
 

 

第１回鈴鹿市地産地消推進協議会議事録 

 

１. 日  時  平成２３年１１月１８日（金）午後２時～午後４時３０分 

 

２. 場  所  鈴鹿市役所 １２階 １２０１会議室 

 

３. 出席委員   四日市合同青果㈱      石丸 敬士 

        鈴鹿市食生活改善推進協議会 市川 千賀子 

        ㈱北勢青果商連合      井上 昌治 

        三重大学生物資源学研究科  内山 智裕 

        鈴鹿市議会生活産業委員会  大杉 吉包 

        鈴鹿市生活学校       北川 友代 

        鈴鹿市農業委員会      鈴木 久三 

        鈴鹿農業協同組合      伊達 亀嘉 

        鈴鹿市漁業協同組合     寺田 正生 

        Ａｇｒｉロマン三重     豊田 栄美子 

        鈴鹿商工会議所商業部会   森下 晃 

 

４. 欠席委員  鈴鹿市ＰＴＡ連合会     梁 景子 

 

５. ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 三重県四日市農林商工環境事務所鈴鹿普及課 西田悦造 

鈴鹿市産業振興部 林 治門 

 

６. 事 務 局  産業振興部  酒井次長 

        農林水産課  田辺課長，赤塚農政ＧＬ，伊藤農林振興ＧＬ， 

内田畜産ＧＬ，長尾水産ＧＬ，永田農政Ｇ 

        学校教育課  西課長，山本保健給食ＧＬ 

        子育て支援課 松上課長 

 

７. 配布資料  鈴鹿市地産地消推進計画（案） 

        すずかの地産地消推進条例 逐条解説付き 

 

８. 議事録 

 

田辺（農林水産課長）：ただいまから，鈴鹿市地産地消推進協議会を開催させて

いただきます。本日はお忙しい中，ご出席いただきましてありがとうございま



 

 

す。私，農林水産課長の田辺でございます。会長が選出されますまでの間，司

会進行を務めさせていただきます。なお，本日の会議は，概ね１６時ごろまで

を予定いたしております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 皆様には，この協議会の委員をお受けいただきましてありがとうございます。 

本日は，１回目の協議会でございますので，皆様に委員の委嘱を行わせてい

ただきます。 

本来であればお一人お一人に委嘱状を市長からお渡しさせていただくべきと

ころではありますが，大変恐縮ではありますが，委嘱状をあらかじめ机の上に

置かせていただいておりますことを，お許しいただきたいと存じます。 

さて，会議を始めさせていただく前にまず会議の公開について委員の皆様に

お諮り申し上げます。本市では鈴鹿市情報公開条例第３７条及び審議会等の設

置及び見直しに関する要綱で会議は原則公開ということが謳われております。 

会議の様子や内容について今後ホームページ等で公開させていただくことを考

えております。傍聴につきましても事前に鈴鹿市ホームページ等で案内いたし

ております。本日の会議の録音，傍聴につきましてご了解いただきたいと思い

ますが，よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり。） 

ありがとうございます。会議は原則公開ということで進めさせていただきま

す。 

次に地産地消推進協議会の開催趣旨と役割について最初の協議会でございま

すので確認の意味でご説明申し上げたいと思います。 

 地産地消運動は，昭和の末から進められている活動ですが，近年国がこの運

動を積極的に推進するようになり活発化してきています。地産地消運動は地道

な活動でありますし，行政だけで推進できるものではなく，生産者，消費者，

事業者の方がそれぞれの立場で，地産地消運動のメリットを理解いただき，一

人一人が意識を持って進めなければ地産地消がなりたつものではありません。 

鈴鹿市においても国や県と連携しながら地産地消を推進してまいりましたが，

生産者，消費者，事業者の方が一同に会して情報交換をする場が今までありま

せんでした。 

この協議会で直接的に事業を推進するわけではありませんが，委員の皆様の

ご意見を私ども行政の進むべき方向の参考にさせていただきたいと考えており

ます。 

また，現在それぞれのお立場でご活躍の皆様が，意見交換を行っていただく

ことにより，そのことが皆様の活動の一助となればと思っております。 

それでは，この協議会で委員の皆様に具体的にお願いすることを申し上げま

す。まず一つ目として効果的かつ効率的に地産地消の施策を推進するための役



 

 

割でございます。すなわち今年度作成します地産地消推進計画に対しましてご

意見をいただきたいと思います。 

そして，平成２４年度以降は，地産地消の施策の推進及び地産地消推進計画

の進捗状況についてご確認いただくことをお願いしたいと思います。 

また，この協議会は，今年度，本日を含めまして２回開催させていただく予

定にしております。 

本日１回目は，お手元にお配りしております，地産地消推進計画案について

ご意見をいただき，そして来年２月頃に開催させていただきます協議会で計画

内容の確認をいただければと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

それでは，ここで，産業振興部長の林から委員の皆様方にご挨拶をさせてい

ただきます。 

 

林（産業振興部長）：ご紹介いただきました産業振興部長の林と申します。日頃

は市政全般，特に産業振興行政に格段のご理解，ご協力をいただきありがとう

ございます。それでは，鈴鹿市地産地消推進協議会の開催に当たりまして，一

言ご挨拶を申し上げます。 

まず初めに，委員の皆様方におかれましては，委員ご就任をお願い申し上げ

ましたところ，ご多用中にもかかわらずご快諾をいただき，厚く御礼を申し上

げます。 

さて，鈴鹿市では，本年３月に平成３２年度を目標年次とします第２次鈴鹿

市農業基本計画を策定しました。 

この計画では，鈴鹿市が目指す農業としまして、安全・安心で新鮮な農産物

を安定的に供給し、消費者に安心を届けるたくましい農業と、環境にやさしく

消費者との交流にも積極的に取り組む、消費者に支持される農業づくりです。

そして農業者にとっては、魅力があり誇りの持てる、所得確保が可能な農業と

しております。 

 このようなことから、「たくましく・やさしい鈴鹿農業づくり」を基本目標に、

４つの課題（ものづくり・人づくり・生産環境づくり・まちづくり）を解消す

るために５つの重点分野を定めており，その一つとして地産地消を掲げており，

各種農業施策を展開しているところです。 

また，鈴鹿市議会では，議員提案による条例 すずかの地産地消推進条例が

制定されております。 

こうしたことから，鈴鹿市では，さらに地産地消を推進するために地産地消

推進計画を定め，この地産地消を計画的に推進してまいりたいと考えておりま

す。 

地産地消の推進は，行政だけで推進できるものではないと認識しております。 



 

 

