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第３回 滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

１ 日時 

平成 28年 6月 23日（木）14時 30分から 17時 00分まで 

 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎 5－E会議室（大津市松本一丁目 2番 1号） 

 

３テーマ名 

女性や若者の感性を活かした県産農水産物を用いた新ビジネス創出による地域活性化 

 

４ 参加団体 

(1) NPO・関連団体等関係者 

しが農業女子 100人プロジェクト 

滋賀県指導農業士会 

滋賀県青年農業者クラブ 

滋賀県生活研究グループ協議会 

おうみ冨士農業組合 

滋賀銀行 

サンテファーム 

食まちアグリゲーション 

NPO法人つどい 

NPO法人ライティング心と未来 

(2) テーマの提案者 

滋賀県 農政水産部 農業経営課 

(3) 県関係部局 

滋賀県 商工観光労働部 中小企業支援課 

(4) 事務局 

滋賀県 県民生活部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1) テーマ提案者からのテーマ提出の理由・趣旨を説明 

○今回の提案の趣旨を説明する。テーマは「女性や若者の感性を活かした県産農林水産物を

用いた新ビジネスによる地域活性化」。 

○6 次産業化は、農林事業者のみが取り組むものでなく、加工業者等の農林事業者以外の者

とも協働することも含まれる。今日は、幅広い層からの意見がいただけるとありがたい。 

○大きなトレンドとして、少子・高齢化の影響で国内のマーケットは縮小の局面に入ってい
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る。中長期スパンとして、国内マーケットが縮小していく中でどうやって農林水産事業に

付加価値をつけて儲かる仕組みを作るかが課題である。農水産物は、生鮮のままではなか

なか売れない。加工等のひと手間かけて、付加価値をつける必要がある。 

○今回、「若者と女性」にテーマを絞っているが、理由としては、若者は勢いがあって思いも

強く経済活性化にもつながる。また、日本政策金融公庫の調査結果によると女性経営者が

いる事業所の方が売上高の増加率や経常利益率が高い傾向がある。女性の力が経営改善上

において役立っていることが考えられる。 

○これまでの滋賀県の支援としては 6 次産業化の推進として、マーケティングや 6 次産業化

プランナーによるアドバイスの実施、6 次産業化ネットワーク活動補助金の活用、女性関

連としては、女性のためのアグリビジネスサポート事業の中で研修会等をしている。 

○今回の提案の趣旨として、若者や女性の感性や視点を活かしながら、滋賀ならではの新ビ

ジネスの構築に向けた意見を伺いたいと思っているのでよろしくお願いする。 

 

(2) 対話・協議の内容 

○女性がアグリビジネスを始めようとする場合、具体的にどうしたらいいかわからないこと

が多い。どんな支援体制や補助があるかもわからない。専門家の意見を聞きたくてもネッ

トワークがないので、事業化や独立をイメージできず孤立してしまう。事業化に至るまで

の補助がないので、分かりやすく説明をいただける勉強会・研修会等があるとよいと思う。 

○生産者側の視点として、料理ができない男性が頭をひねっても 6 次産業化をイメージでき

ない。また、販売においても男性に比べて、女性は共感を生み出しながらヒットにつなげ

ていける。生産者の男性とアグリビジネスをしたい女性がどのように出会って手を組んで

やっていったらよいのかがイメージできない。生産者と加工者のマッチングの機会がもっ

と必要。 

○うちのグループは、食育とか伝統食のメンバーが多く加工もしている。行政が関係者をつ

なぐ仕組みがあって、さらにアドバイスを提供するサービスがあるとよいのではないか。 

○加工した商品の販売方法、利益の分配、在庫の取扱い等が課題になる。売れてお金になれ

ば、それでよいのかという視点も大事である。 

○若手農業者や女性農業者で、経験年数の浅い者の課題として、時間がないことが課題であ

る。作物を作って初めて 6 次産業ができる。1 次産業もよくわかっていないうちから 6 次

産業化に手を出すのは無理がある。1次産業からの支援もあればよいと思う。 

○農業は 365日しているわけではない。スポット的に人手が必要になる時期もある。まず、

何人が何日どの期間に必要かということを生産者が理解し、経営管理できる必要がある。 

○私は、コメの生産農家をしている。田植や稲刈りは誰でもできるが、その育成期間にいか

に手を掛けるかで品質が決まる。私は、忙しいし全く時間が足りない。今の農家の方には

考え方の古い人が多く、頭の切替えが必要。農家は値段を決められないので、まず、流通

の勉強から始められる支援が必要ではないか。 

○6 次産業化と言っても、お客さんに「買ってみようかな、手に取ってみたい」と思わせる

ものを作ることが大切。障害者の方への仕事を作りたい。地域にあるもの（よもぎやドク
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ダミ、近江の薬草）に付加価値をつけることができないか。マーケティングをしっかりし

