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1. 開会挨拶 

久保田農林水産課長 

2. 事務局自己紹介 

3. 議事 

「平成 26年度地産地消の取り組み結果について」 

「平成 27年度地産地消の取り組み計画について」 

事務局から説明 

 

  委員意見 

（鈴木委員） 

送っていただいた資料の中で，食の啓発があるが，市の広報が毎月 2 回発行していると

思うが，その中にいろいろ地産地消に関連のあるものは入れてもらっていると思う。たとえ

ば，漁業であれば，今はこうなごの時期であるとかを半ページぐらいとっていただいて，他

にも野菜であれば，今は大根の時期であるとか，白菜の時期であるとかを載せたりだとか，

こんな料理に使ったらどうですかとかレシピも入れて，その書いたものを小中学校へと学

校給食のほうへ普及していくといいかなと。市民に一番の啓発はいまのところ広報かなと

思う。ＨＰもあるが，わたしたちのような高齢な人たちだとよく使いこなさないといったこ

ともある。各家庭には一番いいのかなと思うのでご検討いただけたらなと思う。 

（内山会長） 

広報すずかではおそらく不定期に１０回くらい掲載しているが，もう少し毎号入れるく

らいの形でというのが鈴木委員のご提案ですが。 

（事務局） 

貴重なご意見だと思います。そうしていくのいがいいと思います。今現在お手元にお配り

したように，広報すずかでなにかコウナゴに関しても今が時期であるとか，旬々では入れさ

せてもらっているが，なかなか毎号スペースをいただけていないのが現実であって，そのあ

たりはまたできるだけたくさんスペースがいただけるように働きかけながら進めさせてい

ただきたいというふうに思う。 

さきほどご意見いただいた給食などのメニューの紹介であるが，お手元資料の給食だよ

りがありますが，真ん中の下で地産地消の部分で，これだけ献立で使用しますというように，

こども達に知っていただくことが大事であるので，こちらのほうで鈴鹿市産使用予定食材，

三重県産使用予定食材，というのを紹介させていただいております。その横で旬の食材にも

触れております。その下で，簡略したものではあるが，給食とはこのようなレシピで作って

いますというレシピを毎月 1回ずつおこなっています。 

（内山会長） 

確認ですが，これは去年，中学生に配っているということでしょうか。ご家庭の方もご覧



になるということですか。 

（事務局） 

生徒さんが各家庭に持って帰っていればご家庭の方もご覧になっていると思います。 

（森委員） 

中学校給食は 5月から始まっているが，子どものアレルギー対応について，人数なり，食

材について教えてほしい。 

（事務局） 

アレルギーについては，品目は 27項目ほどあり，小麦，卵，などいろいろある。対象者

としては，100 人はいないのではないかと思われる。今，手持ちで詳しい資料がないので，

申し訳ないですが，給食が始まる前の事前調査で，昨年度の卒業前の三年生と現在二年生，

一年生となっている昨年度の二年生，一年生全部で６３名程度申出をいただいている。ただ

し，これは，すべて共通のアレルギーではなく，個々に異なり，小麦がだめ，かに・えびな

どの甲殻類がだめなど非常に多岐にわたっている。そういったものについては事前に献立

を作った段階で，使用する品目などの情報を保護者に渡し，食べられないものを材料から抜

くということをしている。なかなか全員が満足し食べられるというのは，時代の移り変わり

で，アレルギーというのは，非常にデリケートな問題になってきており，対応を一歩間違っ

てしまうと命に関わってしまうことがあるので，注意深く行っている。 

（森委員） 

食材ですが，鈴鹿市産と県内産とのことだが，外国産はまったく入れていないということ

ですか？ 

（事務局） 

外国産に関しては，今，例で挙げられるのは「パプリカ」で，これは総量的な問題で用意