この協議会で，鈴鹿市の地産地消の進むべき方向について，ご意見をいただ

き，生産者，消費者，事業者等が一丸となって，推進する方向付けをしてまい

りたいと考えております。 

本年度は，この協議会のご議論を踏まえまして，地産地消の推進のための計

画を定めてまいります。 

各界各層を代表する有識者であります皆様方のご議論を通じて，鈴鹿市の農

林水産業の発展に向けた計画にしてまいりたいと考えております。 

委員の皆様，どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

田辺（農林水産課長）：続きまして，委員の皆様方のお手元にお配りしてござい

ます名簿順にご紹介させていただきます。 

（委員紹介） 

委員の皆様方，よろしくお願い申し上げます。 

次にこの協議会の事務局職員を紹介します。 

（事務局職員紹介） 

次に，当協議会の会長を選出していただく必要がございます。 

鈴鹿市地産地消推進協議会第５条の規定によりまして，当協議会の会長の選

出は委員の互選によることとされております。つきましては，会長の互選につ

きまして，何かご意見がございましたらお願いいたしたいと思います。 

 

鈴木委員：事務局の方で案があれば提案いただきたいと思います。 

 

田辺（農林水産課長）：鈴木委員の方から事務局の考えをというご意見をいただ

きましたが，提案させていただいてよろしいですか。 

（異議なしの声あり。） 

それでは，大変僭越でありますが，提案をさせていただきたいと思います。食

料・農業・農村について幅広いご見識をもっておられ，さらに国や県の各種委

員をお務めいただいております，三重大学の内山先生に会長をお願いすること

について提案をしたいと思いますのが，皆様いかがでしょうか。 

（異議なしの声あり。） 

ありがとうございました。ご異論ないようでございますので，皆様の互選に

より内山委員が会長に選出されました。それでは，内山委員，会長席の方によ

ろしくお願いいたします。 

それでは，ここで内山会長からご挨拶をいただきたいと思います。なお，こ

れからは，内山会長に議事をお進めいただきたいと思いますので，よろしくお

願いいたします。 



 

 

会長：ただいま，本協議会の会長に選任されました内山でございます。微力な

がら頑張りたいと思います。会長就任に当たりまして，一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

この地産地消の意義と申しますと，皆様おそらくお感じになっていると思い

ますが，一方でこの地産地消というのは，逆の動きもあると言えると思います。

この我々の豊かな食生活というのはまさに地産地消と逆のことをすることによ

って達成されてきたということは否定できません。また鈴鹿市の場合は米であ

りますとか，お茶でありますとか，植木でありますとか，いわゆる主力の産地

としては，地産他消をしていただかないとやっていけないという面もございま

す。さらにこの地産地消といいますのはおそらく事務局の方から説明があると

思いますが，概念というのは非常に曖昧なものでございます。市町が言えば，

市産，町産のものになりますし，三重県が言えば，三重県産のものになります

し，農林水産省が言えば，国産のものになります。こういった具合に地産地消

というものは，概念としては非常に曖昧なものでございます。ただし，どうし

て地産地消が必要かというと，これは私の考えでございますが，たとえ他地域

の消費者に買ってもらわなければならないとしても，地元の人に愛してもらえ

ないような農産物であれば，他でも勝負できない。我々業界では「アイチシン」

という言葉を使います。愛する地域の心と書きます。郷土愛というと，地元の

出身ではないといけないんですが，そうではなくて，今住んでいる地域を愛し

ましょうということです。まさにこういったことを実現するのが，地産地消と

いうものではないかと思います。この協議会というのは推進そのものを行う場

ではないと伺っております。ただし，推進に向けたアイデアであるとか，提言

であるとか，そういうことを積極的に行う，活発な議論の場にしていきたいと

考えておりますので，委員の皆様におかれましてはご協力をよろしくお願いし

ます。以上をもちまして簡単ではございますが，私の挨拶とさせていただきま

す。 

それでは，これから議事を進めさせていただきます。まず，最初に，鈴鹿市

地産地消推進協議会設置要綱第５条の規定によりますと，会長の職務を代理す

る委員については，会長があらかじめ指名することになっておりますので，私

から指名させていただいてよろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり。） 

ありがとうございました。 

それでは，会長の代理につきましては，鈴木委員にお願いしたいと思います。

鈴木委員，よろしくお願いします。 

次に鈴鹿市地産地消推進協議会設置要綱第７条の規定にオブザーバーを置く

ことができると規定されております。協議会の委員に行政機関の職員がメンバ



 

 

ーとして参加していただいておりませんので，地産地消の推進の上で行政機関

の方にもご発言いただいた方がいいのではないかと考えております。三重県四

日市農林商工環境事務所鈴鹿普及課長の西田悦造様，鈴鹿市産業振興部長の林

治門様にオブザーバーとしてご発言いただければと思いますが，いかがでしょ

うか。 

（異議なしの声あり。） 

ありがとうございました。ご異論ないようでございますので，西田課長，林

部長よろしくお願いします。 

本日は，初会合ということもあり，地産地消について事務局から資料をいた

だいておりますので，まずその説明と，計画案も同時に説明をお願いしたいと

思います。 

 （事務局説明） 

説明が終わりました。 

これから委員の皆さまにご意見・ご質問等出していただくんですが，やはり

フリーでいくと混乱する懸念もありますので，目次に沿っていきますと，やは

り３章の施策のところを中心にご意見出していただきたいと思います。その前

に一応３つくらいに分けまして，１章，２章に関する部分で何かありましたら，

ご意見いただきたいと思います。次にメインとして３章のところを順番に目標

１から４までご意見を出していただいて，最後に全体を通してご意見いただき

たいと思います。それではまずこの地産地消計画「１章 はじめに」と「２章 

現状」について，何かご意見・ご質問ありましたら挙手いただきたいと思いま

す。 

 

伊達委員：地産地消に対する消費者の意識というのは，会長が調査に入られた

ということで，農薬等の使用歴に関心があるということですが，これを開示す

るというのは，二面性があると思うのですが，生産履歴というのはＪＡの直売

所でも野菜にもつけたり，米に関しても履歴を出してもらうことになっていま

すが，これを消費者に開示するというのは，どういうふうにやったらいいのか，

どういうふうにお考えなのか，聞かせていただきたい。 

 

会長：これについては，８ページですね。これは今から４年ほど前にやった調

査ですので，若干当時と状況が変わっていると思いますけれども，聞き方とし

ましては，図の１の２で直売所を利用する理由というところがありますが，こ

こで圧倒的に多いのは，新鮮であるというところです。図１－３でできれば参

考にしたい情報の中で，既にわかっている情報がたくさんあるわけですね。例

えば，誰が作っているかは書いてある。あとはポップ等で農薬の使用，あるい



 

 

はこだわりの作り方を表示している。その中で，もし追加で何かほしい情報が

あれば何ですかという聞き方をしたんですね。そのとき出てきた答えで多かっ

たのが，農薬の使用歴が気になりますということだったんですが，これは必ず

しも表示されないと買わないということではないと考えています。もし，問合

せがあれば答えられるということが大事なのであって，今回の推進計画にも生

かされていると思いますが，必ずしも初めから実施しなさいということではな

いと理解しています。よろしいでしょうか。ほか何かありましたらどうぞ。 

 

