に対する理解を深めてもらうよう
な取組が必要。

反映
済み

　「食」と「農」をつなぐ取組は，地産地消を推進する上でも非常に重要と考え
ています。
　これまでも，「食材王国みやぎ伝え人（びと）」事業等により，「食」と「農」を
学ぶ機会を提供していますが，制度の周知により，利用拡大を図ってまいり
ます。

相互理解推進 農業部会
〇施策２③について，学生等の若い世代が，受け身ではなく自ら「食材王国
みやぎ」を情報発信してもらうような取組があっても良いのでは。

反映
済み

　高校生向けの施策として，「高校生地産地消お弁当コンテスト」を開催して
おり，地域の食材を知り，食材の良さをお弁当のレシピに活かすというプロセ
スを通じ，県産食材への興味・関心が高まるとともに，高校生ならではの豊
かな感性を発揮した情報発信につながっていると考えております。引き続
き，情報発信の場の提供も含めた環境整備に努めてまいりたいと思います。

〇担い手数に係る推進指標について，現況より何人・何％増しという考え方
もあるが，農家数は減少しても，全農家に対する先進的農家等の比率が増
えることが重要。

反映
困難

　施策10において，「大規模経営体数」を推進指標とし，先進的な農業に取り
組む経営体の支援を行うこととしております。
　こうした担い手農家への農地集積を進めることにより，全農家に対する担
い手農家の比率は増えるものと考えられますが，比率自体を指標にすること
はなじまないと考えております。

〇販売力強化に向けて，民間企業と取引するための知識・ルール・体制が
整っていないのが最大の課題。販売力習得に向けた人材養成や，受発注・
顧客分析ソフト等の導入支援が必要。

反映
済み

　施策３及び施策４において，（公財）みやぎ産業振興機構による経営の発
展段階に応じた講座の開催や専門家の派遣により民間企業と取引するため
の知識・ルールを学ぶ場の提供や改善方法を助言等人材育成の取組を実
施しております。

〇農業法人の雇用管理能力向上に向けた経営者教育や，雇用拡大に伴う
設備（寮・トイレ・更衣室等）導入支援が必要。

反映
済み

　施策３及び施策４において，（公財）みやぎ産業振興機構等による経営の
発展段階に応じた講座の開催や専門家の派遣により，労務管理を学ぶ場の
提供や改善方法を助言しております。

女性農業者 全体会
〇農を支えるのは女性である。随所にそういった視点を盛り込んではどう
か。

反映
済み

　施策４の中で記載しておりますが，今後も引き続き女性農業者の支援を
行ってまいります。

農地集積 全体会

〇大規模化・集積だけを目指すべきではないと思う。農地中間管理事業によ
る県全体の集積の進み具合をみて，ゾーニングが必要。全県で同じ姿を目
指すのではなく，集積が進まないところは，創意工夫のある取組を行う等，
各地域の特徴を活かすべき。

反映
済み

　施策５の中で，まずは地域の話し合いを誘導し，各地域で描いた将来像の
実現に向けた支援を行ってまいります。

施設整備 農業部会
〇場内物流及び出荷体制整備のための台車・ローラー・自動牽引機等の導
入支援が必要。

反映
済み

　アグリビジネス･チャレンジ支援事業では経営の多角化により１億円以上の
年間販売金額を目指す経営体に対して支援してきております。規模の小さな
事業については市町村振興総合補助金の活用を御検討ください。

〇飼料用米について，計画目標年度のH32にはどうなっているのか不安が
ある。国の方針に従うのみでなく，子実用トウモロコシのように，飼料用米に
次ぐような，宮城版のものが何かあっても良いのではないか。

その他
　現在は飼料用米の需要があり，国でも交付金を出していることから，農家
の所得確保のためにも推進したいと考えております。

〇飼料用米だけでなく子実用トウモロコシのような取組も，県として積極的に
支援するという記載があっても良いのでは。

その他
　県は，当然全ての飼料作物生産について支援を実施してまいります。その
中で飼料用米が主を占めていることから，本計画においては，飼料用米を主
に記載しております。

