
成長産業・ＴＰＰ対策特別委員会



Ⅰ 特別委員会の設置

成長産業・ＴＰＰ対策特別委員会は、平成 年４月臨時県議会において、本県の成長産業25

及びＴＰＰに関する所要の調査活動を行うことを目的として設置されたものです。

Ⅱ 調査活動の概要

我が国の経済は、平成 年 月の第二次安倍内閣発足以降、金融政策、財政政策、成長戦24 12

略に基づいた各種政策いわゆるアベノミクスの効果等により、株価上昇・円高是正など、緩や

かな回復基調の動きがみられておりますが、県内経済も、平成 年１月の宮崎県内経済情勢26

報告（九州財務局宮崎事務所）によると「県内経済は持ち直しつつある。」とされており、よ

うやく明るい兆しが出始めた状況です。

さて、県においては、地域経済・産業全体の活力向上を図る取組を官民一体となって有機的

・重点的に進めていく共有の指針として、「復興から新たな成長に向けた基本方針」を平成

年２月に策定し、平成 年度以降の県政運営の基軸としています。25 25

当委員会においては、同方針で「成長産業」として定めた取組分野のうち、特に、今年度集

中的に審査し、県の施策に積極的に県民の声を反映させるべき分野に関連して、①フードビジ

ネスの展開と取組に関すること、②海外戦略の取組に関すること、③新エネルギーの利活用に

よる産業振興に関することを調査事項としました。

また、平成 年３月に安倍総理大臣が交渉参加を表明したＴＰＰ（環太平洋パートナーシ25

ップ）協定は、本県の基幹産業である農業はもとより、県内産業に広く影響を及ぼすことが懸

念されることから、④ＴＰＰ協定の本県への影響とその対策に関することについても調査事項

としました。

調査にあたっては、県当局に調査事項についての現状や課題、それに対する施策等について

説明を求めるとともに、農業関係団体との意見交換も実施したところです。

また、県内調査では、食品産業関係団体や農業生産法人、企業等を訪問し、調査事項に関連

する事業内容や課題等についてお話を伺いました。

さらに、県外調査では、青森県や鹿児島県における食産業振興の取組など先進的な取組等に

ついて調査したほか、地方の食産業活性化に取り組むコンサルタントや東京芝浦市場の牛肉卸

業者からの意見聴取、内閣官房ＴＰＰ政府対策本部内閣参事官からのＴＰＰ協定交渉の説明聴

取等を行いました。

これらの活動経過については資料のとおりですが、ここで総括して報告します。



フードビジネスの展開と取組について１

（１）みやざきフードビジネス振興構想等について

県では、平成 年３月にみやざきフードビジネス振興構想（平成 ～ 年度）を策25 25 32

定しています。その背景と目的は、「国内有数の食料供給基地という強みを生かし、農林

水産業、食品製造業、流通・販売業、飲食業、観光産業など裾野の広い産業である『フー

ドビジネス』を県の基幹産業として再構築し、本県の将来の地域経済や雇用を支える産業

とする。」とされており、数値目標として、食品関連産業生産額を平成 年度の 兆21 1

億円から、平成 年度に 兆 億円にすることを掲げています。2,586 32 1 5,000

また、農業を基幹産業とする本県は、これまでも、農商工連携や６次産業化、ブランド

化等の取組を行っていますが、今回の取組は、「フードビジネスを成長産業として位置づ

けたこと。」、「明確な目標を定めた上で県全体の戦略として位置づけたこと。」、「マ

ーケット・インの視点を入れ、単なる素材供給型産地ではなく、商品の企画・開発から加

工・製造、流通・販売のすべての段階において、消費者や取引先といったマーケットのニ

ーズを起点に取り組む。」等の違いがあります。

なお、フードビジネスの総合的な推進を図るため、平成 年４月に総合政策部に「フ25

ードビジネス推進課」を新設するとともに、庁内においては、「宮崎県フードビジネス推

進本部」を設置し、部局が連携して取り組む事業等は、同推進本部が中心となってプロジ

ェクト毎にチームを編成して進めることとしています。一方、地域を起点としたフードビ

ジネスの育成・拡大のため、市町村、関係団体、県出先機関で構成する「地域ネットワー

ク会議」を、また、フードビジネスの成長産業化を全県的に推進するため、県内の「産・

学・官・金」で構成する「宮崎県フードビジネス推進会議」を立ち上げています。

（２）みやざきフードビジネス振興構想の具体化に向けた取組について

みやざきフードビジネス振興構想の具体化に向けては、関係課で構成する部局横断的な

「プロジェクト連絡会議」と地域におけるフードビジネス推進組織である「地域ネットワ

ーク会議」を中心に、具体的なプロジェクトやテーマを設置して取り組んでいます。

① フードビジネスプロジェクトを中心とした全県的な取組

次のとおり３つのプロジェクトを掲げ のテーマを設定して取組を進めています。10

○ 「拡大」プロジェクト（これまでの取組の成果を生かしながら、さらにその成果を広

げていこうとするもの。）

（テーマ）宮崎の食肉、宮崎の加工・業務用農水産物、宮崎の焼酎

（取組例）東京市場への生体出荷の拡大、冷凍野菜の需要拡大、果実の加工品の販売拡

大、焼酎の原料確保に向けたメーカーとの意見交換等



○ 「挑戦」プロジェクト（生産、加工、販売、誘致それぞれ従来から抱える課題につい

て、改めて解決に向けて動こうとしているもの。）

（テーマ）連携と参入による産地力の強化、フードビジネスを広げる加工・製造、効率

的な物流や多様な販売ルート・海外輸出拡大、「食」による誘客と地産地消

の拡大

（取組例）県外企業による大規模施設園芸参入、オープンラボを活用した食品開発モデ

ルの実施、宮崎空港ビルにおけるチャレンジショップの設置、香港事務所の

開設等

○ 「イノベーション」プロジェクト（県内の企業や試験研究機関が持つ技術を生かして

食関連産業を伸ばしていこうというもの。）

（テーマ）食の安全・安心・健康「日本一」みやざきづくり、「日本一」キャビア産地

づくり、新技術による先進的な生産・製造

（取組例）「みやざき健康ピーマン」のブランド認証、宮崎県産キャビア販売開始、

ＩＣＴを利用したほ場管理システム等

② 地域・市町村における取組

地域ネットワーク会議は、県内７地域で設置されており、それぞれ地域の特性等に即し

たテーマを設定しています。

例えば、北諸県地区では「いも焼酎原料用加工米及び原料用かんしょの生産拡大」をテ

ーマとして、加工用米の栽培実証や収益性計算、かんしょ優良苗の安定供給体制の検討や