寺田委員：５ページですが，第２章 現状ですが，学校給食は地産地消の中で

大きなウエイトを占めると思うのですが，今水産物が学校給食でどのようなも

のが利用されているか教えていただきたい。 

 

会長：これは事務局の方からお願いします。 

 

山本（学校教育課）：水産物の利用ですが，こうなご・かちり・のりは鈴鹿市産

です。魚も学校給食で出てくるのですが，朝の納品から頭を取って，内臓を取

ってという調理は，時間の制約もあってできませんので，給食では切り身，既

製品を使っております。 

 

会長：数字的なものはよろしいですか。いいですか。ほかいかがでしょうか。 

 

鈴木委員：ちょっとよろしいですか。せっかく北勢市場さんおみえですので，

お聞きしたいんですが，地産地消の部分でですね，地場産が増えてきていると

いうお話もあったんですが，実際市場に出てきている県外産と地場産の率がど

れぐらいか，またここ５年間ぐらいでその率がどう変わってきているか参考ま

でに教えていただきたいんですが。 

 

石丸委員：時期によって全く違うんですが，特に７月から９月は県内産はかな

り落ちます。ファーマーズだいちさんやみどりのだいちさんが先日，２カ月く

らい前ですが，商品が県内だけでは揃わないということで，うちの買受人にな

りました。市場ができて３３年くらいになりますが，その頃と比べると雲泥の

差で，鈴鹿産は少なくなった。特に，ここにＪＡ鈴鹿さんの専務さんいらっし

ゃいますが，２０年から３０年前は市場では鈴鹿産の荷物はかなりありました。

一番衰退したのが鈴鹿ではないのかなと。量販店も地産地消で県内産の荷物の

要望があるのですが，ショップ作ったから紹介してくれと言われても，専業農

家の大手の人は直売所へ持っていったり，取りに行ったりするのが嫌だという



 

 

ことで，地場野菜の個人や兼業農家の人は，ファーマーズマーケットに持って

いく。市場へ持ってくると，自分で価格を決められないという欠点がございま

して。ファーマーズマーケットに持っていくと，自分で値段をつけられると。

産直というのは，産地を増やしてくれるのはありがたいんですが，営業面でい

うとちょっとという面があるんですが。夏場は県内産というと１０％ないとき

もあります。現在１１月に入りますと秋冬野菜が出てきて，四日市・鈴鹿等か

ら白菜・キャベツ・葱・ほうれん草はけっこう入ってきます。専業農家で作っ

ている白菜・キャベツは，量販店へ卸せるが，軟弱野菜，２０年から３０年前

一ノ宮・河田で作っていたものは任意組合がありロットも揃っていたので，量

販店へ卸せたが，衰退して，量販店へ卸すということは，安定供給やロットと

いう点で難しい。地産地消を進めていただくことはありがたいのですが，また

農協さんもファーマーズマーケットを作っていただくのもありがたいのですが，

ファーマーズマーケットだけでは収入もそうあがらないと思うので，ファーマ

ーズマーケットはファーマーズマーケット，もう少し面積を市等も協力してい

ただいてたくさん作っていただいて，ファーマーズマーケットはファーマーズ

マーケットで収入あげていただいて，多いものは市場へ持ってきていただいて

両方で収入をあげたらどうかなと思っております。時期によって入荷量が全く

違います。だから，大きな食品，白菜とかキャベツは今からは県内は四日市・

鈴鹿産のもので８割から９割のウエイトを占めます。トマト等につきましても，

北勢と南勢と比べると北勢の方が多い。大産地は木曽岬町・長島・四日市・鈴

鹿，この４つがあるわけですが，鈴鹿は私が担当していた頃は，週に３回，多

い時は５００から６００ケース出てきたわけですが，まだ組合はあるんですが，

市場にはほとんど出荷はない。ファーマーズマーケットなり個人で販売してい

ると。今残っているのは，木曽岬町・長島・四日市の一部。これを見ていると

鈴鹿産はあと５年先，１０年先はどうなるのかなと心配している。その方面の

育成をもっとやっていただいたらありがたいなと。年内の入荷量は商品によっ

て８割から９割占めているのもありますし，全く少ないものもある。全体から

みると三重県自体があまり大きな産地ではないので，全体的には少ない。三重

県で増やしていただいたら，他県のものを減らしてでも三重県産のものを売り

たいが，ロットが続かない。特に北勢は南勢と比べると，どちらも衰退はして

いるのですが，北勢の方が衰退が大きい。 

 

鈴木委員：どうもありがとうございます。今も社長さんおっしゃたように，直

売所へ持っていくと，売れ残りを引き取りに行かなければならない。その手間

が大変だと。市場へ持っていくと持っていったものはすべて売ってくれる。あ

る程度の作付をした人は市場へ持っていく。少ししか作ってない人は直売所へ



 

 

持っていく。勝手なこと言って申し訳ないが，広報で見ていただいたかもしれ

ないが，遊休農地が増えている。お茶畑・花木畑にも遊休農地が増えている。

そこを何とか，これ以上遊休農地を作らせたくないので，ホンダさんはじめ，

団塊の世代で会社を退職された人に畑をしていただいたらどうか。収穫の喜び

だけでもいけないので，売る喜びも味わってもらうと，意欲も出てくるのでは

ないか。直売所も作っていただくのもありがたいし，市場の方でも少量でも引

き取っていただけるのか，そこをお聞きしたかったので，農業委員会から出て

きて勝手なことをお聞きして申し訳なかった。 

 

石丸委員：私共は量云々ではなく，持ってきていただいた商品は必ず受けると

いうことになっております。うちの場合は持ってきてもらったものは必ず受け

なければならないので。１０把でも２０把でも結構でございますので。 

 

鈴木委員：ありがとうございました。 

 

石丸委員：これから増やしてもらうのは，団塊の世代の６０歳，６５歳でも元

気な人は元気ですし，年金もこれからはなかなかもらえなくなるし。露地野菜

もほしいんですが，ここに専務さんいらっしゃいますので，農協さんがレンタ

ルハウス等作っていただいて，そういうものもどうかなと。 

 

会長：内容的に広汎に渡ってしまったので，また改めて今の提案は第２部とい

うか，各目標に触れる時にここでちょうど今の話が入りますねということにさ

せていただきたいと思います。また話を戻しまして１章，２章なんですがこの 

１章，２章につきまして，ご意見，ご質問等いかがでしょうか。 

 

