
鈴鹿市地産地消推進協議会議事概要（平成２５年度） 

 

1. 日  時   平成 25年 5月 10日（金）午後 1時 30分～午後 3時 

 

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 

       ㈱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 

       鈴鹿市生活学校   北川 友代 

       鈴鹿市農業委員会 鈴木 久三 

       鈴鹿市農業協同組合 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 

       鈴鹿市議会産業建設委員会 中西 大輔 

       鈴鹿市食生活改善推進協議会 平井 とし子 

       鈴鹿商工会議所商業部会  森下 晃 

       鈴鹿市 PTA連合会 山口 裕子 

 

4. オブザーバー 三重県四日市農林事務所鈴鹿普及課 鈴木 功 

       鈴鹿市産業振興部 梅山 幹雄 

 

5. 事務局    産業振興部 山田 達眞次長 

       農林水産課 石坂課長，赤塚農政 GL，北川農林振興 GL  

       内田畜産 GL，稲垣水産 GL，農政 G野田 

       学校教育課 森本課長，善福保健給食 GL，保健給食 G小島 

       子育て支援課 井上課長 

 

6. 配布資料   鈴鹿市地産地消推進協議会事項書 

       鈴鹿市地産地消推進協議会委員名簿 

       平成 24年度地産地消の取り組み結果 

       平成 25年度地産地消の推進について 

       鈴鹿市地産地消推進計画 

 

 



1. 開会挨拶 

石坂農林水産課長 

2. 事務局自己紹介 

3. 議事 

「平成 24年度地産地消の取り組み結果について」 

「平成 25年度地産地消の推進について」 

事務局から説明 

 

