
カテゴリー 団体名等 方法 御意見
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 農業会議 文書
ＧＡＰの取得について，ＪＡ部会や農業生産法人等に対し支援するこ
と。

反映
済み

　県産農産物の安全・安心確保のためには，より多くの団体が多様
なGAPに取り組む必要があるため，広くGAPを普及してまいります。

農業会議 文書
　県内産農産物の更なる消費拡大を目指した「県産県消」を構築して
いく必要がある。

最終案
に反映

　御意見の件については，施策２において記載を追加しております
が，事業の実施に当たっては最大限の効果が得られるよう努めてま
いります。

農業会議 文書
　「県産県消」を推進するため，県産食材の学校・病院給食等での利
用率の向上を図ること。特に，学校給食は，１次加工後に供給できる
ような施設等の整備に対する支援を強化すること。

反映
済み

　今後とも引き続き，学校給食における県産食材の利用拡大に向け
た普及啓発に取り組んでまいります。また，学校給食関係者との連
携を強化し，県産食材を利用した学校給食の素材となる１次加工品
の試作や実用化に向けた検証を行いながら，必要な支援について
検討してまいります。

食農教育 農業会議 文書

　食育は，県，教育現場，関係機関，地域，家庭が一体となり体系的
に推進すべきものであるが，どこが中心となってすすめているのか
連携が不十分な面があり，農業体験学習の実施，地域食材など伝
統的な食文化の継承等の研修について，一体的に実施すること。

反映
済み

　県では「宮城県食育推進プラン」等，既存の関連計画と連携しなが
ら食育を推進しており，施策２にもその旨を記載しております。今後
とも更なる情報共有と連携に努めてまいります。

農業会議 文書
　消費者・顧客重視のマーケッティングを展開してきたが，食と農の
距離を縮めるためにも「供給者の論理」と「消費者の論理」の融合を
進めた「コンセプト・イン型農業」への転換を図ること。

反映
済み

　県が掲げる「マーケットイン」は，消費者動向及び消費者ニーズ等
消費者の視点で販売戦略を組み立て，消費者ニーズに合った商
品・販売しようとする考え方です。「コンセプト・イン型農業」の考え方
も食（消費者）と農（生産者）との距離を縮めることで「売れる商品づ
くり」に向けた販売戦略の一つであると考えます。

農業会議 文書
　年間売上金額１億円以上のアグリビジネス経営体には作目別や新
たに高い目標設定のもとで育成を図ること。

反映
済み

　アグリビジネス経営体育成のため，経営段階に応じたきめ細かい
支援をしてまいります。

農業会議 文書
　農業法人の農商工連携や経営多角化にあたっては，販売チャンネ
ルの多元化等のため，異業種との交流機会の確保を図ること。

反映
済み

　施策３において、商工業者等とのマッチング機会の提供を行うこと
としています。また、施策２消費者と農業者の相互理解の推進で、
実需者への情報発信と産地交流等を通じた取組を行うこととしてい
ます。

農業会議 文書
　「６次産業化」は，取引先情報の収集・発信の充実に努めるなどリ
スクヘッジシステムの構築を図ること。

反映
済み

　取引先企業の信用情報については，民間の情報サービス会社よ
り提供されておりますことから，県といたしましては，６次産業化サ
ポートセンターなどの支援機関を通じて，必要に応じて，農林漁業
者が，これらの情報に基づき経営判断を行うなど，経営上のリスク
を減らすための手法を取り入れるよう指導してまいります。

農業会議 文書

　農業法人や地域の中小企業については，農商工連携を推進しなが
ら，地域の「強み」となりえる生産技術，農産物などの地域資源を活
用した「地域発」の視点を重視した新たな市場開拓を推進支援するこ
と。

反映
済み

　農林漁業者等が地域資源を活用しながら，異業種の事業者と連
携し，経営の多角化を通じて，新たな事業を創造する６次産業化
や，地域優位性を活かした県産品のブランド化等，「地域発」の視点
を重視した取組への支援に努めてまいります。

農業会議 文書

　「農商工連携」「６次産業化」を推進するためには，行政や住民など
を巻き込んだ「地域一体の取組」を推進するとともに，関係者が情報
を共有できるシステムづくりやリーダー育成を推進するための支援を
強化すること。

その他

　地域一体の取組は重要と認識しており，情報共有のシステムづく
りやリーダー育成についても研修会の充実等を図ってまいります。
　なお，国では，今年度６次産業化ネットワーク活動交付金の要綱
改正を行い，新たに市町村タイプの事業メニューを創設し，市町村
や住民が一体となって進める６次産業化の取組に対し，補助率の優
遇を行うことを打ち出したところです。
　県では，新たに創設された事業メニューを活用した取組が多数生
まれるよう，宮城県６次産業化サポートセンターが行う専門家派遣を
通じて，その活用について周知してまいります。

農業会議 文書
　農業者同士や研修の受入れ農業法人と就農研修生などを対象とし
た「農農連携」によるネットワーク型農業経営体の育成を推進するこ
と。

最終案
に反映

　施策４に，経営体間の連携支援について記載を追加いたしまし
た。
　なお，現在も若手農業者等で組織する農村青少年クラブや，農業
法人協会等の活動を通じて相互連携しながら，技術研さん，経営能
力向上，営農意欲向上等を図っております。