「盆地グルメ・特産品の開発・ＰＲ」をテーマとして、食肉の一大生産地である北諸県地

区にちなんだ”肉”（牛・豚・鶏）を使用したグルメのＰＲ等に取り組んでおり、各地域

において、それぞれの地域資源を生かした商品開発、販路開拓、地域づくり、人材育成等

に取り組むこととしています。

（戦略産業雇用創造プロジェクトの活用）③ フードビジネス推進のための基盤整備

前述のフードビジネスプロジェクトの取組を推進するための基盤整備として、「外部人

材の活用」、「人材育成・研究機能強化」、「情報収集・発信、機運醸成、体制整備」に

取り組むこととしています。

このうち、「外部人材の活用」及び「人材育成・研究機能強化」については、食品製造

業を中心としたフードビジネスの成長産業化を通じた雇用創出を図ることを目的とした厚

生労働省の補助事業である戦略産業雇用創造プロジェクト（事業期間平成 ～ 年)を25 27

活用しながら、分析技術等ポスドク（博士研究員）招聘や外部専門人材の活用、中核人材

の育成事業を行う企業への人件費補助等を行うこととしています。また、「情報収集・発

信」については、「フードビジネス相談ステーション」の開設等に取り組んでいます。



（３）フードビジネスに関連する県内民間企業等の現状等について

みやざきフードビジネス振興構想について、委員から「立派な計画ができているが、実

施するのは民間企業。本当にこれで実態が動くのか調査する必要があるのでは。」等の意

見が出ました。そこで、県内調査において、民間企業等の現状把握のため、次のとおり、

食品産業と生産者のそれぞれについて、その現状（取組）と課題について現地調査を行い

ました。

① 県内食品産業の現状と課題

県内の主な食品製造業者等で構成される宮崎県食品産業協議会、農商工連携に積極的に

取り組む千徳酒造(株)、県内主要食肉加工場である(株)ミヤチクを調査しました。

ア 宮崎県食品産業協議会

宮崎県食品産業協議会は、県内の食品製造業者、食品産業関係事業者、農業団体、試験

研究機関等 会員（平成 年７月現在）で構成されています。現地調査の際は、岡﨑富63 25

明会長（オカザキフード(株)取締役会長）をはじめ、役員７名に同席いただき、業界の現

状と課題等について御説明いただくとともに、意見交換を行いました。

県内の食品産業の現状としては、経営基盤の弱い小規模・零細企業がほとんどであ

り、県外向けの展開が少なく、共通した意見として「商品寿命が年々短くなっている。本

物の息の長い商品づくりを行わないとフードビジネスの推進につながらない。」、「パッ

ケージデザインの力は大きい。デザインの見直し、改良は重要。」、「マーケットや売場

分析が不足している。」、「レシピ開発能力をはじめ、加工技術のレベルが低い。」、

「バイヤーに安心していただけるための生産現場の環境改善が必要。」等の課題があげら

れました。

また、今後、行政に期待する取組として「食品産業にもブランド化は重要課題。安全・

安心は当然のこと。食の機能性の研究に先駆ける県にしたい。」、「県産品を材料に使う

には安定供給が必要。」、「加工材料としての農作物の開発が必要ではないか。」等の意

見も聞かれました。県内食品産業界においても、県のフードビジネスの今後の本格的なア

クションに大きな期待と関心を持っているとのことでした。

イ 千徳酒造(株)

延岡市の千徳酒造(株)は、農商工連携に積極的に取り組んでおり、宮崎市の農商工連携

組織「みやＰＥＣ」に参加して、記紀編さん 年を記念した発泡清酒の開発を行って1300

います。観光客をターゲットにホテルやレストラン等で使ってもらう計画をしているもの

の、組織の販売力が弱いのが課題とのことでした。

同社の商品は、 年くらい前までは、販売先の８割が県北でしたが、最近は、観光客10

等からの口コミで県外からも注文が入るようになってきたとのことです。長年、原料は高

千穂産の米にこだわってきたことなどから、地元の市役所や商工会、銀行等の乾杯をはじ

め、県外へのお土産にも同社の酒が定番化するなど、地元の企業として地元が応援してく



れていることなどが強みであるとのことでした。

ウ (株)ミヤチク

都城市の(株)ミヤチクは、県内産肉牛・肉豚の約４割の加工処理を行っています。口蹄

疫発生前までは、売り上げが 億円程度ありましたが、平成 年度実績は、約 億450 24 419

円で、まだ回復しきれていない状況です。牛のと畜実績は、平成 年度は、約１万６千22

頭でしたが、平成 年度以降１万４千頭台で推移しており、その理由としては、口蹄疫23

の影響で生産頭数が減ったこともありますが、工場の処理能力と営業状況を考えると今の

頭数が限界と考えているとのことでした。

また、県産牛の認知度アップのために飲食部門の運営にも力を入れたことにより、地場

消費が伸びているとのことで、牛肉の売上構成の約 ％は県内となっています。一方、33

宮崎牛は、全国和牛能力共進会で２連覇しましたが、県外では認知度が低いため、福岡で

の や大手百貨店への営業活動、東京への牛の生体出荷を行うなどの販売強化を行っCM

ています。

海外へは、香港、マカオを中心に、平成 年度は、 頭（ トン）出荷しており、24 827 33

今後は、シンガポール、タイ、メキシコへの販路を拡大したいとのことでした。

② 県内生産者の取組と課題

生産者に関しては、販売面に特色ある取組を行っている事業者を中心に調査しました。

ア (有)協同ファーム

川南町の(有)協同ファームは、平成 年に６次産業化法に基づく事業計画の認定を受23

け、養豚と豚肉の加工・販売に取り組んでいます。自社製品として、精肉、ハンバーグ、

ハンバーガー等を加工し、量販店への精肉の契約販売、直販所への出荷、川南町内一般家

庭への宅配、インターネットを活用した販売、移動販売車を使ったハンバーガーの直販等

に取り組んでいます。日高社長によれば「農業者として売り上げを増やすために６次産業

化して加工・販売の分野にもトライした。直販が一番利益が出るが、直販を経験してみ

て、スーパーに卸す価値（同社のブランド豚『まるみ豚』が広く認知される。）も分かっ

た。 ～ 歳代の女性をターゲットにしてインターネットにも力を入れたいが、試行錯30 40

誤中。」とのことで、６次産業化に取り組むことで、販売方法が多様化するというメリッ

トがある一方で、販路を確立させる難しさも感じました。

イ イシハラフーズ(株)