ないと 6 次産業化はおぼつかない。先日、東京のマルシェで販売もしたが、リピーター獲

得を考えるとまずは地元で循環できるような仕組みが必要。 

○逆のことを考えている。日本国内の市場は狭い。海外からの需要が非常に多い。日本の国

内の有機農業のシェアは 2％に満たない。それをいかに付加価値に転化するかが大事。6

次産業化に係る手間と併せて、その地域にある課題が解決される仕組みを併せて考えない

と効率が悪くて仕方がない。例えば、高島は大きな酪農業者があるが、牛糞の処理が追い

つかず問題になっている。その解決としては、経営規模を小さくしても利益が出るような

問題解決策を提案しないといけない。一部だけでも高品質にするとか、農協経由ではなく

直接販売をするとか、そういう根本的なところの問題解決が必要である。 

○私は、農業にかかわって 2 年目だが、何をするにもお金がかかるし、情報がない。農業自

体の知識に加えて、衛生関連知識など。農業関係者向けの加工技術研修などがあるとよい。

また、時間もない。農作業は全く時間が足りない。一日草刈り。新しいことをやりたくて

もなかなか着手できない。今、自分の作った野菜の入ったお弁当の販売をしている。6 次

産業化というと特別な商品やお土産を海外に販売するようなものもあるが、日常生活の中

で加工品を売るものもある。私がやっているのは後者。日常の食を支える 6 次化もあると

思っている。 

○情報を得られない状況を生み出しているのは、古い農家が表に出てこないからである。逆

にチャンスとしてとらえれば、新しく担い手をゼロから作ることもありだと思う。個人で

農業を新規で始めるのはハードルが高い。収穫物の保存の問題や農機具等にお金がかかる。

保存もお金がかかる。そこで提供者側、加工者側やみんなが共有してコストが削減する手

段を探ることが大切である。課題をきっかけとしてみんながつながっていけるとよいと思

う。 

○しがの農業女子 100人プロジェクトという取組をしている。メンバーは、小規模農家が多

い。集まることでマーケティング力や発信力が強まると思う。加工者も生産者もいる。私

は加工もしているが、加工をするときに施設、機械が必要。その補助金もあるが、小規模

農家は基本的に補助金の対象にならないことが多い。業者に加工を委託すると 1 トンから

とかで規模が全然合わない。みんなが共有できる加工施設（セントラルキッチン）や安い

機械のレンタルなどの仕組みがあると良い。 

○ネットワークは古い言葉でいえば協同組合である。うまいこと利用したらよい。意識改革

が必要。 

○「何のために 6次産業化するか」ということに答えられないケースも多い。自分のためか、

地域のためか、日常のためか、意識しないといけない。 

○女性の視点は必要。女性は普段からも、長持ちしておいしい食べ物を工夫しながら作って

おり、それは 6 次産業の入口である。そこから発展していかに顔の見えない人に商品を食

べてもらうかということを考えないといけない。農業は基本的に晴耕雨読の世界なので、

女性が働きやすい就業規則を経営者が柔軟に作らないといけない。 

○ネットワークを作らなければならないというが、実は農協にはネットワークがたくさんあ
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る。それを使うすべを知らないことが多い。ただし、ただで使うことはできない。しかる