佐藤様
（農業）

パブ
コメ

　機械・施設等を長持ちさせる支援が必要。認定農業者のメリット対
策として，機械・施設を長持ちさせる支援事業をお願いしたい。（５年
以上使用したハウスの張り替え助成，機械・施設のメンテナンス支援
等）

反映
困難

　限られた財源を農業振興のために有効にかつ効果的に使っていく
ためには，規模拡大や再編，経営の多角化のための導入経費の負
担軽減を図ることが肝要と考えます。

農業士会 文書

　宮城県の農業経営のすべてを網羅して力を入れることは難しいの
で，主要な部門で成功事例を多く育てる方向となり，そこに予算が振
り分けられ，成功事例に倣っていく形になっていくかと思われる。
　一方で，結果がなかなか出ないががんばっている者や，独自の取
組を行っている者についても，支援メニューを示し，少額でも予算化
するなど門戸を広げて欲しい。その姿勢があれば，生産者側も見捨
てられていないと思い，やる気に繋がると考えられる。

反映
済み

　施策４において，取組内容に応じた各種の支援対策の積極的な活
用を記載しております。
　なお，後段の御意見については，地域農業担い手委育成支援事
業（普及センターで，認定農業者や集落営農組織を対象に，法人化
や経営の高度化について支援）等を実施しております。

農業士会 文書
　県内外を問わず，成功事例の研究・分析を行うことも大切だが，失
敗事例の分析を行い，大きな失敗をしないようにみんなで検討できる
場を設けてはどうか。

最終案
に反映

　経営体間の情報共有を図るため，施策４に，経営体間の連携支援
について記載を追加いたしました。
　また，普及指導員のスキルアップに向けた研修会等においても，
失敗事例の検討などを組み入れていきたいと考えております。

所得補償 農業会議 文書
　県において，経営所得安定対策の不足部分を補う宮城版の「セー
フティネット」の導入について検討すること。

今後
検討

　米概算金の下落等の社会・経済環境の変化や局地的な自然災害
等により一時的に経営が悪化した農林業者に対し運転資金を融通
し経営の維持安定を図るため，利子補給事業の実施を検討中で
す。

農業会議 文書 　認定農業者等の担い手支援策を強化すること。

農業会議 文書
　県及び市町村段階での認定農業者の組織活動に対する支援を強
化すること。

担い手育
成・支援

反映
済み

　施策４において，認定農業者等の担い手支援や体制の強化に取
り組むこととしております。

パブリックコメント・農業者団体・農業関係団体からの御意見に対する県の考え方

地産地消

アグリビジ
ネス

農商工連
携・６次産
業化

認定農業者

参考２ 
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パブリックコメント・農業者団体・農業関係団体からの御意見に対する県の考え方

農業会議 文書
　経営の多角化や財務体質強化が急務の課題となっており，これら
課題解決のための支援を強化すること。

反映
済み

　施策４において，担い手支援や体制の強化に取り組むこととしてお
ります。

農業会議 文書
　農業法人の経営管理・財務管理能力，マーケティング能力の向上
のため，みやぎ産業振興機構となお一層の連携を図ること。

反映
済み

　大規模な農業法人の増加などにより経営支援のニーズは高まっ
ていると考えられることから，（公財）みやぎ産業振興機構等支援機
関との連携を更に図ることとしており，施策３にもその旨を記載して
おります。

農業会議 文書
　農業法人の雇用支援や新規就農者研修の場としての機能充実の
ための支援を強化すること。

農業会議 文書
　農業法人就業条件面で，収益の向上や保険の加入など就業条件
整備のための支援を強化すること。

農業会議 文書
　「農の雇用事業」における研修については法人内では限界がある
ことから，普及組織によるフォローアップ体制の充実強化を図り，就
農定着率の向上を促進すること。

反映
済み

　施策４において，就農前から就農後までの切れ目のない支援を強
化し，多様な新規就農者の確保・育成を行うこととしており、普及組
織は関係機関との連携をより強くして支援を行ってまいります。

農業会議 文書
　集落営農組織に対する研修・相談活動を強化して，経営管理能力
の向上や所得向上，法人化の支援を強化すること。

農業会議 文書
　多様性のある「みやぎ型集落営農」を基本に集落営農の推進を図
ること。

農業会議 文書

　組織自体の健全性確保のため「生産組織経営調査」を実施すると
ともに，集落営農の組織化を進める中で，生産組織の再編を進める
こと。さらに，熟度の高い組織については，法人化等を積極的に推進
すること。