都城市のイシハラフーズ(株)は、冷凍食品等の加工業から農業に参入するという、いわ

ゆる「逆６次産業化」に取り組んでいます。現在の農業における高齢化と担い手不足は深

刻で、石原社長によれば「加工品の販売先は確保していても、原料がそろわなくては商品

を作ることができない。安定的な入荷が確保できないならば、自前でやるしかない。」と

いう考え方から自社農園を増やしていったとのことです。積極的に機械化を進め、生産性



を上げているのですが、一番困っているのは自社農場が点在しているため、輸送車や農業

機械の移動に時間と経費がかかることとのことで、農地の集約化の必要性を強調されてい

ました。

ウ (株)ローソンファーム宮崎

宮崎市の(株)ローソンファーム宮崎は、(株)なかむら農園 ％、(株)ローソン ％、75 15

(株)ＲＡＧ（仲卸業者）が ％出資し、平成 年１月に設立されています。10 25

(株)ローソンは、他社コンビニとの差別化のために生鮮品に力を入れており、果菜類で

は一番売れている「きゅうり」に着目し、生産量が日本一で栽培技術も確立されている宮

崎で農業生産に参入したとのことです。県等に相談してマッチングを行い(株)なかむら農

園と共同出資しています。同農園側にとっては、西日本エリアのローソン約 店舗で1,850

の販路は確約されるという大きなメリットがありますが、経理データ、栽培管理データ等

は全て情報共有されるとのことで、委員からは、「(株)ローソン側から一方的に管理され

ることになってしまわないか。」と心配する声も聞かれました。

（４）他県におけるフードビジネスへの取組

フードビジネス、いわゆる食産業の振興については、他県でも様々な切り口で取り組ん

でいますが、当委員会では、本県同様、国内有数の食糧供給基地である一方で食料品製造

業が弱いとされている青森県（平成 年農業産出額 億円 全国８位、平成 年食23 2,804 23

料品出荷額 億円 全国 位）と、農業県であり、かつ食料品出荷額が本県の２倍2,602 27

以上である鹿児島県（同年農業産出額 億円 全国３位、同年食料品出荷額 億円4,069 5,330

全国 位）の取組を調査しました。15

(宮崎県：同年農業産出額 億円 全国 位、同年食料品出荷額 億円 全国 位)2,874 7 2,372 29

① 青森県の取組

青森県では、５年前に策定した基本計画に「攻めの農林水産業を軸とした、あおもり

『食』産業の充実強化」を掲げ平成 年度から本格的な取組を行っており、本県もみや22

ざきフードビジネス振興構想策定に当たり、その取組を参考にしています。

４年前から農政水産部に「あおもり食産業振興チーム（専任７名）」を設置しています

が、組織化するための準備行為として食産業データベースを作成しています。

また、農水産物の約７割が生鮮のまま出荷され、加工原料の ％が県外から調達され65

ているという現状分析のもと、「加工することが付加価値」という認識に立ち、県外に流

れている加工の場を取り戻すことに力を入れています。

具体的には、６次産業化よりも農商工連携を重視し、農商工連携＝加工委託を推進して

プライベート商品を作っていく支援に取り組んでいます。特に、相談活動を「生命線」と

言うほど重視しており、その一環として、商品開発やマーケティングの専門家と県の試験

研究機関が連携して、商品化に向けて徹底したバックアップを年間 件程行っていま700



す。また、「あおもり食産業づくり加速化事業」等民間企業の商品開発を支援する事業や

「あおもり農商工連携ファンド」による商品づくりの支援を 件（平成 年度）行って88 24

います。

また、販売に関しては、農政水産部に総合販売戦略課を設置し、宣伝・販売、ブランド

化、地産地消、海外販路開拓などに取り組んでいます。

担当者によれば「知事をはじめとして『民間レベルだから県庁はタッチしない』ではな

く、民のところまで県が入っていく気持ちで取り組んでいる。」とのことで、民間との連

携に非常に力を入れていました。

② 鹿児島県の取組

鹿児島県では、生産者だけではなく、食品加工業者等の実需者や消費者のニーズを把握

する必要性があるとして、バリューチェーン（品物が消費者に届くまでに生み出された価

値）、サプライチェーン（品物が消費者に届くまでの物の流れ）に着目しながら、

①認知度向上（「かごしまブランド」の確立等）、②信頼される産地づくり（顔の見える

産地を目指した情報発信等）、③食品加工業者支援（農家と食品加工業者とのマッチング

支援等）、④輸出対策（新品目の導入等）に力を入れています。

このほか、県では、「県としてできることは、技術支援」、「企業に負担が大きい試験

研究部門の先行投資」という考え方のもと、一次加工（野菜のカット、粉末、冷凍等）を

中心とした高付加価値農業に力を入れており、その一環として、大隅地区に加工技術拠点

施設を整備することとしています（平成 年度から運用開始予定）。また、同施設は、27

①地元加工事業者の規模拡大、②新たな加工事業者の参入を目的としていることから、機

能性を生かしたまま加工品にできるような素材づくりのために一次加工にとどめ、高次加

工は民間に任せていくという考え方でした。

（５）フードビジネスの展開と取組に対する県への提言

① 民間力の喚起

フードビジネスの成功の鍵は、民間力であることは、当委員会の共通認識です。みやざ

きフードビジネス振興構想の推進期間に積極的に県内民間企業を育成・強化し、行政から

の支援がストップした後も、その活力を維持していけるような環境整備が必要です。

このために必要な施策として、「マッチング支援」があります。

青森県では、前述の食産業データベースを作成するため「食品製造業者詳細ヒアリング

調査」を行い、現在、食品製造業者や加工技術者、生産者、実需者に関する情報など、県

内のほとんどの企業情報を集約しており、このデータを活用して、生産者と加工者とのマ

ッチングを行うことにより農商工連携を推進しています。また、マッチングに当たって

は、必ず県が仲介しており、行政が絡むことで信頼度も増しているとのことでした。

本県においても、まずは、きちんとした現状把握が必要です。県では、フードオープン

25 11ラボの開設等も見込みながら、食品加工業者を回って調査を行うとともに、平成 年



月に開設したフードビジネス相談ステーションの活用等によるマッチング支援に取り組ん

でいるとのことですが、体系的に現状把握を行った上で、情報を一元的に集約し、生産者

と加工者、販売者のマッチングに活用すべきだと考えます。

次に、必要な施策として「技術支援」があります。

前述のとおり本県の食品産業事業者は、経営基盤が弱い小規模・零細企業が多く、「加

工技術のレベルが低い。」、「パッケージデザインの見直しや改良が必要。」などといっ

た課題を抱えています。県には、試験研究機関の技術支援等による積極的な民間企業への

生産・製造力強化策が求められますが、県食品開発センターの研究開発結果等が民間企業

に活用されたのは７件（平成 年度）で、委員から他県と比べて少ないのではないかと24

の指摘がありました。

調査を行った（地独）青森県産業技術センターは、平成 年 月に全国で初めて、工21 4

業、農林水産部門の試験研究機関を統合し独立行政法人化しており、同センターの食品加

工部門が単独で商品化までつなげた実績は 件（平成 年度）で、これ以外に農業部門31 24

と連携して１件商品化につなげています。同センターは、６次産業化サポートセンターの

業務や農商工連携ファンドも所管していることから、これらに取り組もうとする農水産業

者からの要請や相談が非常に増え、これらに対応する中で、試験・研究や商品化に結びつ

いているものも多いとのことでした。

本県でも、フードオープンラボによる技術支援の強化が期待されるところですが、商品

化につなげる積極的な技術支援と売り上げ状況等商品化後の追跡調査を行うとともに、食

品加工業者だけでなく、農水産業者も利用しやすい施設になるような仕組みづくりを要望

します。

② 各産業の連携強化

農業を基幹産業とする本県は、フードビジネス振興構想を打ち出す以前から、農商工連

携や６次産業化に積極的に取り組んできており、委員会では、「これまでの取組とどう違