ができないので，他にも総量的に足りないものは外国産に頼らざるを得ないものもありま

す。ただ，外国産を中心にして献立を組むということはない。また外国産であれば，品質の

安全検査を，見積もりを出していただく段階で，資料としていただき確認して，提供してい

る。 

（森委員） 

学校給食の献立を見ると，大方ご飯であるが，今年の新米はいつからか？ 

（事務局） 

お米ですが，鈴鹿農協さんと三重県学校給食会と鈴鹿市の 3 社契約ということで，鈴鹿市

産のコシヒカリを１００％使っている。新米に切り替わる時期というのは，使用していく在

庫の関係もあるが，だいたい９月の２０数日に切り替わるという形である。本年度も同じよ

うな感じかなと考えている。 

（豊田委員） 

方策一覧表で１２番の「学校等における食育の促進」を見てもらっていると思いますが，

小学校３０校のうち，毎年平均して１５校ほど Agriロマンで活動を行っている。なにをや



っているかというとお豆腐作りを行っている。鈴鹿産のフクユタカを使って行っている。こ

れが，小学校では各先生があっちこっちに代わられるもので，だんだん広まり，今は１４，

５校であるが，フクユタカは私達が作った大豆でやっている。お豆腐づくりは二年生，三年

生で行っているがすごく好評である。そのなかでも大豆の種まきからやる学校もある。加佐

登小学校，椿小学校など。その学校では特別に枝豆の試食，枝豆のまんじゅうづくり，自分

達で育てた大豆できなこを挽き，げんこつ飴を作ることをしている。 

小学校ではこれだけ行っており，また，公民館の出前講座もあり，鈴鹿産の小麦を使った

アヤヒカリ，かぶせ茶の粉を使ったうどんは高齢者の方に好評である。こんにゃくいもを作

ったり実験的に行っている。 

なかなか鈴鹿は，ブランド品といっても，お茶と植木しか出てこないみたいな気がして，

他にも，ねぎやにんじん，今はハウスで作ったレタスがたくさん出ていますが，そういうの

でレシピ集を作りたいなと思っています。 

鈴鹿の郷土料理はなかなか，ない。次回は鈴鹿産ブランドの食材でそういうのを作りたい。

伊賀，松坂は郷土料理が多いが，鈴鹿は少ない。 

黄色い資料，ジェフリーで作っていただいたものなのですが，キッズ料理教室も４歳の子

どもたちから始めており，3年目になる。今年は，おにぎらずと味噌玉を作った。おにぎら

ずは鈴鹿産ののりを使い，中身は鈴鹿産の卵や豚肉を使い行っている。４歳からの子どもだ

けで三回実施したが，とても好評でした。 

アヤヒカリを主に使っているものが多いので，次回は野菜やお肉でやりたいと考えてお

ります。 

（内山会長） 

今，おっしゃっていただいた内容ですが，豊田委員が一覧表でお話をされましたが，Agri

ロマンさんの確認としては，キッズ料理教室と親子郷土料理教室があると思いますが，これ

以外にも活動を行っており，一覧表では，網羅されていないということでよろしいですか？ 

（豊田委員） 

そうです。 

（内山会長） 

これはまた更新していいということでいいのですか。 

（事務局） 

２６年度の部分ですが，漏れがありましたら訂正・更新させていただきます。本当にいろい

ろなものがあると思いますので，お教えいただければ，せっかくしていただいているので，

きちんと更新させていただきたいと思います。 

ここでひとつ追加をさせてください。みなさまのお手元に置かせていただいております

ペットボトルのお茶ですが，去年とラベルが違うと思われた方もいるかもしれませんが，こ

れは鈴鹿農協さんで，作っていただくにあたり，市とあるいは，市民の方と協議をさせてい

ただきまして，味だけでなく，ラベルも更新をさせていただいております。これも大きな取



り組みのひとつでございますので追加をさせていただきました。 

（鈴木委員） 

鈴鹿では特産品といえるものが先ほど豊田委員の話でもあったがあまりない。技術者の

方や農協さんとよく相談していただいて，鈴鹿市ならば，春夏秋冬で夏ならばこういうもの，