農業会議 文書
　地域担い手育成総合支援協議会を中心に，行政・農業団体等が一
体となったリーダー育成や集落合意形成活動を行える体制づくりを
強化すること。

反映
済み

　施策４において，協議会等との連携による支援体制の強化を記載
しております。

農業会議 文書
　地域農業の維持・継承という観点から新規就農者の位置づけをよ
り明確にして，農地等の情報を収集提供する体制づくりを支援するこ
と。

反映
済み

　施策５において，地域農業の将来像を描く地域の話し合いの誘導
について記載しており，話し合いの中で，御意見の内容へも対応で
きるものと認識しております。

農業会議 文書
　新規就農・就業相談窓口である（公社）みやぎ農業振興公社の「無
料職業紹介所」の充実強化を図るための支援を強化すること。

反映
済み

　施策４において，就農相談機能の強化について記載しておりま
す。今後とも，関係団体が持つ情報を共有しながら，農業法人への
就職（就農）などのマッチング支援を強化するとともに，雇用の受け
皿となる農業法人の経営強化を支援してまいります。

農業会議 文書 　「ニューファーマーズカレッジ」の充実強化を図ること。
反映
済み

　多様な担い手を確保するため，農業大学校における短期研修制
度は重要な取組であり，今後とも支援を継続してまいります。

匿名希望
（農業）

パブ
コメ

　女性農業者が益々活躍できる環境を支援することが必要。
　計画には，家族経営協定の締結を支援するとあるが，一般の商店
街の経営において，あまり聞いたことがない。
　むしろ，「農業女子プロジェクト」を育て，支援する取り組みを仕掛け
ていくことが必要。加えることを検討してほしい。

最終案
に反映

　施策４に，女性農業者同士の連携促進について記載を追加いたし
ました。

普及検討
委員

（石巻）
口頭

　トイレ等，女性の労働環境を他産業並みに改善する事が農家以外
の女性の新規参入を促すと思うので，環境改善に一定の助成を検
討して欲しい。

最終案
に反映

　施策４に，女性農業者が働きやすい環境整備の推進について記
載を追加いたしました。なお，トイレ等の整備については，既存事業
を活用した対応が可能です。

農業会議 文書
　女性農業委員数が確保されるよう，周辺環境の整備や関係方面へ
の働きかけを強力に進めること。

その他
　女性農業委員については，関係機関と協力し，より一層の確保が
見込まれるように促進してまいります。

農業会議 文書 　家族経営協定普及活動の支援を強化すること。
反映
済み

　家族経営協定は，経営内の役割分担を明確化し，それぞれの目
標と責任を明らかにすることで，農業経営の改善に資することから，
施策４において，今後とも農業委員会や農業改良普及センターとの
連携を強化し，協定の締結を推進してまいります。

農業会議 文書
　女性起業は大多数が零細経営であり，マーケティング戦略の構
築，販路拡大，さらなる高付加価値化などへの取り組み支援を強化
すること。

反映
済み

　女性農業者の起業活動に対しては，起業者ごとの課題解決に向
けた講座の開催，普及事業等により経営のレベルアップを促進して
おり，今後も支援を継続していきます。

農業会議 文書
　女性起業は，「農家の自給的でかつ持続的なくらしのビジネス化」
という特徴と，ソーシャルビジネスの視点も踏まえた推進を図ること。

反映
済み

　女性農業者の起業活動については，起業者ごとの課題解決に向
けた講座の開催や各普及センター段階で，農村女性の能力を生か
した起業活動の支援を実施しており，地域のモデル的な起業体(売
上500万円以上)となるよう，ソーシャル・ビジネス推進の方向も含め
て，今後も支援を継続していきます。

企業の農業
参入

農業会議 文書
　土地利用型農業への企業の農業参入については，過去の参入事
例等の十分な検証や地域との融和等の視点から，引き続き慎重な
姿勢で臨むこと。

その他
　高齢化による農家減少等を踏まえ，多様な担い手の育成は重要
ですが，異業種からの参入あるいは他県からの参入においては，地
域の意向や関係機関との調整を図りながら推進してまいります。

農業会議 文書

　農地中間管理事業の平成２６年度実績は低迷しているが，借り手
需要が旺盛なのに対し貸し手農家が啓発不足から少なく，農地の供
給が増えなかったことも一因である。現地において農業関係団体が
一致団結して啓発活動のための支援を強化すること。

反映
済み

　施策５において，農地中間管理事業等による農地集積の推進を記
載しており，今後も一層取組を強化してまいります。

農業会議 文書
　農地中間管理事業の啓発のため低コスト大規模モデル農場
（100ha～200ha）を７圏域毎に設置すること。

その他

　県では，農地中間管理事業を活用した農地集積を進める地域等
を中心に，土地利用型作物を基幹とした大規模経営体モデル育成
を普及事業の重点プロジェクトとして位置づけ，関係機関と連携しな
がら先端技術の普及や経営診断等の各種支援を行っております。

農業会議 文書
　中山間地域の農地集積を支援するため，県農地中間管理機構に
「中山間応援隊」を設置し，集落座談会等に派遣し，地域内の合意
形成活動を支援すること。

反映
済み

　施策５において，中山間地等における地域の話し合いの誘導につ
いて記載しており，今後とも引き続き支援してまいります。

農地の貸借 農業会議 文書
　農地の賃借料については，賃借料水準の適正化への誘導策を講
じること。

反映
困難

　農地の賃借料は賃貸人と賃借人の相互の話し合いで決められる
ものであります。

　雇用就農者も法人等での経験を生かし，将来の本県農業を担う人
材として重要であるため，雇用の受け皿となる農業法人の経営強化
を支援していくこととしており，施策４にもその旨を記載しておりま
す。