うのか。」ということについて再三議論がなされ、委員からは「フードビジネスでは、県

内の農水産業者と食品製造業者や流通販売業者が連携し、一体となって付加価値を生み出

し、それぞれの所得向上につなげるシステム作りについて、これまで以上に追求していく

必要性がある。」という意見が出ました。

連携手法について具体的に検証した結果、先行して取り組んでいる青森県では、

(1) 情報を提供するだけでは連携につながりにくく、「情報＋企画」、「情報＋調

整」等のフォローが必要であること。

(2) 連携を進めるためには、中核となる分野の専門家や技術者が不可欠であること。

(3) 中小規模の事業者が多いことから、事業拡大や意欲的投資につなげるための小回

りのきく支援策が必要であること。

が確かめられたと結論づけています。これらを踏まえ、具体的取組として、事業者



（農水産業者、食品製造業者、流通販売業者）自らが情報を掲載・更新可能で、事業

者間で自主的に交流・連携が可能な「食産業支援サイト」を開設するとともに、県の

関係各課や試験研究機関、食産業連携アドバイザー、６次産業化サポートセンター等

による「食産業連携企画会議」を毎月１回開催し、食産業に関連する県内の動きや問

題点を情報共有し、対応策や取組方向について協議を行っています。本県においても

フードビジネスプロジェクトのテーマ毎に県の各所属や関係機関、企業等が連携して

取り組んでいるところですが、これらを参考にしながら、本県の現状に合った各産業

の連携強化策を確立していただくよう要望します。

③ 流通対策の強化

委員から「フードビジネスは、生産者、民間企業、行政がそれぞれの立場で推進してい

く必要があるが、消費地に遠いというハンディがある本県では、流通の問題は行政が中心

となって取り組むべき重要課題ではないか。」との指摘がありました。また、県内調査で

も「生産の現場でがんばっても出口がない。」という意見が多く聞かれました。

本県の青果物の輸送は、貨物列車の乗入が延岡・南延岡駅のみに限られ、カーフェリー

も、慢性的に下り貨物の確保が困難な状況であることから、ＪＲコンテナ、海上コンテナ

の利用はそれぞれ４％にとどまっており、運送コストの高いトラック輸送が ％とほと92

んどを占めているのが現状です。

このため、県においては、ＪＡにおける集出荷施設の整理統合やＪＡ間又は農業法人等

との荷の混載など、出荷運賃、選果場経費等を含めた流通コスト全体の削減や、予冷・保

冷機能の充実強化による中央及び県北の拠点集出荷施設への集約化等に取り組んでいま

す。また、前述の「復興から新たな成長に向けた基本方針」において、「宮崎県交通・物

流ネットワーク戦略」も成長産業の育成強化を後押しするためのリーディングプロジェク

トとして位置づけられていますが、フードビジネスを進める上で、効率的な輸送システム

の構築は喫緊の課題であるので、スピード感を持ってその対策を講じていただくよう要望

します。

④ 販売対策の強化

本県で生産される牛、豚のともに約 ％が県外（大半が鹿児島県）に出荷されていま43

す。その原因としては、「県内にと畜場が少ない。県内と畜場施設の大半が老朽化してい

る。」というハード面の問題もありますが、「鹿児島に出荷した方が条件が良い。」とい

う販売力の問題もあります。

農業の付加価値をいかにして上げるかという取組をしている中で、本県の農業産出額の

半分以上を占める畜産の約４割が、県外で付加価値の高い肉製品に加工され出荷されてい

るというのは、大きな弱点です。県では、今年度「食肉センター等実態調査」を行ってい

ますが、現状と問題点を整理して、抜本的な対策を立てるよう要望します。



また、当委員会では、民間流通大手企業での勤務や他県で食産業振興専門監の経験があ

るコンサルタントにお話しを伺いましたが「本来、販路開拓や販売促進の仕事は地元の農

協、商工会等がやるべきであるのに、思うように機能できないため民間に委託しているの

が現状だ。」、「食品の流通構造は、大手小売業に非常に都合が良い仕組みになってい

る。」、「販路開拓の最も有効な方法は、ターゲットを決めてその商圏を徹底的に調べて

販売戦略を立てること。」等の指摘がありました。行政には食品流通・販売のノウハウの

蓄積もネットワークも乏しいので、県が採択を受けた戦略産業雇用創造プロジェクトを有

効に活用して、外部人材からの専門的アドバイスや販路紹介等により、効率的に販売戦略

を強化すべきだと考えます。

取組について２ 海外戦略の

（１）みやざき東アジア経済交流戦略について

県では、これまで「みやざき県産品東アジア販路拡大戦略」（平成 ～ 年度）に基21 25

づいて中国、香港等６カ国・地域を重点国・地域に定め、農畜水産物や木材、加工食品等

の輸出を促進してきましたが、その取組の成果や情勢の変化を踏まえ、同戦略を見直し、

平成 年度に「東アジアに開かれ、東アジアとともに成長するみやざき」を目指すため24

の指針として、「みやざき東アジア経済交流戦略」（平成 ～ 年度）を策定していま24 28

す。同戦略では、新たに、観光誘致やグローバル人材育成等の分野を加えるとともに、県

内企業・産地や関係団体及び県が一体となって、東アジアの市場開拓や経済・人的交流の

拡大に取り組むこととしており、平成 年度の数値目標を、輸出に取り組む中小企業数28

社（平成 年度 社）、輸出に取り組む産地数 （同３）、木材輸出額 百万円80 22 63 10 240

（同 百万円）などとしています。112

同戦略は、前述の「復興から新たな成長に向けた基本方針」においては、アジア市場の

開拓により、成長するアジアの活力を積極的に取り込み、「（フードビジネスの推進等）

新たな成長の核となる取組分野の効果をより高めるための取組」と位置づけられており、

当委員会では、フードビジネスに特に関連のある食品輸出に関して、重点的に調査を行い

ました。

（２）食品輸出に関するロードマップについて

「宮崎県の貿易（平成 年版）」によると、本県の平成 年の輸出額は 億23 23 1,217

万円、うち食品関係の輸出額は、 億 万円（全体額の ％）。食品関係の8,400 6 4,400 0.5

うち、品目としては、飲料・アルコールが最も多く 億 万円（構成比 ％）、次2 1,400 33.2

いで魚介類及び同調整品 億 万円（同 ％）、肉類及び同調製品が 億 万1 4,700 22.8 1 2,500

円（同 ）となっています。19.4%

食品の輸出については、対象国ごとに、関税、検疫等の商習慣、これまでの取組の実績

などが異なるため、県では、対象国ごとに期間を定めて具体的な取組を整理したロードマ



ップ（平成 ～ 年度）を作成しています。24 28

中国市場は、多くの人口を抱え富裕層も多く世界の消費市場として有望なことから、県

では、平成 年３月から県上海事務所（４名体制）を開設していますが、日中関係の悪14

化や震災、原発の影響等により輸出環境が不透明であることから、当面は情報収集や人脈

の拡大に取り組みながら、上海市を中心に輸出可能な焼酎や加工食品などに絞って、販路

拡大を図っていくこととしています。

香港市場は、日本からの食品輸出相手国の第１位であることや、背後に中国本土を控え

ていることから、県では、安全・安心な農水産物を有する本県にとっての最重点市場と位

置づけ、平成 年６月に、今後の取組の拠点となる県香港事務所（３名体制）を開設25

し、商談後のフォローアップやマーケット情報の提供など販路拡大を推進するとともに、

事務所の一部を県内企業に貸し出し、輸出拡大に向けた営業活動を支援しています。ま

た、事務所には物流倉庫も設置し、サンプル提示や納品時間の短縮など競争力強化を図っ

ています。

台湾市場は、親日的で多くの日本食品が浸透していますが、関税障壁が比較的高いこと

もあり、品目を絞り込んで効果的に売り込むことが重要であることから、県では、加工食

品に強いパートナーを確保しながら、現地での認知度・知名度向上への取組を強化してい

くこととしています。台湾には、県事務所を設置していませんが、平成 年６月から駐10

在員１名を現地採用し、現地商談会やフェアの対応、企業支援としてアテンド等を行って

います。

シンガポール市場は、香港と同様自由貿易で日本食品が浸透していますが、競争が激し