〇アメリカのような大規模化・単一生産も１つのやり方だが，日本のような中
山間地域が多いところでは，高度な技術を駆使した“匠”のようなやり方もあ
る。今必要なのはイノベーションであり，顧客満足度を高めることである。
「マーケットイン」よりも，「イノベーション」や「顧客満足」という表現を用いて
はどうか。

最終案
に反映

　第３章第１節「農業の将来像」に記載を追加いたしました。
　なお，「マーケットイン」とは，消費者のニーズに合った商品を開発・販売し
ようという考え方を意味しており，顧客満足を高めることにつながるものと考
えております。

〇「マーケットイン」と言いつつ，出口戦略が明確でない。ターゲットをどこに
するのか？

反映
済み

　商品づくりにおいて，「マーケットイン」の視点は欠かせないと考えており，
マーケット調査や専門家の派遣により，県内事業者の支援を実施しておりま
す。
　県においては，首都圏や県内を対象にプロモーションを展開しております
が，今後も，消費動向や販売動向を踏まえ，効果的に実施してまいりたいと
考えております。

〇「ひとめぼれの再評価」という文言があるが，踊る天女のデザインをずっと
使用し，認知度は上がっているが，今の時代にマッチしたデザインについて
も併せて検討してほしい。

今後
検討

　デザインが定着し，商品そのものの認知度向上に密接に関係している側
面もあるため，関係機関の意向等も踏まえながら，今後検討してまいりたい
と考えております。

〇宮城県が最も売りたいものは何か？米は他県に追い抜かれており，何か
特化したものが必要。

その他

　県においては，これまで，多彩で良質な食材の産地として，地域イメージで
ある「食材王国みやぎ」の確立に向け取り組んでまいりました。
　今後も，豊富な食材の魅力を発信していくとともに，県産品ブランド化の取
組の中で，他地域との差別化を図っていきたいと考えております。

〇地産地消も大切だが，東京等の都会では購買能力がかなり高く，物産展
の開催は有効な情報発信・交流の手段だと感じる。

反映
済み

　委員ご指摘のとおり，首都圏等の大消費地における物産展の開催は，本
県の優れた県産品を知ってもらい，理解と普及を図る有効な機会であると考
えており，引き続き，施策９の中で効果的な開催に取り組んでまいります。

〇普段宮城米を食べ慣れている宮城県民はその美味しさに気づいていない
のではないか。まずは県民に食材の魅力を伝えるべき。「食材王国みやぎ」
であることをどれだけの県民が知っているのか？

反映
済み

　これまでも，「食材王国みやぎ伝え人（びと）」や「食材王国みやぎ地産地消
の日」の取組により，県民の皆様に，宮城の食の美味しさや豊かさ，多彩さ
について周知を図っておりますが，引き続き，取組を強化しながら，宮城の
食材の魅力を広めてまいります。

〇宮城は何を一番売りたいのか決められないのは弱みではなく，逆手に取
れば“強み”なのではないか。何の大産地でもないが，いろいろなものを少し
ずつ作っているのが「食材王国みやぎ」なのでは。その“豊かさ”をもっと上手
にPRすれば，変わるのではないか。

最終案
に反映

　第３章第１節「食の将来像」に記載を追加いたしました。
　委員からのご指摘のとおり，「食材王国みやぎ」は宮城の食の豊かさ，多
彩さを表現している地域イメージです。食と言えば「みやぎ」，「みやぎ」といえ
ば「多彩で豊富な食を創出する県」という地域イメージの確立に向け，各種
施策や様々な広報媒体により，周知を図ってまいります。

担い手育成 農業部会

産業振興審議会における委員からの御意見に対する県の考え方

地産地消

全体会

自給飼料 農業部会

マーケットイン 全体会

全体会

販売戦略

農業部会

御意見

食育 全体会

参考１ 
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産業振興審議会における委員からの御意見に対する県の考え方

御意見

〇政策が施策になる時に，うまく具体化できていないのでは。例えば，「ブラ
ンド化」とはどういうことか？「食材王国みやぎ」のロゴを使って売ることがブ
ランドではない。県民にうまく伝わっていないことが，宮城の特徴の無さの一
因になっているのでは。