反映
済み

反映
済み

　施策４において，集落営農組織の技術・経営支援及び法人化支援
について記載しており，今後も引き続き支援を行ってまいります。

女性農業者

農業法人

集落営農

新規就農者

農地集積



カテゴリー 団体名等 方法 御意見
計画へ
の反映

計画最終案における位置づけ及び考え方

パブリックコメント・農業者団体・農業関係団体からの御意見に対する県の考え方

農業会議 文書
　ほ場整備は，大区画整備を中心に必要な予算を確保して事業の推
進を図ること。また，中山間地域等においても，ほ場整備の推進を図
ること。

反映
済み

　　ほ場整備に必要な予算については，関係機関と連携した要望活
動等を行いながら予算の確保に努めており，今後も継続していく予
定です。
　中山間地域等のほ場整備については，施策１４において推進する
こととしています。

農業会議 文書
　基幹用排水施設の整備と適切な保守・管理への支援策を講じるこ
と。

その他

　基幹用排水施設の整備と既存施設等の保守管理は、安定的に農
業生産基盤を維持していくために重要であると考えています。
　施設の整備は、長期的な計画のもとに進めており、保守管理につ
いても、国庫補助事業の活用と県単事業の創設等、支援していると
ころです。

農業会議 文書
　生産施設の整備については，利用・受託組織の育成等，効率性の
視点にたって適正配置を推進すること。

その他
　農業用施設の整備にあたっては，コストの低減の観点から受益地
域の整備状況を考慮し，過剰な設備投資にならないように留意して
おります。

農業会議 文書
　津波浸水被害を受けた地域において大区画圃場整備が仕組まれ
ているが，未相続農地が多く集積速度に影響することが想定され，
関係機関等で行う権利関係設定に対する支援を強化すること。

その他

  御意見のとおり，農地利用集積を推進するに当たって未相続農地
への対応が一つの課題となっていることから，土地改良区等と連携
を図りながら，未相続農地の早期の現状把握に努めるなど，権利設
定がスムーズに行えるよう支援を行ってまいります。

農業会議 文書
　農地は重要な経営資源であり「県民共通の財産」であるとの価値
観を育成し，農地の保全・確保と有効利用に関係機関・団体が総力
をあげて取り組むこと。

農業会議 文書
　遊休農地は，荒廃程度区分に応じた多様な取り組み支援の強化を
図ること。さらに，農業的利用が困難な地域では，交付金等を新設し
て植林転用（広葉樹植栽）等も含めた解消方策を講じること。

農業会議 文書

　平成２１年の農地法改正により「全ての農地」を対象とした遊休農
地対策の法体系が整備され，また，平成２６年より農地中間管理事
業による遊休農地の簡易整備による解消が講じられたところであ
る。
   しかし，このことによって，遊休農地がすぐに解消される訳ではな
く，農地の有効利用を図る観点から農地中間管理事業の強化を図
り，担い手等に農地を集積することを優先し，その対策を講じること。

反映
済み

　施策５において，地域の話し合いの誘導や農地中間管理事業の
活用について記載しており，今後も一層取組を強化してまいります。

農業会議 文書
　耕作放棄地を農地としてだけではなく，治水・利水など「水資源確
保」，鳥獣との「共生区」を設け被害減少を目指すなどの新たな取り
組みへの支援を強化すること。

反映
済み

　施策５において，遊休農地の解消や発生防止について記載してお
り，農地以外の利用や支援は，この取組の中で検討いたします。

JA
宮城中央会

文書

　本県は有数の大豆生産県である。しかしその生産性（単位面積当
たり収穫量）は、地域差が大きく、十分な生産能力を発揮できていな
い地帯（生産組織）も少なくない。その要因を分析し、生産性を高位
平準化できれば、現有生産設備の中で収益の向上を図れる。
　素案の施策６②で300A運動にふれられているが、強調・重点化を
検討されたい。

最終案
に反映

　施策６（本文及び概要版）において，収量・品質向上を図る技術と
して「大豆３００Ａ」という表現を加え強調いたしました。

農業会議 文書

　米対応転作を推進し，米粉用米の需要拡大と実需者との価格形成
を含めたマッチング機能の充実強化を推進すること。
　飼料用米については，実需者開拓を図るとともに，保管，フレキシ
ブルコンテナバック導入の補助の創設や施設，流通体制整備への支
援を行うこと。
　さらに，栽培者の経営安定のため，現行の助成水準を継続するこ
と。

反映
済み

　米粉用米については，引き続き需要拡大及び農業者と実需者との
マッチング等を推進し，飼料用米については，国庫補助事業を活用
した集出荷体制整備を進めてまいります。
　また，助成水準については，国の「食料・農業・農村基本計画」に
平成３７年度までの制度維持が盛り込まれており，交付単価の維持
については，全国知事会等において国へ要望しております。

農業会議 文書

　新規参入大規模経営体による施設園芸の拡大等，新たな産地が
形成されてきている。経営管理能力の向上，栽培技術の高位安定化
を図りながら担い手の育成確保に努め，既存産地の生産体制の維
持・強化を図るとともに新たな産地形成を推進し，供給力の強化を図
ること。