冬ならばこういうものとか，品種も鈴鹿市であれば，こういうものという風に風土にあった

ものを。風土に合う季節感のあるものが一番おいしいので，そういうものを学校給食に使っ

てもらったりすればいいのかなと思う。そういう形のものができれば，農業者さんもこの時

期ならばこれといったおススメのものが鈴鹿も作れる，おいしいものも食べることができ

るといったいい循環になると思う。そのようなことを取り組むとしたら大変大きなことに

なるうえ，予算的にご無理言わなくてはいけないが，鈴鹿市の農業は，市場に出て行くもの

が非常に少ない。どんどん落ち込んでいる。だから，きっかけを作っていく。個人的にはで

きないもので，普及所や農協で旗振りをしていただくと，農業の部分も発展していくし，そ

ういうのができたらと思いました。農業委員会のほうでも，遊休農地が増えてきておるので，

そういうのも解消になると思うし，なにもかもうまく回っていくのかもと思う。そんなうま

いことと考えるかもしれないが，行動を起こさないと，悪い方向にも進むので，行動を起こ

す必要があるのではと思う。 

（石丸委員） 

全国的に後継者不足というのはあり，北勢市場ができた今から３５，６年前ですと，夏場

の７～９月ごろ，夏秋ナスが鈴鹿だけで７割占めていた時期もあった。全国的には後継者不

足で衰退しているが，三重県の中でも鈴鹿市は衰退が大きかった。後継者不足というのは，

金銭面の問題から辞める人が多い。三重県は南と北に長いが，やはり北勢のほうはまだ働き

口も多いということで，衰退は低かった。なので，今言ったように補助金などの交付による，

産地育成が一番大切であると思います。 

（鈴木委員） 

後継者不足はよく言われる。今の農業では食べていけないから辞めていく。食べていけた

ら，頑張っていける。鈴鹿の農産物を特産化していければ，農業をやってみようかという人

も出てくるのではないか。 

（辻オブ） 

鈴木委員がおっしゃったことで，今回，地区の農業委員会がタキイ種苗のほうに勉強に行

かれたということなのですけれども，近くにそういうところがあって，私どもも生産者の

方々，市場や農協も二十数年来，あそこを開設以来，たびたび現場も見させていただいて，

話を聞かせていただいて，農業者の方に勉強していただいております。 

石丸委員がおっしゃった茄子についてですが，後継者不足だけが原因ではなく，外国から

の侵入害虫というのがあり，それの対策がなかなかできなかった，きつい農薬で鍛えられて

きた害虫ですので，それを防除するようなものがなかった。ということで，今も対策はなか

なか苦労しているところがあるが，そういうこともあり，販売価格と一般的な給与所得とい



うか，経済成長の右上がりにならずにそのままの価格でしか推移していないということも

あり，産地の維持が難しい。 

それと，最近では新規就農者も国の支援策で出てきているので，その中では野菜を志す方

は割合としては多いです。人数としてはそれほど多くはないが，割合としては多い。ただそ

の人たちがサラリーマン並みの給料を確保できているかとか，できる見込みがあるかとい

うと，なかなか困難なところがありますので，市や農協ともアドバイスをしている。 

産地化というのは地域性から見て，なかなか難しい。 

（伊達委員） 

農協の話が出ましたが，産地化というのは，いつも頭の中にはありますが，今年度から鈴

鹿農協と致しましては，農業振興基金ということで，総額 1千万の予算を取りまして，特に

白ねぎの産地化を目指してますので，そこに新規作物として，新規就農もそうだが，営まれ

る方については，最高１００万円の助成をさせていただいて，産地育成をしていこうという

ところです。 

（事務局） 

今，お話が出ましたように，国は新規就農者に対していろんな支援を講ずるということで

いろんな支援があります。もう数年になりますが，鈴鹿市では平成２７年までは，五年間で