べき受益者負担は必要である。お金がなければクラウドファンディングの手段を勉強する

等の工夫が必要である。旧態然の中で 6 次産業化を考えるとストレスになる。誰のための

6 次産業化を具体的に話し合えるプラットフォームのような場所が必要。知恵だしアイデ

ア出しをして独自性を出していかないといけない。 

○加工施設について、高い機械を買うのはハードルが高いが、みんなが使える施設があると

ころもある。幼稚園・保育園の跡地を再利用している。そういう施設が地域にいくつかあ

るとよい。給食センターの跡地や市町の空き町屋の改修など。廃業したパン屋さんの施設

の再利用など。 

○共用施設では、商品の加工はできない。初めのとっかかりとして試作品をつくるといった

利用になる。 

○農商工連携を考えたほうがよいのではないか。もちは餅屋である。生産者がわざわざ 6 次

産業に取り組む必要があるのか疑問。うちは 100％契約栽培をしている。契約が取れれば

全部売れるわけだから、販売先をきちんと確保できれば、苦労して 6 次産業化をする必要

はないのではないか。情報がないというが、人に会いにいかなければ絶対に情報は入らな

い。正直どうしたらよいのかわからないというのは言い訳にしか聞こえない。今の時代は

知らない方が悪い時代だ。助成金も農水省のホームページに小さく書いているだけなので、

それを自分で見つけて申請していかなければならない。自分から動かなければならない。 

○6 次産業化には二つのタイプがあって、一つが、年間通じて提供できる保存施設がないの

で、加工して長持ちさせようという農家側の都合としての 6 次産業化、もう一つが収益性

を上げるための 6次化、この二つは取り組み方も異なる。 

○6 次化の目的は基本的にはお金のため。また、うまくやれば雇用も生まれる。小規模農家

が、生産して、加工もして、営業もして、全部自分一人がすると、生産物の品質も下がる。 

○小規模の 6 次産業化のメリットとして、私は、働き方を選べる仕事として農家を選んだ。

自由な仕事、働き方を選べることが魅力だった。加工の話にしても、小規模農家ならでは

の可能性やメリットもあると信じている。農商工連携といった大きな話になってしまうと

そこまでのリスクは取れない。小さいビジネスが農業でも成立したらよいのではないか。

新しいビジネスの形があるし、それが女性にあっていると思う。規模の大小は分けて話す

べき。 

○今の農業はチーム制。生産委託をして買い戻す。それなら勝負ができると思う。酒米では

チームを作って集めて売っている。5 軒農家が集まればそれなりのものは作れる。そこま

で集まれば農商工連携もできやすい。個人で考えるのではなく、チームで取り組むべきテ

ーマだと思う。 

○うちも小商いでよいと思っている。若者・女性とテーマが絞られているが、好きなだけ収

穫して、後でお金が回ってくるといったビジネス形態が今の時代で働きにくい人にマッチ

しているのではないか。食べてくれる人の顔が見えておいしかったと言ってもらえるとい

うのも 6 次化の魅力の一つだと思う。ハンデキャップのある方や引きこもりの方等の雇用

の場としても有効ではないか。ビジネスとまではいかなくても小商いならではの喜びがあ
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ると思う。 

〇ITの手法も試していかなければならない。 

○次の代を育成する担い手の育成の仕組みがない。次の集落営農を支える人材育成ができて

いない。 

○地域の中で循環させる方が雇用にもつながる。 

○3：3：3：1 の原則という考え方があって、3 割が農業団体の機会を使い、3 割は自分で苦

労しながらやって、3割は産直（原材料供給）でやってみて、1割は、趣味半分で取り組む

というものである。 

○大規模農家も小規模農家もそれぞれの持ち味を生かしながら、大きな歯車、小さな歯車を

かみ合わせながら取り組むことが大切。 

○今回のテーマは、6次産業化だけを言っているのではない。これまでは、JAや市場への供

給だけで商売が成り立っていたがこれからは難しくなる。創意工夫が求められる。その工

夫の形態の一つが 6次産業と考えている。新ビジネス＝6次産業ではなくて、ITを使った

新しい販売などの創意工夫も必要であると考えている。新しいアイデアがあれば是非提案

してほしい。 

○自分で加工するのは忙しいし、アイデアがない。県なり市なりが農商工連携の橋渡しをし

ていただけるとありがたい。直売所で小売りしてもなかなか後が続かない。いい相談先が

ありがたい。 

○男性新規就農者がチームを組んで生産している例があるが、チームの構成員が市をまたが

っていたために、とある市の補助金の対象とならなかった。加工も個々でやると無駄が大

きい。県内横断的にやれるといいが、窓口が市単位というのは課題だと思う。 

○従事者も正式な就農という手続を踏まなければならないということはなくて、例えば子育

て中のお母さんが 3 時間だけ手伝うといった農業従事の仕方も有りだと思う。母親が作っ

た農産品を子どもたちに食べてもらうことは子育ての上でも意義があることだと思う。 

 

【休憩 10分】 

 

○農商工連携のマッチング、異業種交流会よりも普段の会話が大切だと思う。例えば女性の

異業種の気楽な交流会があるとよい。子育て世代も参加できるような。 

○先日、とある座談会に出席したが、たくさん意見が出た。野菜とか農産物に対しては関心

が非常に高い。情報が来ないという声も多かった。そういうところにビジネスの種がある

と思う。フリーの茶話会のようなものが入り口としてあるとよい。また、集まるのは夕方

以降がよい。 

○生産者とか加工業者とかを繋ぐ場所があるとよい。日程調整も募集の仕方も難しいが。 

○普段から地域の方とコミュニケーションをとって関係づくりをしておくことで、必要な協

働が可能となる。土に触れることは大切。 

○グリーンツーリズムとまではいかなくても、イベントでない日常生活の中でのお金の回し

方に農業がかかわっていけるとよいと思う。生きがいや居場所づくりにもつながる。行政
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への要望として、縦割り的な取扱いを減らしていただけるとありがたい。 