反映
済み

　大規模園芸経営体等の増加に伴い，早期の経営安定化が課題と
なっております。施策７において，試験研究機関に設置した先進的
園芸経営体支援チームによる技術支援と，みやぎ産業振興機構等
と連携した経営支援をさらに強化してまいります。

農業会議 文書
　加工・業務用の国産需要が拡大する等，ニーズは多様化してきて
いる。園芸産地では生産・品質の高位安定化を図りながら，顧客
ニーズにも対応した生産拡大のための支援を強化すること。

反映
済み

　加工・業務用野菜については，施策７において重点的に取り組む
こととしており，今後，顧客ニーズに対応した生産拡大に向けて支援
を強化してまいります。

農業会議 文書
　施設園芸を中心に企業参入が多く見られるが，雇用や技術水準面
の課題から撤退するケースも増加することが想定されることから，総
合的な支援を行なうこと。

反映
済み

　施設園芸等では企業連携による取組が増加してきており．県とし
ても，試験研究機関に先進的園芸経営体支援チームを設置すると
ともに関係機関の連携を強化しながら，施策７において総合的な支
援を行ってまいります。

薬用作物
JA

宮城中央会
文書

　新たな作物栽培路線として「薬用作物」の栽培が本県でも可能なも
のか試験的取り組みを検討願いたい。
　可能であれば集約的生産作物として小規模多品目・高収益化が期
待できる。

今後
検討

　県内において，薬用作物の取り組みは増加してきており，今後，県
としても対応を検討してまいります。

農業会議 文書

　大家畜を中心に担い手の高齢化が進展しており，各種制度を活用
し，担い手の育成の強化を図ること。
   第１１回全国和牛能力共進会に向け「好平茂」「勝洋」等の優良種
雄牛を活用し，日本一を目指すとともに，共進会を機に「仙台牛」の
名声を高めるための体制を強化すること。

反映
済み

　担い手育成については，施策４において一層取組を強化してまい
ります。
　また，全共を契機とした産地づくり等については，施策８に記載し
ております。

農業会議 文書
　経営者，従業員，関係機関も含めた農場・地域における家畜飼養
衛生管理の徹底等により防疫対策を強化すること。
   また，ワクチン・消毒資材の広域備蓄体制を確立すること。

その他
　施策１に防疫体制整備等について記載しております。なお，消毒
資材等の広域備蓄体制等については，今後検討してまいります。

農業会議 文書
　遊休農地等を利用した放牧が畜産振興・飼料自給率の向上や農
村景観の維持などの様々な機能を持つことに着目し，引き続き放牧
等モデル地区の拡充を指導・支援すること。

今後
検討

　放牧に関しては，放牧地等の放射性セシウムの除染が終了後，
検討してまいります。

自給飼料生
産拡大

農業会議 文書
　不作付地や遊休化が懸念される農地を有効利用した飼料米や稲
ホールクロップサイレージ等の生産拡大を畜産サイドの需要も掘り
起こしながら，自給飼料生産の拡大を推進すること。

反映
済み

　施策６及び施策８において，耕種と畜産の連携強化等を図りなが
ら，水田フル活用による飼料用米やホールクロップサイレージ用稲
等の生産拡大を推進するとともに，利用拡大を促進してまいります。

水田農業

反映
済み

　施策５において，遊休農地の解消や発生防止について記載してお
り，今後も取り組んでまいります。

畜産

園芸

生産基盤整
備等

耕作放棄地



カテゴリー 団体名等 方法 御意見
計画へ
の反映

計画最終案における位置づけ及び考え方

パブリックコメント・農業者団体・農業関係団体からの御意見に対する県の考え方

農業会議 文書
　本県農産物のブランド評価向上のために，マスメディア等の活用を
はじめ，多様で継続的なＰＲに努めること。

反映
済み

　御意見の件については，施策９において記載しており，これまでも
トップセールスや民間企業との連携など様々な機会，媒体により広
報に努めてまいりましたが，今後も生産者団体等とも連携しながら
引き続き効果的な広報を展開してまいります。

農業会議 文書
　国が地域ブランドとして保護する「地理的表示制度」へ本県を代表
する「仙台牛」等の登録手続きを検討すること。

今後
検討

　当該制度のメリットが最大限享受されるよう，申請者となる団体等
と協議・研究しながら進めてまいります。

農業会議 文書
　首都圏等における県産品等のＰＲ拠点となるアンテナショップにつ
いては，他の主要都市圏への出店，イベントやフェアの開催などの，
さらなる強化を検討すること。

その他

　首都圏以外の主要都市圏への県産品等のＰＲについては，全国
各地における「宮城県の物産と観光展」の開催，「東北６県展」への
参加，各種の「飲食店フェア」や「県産品魅力体感イベント」の開催な
どを通じて取り組んでいるところであり，今後もそれらの事業を通じ
て，効果的な販売プロモーションの展開を検討して参りたい。

試験研究 農業会議 文書

　試験研究については，産学官連携のもと，温暖化など異常気象に
対応した技術確立や品種改良，農業資材価格の高騰に対応した低
コスト生産技術や畜産における環境・担い手対策等，現場から要望
の高い課題に重点的に取り組むこと。