最終案
に反映

　第３章第１節「食の将来像」に記載を追加いたしました。
　県においては，「ブランド化」とは，「差別化」，「約束性」，「持続性」の基本
要素から構成され，同種の食品と比較して競争上有利な地位や生産者・製
造者に対する信頼・支持・評価が確立していることとそのためのそのための
一連の取組の総称と定義しています。
　こういった考え方を関係者間で共有していくことが重要であり，今後も周知
を図っていきたいと考えております。

〇政策の有機的なつながりが必要。アンテナショップについて，物品販売だ
けでなく観光の情報もある。来店者数を増やすだけでなく，その客をどれだ
け宮城に来させるか？というところまでが県としての戦略なのでは。

その他

　東京アンテナショップについては，観光情報の発信拠点としても機能してお
り，首都圏から本県への観光入込にも一定の効果をもたらしているものと認
識しております。
　今後とも関係部局と連携しながら，効果的な情報発信に努めてまいりま
す。

〇農業者の大多数は家族経営であり，法人等と違って販売面の工夫が難し
いことから，県でもバックアップして欲しい。

反映
済み

　個別農家の商品開発や，商談会への対応等について研修の場を設けた
り，グループ化により商品開発力・販売力が向上するよう支援しております。
　また，農産物も含め売れる商品づくりのためのノウハウについては、（公
財）みやぎ産業振興機構において，組織運営に関する講座や専門家派遣を
行っております。

全体会
〇オランダの園芸が成功したのは，産学連携や物流を工夫したから。計画
全体を通して「産学連携」や「物流」が見えない。

今後
検討

　農産物の輸出に関わる物流の効率化については，農業振興の観点から重
要な課題であり，積極的に対応していく必要があると考えております。
　園芸の物流については，施策7において取組強化を検討してまいります。
　また，産学官連携については施策10に記載しており，今後も一層連携を強
化してまいります。

農業部会
〇出荷作業・物流のソフト・ハード支援（トラック導入や配送の共同化）が必
要。

今後
検討

　先進的経営体が取り組むべき物流の効率化については，農業振興の観点
から重要な課題であり，支援していく必要があると考えております。
　共同化のためのノウハウについては，（公財）みやぎ産業振興機構の組織
運営に関する講座や専門家派遣を行っております。また、補助対象とする機
械はトラックやトラクター等汎用性の高い機械は対象としておりません。

技術開発等 全体会
〇農業者や県民に夢や希望を与える取組に関する記述も必要。例えば，
「米・野菜・家畜等の新品種開発，伝統野菜の発掘と継承，画期的な栽培方
法等の研究を大学等と連携して進める」等。

反映
済み

　新品種開発や産学官連携等による技術開発については，施策10に記載し
ており，今後も引き続き取り組んでまいります。

〇農業者は生産は得意だが，情報発信が不足していると思う。県内市町村
のグリーン・ツーリズムの取組が少なく，協議会に入っている市町村も少な
い。

その他
　市町村に対し，県のグリーン・ツーリズム推進協議会の会員募集をしており
ます。市町村の予算の都合もありますが，今後も推進してまいります。

〇グリーン・ツーリズム等を行うには，ある程度の都市が近い方がやりやす
く，100万都市仙台を抱える宮城は条件が良い。１つの町に限らず，川の流
域等，複数市町村にまたがったツーリズムもできるのではないか。

今後
検討

　広域的なグリーン・ツーリズム活動については，地域活動の活性化のため
にも多様なネットワーク化の支援が必要であることから，県のグリーン・ツー
リズム推進協議会と連携を図り推進してまいりたいと考えます。

農観連携 全体会

〇農村は特に人口減少・高齢化が進んでいるが，それがこれからの農村ビ
ジネスの資源・魅力になると思っている。農村の魅力を都会の人たちへ発信
することで誘客することが重要になってくる。観光産業について，計画の中で
もう少し強調しても良いのではないか。

最終案
に反映

　施策14に，農村への誘客の促進について記載を追加いたしました。

小水力発電 全体会
〇小水力発電は宮城の自然にマッチしていると思う。どんどん進めて欲し
い。

反映
済み

　施策12に新たな小項目を設けて記載しており，今後推進を図ってまいりま
す。

〇p16～の栽培面積・生産目標について，水稲は主食用米とそれ以外とで分
けて記載すべき。

今後
検討

　現時点では目標設定が困難です。主食用米は平成30年産から生産目標
に対する国の関与がなくなるため，今後，国から示される米政策の見直しの
具体策を確認しながら，検討してまいります。