いことから、県では、フェアや継続的なプロモーションを展開しながら知名度の向上に取

り組んでいます。また、シンガポールは、ＡＳＥＡＮのハブ機能を有する都市でもあるの

で、現地に進出している県内企業やクレア（自治体国際化協会）事務所とも連携を図りな

がら、周辺国への市場拡大にも取り組むこととしています。

（３）鹿児島県の農水産物の輸出の取組について

調査を行った鹿児島県の平成 年度の農水産物の輸出総額は 億 万円です。民24 61 8,900

間企業などに聞き取り調査した結果をまとめたものなので、一概に比較はできませんが、

本県の 年度の食品輸出額の 倍超です。23 10

担当者によれば、東アジアへの輸出の取組については、「中国へは、香港をゲートウェ

イにしている。香港は日本国内の産地間競争の延長戦で、価格競争に入っている状況。富

裕層をターゲットにしてきたが、陰りも見られ、価格競争を続ける体力があるのかが課

題。香港より南のエリアも視野に入れている。」とのことでした。また、中国、香港以外

の対象国は、「台湾、シンガポール」とのことで、本県と重複しています。

輸出主力品目である牛肉については、「東アジアは先に入った方が勝ちだと聞く。バイ

ヤーをいかにつかむかが課題。バイヤーとの信頼関係を築くには、メーカー等のプライベ

ートの関係者を紹介してもらうのが早道。県職員が見つけるのは難しい。」とのことでし



た。また、「宮崎県の主力品目と重複するが、さつまいもにも力を入れたい。新たな品目

の導入も検討中。」とのことでした。

（４）海外戦略の取組に対する県への提言について

① 人的ネットワークの活用・拡充

県上海事務所は、設置して 年が経過していますが、上海県人会（会員約 名）の人12 60

的ネットワークも活用しながら、上海におけるバイヤー等とのコネクションも徐々に安定

的になりつつある状況とのことです。委員からは、「九州の中の宮崎県と言ってもその存

在は小さい。現地の人達との個人的なつながりを活用して販路拡大につなげるべきではな

いか。」、「現地に行って、フェアや挨拶回りをするだけではなく、海外の商社等を本県

に招聘して宮崎県のことを知ってもらい、人的ネットワークを広げる必要があるので

は。」との意見がありました。

鹿児島県では、昭和 年（ 年）からシンガポールと隔年で交流会議を開いてお57 1982

り、今年度は 回目の会議を鹿児島県で開催し、鹿児島県側は知事ら６人、シンガポー17

ル側は外務省上級政務次官ら６人が出席し、鹿児島県の農水産物の販路拡大や観光客誘致

の相互協力などについて合意しています。前述のとおり、鹿児島県の農水産物の輸出額は

本県を大きく上回っていますが、その理由の一つとして、シンガポールと 年以上前か30

ら相互交流を行い信頼関係を築くなどの取組の積み上げが現在の輸出実績につながってい

ると推察されます。

本県においても、将来に向けて着実に人的ネットワークを築くための仕掛けを行うとと

もに、県人会等現在持っているネットワークを大事にし、積極的に活用していくよう要望

します。

② 海外で競争できるブランド力の強化

実際に海外のスーパー等で価格調査等を行った委員から「ブランド力のある大束産の甘

藷は、宮崎産の甘藷の３倍の値段がついていた。輸出するには、テナント料や手数料等の

経費がかかるので、高い値段がつくブランド力のある商品を出していくことがアジア戦略

の課題では。」という指摘がありました。ブランド力に関しては、東京芝浦市場で宮崎牛

を扱っている卸業者からも「海外はブランド肉を欲しがる。マカオのホテルで日本３大銘

柄として松阪牛、近江牛、神戸牛を出しているが、４番目のブランドを宮崎牛にしようと

一生懸命取り組んでいるところ。」という話もありました。

前述したとおり、食品輸出に関しては、国ごとに、関税、検疫等の商習慣はもとより、

嗜好や加工方法も違います。海外でのブランド力の強化のため、具体的に県にできること

は、国ごとの市場調査や他都道府県の食料品輸出の動向調査を行い、「その国では何が売

れるのか。」ということを分析した上で、県内企業や生産者と情報交換し、本県の輸出品

目として重点化した上で、積極的にＰＲすることだと考えます。



③ 海外戦略を総合プロデュースする人材の活用

海外戦略を推進するため、県では、平成 年度に庁内に副知事をトップとする「宮崎24

県東アジア経済交流戦略推進本部」を設置し、関係部局が連携して効果的・効率的な施策

の推進に取り組むこととしました。また、平成 年４月に商工観光労働部に「観光物産25

・東アジア戦略局」を新設し、全庁的な事業の進捗管理等に取り組んでいるところです。

しかしながら、フードビジネスの項目でも述べたとおり、流通・販売の分野は専門的な知

識や人脈が必要です。まして、海外になると、国ごとに販売戦略を立てる必要がありま

す。委員から「東アジア経済交流戦略という大きな政策を、今後５年間で成果を出してく

ためには、海外の販売戦略に明るく総合プロデュースできる人材がいないと、他県との競

争に勝てないのではないか。」という意見もありました。外部人材を総合プロデューサー

として活用することについて検討いただきたいと考えます。

３ 新エネルギーの利活用による産業振興について

（１）エネルギーを巡る国の動向

① 再生可能エネルギー固定価格買取制度について

東日本大震災を契機として、再生可能エネルギーを普及・拡大させることを目的に、平

成 年７月から「再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ)」が始まっています。24

この制度では、再生可能エネルギーで発電された電気を、電力会社等が一定期間、一定価

格で買い取ることを国が約束する一方、電力会社等が発電事業者等から買い取るための経

費は、電力利用者から賦課金という形で集めています。

九州電力(株)宮崎支社での現地調査では、再生可能エネルギー導入拡大に伴う諸問題と

して、①電力の需要と供給の維持（電気は蓄えることができないため、消費量と発電量の

バランスをとる必要があるが、太陽光は発電量が大きく変動するため、火力発電で出力調

整している。しかし、限界があり、バランスが崩れると停電が発生することがある。）、

②変電所変圧器への電気の逆潮流による系統連系制約（これまでは、高鍋町、都農町、国

富町、都城市等で連系できない箇所があったが、法改正で安全装置を設置すれば認められ

るようになり、解消の方向で動いている。）、③電線の容量不足による設備対策（電線の

末端部分にメガソーラー施設等ができると容量不足となり、電線を張り替える必要がある

が、工事費は発電事業者が負担するルールとなっている。）、④賦課金の増加（発電設備

の増加、単価の上昇等で国民が負担する賦課金が増えることも予想される。）ことがあげ

られました。

② 電力システム改革について

国においては、電力の安定供給の確保、電気料金の抑制等を目的に、電力システム改革

を行うこととしています。

電力システム改革では、①広域系統運用の拡大（オールジャパンで電力需給を調整す



る。）、②小売及び発電の全面自由化、③法的分離方式による送配電部門の中立性の確保

（送配電部門の別会社化）の３本柱を段階的に進めていくこととしています。

九州電力(株)宮崎支社で現地調査を行った時点では、国の大きな方針が出ただけで、具

体的なことは決まっておらず、委員からの発送電分離に対する質問に対しては、あくまで

も担当者の私見として「発電部門、輸送部門、販売部門を別会社にして上手く機能するの

か疑問。」、「会社を分けた場合、発電のベストミックスのバランスをどこで取るのか心

配である。」等の指摘がありました。

（２）宮崎県新エネルギービジョンについて

県では、平成 年度に策定した「宮崎県新エネルギービジョン」を平成 年度に１年16 24

前倒して改定を行っています。これは、東日本大震災以降、エネルギーを取り巻く情勢が

変化してきていることや太陽光やバイオマス発電などの導入実績が既に同ビジョンの目標

値を上回っていることから、社会情勢や本県のポテンシャル・実態に即したビジョンに改

定することにより、新エネルギーの一層の導入促進に取り組み、低炭素社会の実現や地域