その他

　施策10において，多様化する生産・消費両面からのニーズに応え
る試験研究を推進していくこととしていますが，そのニーズ把握につ
いては，試験研究要望課題の吸い上げをさらに現場に近いものとし
てまいります。

普及指導 農業会議 文書

　農業改良助長法では「効率的かつ安定的な農業経営の育成」を明
記しているが，三位一体改革に伴う交付金削減などにより，普及事
業の体制が脆弱化してきている。
　このため，指導対象や活動の重点化，地域の実態にあった人員確
保など，地域の期待に応える体制の構築を図ること。

その他

　交付金については、安定して継続した普及活動が進められるよう、
国に対し強く予算確保を要望しているところです。活動体制について
は、限られた人員で最大の効果を上げられるよう、農業革新支援セ
ンターの設置や普及指導員の資質向上対策等に取り組んでおりま
す。

農業会議 文書
　地域農業振興の基本的視点は，農業の持続的発展と多面的機能
の発揮が前提であり，都市を含めた循環型社会の形成のための取
り組みを強化すること。

反映
済み

　農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮については，地域の
協働活動による農地と水，農村景観の保全管理や，環境負荷を低
減した循環型農業を推進してまいります。

農業会議 文書
　多面的機能の発揮については，地域住民の理解と協力が前提で
あることから，圏域毎に「みやぎ食と暮らしの懇談会」を開催し，「食と
農・多面的機能」への県民理解の向上を図ること。

今後
検討

　多面的機能への県民理解の向上については，事業の取組，推進
とともに情報発信に努めてまいりたいと考えております。なお県民理
解の向上は重要なことと考えておりますので，ご指摘の点も含めて
検討してまいります。

都市農村交
流

農業会議 文書
　食農・環境教育の情報の受発信の基点となる「ふれあい農園」「農
産加工体験工房」「都市農村交流館」「農産物直売所」「農家レストラ
ン」などの都市・農村交流施設の整備を推進すること。

反映
済み

　都市農村交流施設の整備の推進については，関係事業等の情報
提供を行うなど，必要な支援を行ってまいります。なお，年間販売額
１億円を目指す農業法人等が農産加工等の６次産業化に取り組む
場合にはアグリビジネス･チャレンジ支援事業により整備を支援して
おります。

匿名希望
（農業）

パブ
コメ

　中山間地域の農業振興が弱い。県オリジナルの支援拡充が求めら
れる。
　県が考える競争力のある経営体の育成とは，農協ばなれを生み出
すことなのか。ＪＡと一緒に取り組み，農業の底上げを図る支援メ
ニューを構築すべき。特に，中山間地域の農業・農村の活性化支援
をＪＡと連携して実施すべき。

今後
検討

　御指摘の内容については，県としても重要な課題と考えており，現
在，中山間地域の農業・農村の活性化支援の取組について検討し
ているところです。

佐藤様
（農業）

パブ
コメ

　中山間地域の農業振興に弱さを感じる。国の事業におんぶするば
かりでなく，県独自の支援事業により振興を図るべき。例えば，中山
間地域に限定した，機械・施設の導入支援や６次産業化への取組に
対する支援メニューが必要。

今後
検討

　御指摘の内容については，県としても重要な課題と考えており，現
在，中山間地域の農業・農村の活性化支援の取組について検討し
ているところです。

農業会議 文書
　「中山間地域活性化戦略会議」を設置するなど，関係機関等で情
報の共有のもとに振興を図ること。

その他
　現在，中山間地域等の活性化等の推進を目的とした，１３市町に
よる「宮城県中山間地域活性化推進協議会」が設置（Ｈ１３～）され
ております。

農業会議 文書
　中山間地域農業は厳しい状況にあることから，都市住民や地元住
民が地元農業を買い支えるＣＳＡ（地域支援型農業）を推進するこ
と。

今後
検討

　「農業を地域で支えていく」という視点は重要だと考えております
が，その手法については，CSAも含め，県民の皆さんの意見を聴き
ながら検討してまいります。
　なお，農村地域の活性化の拠点となる農産物直売所については，
販売力・商品力向上の支援施策を継続して実施予定です。
　また，交流機会の拡大による地域活性化など，中山間地域等にお
ける都市農村交流を推進してまいります。

農業会議 文書
　遊休農地再生後の適正作物選定等へ指導を強化するとともに，農
産物の加工・販売・研究や地域の活性化，地域おこし等の活動で中
核機能を果たす施設整備を支援すること。

その他

　地域活性化対策については，作物情報や事例等の紹介等の支援
を行っておりますが、中核となる施設を運営する「人」についても同
時に育成する必要があることから、地域を牽引するリーダーの発掘
と養成活動を行ってまいります。
　なお，年間販売額１億円を目指す農業法人等が農産加工等の６
次産業化に取り組む場合にはアグリビジネス･チャレンジ支援事業
により，事業計画のブラッシュアップとともに施設・機械整備を支援し
てまいります。