〇「農業を若者があこがれる魅力ある産業に！」するためには，現実的には
所得確保が必要。具体的な金額を示せないか？経営形態によってそれぞれ
違うのは当然だが，一つの目標として掲げても良いのでは。若者があこがれ
るような目標をぜひ設定してほしい。

最終案
に反映

　「活力ある担い手の確保・育成に向けた農業経営モデル」を新たに掲載い
たしました。
　なお，県が別に定める「経営基盤の強化の促進に関する基本方針」におい
て，年間所得目標を設定しております。

〇年間所得目標480万円で，「若者があこがれる」と言えるかどうか？平均
値よりも，やり方によっては1000万円稼げる，という事例を示してはどうか。

最終案
に反映

　上記のモデルとして，「当面の目標となる経営モデル」と「経営の発展に向
けたモデル」の２通りを掲載いたしました。

〇個別の事業としてはそれぞれ良いと思うが，農業・農村を核として，地域・
人が元気になり，人が増え，雇用が生まれるという，横軸として貫くような視
点があっても良いのではないか。

〇農業には「サステイナブル」（持続可能な）という考え方が重要。キーワー
ドとしてどこかに入れてはどうか。

〇地域政策と産業政策の関係が見えない。

〇計画の“宮城らしさ”がどう描かれているのか，見えにくい。生産者目線で
計画を作ると思うが，反対に消費者・県民の目線で見た時のイメージも大
切。

最終案
に反映

　第３章第１節「食の将来像」の記載を修正いたしました。

〇地域政策を充実させたと言いつつも，Ⅳでは「農村の経済的発展」がタイト
ルになっている。言葉と概念の再構成が必要。

最終案
に反映

　基本項目Ⅳを「農村の活性化に向けた総合的な振興」に変更いたしまし
た。

〇施策１３の環境にやさしい農業は，地域政策の中に位置づけて良いの
か？

その他

　環境にやさしい農業の推進については、農業が環境に与える負荷の軽減
と消費者ニーズに応える農産物生産の二面性があるが、H27から国の農業
政策において地域政策として位置づけられたことから、施策12の多面的機
能を発揮するための政策と一体的なものとして位置づけております。

〇県では，本計画を含めて複数の関連計画を策定しているが，それらは県
民に伝わりにくい。

最終案
に反映

　第１章第５節として，主な関連計画・方針等の概要を掲載いたしました。

〇農業所得向上のためには，たくさんの宝を抱える「食材王国みやぎ」とし
て，少量多品目の売り方により価値を高めることもできる。本計画にそれを
細かく盛り込むのは難しいが，「経営基盤の強化の促進に関する基本方針」
の中では，いくつかのパターンを盛り込めるのではないか。

その他
　基本方針の中で指標を策定中であり，規模・品目の組合せで提示するよう
検討しているところです。

〇大規模化・輸出・ICT・６次産業化等，成功する地域もあればそうでない地
域もある。個別の担い手づくりから地域全体の担い手づくりまで戦略が必
要。大規模化だけが道ではない，ということをどこかに盛り込んで欲しい。

最終案
に反映

　第３章第１節冒頭の記載を修正し，地域政策の展開について追記いたしま
した。
　なお，農業者と地域住民等の連携による農村活性化については施策14で
取り組んでまいります。

〇計画で目指す将来像は「・・・魅力ある産業に！」となっており，地域政策よ
りも産業政策が前面に出ているように見える。各委員からは，産業政策と地
域政策をバランス良く推進すべきとの意見が出ているが，今回は中間見直し
であるため，将来像は変更しない。ただし別な部分で地域政策の要素をでき
るだけ盛り込むように，修正を進めて欲しい。

最終案
に反映

　第３章第１節冒頭の記載を修正し，地域政策の展開について追記いたしま
した。

　第３章第１節冒頭の記載を修正いたしました。
最終案
に反映
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