豊田委員：やはりいま言われたように植木が衰退して植木の方が野菜に代わっ

ているんですが，黒ボクに合うのは花木ですよね。その花木の方をどうしてあ

げるか。今退職者は頑張ってファーマーズマーケットに出して，年金をもらわ

なくてもやっていけるぐらいは稼いでいるとファーマーズマーケットの人は言

うんです。 

でも花木の方をいい方向にもっていきたいと。この間担い手サミットで長野

に行ってきましたけど，やはりブランド。鈴鹿という名前はサーキットですご

いです。私もどこから来ましたかと聞かれて三重とは言いません。鈴鹿と言い

ます。やはり鈴鹿ブランドを作りださないと，安くないです，ブランド名は。

葱でもどこどこの葱。ブランドですよね。 

 



 

 

石丸委員：うちでも２，３年前から植木をやっていた方が植木が衰退してきて

いるということで，白葱等作って出してきているんですよね。 

豊田委員：だからやはりブランド名をつけてやらないと，ただの葱では値が低

い。市場へ持っていかなくても売れるそうです。コンピューターで。そのぐら

いブランドというのはいいそうです。鈴鹿という名前を売っていかないと。 

 

市川委員：黒ボクの地域の方，にんにくに替わってます。 

 

石丸委員：確かね，黒ボクはトマトとか作るとまずいです。おそらく米もそう

でしょう。 

 

市川委員：里芋とかね。黒ボクにはね。（合いますね。） 

 

会長：今のご意見は後ほど改めてお願いします。鈴鹿ブランドとか出ましたけ

ど。鈴鹿産でいくんだという話が出てきますのでそこでまた取り上げさせてい

ただきます。ほか１章，２章に関しましていかがでしょうか。よろしいですか。

それではですね。次に３章 施策の部分について，ご意見出していただきたい

と思うんですが，ここはですね，少し細かくさせていただきたいと思います。

目標が１から４まで４つございますので，目標１，２，３，４と分けて質問等

出していただけたらと思います。あと目標１「すずか産」農林水産物・食品の

普及啓発，情報提供のところですが，ここについて，ご意見，ご質問等ある委

員の方いらっしゃいましたら，お願いいたします。いかがでしょうか。 

 

伊達委員：情報提供ということで，飲食店の一覧表のようなものを作成すると

いうことを書いていただいてるんですが，そういうものをあちこちで配るとい

うのもいいかと思うんですが，以前地産地消のみどり提灯が一時はやって，鈴

鹿の町ではあまり見ないんですけど，亀山では一時ぶらさがっておりましたが，

そういうものだと，地図を見なくても店に入る人とか前を通る人が，ここは地

産地消を推進しているということが一目でわかると思うので，そういうものが

できたらやってもらえたらなと思うけど，ただみどり提灯は１万円ぐらい出し

て買ってたという記憶があります。 

 

会長：事務局の方から今のご意見に対して，どうでしょうか。 

 

赤塚（農林水産課）：今いただいたご意見ですが，みどり提灯もそうですが，色々

な団体が地産地消に取り組んでみえると思います。鈴鹿市独自で取り組む必要



 

 

のあるものと，例えばこのみどり提灯を利用する，行政としてみどり提灯を普

及するような取り組みがあると思います。私共から考えますと，みどり提灯に

対抗するような何とか提灯を作るよりも，みどり提灯は一般的に広く周知され

ているものですので，場合によってはみどり提灯の普及・啓発するとかいう方

向での取り組みがいいのかなと考えております。 

 

伊達委員：先ほど豊田さんからありましたけど，鈴鹿ブランドというのもやは

り強調するのなら独自のものを作って，飲食店の方が買ってもらうという形で

お願いできたらと思いますけど，今までもみどり提灯が普及してないようです

ので，どういうふうにやったらいいのかは疑問ですけど。 

 

森下委員：よろしいですか。それをやるんであれば，我々も飲食店をやってて，

みどり提灯について聞いたことがあるんですけど，全然普及してない。大阪で

一部あるようですけど。その意味から市民に周知することからいるのかなと。

先ほどの地図がそれと連動したらすごくいいものになるのかなと考えます。 

 

会長：ちなみに，西田さん，三重県でもマップは作っていますよね。地産地消

マップというものを。 

 

西田：作ってますけど，県下全部が載ってるので見にくいですよね。細かくこ

の市の中でどの位置にあるかというのが見にくいです。 

 

会長：鈴鹿市としては，三重県が県下全域で作っているけれども，それを鈴鹿

市で作るようなイメージですか。 

 

赤塚（農林水産課）：そうです。もう少しきめ細かな表示のできるようなものが

できればということと，鈴鹿市のホームページに地産地消のページがあります

が，情報量が少ないためかあまり見られていないようです。地図とか一覧表と

かいうものをつくることによって，それをホームページに載せてリンクするよ

うなものを市のホームページに作りたいなと考えております。そういう意味で

は，基図になるような位置付けもあります。 

 

伊達委員：提灯とかそういうものはある程度仕掛けていくというか，もし提灯

をするということになれば，商工会議所さんとか飲食店業界とか，地産のもの

を使っている方に声をかけてかなりの数をぶらさげられるように仕掛けていく

ことで戦略を考えないとなかなかホームページに情報があるというのは，なか



 

 

なか見にきてもらえるというのは期待できないのかなと思いますので，仕掛け

るというかアタックをしていかないといけないと考えますので，そこらへんも

よろしくお願いします。 

 

赤塚（農林水産課）：私は農林水産課の職員ですので，当然生産者を増やしてい

くというのが仕事ですけれども，鈴鹿市としてはブランド化を推進している部

署が同じ産業振興部の中にあります。現在，鈴鹿ブランドを育成していくとい

う取り組みをしておりますので，鈴鹿市全体からみればそういった取り組みを

現在行っております。今後も鈴鹿ブランド担当課と連携して推進していこうと

思っております。ただ，鈴鹿市の場合，農林水産業に関するホームページが少

し貧弱かなと思っておりまして，もう少し情報量豊富なものに作り変えたいな

と思っております。先ほどの説明はそういう理由でお話しました。 

 

豊田委員：その産業政策課にこの間私ちょっと怒ったんやけど，抹茶ブランド。

鈴鹿抹茶ブランドって，どこの抹茶やって。鈴鹿ではかぶせ茶の粉は出てるん

ですよね。鈴鹿抹茶ってどこが作ってるのって聞いたら，１軒の農家だけなん

ですよね。それをよそでしてもらう。ちょっとおかしいんじゃない。鈴鹿抹茶

っていいの？ ブランド？ 私は産業政策課の人に言ったんですけど，鈴鹿は

かぶせ茶ですよね。抹茶じゃないですよね。だけど粉にしたら抹茶やって言わ

れたんですよね。そこんとこ私よくわからないんですけど，すずか抹茶ブラン

ドで出てるんですよね。だからよくわかりません。 

 

赤塚（農林水産課）：確かに抹茶の定義って，農林水産課のお茶の担当者も言っ

てましたけど，色々あるらしいですね。 

 