○食育の面でもプラスになる。自分たちで作った野菜とスーパーで買う野菜の味の違いを子

どもたちが知ることも大変重要である。田んぼの中で泥相撲するのも普段なかなか体験で

きない貴重なもの。食育の切り口からも行政の後押しがあるとありがたい。 

○補助事業はハードルが高い。就農研修会はよくやっているが、座学形式の入口的な研修で

ある。補助金申請までの間をつなぐようなステップアップ的な内容の研修を充実させるこ

とも必要であると考える。 

○農業女子 100 人プロジェクトの目的としては、収益の確保と後進の育成である。これまで

のノウハウ等が新規就農の方にも伝えられる冊子作りなどもよいのではないか。 

○気軽に尋ねられる駆け込み寺的なコーディネーターがいない。なんでも相談を聞いてもら

える支援センターのようなものが必要ではないか。担い手センターの新規就農版のような

もの。 

○行き場のない逃げ場のない人が世の中にはたくさんいる。一方で田舎には使われていない

土地がある。それなら、その人たちに使わせてやったらよいのではないか。家庭の事業で

正規就農ができない人もいる。居場所づくりの場で自立のための一歩を踏み出せる場所と

しての農業もありだ。 

○県中小企業支援課で農商工連携のマッチング事業もやっているが、なかなか農家の思いと

商工業者の思いがマッチングしない。6 次産業化と農商工連携を分けるのではなく、生産

者がアイデアを出して、商工業者がそれを形にするといった他のマッチングのありかたも

あるのではないかと感じた。 

○あまり、がちがちなマッチングという形式では、敷居が高くて農業従事者がかかわりにく

い。もっと気楽に集まれる場があるとよい。「ビジネス」という言葉にも抵抗感を示す人が

いるかもしれない。地味にやっていればどこかで化学反応が起こるかもしれない。 

○今日の会議には経営者の方がいないのが残念だ。経営感覚や製造業のノウハウも必要。で

ないと新しいエッセンスが得られない。行政も縦割りではなくもっと柔軟に対応してほし

い。 

○DMOという考え方がある。地域に来られる方を地域が一体となっておもてなしすること。

農業が得意な人、語り部ができる人が連動してトンネルの入り口から出口までお世話する。

そこには、農村、農業と農産物がかかわる。個人単位で「私が、私が」と売り込むのでは

なく、地域全体で動くのがよいのではないか。地産地消の主役はその地域の食文化等であ

る。ワンストップのおもてなしができるとよい。農業のことだけ、食のことだけではなく、

農を語らずに食を推進する。それにはコミュニケーションが大切である。一人ではおもし

ろくないし現実できない。そういうプラットフォームを形成するチームが必要。きゅうり

を美容品として使うのも新ビジネスに繋がる気づきである。そういうのがもっとあると思

う。 

○コミュニケーションの旗振り役は、畑に縛られている人間には無理だと思う。農商工プラ

ス何かしらの要素がほしい。誰か旗振る人が必要。 

○廃棄農作物を化粧品関係に使っている事例は聞いたことがある。異業種連携が必要なケー
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スである。補助金はたくさん出ているが、分かりづらいし、申請書のハードルも高い。そ

の辺も見直しが必要な点だと思う。募集期間も短いことも多い。そのあたりも改善してほ

しい。 

○マッチングを県主体でやってほしい。食品関係、ホテル、旅館（インバウンドのお客さん

関係）、滋賀にはおいしいものがたくさんある。海外からのお客さんにお金を使ってもらっ

て経済効果を上げるためには、ホテル・旅館が農家から直接仕入れるシステム作りとかも

面白い。地産地消が言われているが、県内の飲食店はほとんど滋賀県産のコメを使ってい

ない。いいものを作っているだけでは、お金にはならない。顧客のニーズにあったものを

作る必要がある。商工会とのマッチング（座談会）の場を県が作ってくれるとよい。 

○私は、共同直売所を経営しているオーナーであるが、最近は飲食店の人が直接買い付けに

来てくれている。今はうまく経営できているが、需要が増えたら対応できなくなる。短期

のヘルプなど農業人材のコーディネート等を県で取り組んでいただけたらありがたい。 

○パンケーキのブランド化を通じて九州の農業を活性化したキーパーソンがいる。参考にな

ると思う。 

○行政によるトップセールやふるさと納税の返礼品に地産品を使うといった支援もあるとよ

い。 

○未来の農業従事者となる高校生が農業について体験・勉強できる場を行政に作ってほしい。 

○県立農業高校の学生が、地域で地域の人と触れ合えるような場がもっと必要。 

○本日は、3点の気づきがあった。一点目は、「農業」と何かが結びつくことで、新しい農業

のあり方や地域貢献の可能性を感じた。あとは、それぞれの構成員の強みを活かした異業

種のネットワークをどう構築していくのか。もう一つは支援の仕方で、多様な支援のあり

かたを考えなければいけない。農業経営者や異業種の経営者の方が行政と一緒になって支

援メニューのあり方を検討することが重要だと思った。 

 

（終了） 

 