振興を図ることとしたものです。

新ビジョンの計画期間は、平成 ～ 年度までの 年間、原則として５年後の中間25 34 10

年で見直しをすることとしています。平成 年度を基準年とし、最終年度の平成 年度22 34

までの発電目標（太陽光発電、バイオマス発電等）は、現況値の約８倍の 万４千83

、熱利用（太陽熱給湯システム、バイオマス熱利用等）は、現況値の約２倍の 万kW 11

としています。この目標が達成されると、電気使用量における新エネルギーの自給率kL

は、現況値の ％から約５倍の ％となり、エネルギー消費量に対する新エネルギー2.8 14.8

の自給率は、 ％から約４倍の ％になります。3.2 12.9

また、概ね５年間のうちに重点的に取り組む新エネルギーとして、日照時間に恵まれて

いること、全国有数の林業県であること、降水量が多いことなどの本県の特性を生かし、

①太陽光、②木質バイオマス、③小水力の３つを掲げています。

（３）県内の新エネルギーの導入状況について

当委員会では、県が戦略プロジェクトに掲げている新エネルギーについて、導入状況や

その課題について調査しました。

① 太陽光を利活用した取組

県内の住宅用太陽光発電の普及状況は、設置数が、平成 年度の 件から、ＦＩＴ20 971

が導入された平成 年度は、 件と５倍近く増加しています。また、世帯普及率でみ24 4,753

ると ％（平成 年度末）で全国２位となっています。5.37 24

非住宅用太陽光発電システム（ 以上）のＦＩＴ認定（平成 年７月～ 年２10kW 24 25

月）は、 件（うちメガソーラー 件）、出力ベースでは約 万 で全国 位、2,975 50 35 kW 12

九州では５位となっています。九州電力管内では、本県の申込件数比率は約 ％である15



のに対し、容量比が ％程度にとどまっており、他県と比べ小規模計画が多くなってい10

ます。

導入を進めるにあたっての課題としては、①開発時等の各種規制（土地開発の許可

等）、②売電時の電線接続の規制（法改正により緩和される見込み。）、③導入にあたっ

ての情報不足があげられます。

当委員会では、平成 年３月に稼働を開始した国富メガソーラーを現地調査しまし25

た。国富メガソーラーは、県内採石事業所の矢野産業(株)とソーラーフロンティア(株)が

共同して合計 のソーラーを設置しています。ソーラーフロンティア(株)からは、3.3MW

「地元企業と連携し、地元で作っている当社のパネルを使用し、地元の電力会社に電気を

売っている。広い意味での地産地消を実行に移した。」矢野産業 (株)からは、「事業参

入のきっかけは、高速道路建設に伴う土地交換で規制のかからない広い土地を確保したこ

と。計画段階では、 年で採算がとれる計算だったが、運転開始してシミュレーション10

したところ、７年に縮まった。宮崎の環境がいかに良いかということだと思う。収入を年

間５千万円強見込んでいる。」との説明がありました。稼働に伴う雇用については、隣接

して設置した小学生等向けの見学用施設の管理者１名の雇用があったものの、直接的な雇

用は生じていません。維持管理経費については除草等のため年間 万円程度見込んでい300

ますが、除草効果のある採石（美砂）を敷き詰めることで、かなり削減できるのではない

かとのことでした。

上記事例のように、太陽光発電施設での直接雇用は生じませんが、県からは、関連産業

の裾野は広く、製造・販売・施工・維持管理という分野での県内業者への波及効果は期待

されるとの説明がありました。

また、矢野産業(株)の例のように、太陽光発電事業は、県内企業の経営多角化の取組と

しても可能性があります。県では、中小企業が取り組みやすい 未満の小規模ソーラ50kW

ー発電所設置を促進するため、「電力確保と経済活性化！小規模ソーラー発電所設置促進

事業」に取り組み、採算のとれる小規模ソーラー発電所の設置・運営等に関するセミナー

の開催やソーラー発電所設置を検討している企業等と販売・施工業者とのマッチング等を

行っています。

② 木質バイオマスを利活用した取組

県内では、木質ペレット製造工場が３工場稼働中で、火力発電所や温泉等の燃料となる

木質ペレットを年間約１万 千トン（平成 年度）製造しています。8 24

また、森林資源の有効活用と燃油価格高騰による経営圧迫を払拭し、化石燃料に依存し

ない施設園芸産地への転換を図るため、木質ペレットを燃料とする施設園芸用の木質バイ

オマス暖房機の導入を進めており、平成 年度末現在、ピーマン等で 台導入していま24 12

す。平成 年度までに 台（木質ペレット使用量 トン年）の導入を目標として29 500 12,500 /

いますが、導入コストが高いことから、国事業の活用に併せて県と農業団体が連携して重

油暖房機と同等の価格での導入支援を行っています。



木質バイオマス発電施設は５施設が稼働中で、約 万６千 （石炭混燃分含む。）12 kW

の発電能力を有します。これらに加え、今後計画されている木質バイオマス発電施設は４

施設あり、九州電力(株)宮崎支社の説明によると、本県は木質バイオマスの申し込みが多

く、九州管内のバイオマス発電（木質以外も含む。）の約６割（容量ベース）を占めると

のことです。

これら発電施設用の燃料となる木質バイオマス資源は、県内で、年間 万気乾トン発87

生しており、このうち、現在利用されているのは、約 万気乾トン（約 ％）ですが、26 30

製材残材、市場残材、建設廃材が大半で、林地残材はほとんど利用されていませんでし

た。新設を含めた木質バイオマス発電施設等の林地残材の県内調達量見込みは、約 万37

生トンです。林地残材の年間発生量は約 万生トンであることから、計算上は足りてい77

ますが、林地残材は、山中に小規模ずつ分散している場合が多く、委員からは、実際に安

定的に供給できるのか疑問視する意見が聞かれました。

燃料調達の仕組みとしては、バイオマス発電事業者は、集荷主体（県森林組合連合会

等）と価格や供給量に関する取引協定を締結し、集荷主体は、出荷者（素材生産業者等）

と取引協定を締結して、協定に基づき燃料が安定的に供給されるというものです。買取価

格は、基本的に発電事業者と集荷主体、出荷者とで決定されますが、現在公表されている

発電事業者の買取価格は、ＦＩＴの調達価格等算定委員会において 円 の売電価格32 /kW

のベースとなった燃料単価（木質チップ１万２千円生トン・含水率 ％）から試算する/ 40

と概ね妥当な額であるとのことですが、委員からは「実際の搬出・運搬経費を差し引いた

場合に、山元に利益がでるのか。」といった意見も聞かれました。

雇用に関しては、国の試算では、出力５千 の木質バイオマスの発電施設では、収集kW

・運搬・加工・発電所などで地域に 人の新規雇用が発生するとされていますが、県内50

で計画されている施設のうち、２万５千 規模の施設では、伐採から輸送等まで含めてkW

約 名、 千 規模の施設では、発電と加工部門等のみで 名の新規雇用が生じる60 5.7 kW 21

見込みであるとのことです。

県では、県内を網羅する形で、行政、森林組合、森林所有者などからなる協議会を５地

域で設置し、地域における供給体制や山元へ利益還元できる仕組みづくり等について検討

するとともに、引き続き、作業路等の路網、運搬用トラック等収集・運搬機材や木材チッ

パー、貯木場等の施設整備への支援等を行うこととしています。

③ 小水力を利活用した取組

県内では、平成 年 月末現在で、民間企業が カ所、県企業局が１カ所（計画２25 11 11

カ所）で小水力発電を行っています。本県では、これまで、比較的流量の大きな河川で水

力発電が進められてきましたが、小水力発電は、水量や高低差など発電条件を満たす地区

が少なく、普及が進んでいませんでした。しかし、ＦＩＴで、小水力発電の買取価格が高

め（ 未満： 円（税込み））に設定されたこともあり、土地改良区の維持管理200kW 35.7

費の軽減対策やエコをキーワードとした地域活性化策として導入が検討されているところ



です。

県企業局においても、これまで培ってきた技術やノウハウを生かせることから小水力発

電の導入に積極的に取り組むこととしており、小水力発電の有望地点調査や、市町村等が