豊田委員：そう。抹茶って言ったら，京都の宇治と愛知の西尾って，私らは思

っているので，鈴鹿だったらかぶせ茶じゃないって言ったんだけど。 

 

赤塚（農林水産課）：それを粉にしたら抹茶と言えるかどうかという議論がある

んですね。 

 

市川委員：そりゃあどんなもんでも石臼挽いたら抹茶でしょう。 

 

酒井次長：鈴鹿抹茶っていうのはまだどこにも出ていってない，試行錯誤の状

況で，それを使ったお菓子の研究をしている段階なんですけど。おっしゃるよ

うに今鈴鹿では抹茶は全然作っていませんので，お菓子に使う抹茶と呼べるも



 

 

のを作るために，事業者さんに研究会に入ってもらって，鈴鹿で採れた茶葉を

四日市で挽いてもらって，茶園の様子は自分では見たことないんですが，生産

者の方に研究会に出てきてもらって話を聞いていると，抹茶と呼べるような基

準に適合した栽培の仕方をしていると聞いております。お菓子に使うので，量

としてはごく少量です。そういう意味で抹茶と呼べるものだと生産者の方はお

っしゃっていますので，それが一つ。それと抹茶がないのになぜ今急に作った

のかというお話ですけれども，お茶の産地である鈴鹿が全国に十分に認知され

ていませんので，お茶の産地であることを市民等に知ってもらうために一つの

切り口として，抹茶を使ったお菓子でいこうと。かぶせ茶の粉というよりも抹

茶のケーキ，抹茶の大福と言った方が，商品として鈴鹿を付けたブランドとし

て売っていきやすいのではないかという発想で，鈴鹿ブランドを出していく一

つの切り口で今産業政策課でやっています。これが成功するかどうかまだわか

りませんけれど。 

 

豊田委員：私対抗して，かぶせ茶粉，鬼まんじゅうで鈴鹿市中でやっています。 

 

酒井次長：色々な取り組みは，それぞれがお茶のＰＲになればいいかと思いま

す。 

 

会長：目標１について議論いただいているところですが，そろそろ目標２にい

きたいとおもいます。目標１についてほかにご意見・ご質問ありますでしょう

か。 

 

北川委員：私たちは消費者として勉強しているのですけれども，普及・啓発っ

て若いお母さん方があまり知らないというか，情報提供っていう意味で，子ど

もたちを巻き込んで歌ですね，子どもたちが歌える地産地消の歌を，歌詞を募

集して作ったらどうかなと。 

 

豊田委員：西田さん，あったんじゃない？ 

 

会長：三重県でありましたよね。スーパー行くと流れています。その鈴鹿版を

作るようなイメージですか。 

 

北川委員：そうですね。子どもたちに歌ってもらって，給食を鈴鹿産で食べま

しょうという歌があればね。 

 



 

 

会長：事務局の方からご意見お願いします。 

 

赤塚（農林水産課）：これは考えていなかったご意見ですので，ここで私が結論

申しあげるのもどうかと思いますが，既に三重県で地物一番の歌があるのであ

れば，それに対抗して鈴鹿の歌を作るよりも三重県の歌をもっとＰＲしていく

ほうが，三重県からテープを借りてかければその方がいいのではないかと。県

と連携して進めていく方がいいのではないかと考えています。 

 

会長：いずれにしても，目標１に（１）から（５）までありますけど，他の媒

体，今の歌の話もありますけど，他の媒体も考えられるかなと。例えばフェイ

スブックで鈴鹿市産をアピールするとか。もしかしたら，皆さんのなかにも既

に鈴鹿市産をアピールしている方もいらっしゃるんではないかと。特に若い方

という意見が北川さんから出ましたけど，携帯でアピールするとか。そういっ

たところも（１）から（５）に加えて，もしくはどこかにつけ加える形で，考

えられるかなと。 

 

赤塚（農林水産課）：確かに会長おっしゃられたように鈴鹿市の方でもツイッタ

ーがあります。そういう新しい媒体を使うことは可能です。 

 

会長：そういった新しい媒体も検討していただくことも可能ですね。 

 

豊田委員：私たち地産地消ネットワークで冊子作って，３年でだいぶ作ったね。

あれだけであやひかり（小麦粉）がどれだけ売れたやら。 

 

赤塚（農林水産課）：何を作られました？料理の本ですか。あの冊子は，好評で

した。全部はけました。 

 

豊田委員：で，増刷してくれる？もう私とこも底つきましたので。 

 

赤塚（農林水産課）：あれはどこが事業主体になるのですか。 

 

豊田委員：地産地消ネットワークで作って。だけどあそこが予算なくなって。 

 

会長：あそこはＮＰＯ法人ですね。 

 

豊田委員：あれで私表彰してもらったん。 



 

 

会長：冊子を作ると予算の問題もあると思いますが，色々な媒体を使いながら

そういった情報を発信していくと。 

 

豊田委員：ああいうので，鈴鹿市産を作れば。ここにも先生みえるし，生活学

校さんみえるし。 

 

森下委員：（３）のところで，地産地消講座の開催の所で，旬の時期やおいしい

食べ方のＰＲということですが，どういうイメージなのか説明してください。 

 

赤塚（農林水産課）：この部分は，こちらにも先生方みえますが，地産地消の料

理講座開いてもらっています。それをもっと活発にしていき，またその支援が

できればいいという気持ちを込めて記載させていただいています。 

 

森下委員：以前長野県の学校の校長先生でしたか，ちょっと詳しく覚えていま

せんが，なぜ地産地消がいいのか，なぜ学校給食で出すといいのかということ

を熱く語られていまして，たぶん奥さん方それを聞いたらそれは大事なことや

なと認識をされるかなと思いましたので。もちろんおいしい食べ方ももちろん

大事ですが，その前にそういう講習会を開いていただければより熱心さも違う

かなと考えます。 

 

会長：ご検討いただければと思います。ほかよろしいでしょうか。それでは，

目標２ですが，直売所，小売店，量販店等における「すずか産」農林水産物・

食品の流通促進（１）から（３）まで挙がっております。ここで，先ほど鈴鹿

ブランドの話もありましたし，所謂市場出荷と直売所の両立，担い手の育成と

いうと，地産地消から少し離れてしまいますが，ここでご意見ございますか。 

 

鈴木委員：よろしいですか。今会長さんから出たのですが，ここで決めていた

だいたら，予算措置の方は心配しないで議論していけるということでよろしい

でしょうか。動こうと思うと予算がないと。 

 

赤塚（農林水産課）：当然事業を行っていこうと思うと予算が必要です。ただし，

鈴鹿市だけで予算がどれぐらい確保できるかについては申し上げられないが，

地産地消については，国・県では日本の農業の活性化のために大事なものであ

ると言っておりますので，もし直売所の建設等あるのであれば，農林水産課で

補助金の獲得に努力していきます。国や県の補助金，市単独の補助金を活用し

ながら，地産地消の計画を進めていこうと考えています。 



 