農業会議 文書
　「鳥獣害対策実施隊」の設置（１１市町村）が低位にとどまっており，
設置促進のための支援を強化すること。

反映
済み

　鳥獣による農作物被害を低減するためには，捕獲や侵入防止柵
の設置といった実践的な活動を担う「鳥獣被害対策実施隊」を設置
することが重要であるため，施策14の中で，国と連携し，市町村に
対して設置に向けた支援を強化してまいります。

農業会議 文書
　中山間地域を中心に被害が拡大傾向にあることから，県境を越え
た広域的な対策や専用の解体・焼却施設を設置すること。

反映
困難

　本県と福島県，山形県との県境において，ニホンザルによる農作
物被害を低減するため，隣接する６市町村等が「南奥羽獣害防止広
域対策協議会」を設置し，県境をまたぐ広域的な対策を講じておりま
す。県境を越えた広域的な施設の建設に当たっては，捕獲や運搬，
解体処理後の残渣処理等，一連の管理作業の連携や効率化が必
要であることから，市町村が連携して綿密な事業計画を策定する必
要があります。

農業会議 文書

　野生鳥獣の駆除を担う猟友会会員については，減少・高齢化が進
んでいることから，地方自治体職員等の資格取得のための支援を含
め会員の育成等に努めること。
   また，放射能汚染により廃棄処理で処分益も見込めなく狩猟税等
の負担が大きいことから，これらの減免措置を講じること。

反映
済み

　「鳥獣被害対策実施隊」の隊員構成として，市町村長が「市町村職
員」から指名することで，公務として被害対策に従事することができ
ます。また，実施隊員は狩猟税等の軽減措置を受けることができる
ため，県としては実施隊の設置を推進してまいります。

優良農地の
確保等

農業会議 文書

　優良農地の確保が求められている中にあって，秩序ある土地利用
を図るため，「農業振興地域の整備に関する法律」と「改正農地法」
等の趣旨を踏まえ，引き続き他法令との調整を図りつつ厳格な運用
に努めること。

反映
済み

　農振法及び農地法の厳格な運用に当たっては，その目的及び趣
旨を踏まえ，市町村及び農業委員会へより一層の周知を図ってまい
ります。

中山間地域
農業の振興

鳥獣被害対
策

販売戦略

多面的機能
の発揮
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優良農地の
確保等

農業会議 文書

　美しい農業・農村を次世代に継承していくためにも，早期に農業関
係の土地利用計画を見直し，本県として必要な農地総量を市町村か
らの積み上げ方式により県，市町村が共有できるものとすること。
   なお，経営の多角化，農福医連携，地域密着型農業の展開のた
めのゾーニングや開発許可などについては柔軟な対応を行うこと。

今後
検討

　農業振興地域整備基本方針の策定において，農地の総量確保に
ついて今後検討してまいります。
　なお，ゾーニングや開発許可などについては，関係法令に基づき
適切に対応してまいります。

農業会議 文書
　商業ベースの本格輸出については経営的リスクも高いため，「輸出
をしている商品としてのイメージ定着」を推進し，県産ブランドの確立
につなげること。

その他
　マスコミ等を活用した効果的なＰＲの実施により，輸出商品（品目）
としての認知度向上を図ってまいります。

農業会議 文書
　世界的に安全性を担保するのは「ＧＡＰ」であり，海外市場において
も輸出戦略上欠くことができないので，「ＧＡＰ」取得を進めつつ，市
場調査をもとに輸出拡大を推進すること。

反映
済み

　県産農産物の安全・安心確保のため，様々なGAPの普及を推進
するとともに，法人等の経営発展段階や輸出先の状況も踏まえ，Ｇ
ＡＰの取得促進を図りながら，輸出拡大にもつなげてまいりたい。

農業会議 文書
　多様な取組が行われているが，消費者からは各制度間の違いにつ
いて分かりにくいとの声もあるため，仕組みのＰＲ等について検討す
ること。

その他
　本計画に反映することは困難ですが，機会を捉えてPR等に努めて
まいります。

農業会議 文書

　ＪＡＳ認証，自治体認証などによる特別栽培農産物，持続的農業法
に基づくエコファーマー等の環境保全型農産物生産を拡大し，環境
創造型農業を展開することにより環境負荷問題等の課題に対応する
こと。

反映
済み

　様々な認証への取組を通して，環境保全型農業の推進を図ってま
いります。

コミュニティ
ビジネス

農業会議 文書
　コミュニティビジネス振興に向けた人材確保，事業対価，行政依存
からの脱却や自立・事業性へのステップアップのための支援を強化
すること。

反映
済み

　グリーン・ツーリズム関係事業等を通じて，人材育成等の支援を
行ってまいります。

災害対策 農業会議 文書
　最近の地球温暖化の進展に伴い，大規模水害，土砂崩れの発生
など農業災害被害が拡大してきており，県土基盤の強靭化のため河
川，農地・農業用施設用整備などの各種対策を強力に進めること。

その他

　大規模な災害に備え，農業水利施設機能保全や防災機能の向上
は非常に重要であると考えており，基幹的な用排水施設であるダム
（ため池）・頭首工・用排水機場・用排水路等について，計画的に新
設・改修を進めているところです。