計画する農業用水等を利用した発電計画について技術支援を行っています。

導入を進めるにあたっての課題としては、①初期投資費用が高く、回収に長時間を要す

る、②利水者との調整、水利権の取得等が必要、③知識・情報が不足している等があげら

れます。

当委員会では、綾町岩下地区小水力発電設備を現地調査しました。この施設は、県の

「小水力発電等農村地域導入支援事業」を活用したもので、事業費 千万円（うち県補助1

金 万円）、最大出力 で、設置場所である農村公園内のトイレ照明等の電気を550 1.5kW

賄っており、年間発電量は約 （一般家庭の年間消費量程度）となっています。6,560kWh

綾町では、ユネスコエコパークの認定を受けたこともあり、新エネルギーの先進地として

地域資源を生かした持続可能な地域づくりを目指しており、今後、当水路への発電機の増

設はもとより、町内全域を対象に自然エネルギーの可能性調査を予定しているとのことで

す。水利権関係の手続きについては、国土交通省に河川法許可申請事前相談を行った後、

宮崎河川工事事務所と３回の協議を経て、福岡の九州地方整備局との協議を行っており、

通常、手続きに半年から１年かかるところ、県との連携により約 ヶ月で許可が下りたと4

のことです。運転開始後の主な課題として①水量調整、②浮遊物（ゴミ）対策、③騒音・

電波障害対策があげられました。

（４）新エネルギーの利活用による産業振興に対する県への提言

① 新エネルギーの成長産業化に向けた取組強化

本県は、日照時間全国３位（1981～2010年平年値）、年間降水量全国２位（同）、スギ

素材生産量全国１位（平成24年度）と自然資源に大変恵まれています。しかしながら、九

州電力(株)管内の再生可能エネルギー設備認定状況（平成25年２月末現在）をみると、本

県は５位であり、委員からは「新エネルギー導入の取組は、他県と同様のことしかやって

いないのではないか。成長産業として位置づけるのであれば、もっと重点的に取り組むべ

きではないか。」という指摘がありました。

太陽光発電の導入の課題として、導入時の各種規制があげられます。民間の参入が積極

的となっている状況を踏まえ、農業上の再生利用が困難な荒廃農地に発電設備の設置を誘

導するなど、土地利用の調整を適正かつ積極的に行うよう要望します。

また、木質バイオマス発電の燃料確保や価格決定について、県の考え方としては、「基

本的には、それぞれの事業体が民対民で行うべき。」ということでしたが、木質バイオマ

ス発電を本県の産業振興策とするのであれば、県として、例えば、同一エリアに発電施設

を２カ所誘致して、価格競争により山元に利益が出るように誘導したり、搬出・運搬の効

率が良い場所への発電施設の設置を促す等の政策的な取組も必要ではないかと考えます。



② 雇用の確保を重視した新エネルギーの利活用

新エネルギーの利活用による産業振興で、当委員会で最も着目しているのは新エネルギ

ーの導入が雇用につながるかという点です。

メガソーラー施設や小水力発電施設は、発電施設そのものに直接雇用は発生しがたいも

のの、関連産業への波及効果は期待されると言われておりますが、新エネルギーの導入に

伴う雇用効果について、具体的な数値を算定するよう要望します。

また、木質バイオマス発電については、委員から、特に、中山間地域の雇用の創出を期

待する意見が出されました。県では、今後の課題として「運搬手段の確保」、「出荷事業

体の掘り起こし・確保」、「小規模森林所有者等が中間土場まで直接収集運搬する仕組み

の構築」、「中心的な役割が期待される森林組合の体制づくり」等をあげていますが、こ

れらの課題解決に取り組む際には、現場に近い中山間地域での雇用に結びつくような工夫

をするよう要望します。

③ 新エネルギー導入後の課題等についての県民等への情報提供

新エネルギーは、新しい技術開発分野であることから、それぞれ次のような課題や懸念

が指摘されています。

太陽光発電に関しては、①廃棄段階になった場合の処理方法（産業廃棄物扱いになるの

か等）及び処理経費、②太陽光パネルのエネルギー転換効率の経年変化及び耐久性が指摘

されています。木質バイオマス発電に関しては、①林地残材を効率的に収集・運搬するシ

ステム、②安定的な原料供給体制等が指摘されています。小水力発電に関しては、既に企

業局で取組を行っているとのことですが、①水車に引っかかるゴミ対策、②落差が小さい

水路に設置する際に最も効率が良い水車の研究等が指摘されています。

また、新エネルギーで発電された電気を電力会社が買い取るための経費は、電力利用者

が再生可能エネルギー発電促進賦課金という形で負担していますが、導入を進めるに当た

っては負担者である県民等の理解を得ることも必要です。

県は、ビジョンに数値目標を掲げて新エネルギーの導入を促進している立場であるの

で、県民や民間企業等に対し、導入にあたって想定される課題等についても情報提供する

とともに、課題解決のための調査・分析等にも積極的に取り組む必要があると考えます。

４ ＴＰＰ協定の本県への影響とその対策について

（１）ＴＰＰ協定交渉に関する動向

平成 年３月 日に安部総理大臣がＴＰＰ協定交渉への参加を表明しましたが、県で25 15

は、それに先だって「宮崎県ＴＰＰ協定対策本部」を設置し、第１回会議を開催していま

す。また、平成 年に当時の菅総理大臣がＴＰＰ協定交渉参加の検討を表明して以降、22

本県議会では、ＴＰＰ協定交渉に関する意見書を６回採択しています。

当委員会が調査活動を開始した平成 年５月の情報では、同年 月頃には大筋で合意25 10



され、年内に交渉妥結するのではないかとのことでしたが、平成 年２月に開催された26

閣僚会合でも交渉妥結に至っていません。交渉参加に当たっては、秘密保持契約に同意し

ているため、提供された情報が非常に少ないという状況です。

当委員会では、少しでも交渉の現場に近いところから現状を聞こうと、 月に行った11

県外調査の際に、内閣官房ＴＰＰ政府対策本部内閣参事官から説明を受けました。

国内の主な論点と国の考え方について、参事官からは「重要５品目等については、国会

の決議等を重く受け止めて交渉している。」、「ＩＳＤＳ条項については、日本は既に24

の投資協定を各国と結んでいるが、これまでに訴えられたことはない。日本は米国とは協

定を結んでいないが、日本が協定を結んだ相手国内で活動している米国企業から訴えられ

たこともない。」、「医療保険制度については、混合診療に関する懸念はないと考えて良

い。」等の説明がありました。

（２）ＴＰＰ協定の本県への影響

ＴＰＰ協定では 分野が交渉の対象となっており、与える影響は広範囲にわたります21

が、当委員会では、関税が撤廃された場合の悪影響が心配される本県農業への影響とその

対策について重点的に調査を行いました。

① 本県農林水産業への影響試算

我が国がＴＰＰ協定を締結した場合、国が公表した統一試算によると、実質ＧＤＰは

兆円分（ ％）底上げするものの、農林水産業の生産額は３兆円減少するとされて3.2 0.66

います。

国の試算を踏まえた本県農林水産業における生産減少額は、 億円となっており、1,254

この額は、本県農林水産業産出額 億円（平成 年度）の約 ％になります。ま3,735 20 34

た、減少額を品目別にみると、約 ％を畜産関係の品目が占めており、最も減少額が大85

きいのは豚肉の 億円で、産出額（ 億円）の約 ％となっています。米の減少額419 543 77

は 億円で産出額（ 億円）の約 ％となっています。161 236 68

鹿児島県では、農林水産業に加えて、独自に関連産業等への影響額試算も行っていま

す。これによると、鹿児島県の農林水産業の生産減少額は、 億円。関連産業（製糖1,372

工場、肉製品製造工場等の影響品目を原料とする製造・加工業等）の減少額は、 億1,485

円、産業連関表を使った地域経済の減少額は 億円となり、県内地域経済総額で1,546

億円の減少になるという結果になっています。4,403

② 宮崎県農業実態調査結果

県では、ＴＰＰ協定交渉参加により、県内農業関係者の不安が大きく広がっていること

から、その実態を把握し、今後の施策に役立てるため、平成 年４月から６月にかけ25