 

鈴木委員：それと関連して，視察に行きますと，市で大きな直売所を持ってい

る。もちろんそこには漁協さん，農協さんも入っている。鈴鹿の場合ですとそ

こに茶業組合さん，植木の組合さんも入っていただいて，大きな直売所を作っ

ていただいて，これを見せてもらいますと時期的に農産物が切れる時期がある。

やはりそういうときには青果市場さんも協力いただいて品揃えを良くし，そこ

で加工品を作る，例えば小麦挽いてうどん作る，味噌を作る，料理教室をする，

そういうものが全部ある市町村があるので，それができれば，鈴鹿に見学に来

てもらえるので。それにはかなり予算も要りますし。汗をかく必要もあると思

います。成功例もあるのでやっていただけたらと思うんですが。 

 

会長：事務局からお願いします。 

 

赤塚（農林水産課）：ただいまいただいたご意見ですが，もちろんそのような大

規模な直売所を運営している市町村があると聞いてはおりますが，鈴鹿市では

行政が主体となって直売所を作るという計画は現在ございません。商行為は行

政がするよりも民間でやった方がうまくいくものではないかと思っております。

この協議会は定期的に開かれるわけですので，ここでの人脈を使って，そうい

う話が盛り上がって直売所をつくろうということになったときに行政として何

を支援できるのか考えることがあるかもしれません。ただ，直ちに行政が主体

となってということは考えにくいと言えると思います。 

 

鈴木委員：皆さん，独自の団体さんなので，行政が纏めていただいた方がうま

くいくのではないかと。全部出資というわけではなくて，各団体さんも出し，

もちろん行政もできるだけのことはして。音頭を取るのは行政が一番いいかな

と思ったので，発言をさせていただきました。 

 

会長：既に取り組みはされてると思いますが，漁協さんや農協さんは常設の店

舗をお持ちなので，イベントとしてやっていただくと。なかなか箱物を作ると

いうのは難しいと思うので，コーディネートを行政がするというのは検討でき

るかなと思います。似たようなイベントはあると思うのですけど。商工会議所

さんもされていますし。 

 

豊田委員：今若いお母さん，俎板，包丁のない方がいる。だから，はい，これ

使いなさいと言ったところで，できない。この間講演会で聞いてきた話では，

これからは切った野菜。津のＪＡでは切ったキャベツかなんかがすごく売れて

る。あとレトルトですか。今もうお味噌が売れない，出しの素が売れないのは



 

 

味噌汁を作らないから。で皆さんで作ったらどうですかということになって，

パックにしてレンジでチンするだけの。個人の加工所では難しい。カット野菜

は売れる。温めるだけのは売れる。そういうやり方をしないと物が売れない。

ＪＡさん，レトルトを作る加工所いかがですか。 

 

伊達委員：レトルトとかカット野菜も一つの方法かと思いますが，加工所を作

ろうと思うと，かなりの量を作らないと合いませんし，またそれを売るとなる

と，なかなか難しいかなと。売れればいくらでもやらせていただきたいと思い

ますが，もうちょっと考えさせてください。 

 

森下委員：目標１の所に飲食店のマップがありますし，これに関連して目標２

の所で，飲食店が地元産の物を買おうとすると多分小売店に買いにいかなあか

んのかなという気がして，これは飲食店側にとっては大変な作業なのかなとい

う気がします。そこで，物流ができるようなインフラを構築してもらうと便利

なのかなと。買って配送してもらうようなインフラができたらすごくいいかな

と。さっきカット野菜の話が出ましたけど，発注かけたら地元のカット野菜が

飲食店に入ると，これは飲食店にとってもすごくやりやすいことなんかなと感

じましたので意見言わせていただきました。 

 

会長：今のご意見について，事務局の方から。 

 

赤塚（農林水産課）：内山先生のところで事業者向けの調査をしていただいてお

りますし，また私共も去年農業基本計画作成時に飲食店組合等の方からご意見

いただいております。その中で今森下委員の言われるように配達してもらえな

いという声がありまして，配達してくれたらもっと地元の野菜使えるのにとい

うことと，また自分の店の周りに直売所がないと，そういうことをもう少し整

備してもらえないかという意見がありました。まさに今森下委員の言われる内

容と一致すると思いました。そういう話をする中で，配達もするという直売所

の方もみえました。その方が配達業務に取り組んでいただければ，十分可能に

なるのかなと思っております。 

 

森下委員：なかなかそういう情報がないのでわかりません。聞けばおっしゃる

とおりなのかなとは思いますが。 

 

赤塚（農林水産課）：以前からそのようなご意見いただいておりまして，私も直

売所の方と話をする中で，可能になるようであれば，披露できればと思ってお



 

 

ります。 

 

会長：ほかいかがでしょうか。 

 

伊達委員：ここにＪＡ鈴鹿の直売所の出荷者数書いてもらってあるわけですが，

これは具体的にお考えなのでしょうか。 

 

赤塚（農林水産課）：これはですね，鈴鹿市農業基本計画作成時に鈴鹿農協の方

にも参加いただきまして，その時の数値目標に既に使っている数字です。今回

案を作る段階で，鈴鹿農協の職員の方にもご意見いただきまして，それを踏ま

えて掲載しておりまして，２２年度の数字は既にいただいております。今後こ

の数字を継続していければ把握ができると思っております。 

 

伊達委員：目標数値はどこらへんに置いているのですか。 

 

赤塚（農林水産課）：この数値は今手元にないのですが，現在４５０人と聞いて

おります。この数字は稲生店ができる前の数字ですので，これからも増えてい

くと考えております。 

 

会長：鈴鹿市農業基本計画と数値目標は一緒ということでいいですか。ほかよ

ろしいでしょうか。目標３公共施設，家庭等での「すずか産」農林水産物・食

品の利用促進というところですが，これについてご意見，ご質問いかがでしょ

うか。 

 

伊達委員：学校給食は当ＪＡが期待しているところでございますが，先ほどか

ら北勢市場の石丸さんがおっしゃているように鈴鹿の野菜の生産量はかなり下

がってまして，学校給食に使っていただけるとなってもなかなか難しい状況で，

これから頑張って生産者を増やしていきたいと努力をしつつある状況なんです

が，中学校のセンター方式による学校給食も聞いておりますが，そこで利用し

ていただく数値をできるだけ早く示していただければ，生産者にも働きかけて

どんどん生産するようにしていきたい。 

 

西（学校教育課）：学校給食ではＪＡさん日頃から協力いただいておりまして，

感謝しております。今のところ教育委員会の管轄では，小学校と幼稚園で，あ

と保育所でも給食業務しておりまして，小学校と幼稚園あわせて１万３,０００

食必要です。今後中学校給食もしていくとなるとそこに６,０００食プラスアル



 