委員意見 

（中西委員） 

地産地消の取り組み結果の書類の中で，同じ事業が何度も記載されているので，分

かりづらい。 

また，取組の結果については結果のみの記載であり，成果がどうだったのかが分か

りにくいので，この辺を整理してはどうか。 

（事務局） 

地産地消の取組は毎年継続していくものであるので，分かりやすい資料作りを心掛

けていきたい。 

（内山会長） 

成果については記述しにくいものもある。 

地産地消推進計画には，5年後の目標数値を掲げている。現時点での達成状況はわか

らないのか。 

（事務局） 

地産地消推進計画に記載の目標値に関する実績については，地産地消推進計画 11ペ

ージの鈴鹿市ホームページアクセス数，23年度 4,190件，24年度 3,753件である。ア

クセス数が落ちている原因は，鈴鹿市ホームページの更新により，カウント方法が変

わったことが原因で，実質のアクセス数はほとんど変わっていない。 

13ページの JA鈴鹿経営の農産物直売所出荷数は，23年度 483人，24年度 500人

以上である。24 年度については JA 鈴鹿農産物直売所への農業者の登録はかなり増え

ているが，実際に直売所に生産物を持ってきている人数は 500人程度である。 

直売施設など設置補助件数，23年度農業者 1件，24年度はひもの加工施設 1件，25

年度は既に農業者から 1件の申請がある。 

14 ページの学校給食における市内産農産物利用割合ですが，23 年度 13.7%，24 年

度７%であった。24 年度の利用率が落ちているのは，天候不順により鈴鹿産の農産物

がとれなかったことが影響している。 

15ページのみえの安心食材生産者数 23年度 54人，24年度 58人，エコファーマー

認定者，23年度 36人，24年度 37人である。 



数値目標の実績はこのような現状である。 

（内山会長） 

実績報告書に数値の成果が書き込めることができるのであれば，記載することを検

討していただきたい。 

（森下委員） 

鈴鹿市での自給率をどのように出しているのか。鈴鹿はすごいね，といわれるため

には自給率を表示したほうが，分かりやすいのではないか。 

（事務局） 

自給率を出すというのは，どれだけの農産物が市内で生産されているのか把握する

ことが必要である。 

以前は国の機関である統計情報事務所が各県にあり，市町ごとに細かい生産量の調

査をしていたが，行政改革の一環で廃止となった。このため，公の数字がないため自

給率を計算することが困難な状況である。 

（森下委員） 

小麦であれば，生産しているし，製粉所も 1 か所に絞って行っているため，小麦に

関しての数字なら出すことができるので、そういた部分については協力することがで

きるので，言っていただきたい。 

（内山会長） 

市町村単位での生産量を把握するには，5年に 1度の農林業センサスという統計調査

があるので，品目ごとに数字を出すことは可能である。ただ野菜の品目となると種類

が多くきりがないため，米や麦など主要品目にしぼって，ざっくりとした数字を出し

て計算する方法も考えられる。 

（豊田委員） 

米・小麦・大豆の消費を増やせば，自給率が上がるということですよね。あやひか

りで作ったうどんはとてもおいしいので，小麦の生産をもっと増やしていただきたい。 

（鈴木委員） 

小麦の生産については，経済連のほうで品種を指定しているため，それ以外のもの

を作ると地域内で消費しなければならない。指定品種以外を作った場合の販売ルート

についても検討する必要がある。 

（豊田委員） 

インターネット・ホームページ・フェイスブックなどは年配になるほど使わなくな

る。また紙媒体で宣伝しても見ないことが多い。やはりそうなると口コミが一番の強

みになると思う。 

（事務局） 

確かに口コミは大事な一つの手段である。豊田委員には力を入れてＰＲしていただ

いておりありがたく思っている。ぜひ今後も引き続き口コミでの情報を広げていただ



きたい。また今回作ったレシピ本についても活用していただきたい。 

（豊田委員） 

わかりました。現在，出前講座もどんどん応募がきています。 

（内山会長） 

あらゆる手段を活用していただくということでお願いしたい。 

（豊田委員） 

宣伝ですが，7月から 9月にかけてキッズ料理教室の開催も広報すずかに掲載した。

3歳以上の子供を対象に子供だけで料理を作るという企画になっている。 

（内山会長） 

ホームページの中で母の日のイベントと併せて新茶まつりがイオンモールで行われ

ているが，新茶まつりのみの掲載となっている。どこでどのようなイベント活動がさ

れているか把握するためにも，整理していただきたい。 

（事務局） 

今回に限らず，たくさんイベントがある中で販売会の意味合いの強いものなどは掲

載していないこともあるが，内容を整理して記載していきたい。 

（内山会長） 

平成 25年度の取組についての質問・意見があればどうぞ。 

（中西委員） 

佐賀県武雄市では FB良品の扱いをするような企画を立ち上げている。これは民間で

なく自治体が運営するサイトで，鈴鹿市も同じように登録する形にして農産品も含め

て鈴鹿の品を載せるような取組を検討いただきたい。 

またレシピ本については公民館などへの配布ではなく，いろんな場所で行われてい

る料理教室などへ働きかけて，使って下さいと呼びかけてはどうか。 

（豊田委員） 

すでに料理教室などで，使用しておりレシピ本の活用は広まっている。 

（中西委員） 

受講者側でなく講師へ配布するのが効果的だと思う。 

（中西委員） 

24年度の結果をふまえ 25年度に改善していただきたい点として，鈴鹿産農林水産物

を大きなイベントで PRして欲しい。例えばお茶の振る舞いがＦ1開催時に行われてい

ない。F1開催時に白子駅前ですれば，当然人が多いので PRが効果的に行えるのでは

ないか。 

（北川委員） 

イベントでお茶を飲んだ大体の人数は分かるのか。 

（事務局） 

植木まつりで 4000人，シティマラソンで 6900人飲んでいる。 



（事務局） 

FB良品の取組については，全国的に PRするものであり，産地戦略として考えてい

く必要がある。生産者や加工品業者から話があれば紹介していきたい。 

（中西委員） 

FB良品は，発信のほうに力を入れていくもので，自治体運営型となっているのが特 

色であるので，検討いただきたい。 

（事務局） 

レシピ本については，講習会などで料理の先生に使っていただくことを想定して作

っている。既に豊田委員にも協力をいただいており，実際に料理教室等で使っていた

だいている。 

F1に関しては，大きなイベントであり，お茶の担当課である農林水産課だけで決め

られないため，担当部署と協議しながら検討していきたい。 

（内山会長） 

レシピ本は目的もなく配布するのではなく，配布先を意識していただきたい。 

F1については昨年も協議されたかと思うが，できる・できないは別として市側とし

て何らかの形で「Ｆ1」を活用したＰＲを考えてみてはどうか。 

（豊田委員） 

Ｆ1や 8耐開催時にサーキットでお茶を販売したが，思うように売れなかった。 

（中西委員） 

白子駅を降りて，そこでお茶を振る舞って「それ何？」となればそれだけでも成果

は大きい。そこに情報がなければ何も伝わらない。情報提供することでお土産に買っ

たりしてもらうことができる。 

（豊田委員） 

このすずかのお茶（ペットボトル）も「かぶせ茶」としてはどうか。もっと F1らし

くするとか。 

（伊達委員） 

全農が作っており，デザインなどの変更は検討課題になっている。現実は難しいと

ころである。 

（事務局） 

F1の時期は生産者にとっても番茶の刈入れと重なっており忙しい時期となる。その

ため市と生産者団体だけでの取組は難しいのが現状である。商業ベースということで

あれば，小売業者の方が駅前でお茶の販売や試飲をするということであれば可能であ

ると思う。 

（山口委員） 

主婦の目線で見たときに、地産地消はなぜいいのか。学校給食の献立に地元の物と 

表示があってもピンとこない。お茶の振る舞いがあっても喉が渇いたから飲んだとい



うことしか思わない。なぜ地産地消がいいのか市民にもっと説明していっていただき

たい。 

（事務局） 

地産地消の利点は，地産地消推進計画の中に掲載されており，1新鮮なものが食べら

れる。2 安心感がある。3 消費者と生産者との親近感が生まれ伝統的理解が得られる。

4流通経費が削減される。ということである。 

（山口委員） 

ポストハーベストの問題や真土不二など，地元の物を口にするのがいいのか色々勉

強してきたが，そのような情報がなかなか入ってこないため，もっと発信してほしい。 

（事務局） 

地産地消というのは，市だけでなく国・県あげた取組である。まだ認知してもらう

には道半ばであるため，積極的に PRし，長期的に活動していきたい。 

（事務局） 

PTA 活動などでもこの話題を出すことによって広めていっていただくよう協力いた

だきたい。 

（内山会長） 

地産地消という言葉を知っている人は 8 割，知らない人は 2 割いることが現状であ

る。地産地消の定義というのもあるようでないのが本当のところである。その点を踏

まえ普及啓発を行っていかなければならない。 

（鈴木委員） 

自給率を上げるという目的の中で獣害の問題は非常に大きい。遊休地が増えており

鳥獣被害も拡大する傾向にある。補助金を拡大し，獣害対策を考えていただきたい。 

（事務局） 

獣害については年々増加している。獣害対策担当者が毎日のように対応しており、

猟友会のとの連携も密にしているが，なかなか被害は減らないのが現状である。防護

柵設置にかかる補助金も出している。この問題については今後も努力していく必要が

ある。農業者の方にもご協力いただきたい。 

（内山会長） 

事務局においては，引き続き地産地消の推進をお願いするとともに，委員の皆様に

もご尽力いただくようお願いしたい。 

本日は，ありがとうございました。 

4. オブザーバー挨拶 梅山部長 

5. 閉会挨拶 農林水産課長 