て、県内の全農家・農業法人を対象にしたアンケート調査を行いました（有効回答率約

％）。70



その回答結果をみると、「ＴＰＰ協定交渉の参加表明を受けてどのように感じ、将来設

計にどう影響したか。」という問いに対して、約２割が「規模縮小や営農の断念もやむを

得ない。」、約４割が「営農を続けていくために様々な新たな取組が必要。」としてお

り、合わせて、県内農家の約６割が「営農の将来設計が変わる（変える必要があ

る。）。」と回答しています。また、品目別に見ると、ＴＰＰ協定によって輸入品との激

しい競合が予想されている、米、畜産だけではなく、野菜、果樹等県内の農業生産現場全

体で、営農活動への影響が幅広く懸念されている状況がみられました。

県は、この調査結果を市町村にも情報提供するとともに、宮崎大学等と協力してさらに

詳しい分析を行い、施策の構築につなげていくこととしています。

③ 宮崎県農業会議との意見交換

前述の宮崎県農業実態調査結果に対し、委員からは、「営農を続けるために様々な新た

な取組が必要と考える農家が約４割いる。この４割の人達と問題を共有し、フォローして

いくことが大事。」という意見が出されました。このため、当委員会では、農家等と少し

でも問題意識を共有することを目的に、本県の農業情勢に精通した市町村の農業委員で構

成する「宮崎県農業会議」との意見交換を行いました。

同会議は、ＴＰＰ協定に対し、絶対反対の立場で国・県・市町村や議会等に対し、様々

な働きかけを行っています。参加した農業委員によれば「農業者、議員、各種団体等から

ＴＰＰ交渉の状況について相談や問い合わせが来ているけれども、十分な情報が得られな

いため回答に苦慮している。」とのことでした。また、「作物ではニラとキュウリが壊滅

的な打撃を受ける。」、「ユズやミョウガ等の中山間地域で栽培される作物の生産をやめ

るべきではないか。」等の誤解された情報も多く寄せられているとのことでした。また、

「関税撤廃の問題だけではなく、ＩＳＤＳ条項により、国内の各種保護政策がとられなく

なるのではないかと不安を感じている。」という意見もありました。

本県の農家や農地の現状について、「攻めの農業ができるのは、一部の企業や農家に過

ぎないのではないか。」、「一般的な優良農地は有効利用がなされ、賃貸借もスムーズに

なされているが、湿田や中山間地域等借り手のつかない農地が耕作放棄地として残ってい

る。」、「農地中間管理機構だけでは落ち度がある。日本型直接支払い制度で中山間地域

の集落を維持する必要がある。」等の意見が出されました。

（３）ＴＰＰ協定の本県への影響とその対策に対する県への提言

① 本県独自の農業強化策

国においては、ＴＰＰ協定交渉の結果いかんに関わらず、農業の活性化を図っていくこ

とは、極めて重要な課題であるとして、平成 年 月に農政改革のグランドデザインで25 12

ある「農林水産業・地域の活力創造プラン」を決定し、「農地中間管理機構の創設」、

「経営所得安定対策の見直し」、「日本型直接支払制度の創設」、「水田フル活用と米政

策の見直し」など今後の方向性を明らかにしました。これを踏まえ、県では、初めて数値



目標を示した上で、焼酎向けに需要が見込める加工用米の増産などの対策がとられ、委員

からもこれを評価する意見が聞かれました。

国の政策を踏まえた上で、県としての対策が後手に回らないように、本県の特性に合っ

た、自立できる農業に向けて競争力を強化する支援策の充実と併せて、規模拡大が難しい

中山間地域の小規模農家や高齢者等も安心して営農できるための細やかな支援に取り組む

とともに、フードビジネスと連動した県内農産物の高付加価値化を具体化するなど、県内

の農業の担い手が夢や希望が持ち、安心して農業に従事できるような環境整備を要望しま

す。

② ＩＳＤＳ条項対策

ＩＳＤＳ条項とは、投資家が投資先の国家の政策によって被害を受けた場合に、その国

家を第三者である仲裁裁判所に訴えることができるというものです。

前述のとおり、内閣官房ＴＰＰ政府対策本部内閣参事官からは、ＩＳＤＳ条項について

は、「日本が既に投資協定を結んでいる国、及びその国内で活動している米国企業から訴

えられたこともない。」という説明でしたが、委員や意見交換を行った農業委員からは、

ＩＳＤＳ条項による訴訟乱用を懸念する意見が聞かれています。投資家保護のために国の

活動が制限されることがないか、また、県が独自に定める条例や規則が投資の障壁とされ

る懸念がないのか等について、十分な情報収集を行うよう要望します。

Ⅲ 結 び

以上、当委員会の調査内容及び活動について総括して報告しました。

今回の調査の柱の一つである「成長産業」は、言うまでもなく、今後の本県の産業や雇用の

核となるものです。本県の産業振興に関しては、本県議会の特別委員会で過去に様々な切り口

で調査活動を行っていますが、今回、成長産業の調査項目とした「フードビジネス」、「海外

戦略」、「新エネルギー」に関しては、これまで議論されてきた産業振興策が具体的なプロジ

ェクトとして動き出したもので、今後の展開に大きな関心を寄せているところです。

フードビジネスに関しては、委員から「宮崎の方向性を示していく切り札的政策ではない

か。」という期待もある一方で、「これまでも、農商工連携、６次産業化等国の政策の範囲内

で各都道府県が同じような政策を打ち出している。」という厳しい見方もあります。整備が遅

れている流通・販売対策等以前から指摘されている本県の弱点の克服に積極的に取り組むとと

もに、全庁的な取組であることを十分に生かし、これまでの取組から一歩踏み込んで、県内の

生産者と県内の企業との連携を推進し、フードビジネスプロジェクトの目指す姿に掲げている

「生産者所得の向上」、「雇用の創出」等につなげるよう要望します。



海外戦略に関しては、縮小に向かう国内市場だけでは展望が開けないことから、国において

も、農林水産物・食料品の輸出を 年までに１兆円に倍増させる目標を掲げています。既2020

に、国内の産地間競争や価格競争が東アジアでも展開されている状況であり、委員から「本県

の海外戦略の出遅れ感は否めない。」という指摘もありますが、県人会等の人的ネットワーク

を最大限に活用するとともに、海外で特に重視されるブランド力の強化、効果的な外部人材の

活用等を行い、フードビジネスの事業展開と連動した販路拡大を期待しています。

新エネルギーに関しては、再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ）が追い風とな

り、太陽光発電や木質バイオマス発電を中心に民間企業が活発に参入している状況を踏まえ、

県としては、農業上の再生利用が困難な荒廃農地に発電設備の設置を誘導するなど、土地利用

の調整を適正かつ積極的に行う必要があると考えます。特に、木質バイオマス発電に関して

は、林業・木材産業の振興策として期待が大きい一方で、燃料となる林地残材の安定供給体制

の確立という課題があります。新エネルギーを本県の成長産業と位置づけるのであれば、県と

しても戦略的かつ政策的にこの課題解決に取り組み、本県林業の活性化と中山間地域の雇用の

確保につなげるよう要望します。

もう一つの調査の柱であるＴＰＰ協定に関しては、交渉の結論が出ておらず、調査活動も本

県農業への影響とその対策の検討にとどまりましたが、宮崎県農業実態調査等により、県内農

業従事者に不安が広がっていることが分かりました。国が打ち出した農業政策を踏まえ、後手

に回ることなく本県の地域特性に合った農業政策を打ち出し、安心して農業に従事できるよう

な環境整備を要望します。

本県の今後の経済状況は、日本銀行宮崎事務所の「 年の宮崎県経済の展望」による2014

と、海外経済と日本経済が緩やかに回復していく中で、持ち直しの動きが続くと見込まれてい

ます。また、東九州自動車道の宮崎－延岡間の開通や宮崎－台北線の増便など交通アクセスの

改善が期待される明るい材料もあります。地域経済の好循環実現の正念場でもあるので、少し

でも早く、本県の成長産業を軌道に乗せるとともに、ＴＰＰ協定の動向を見据えながら、国際

競争にも負けない農業政策を打ち出し、本県の地域経済の活性化が図られていくことを切に願

いまして、当委員会の報告といたします。