 

ファになりまして，全体で２万食ぐらい必要になるのかなと思っておりまして， 

できるだけ旬のものが出回る時期に合わせた献立を作るようにして，できるだ

け鈴鹿市産のものを使えるように工夫して，地産地消に努めていきたい。例え

ば，米については，一昨年度から鈴鹿市産のコシヒカリを利用させていただい

ていまして，年間通じて１００％の鈴鹿市産のものということで。それまでは

ミエノエミという品種でなかなか１年通して鈴鹿市産のものが手に入らない状

況であったものを，コシヒカリに替えさせていただいたので，今のところ米に

ついては毎日鈴鹿市産のもの使わせていただいている状況です。何とかそうい

う工夫をしながらやっていきたいのですが，当面将来は２万食が市内全体で必

要になってくるという状況です。 

 

会長：スケジュール的なことは，今何か言えることはあるんでしょうか。 

 

西（学校教育課）：中学校給食についてはまだ確定しておりませんので，具体的

な時期は申し上げることはできないんですが，現在既に小学校と幼稚園で１万

３,０００食は行っておりますので，最低それだけは必要であるということです。 

 

会長：ありがとうございます。ほかの質問いかがでしょうか。 

 

寺田委員：学校給食ですが，数値目標に品数とあるのですが，これは商品名，

例えば水産物であったら，こうなごという形で入れるわけですか。この数値目

標の中に。 

 

山本（学校教育課）：こちらは食材数ベースという呼び方をしておりまして，国

や県が作っております食育推進計画も食材数ベースで率を出しております。食

材数ベースというのは，例えば大根使用するとすれば，学校の場合市内で２０

の調理室があるわけですが，そこの調理室で市内産，県内産の物が入っている

か入っていないかその率を表すものです。旬の時期はこうなごは市内産のもの

使っておりますので，その日に使っているものでは，１００％の率となります。

大根であれば，市内２０箇所の調理室がそれぞれ八百屋さんから納入いただい

たもの，産地を調べて仮に市内産が半分であれば，５０％となります。重量と

か価格ではなくて，その使用予定食材が実際使われたかどうかとういうことで

の，品数，食材数，という考え方で率は出しております。 

 

寺田委員：地産地消ということであれば，例えば大根炊いた中にこうなごが少

し入っているということでも使ったことになるわけですね。そうすると地産地



 

 

消ってぼやけて全然わからないですよね。地産地消であれば手っ取り早いのは，

例えばのりを手巻きずしにして出すと，そういう方法で持っていかないと意味

ないですよね。 

 

西（学校教育課）：それはですね，私共給食献立表を，毎月子どもたちや保護者

に配っておりまして，その日の食材は何を使っているか書いてあって，鈴鹿市

産のものを使っているところには必ず印をつけたり，ベルディマークをつけた

りしています。一つのおかず全部が鈴鹿市産ということはできないけれど，そ

の中でどの食材が鈴鹿市産であるかというのは，明記をして，献立表を子ども

たちや保護者に配って啓発をしていると，そういう状況です。 

 

寺田委員：水産物で，学校給食に我々生産者も協力したいと思っているんです

が，どういう協力方法があるんですか。 

 

山本（学校教育課）：前に一度漁協さんとも話をさせていただいたんですが，一

日あたり１万３,０００食ですので，仮にアサリを一人２個用意させていただく

となると，２万６,０００個当日納品となってきます。なかなか切り身となる大

型の魚が市内では揚がってこなかったり，調理室では捌きませんので，市内で

加工も含めてレトルト食品等で出てきているものはございませんので，今のと

ころ乾物という扱いでのこうなご・かちり・のり（味付のり，焼きのり）の利

用に留まっているのが現状です。 

 

鈴木委員：今のお話聞いておりますと，２０の調理室があるんですか。その２

０の調理室が全部同じ献立でするんですか。地産地消を推し進めようと思うと，

品物がなかなか揃いにくいということであれば，献立を１日ずつずらしていく

とか，１０ずつにするとか，５つずつ，４つぐらいのグループにするとか，ず

らしていくと同じ品物がたくさん要るということはないと思うので，地産地消

を進めようと思うとそういうことも考えてもらうことも必要ではないですか。 

 

山本（学校教育課）：今後中学校給食を考えると食数も増えて，なおかつ地産地

消の率を増やしていこうとすると，供給量がそれに見合ったものなのか，当然

地域的な問題もあって，取れなければ，ご提言いただいてるように，例えば１

週間単位で分けて実施すると，そういうことも課題として捉えております。 

 

鈴木委員：そうしていただいて少しでも地産地消を進めていただければと思い

ます。 



 

 

豊田委員：里芋を鈴鹿ではすごく作っているんですけど，その里芋を学校給食

で使おうと思うと皮を剥いてないとだめですよね。 

 

山本（学校教育課）：いえ，そんなことはございません。基本的には，土は落と

していただくんですが，カット野菜は使わずに青果という形で扱っております

ので，じゃがいもや里芋等は皮剥き機を使っています。 

 

井上委員：これはあかんわ。そこまで入ってしまうと。今豊田さんの言われた

ように，例えば里芋やと。鈴鹿の里芋はいいよと。でもその時期に里芋使って

ないんですよね。また。使おうと思っても，里芋って土の中にありますやんか。

同じものばかりってわけにいきませんよね。まっすぐなものもあえば，曲がっ

てるものもあると。そんなんセンターで使ってもらえるのかなと。というとこ

ろから始めていかないと，今その議論をしても，農業委員の方が言われたよう

に学校給食で纏めていくのであればいいんですが，今納めているもの自体が各

八百屋さん束ねてみえるんですので，そういう色々な問題が入ってくるとこれ

は部会で徹底的にやっていかないと，この場でそんなん言えと言うたって，な

かなか言えない。利害関係が出てくるので。申しわけないけど，本当に利害関

係出てくるもん。農協の専務さん，そこに座ってみえますけど，今学校給食っ

て言われましたけど，この話はこの会議では出さないでおこうという話になっ

とったんやけど，今言われましたので，時間超過して申しわけないけど，本当

に利害関係出てきますもん。学校給食に対しては絶対利害関係出てきますし，

鈴鹿市さんとしてもただ単に学校給食だけという，地産地消というだけと違う

と思いますわ。今の話お聞きしとるとね。極端な話，八百屋死んでしまうんか

と。そやでこの話はまた次回ぐらいにしましょに。 

 

伊達委員：今のお話と関連するかもしれませんが，不揃いなものはなかなか学

校給食では使われないと聞いているんですけれども，農水省の先程の文章の中

には，不揃いのものも使えるような機械を導入するような文言があるんですが，

そういうことは考えられるんですか。 

 