計画で目指
す将来像

佐藤様
（農業）

パブ
コメ

　「農業を若者があこがれる魅力ある産業に」とあるが，高齢化社会
を迎えて，若者だけで農業を支えていくことはできない。また，あこが
れの持ち方は人それぞれ。今後に向けて，テーマを検討すべき。

今後
検討

　農業・農村の活性化と持続的発展のためには，若者の参画が必
要であるため，このような将来像を掲げております。しかし，御指摘
のように，皆で支える農業・農村という考え方も重要であることから，
５年後の第３期計画に向けて検討いたします。

経営モデル
匿名希望
（農業）

パブ
コメ

  新たに策定された国の計画においては，農業経営モデルが示され
ている。
検討中の県の計画にも，県内の一般的なモデル経営を示してほし
い。目標として，誘導なり支援していくことが必要。
（５００万の経営，1,000万円の経営等：園芸，水田営農，畜産経営）

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」を掲載
いたしました。
　なお，県が別に定める「農業経営基盤の強化の促進に関する基本
方針」において，農業所得目標や，営農類型・経営形態ごとの経営
規模・生産方式等の指標を示しております。

食料自給
率・食料自
給力

農業会議 文書
　食と農の相互理解を推進するため，県内食料自給率や農業の生
産力を示す指標「県内食料自給力」を設定すること。

その他

　食料自給率については，第３章第２節に品目別自給率を掲載して
おります。
　食料自給力については，食料安全保障に関する国民的議論を深
めることを目的として国が示したものです。県段階での試算はしてお
りませんが，その必要性も含めて，第３期計画に向けて検討いたし
ます。

匿名希望
（農業）

パブ
コメ

　県で作成している農業に関する他の計画があれば，今回の計画へ
記載（紹介）し，周知すべきと思われる。

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。

匿名希望
（農業）

パブ
コメ

　概要版は分かりやすいことから，本体と一体的に掲載した方が良
い。

最終案
に反映

　御意見のとおり，掲載することといたしました。

匿名希望
（農業）

パブ
コメ

  各地方機関が取り組む計画は無くなったようであるが，それぞれが
作成し，関係機関と一緒になって取り組むべきである。

最終案
に反映

　各地方機関が取り組む圏域計画については，パブリック・コメント
募集時点では作成途中のため掲載しておりませんでしたが，最終案
では掲載いたしました。

佐藤様
（農業）

パブ
コメ

　現在の計画と比較して，図表や写真等もあり，見やすくイメージもし
やすいと思います。取組の内容も，簡潔な表現でわかりやすくなりま
した。
　概要版も付属しており，取組の内容が把握でき，良いと思います。
もう少し字を大きくするなどして，活かしていくべきと思います。

最終案
に反映

　御意見のとおり，概要版も掲載することといたしました。

佐藤様
（農業）

パブ
コメ

　「みやぎ食と農の県民条例」や同基本計画があることを，市町村・
農協等，我々農業者も含めてどのくらい知っているのでしょうか？計
画を作って終わりではなく，多くの農業関係者に知ってもらう広報活
動等が必要と思われる。

農業会議 文書
　県内農業・農村の振興に向けた共通の価値観の下に，県内の関係
者が一体となった連携強化した「みやぎ食と農の県民運動」を提唱
し，積極的な施策の展開を図ること。

農業会議 文書

　農業サイドが中心の「基本計画」と思われがちであることから，県民
からの理解と協力が得られるよう努めること。また，施策展開に当
たっては，県民，農業者との協働活動の構築，産学官の連携に十分
配慮すること。

農業士会 文書

　これまでは，震災復興に手厚い支援があったが，大きな被害が無
かった地域では，それが仕方ないと理解はしているものの温度差を
感じている者もいると考えられる。
　そのため，被災地域以外でも発展できるような支援をお願いし，宮
城県内一丸となって農業振興，地域振興にがんばる姿勢を作り上げ
てほしい。
　震災５年となるが，いまだ復旧復興途中なので，そこはこれまでど
おり支援をお願いしたい。

その他

　震災後は，被災沿岸部の復旧・復興を最優先課題として進めてま
いりましたが，計画に掲げる施策の多くは，内陸部も含めた全県対
象に推進しているものであります。今後とも，全県的な農業・農村振
興に努めてまいります。

全般

輸出

環境保全型
農業

その他

　御意見のとおり，農業・農村の振興のためには，農業者・関係者・
県民・行政が一体となった施策の推進が重要です。今後とも，条例
や基本計画の周知を図るとともに，県民理解を促進するため，地産
地消や消費者交流等の取組を効果的に展開してまいります。
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全般
農業振興

公社
文書

　本文中には関係機関・団体等が取り組む内容に関し具体的名称等
の記載はあるものの，概要版には明記されていない。
　当公社が担う「青年農業者等育成センター」「農地中間管理機構」，
及び当公社が事務局を担当する「宮城県担い手育成総合支援協議
会」「宮城県耕作放棄地対策協議会」を始めとし，宮城県農業会議，
宮城県土地改良事業団体連合会，JAグループ宮城等関係機関・団
体が担う施策については，具体的に名称を記載することにより役割
の明確化を表現いただきたい。

最終案
に反映

　施策４及び施策５に，一部団体名を追加いたしました。