西（学校教育課）：それはですね，地元産のものをできるだけたくさん扱ってい

こうという場合はですね，確実に一定の形のものばかりということを求めると

いうのは難しいと認識しております。調理する際には手作業が増えてくると。

なかなか一律の機械には入れられないものもありますし，新しい機械が出てく

ればそういう物を導入していく必要がありますが，その辺は農水省が言ってい

る方向で対応していく必要があるかと思います。 



 

 

会長：今議論出ましたけど，やはり調理室，八百屋さんかなり苦労されている

というのが現実だと思いますので，これは容易に数字を上げればよいという問

題ではないと認識していただければと思います。目標３について，ほかにご意

見，ご質問いかがでしょうか。時間超過しております。あと数分で終わりたい

のですが，目標４安全・安心，おいしい「すずか産」農林水産物の生産及び食

品加工の振興というところで，（１）から（４）まで挙げられていますが，ここ

についてご意見・ご質問ありましたらお願いします。先程のカット野菜は（２） 

（１）に少し関係した話かと思いますけど。 

 

北川委員：消費者としては，「安全・安心・安価」っていうのがほしいんですけ

ど，これはこの中には入れない方がいいんでしょうか。 

 

会長：私の方から意見述べさせていただきますと，地産地消の底にある，利害

対立の一番あるのが安価の問題でありまして，地産地消というのは日本ではそ

うでもありませんが，諸外国では鋭い対立があります。要は１円でも高ければ

絶対買わないという。「市内産っていうことは安いってことでしょう。だから１

円でも高ければ絶対買わない。」と言う人が普通にいる世界です。だから，「安

価」を入れる，入れないという問題は非常に重いと思います。消費者の方にす

れば安くあってほしいというのは，当然の意見だと思います。 

 

石丸委員：そうなると業者は毎月入札方式になるわね。 

 

会長：今の北川さんのご意見について，何か補足等ほかの委員さんからありま

したら。事務局から何かございますか。 

 

赤塚（農林水産課）：先ほど先生のご意見等もありましたので，検討させていた

だいて，次回お答えしたいと思います。 

 

会長：ほか，いかがでしょうか。 

 

森下委員：（１）のご当地グルメの開発支援ということで，「市は，団体の行う

云々」ということで，具体的にどういうお考えかなということをお聞きしたい

ですね。 

 

赤塚（農林水産課）：これは，森下委員に密接に関係してくるかと思うのですが， 

例えばおこげ麺を指しております。おこげ麺がＢ１グルメ出場できるようにな



 

 

るのも一つかなと思っております。もしほかに新しい事があれば今後関係者の

皆さんと一緒に支援をしていければと思っております。 

 

森下委員：取りまとめをやっていただけるということですか。 

 

赤塚（農林水産課）：この計画自体鈴鹿市がすべてやるということではなくて， 

それぞれ事業者の役割，生産者の役割，消費者の役割があって，地産地消が進

んでいくという計画ですので，ここに載っているものに行政がお金を出すとか， 

人的支援をするとかいうものではなくて，例えば森下さんが今鈴鹿市と関わっ

ておられるようなそういう関わり方が基本となっていくのではないかと思って

います。 

 

森下委員：後援とか，そういうことですね。 

 

会長：ほかいかがでしょうか。それでは，今まで全体を通したご意見も既にい

くつかいただいていますが，まだ出していない，言っておかなければいけない

というご意見・ご質問ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。大杉

さんから何か一つご意見いただきたいと思いますが。 

 

大杉委員：意見ではないんですが，私共で条例作らせていただきました。今日

は私もできるだけ皆さんのご意見をお聞きしたかったというのが，本音でござ

います。とにかくいつも行政に申しているんですけれども，作りました以上で

すね，やはり役割出ております。行政の役割，生産者の役割，事業者の役割。

八百屋さんの関係のご意見も出ましたけど，やはり皆さんが納得していただけ

るような流通機能をまず作って，納得のいく供給体制，そして農協さんは生産

体制の方ね。ぜひとも確立をしていってほしいなと。とにかく絵に描いた餅に

ならないように私共も十分法に基づいてチェックしていきますし，また市議会

も支援はできるかぎりさせていただきたいと思っております。今日はまだ１回

目ですので，これから色々な形で煮詰まっていくんではないかと思っておりま

す。皆さんの意見かなり参考になりました。私共もこれ作るのに２年くらいか

かったんですね。色々なところも調査させていただきました。行政の方にもた

いへんお世話になりましたし，農家の方にも市議会の方まで出て来ていただき

ましたし，農協さん，あるいは事業者の方，漁業組合の方にもお世話になりま

した。そういった形でこの１２条まとめさせていただいたわけです。一つ皆さ

ん方色々問題はございますが，ご協力いただきまして，これはやはり鈴鹿の条

例やと，地産地消やと，そういうものにこれから作り上げていただきたいと思



 

 

っております。これからいろいろと問題も出てくると思いますが，御協力いた

だいて，私の意見ではないんですが，こういう形で市議会は全会一致でさせて

いただいてこれからは前進させていただきたいとこのように思っておりますの

で，よろしくお願いいたしたいと思います。 

 

会長：ありがとうございます。それでは，ほかの委員の方からもし何かござい

ましたら，全体通してお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 

森下委員：この会は５年計画でやっていくんですか。 

 

会長：この会は何年でしたか。 

 

赤塚（農林水産課）：今回委嘱させていただいたのは，２年ということで決まっ

ております。地産地消はずっと続いていくものと思っております。 

 

会長：この計画は５年で，委員の任期は２年ということですね。 

 

森下委員：会議はだいたいどのくらいのペースで。 

 

赤塚（農林水産課）：年間２回と考えております。 

 

会長：ほか質問いかがでしょうか。それでは，時間大幅に超過しておりますの 

で議論はここで一旦閉めさせていただきたいと思います。今後のスケジュール

について確認させていただきます。 

冒頭に事務局からお話のありましたように，本日の意見を踏まえた計画案が

できた段階の２月頃に計画案を確認することになっておりますので，よろしく

お願いいたします。 

 

それではこれで，本日の議事は終わらせていただきたいと思います。この後

は事務局でお願いします。 

 

田辺（農林水産課長）：今日は熱心にご議論いただき，ありがとうございました。

今日のご意見いただいたものを修正なり，訂正なりさせていただいて，次回の

協議会に修正案として提出させていただきたいと思います。次の第２回の会議

の日程を，この場で決めさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

２月７日火曜日の午後か８日水曜日の午後，いずれかの日でいかがでしょうか。 



 

 

会長：２月７日ご都合悪い方いらっしゃいますか。一人いらっしゃいますね。 

では，２月８日水曜日の午後に開催させていただくことといたします。 

これで協議会を終了させていただきます。 

 
田辺（農林水産課長）：どうもお忙しい中ありがとうございました。次回よろし

くお願いいたします。 