11 人その対象となり，給付金をいただいております。その方々の大方は野菜です。白ねぎ

の方もお見えです。ただここ半年から一年間の間で，顕著に相談件数が増えてきたのが事実

です。対応しきれないほど，相談者の数が多くなってきました。ひとつは伊達委員がおっし

ゃった白ねぎであると思っております。来られる方の多くが白ねぎを，ということで，農協

に白ねぎ部会がありますが，そこの方々のつながりで，来ていただけるということもありま

す。やはりこれが産地化していく上で最も重要なのだと思います。耕作放棄地の問題もあり

まして，当然農地に余裕が出てくることも考えられます。しかし，作られる方がお見えでな

ければ，そこをどうすることもできない。ただ，作っていただけることになれば，ご議論い

ただいていることの多くが，少しなりとも解決していただけるのではないかなと思います

ので，市といたしましても，新規就農者に対する支援措置というのは，三重県，普及所，農

協，そして皆様のお力をお借りしながら進めていきたいと思いますし，そうでないと今後鈴

鹿市の農業が成り立っていかないのかなと思いますので，そのような形で進めさせていた

だきたいと考えております。 

（内山会長） 

ご説明いただいたお話は，青年就農給付金の話で，ご存知ない方もいらっしゃるかもしれ

ませんので，新規で農業を始めたい４５歳未満の方に最大で１５０万円を 5年間給付する，

国の施策です。主体が鈴鹿市で，予算は国からきています。国の目標として，年間 1万 3千

人くらい新規就農者おりますが，ただ定着するのは年間 1万人くらいといわれております。

これを 2 万人に倍増させたいということで，倍増させるドライバーとして，この給付金制

度があります。鈴鹿市はあまり活用実績ないのかなと思っていましたが，さきほどのお話を



聞くとこれからぐっと増えるかもしれないということですね。やはり人がいないと，という

のはおっしゃるとおりで，こういった国の制度等を活用しながら，いわゆる担い手の確保を

していかなければいけない。 

（豊田委員） 

新規就農者たちを何人か見ているが，5年先大丈夫なのか，と思うときがある。 

（事務局） 

ぜひ，育ててあげていただければ。 

（鈴木委員） 

やはり産地化が重要。採算性があれば，農家も新しく作ろうとか，新規就農者も出てくる。 

そういう良い方向に向いていくように農協や普及所にも頑張っていただきたい。 

（内山会長） 

私から，内容というよりか，形式的なことなのですが，ひとつ気になったのが，対象がど

ういう方なのかは書いてあるが，やった主体の方がはっきりわからない，もちろん市役所で

やられたのもあるかと思いますが，Agri ロマンさんであったり，茶業組合であったり，そ

ういう実際にやられた方を明示していただいたほうが，より分かりやすいかなと。 

地産地消の推進条例はあくまで市役所がやるものではなく，関係者が一体となって取り組

むものであるので，どういう方が地産地消に取り組まれているか分かりやすくするために

は，どなたがやられたのかを明示したほうが分かりやすいのかなと思いました。 

（事務局） 

ありがとうございます。そのようにさせていただきます。 

（内山会長） 

平成２６年度の取り組み結果についてなにかありますか。 

（豊田委員） 

鈴鹿抹茶はケーブルテレビなどで紹介もされているが，私は鈴鹿のかぶせ茶を一生懸命

やっている。うどんの中にもささらさんの鈴鹿のかぶせ茶の粉を入れたりしている。 

鈴鹿のかぶせ茶が抹茶ということですか。 

（事務局） 

鈴鹿抹茶ブランド化研究会というところがありまして，どうしても鈴鹿抹茶を売り出し

ていってしまっておりますが，鈴鹿の抹茶であっても，抹茶はご存知のとおりお茶を挽いた

ものでございますので，当然，元になっておるのはかぶせ茶でございます。すべてがすべて

ではございませんが，主流としてはそういうふうになっております。今ブランド化していく

べきもののなかには，鈴鹿のかぶせ茶を抹茶にして，という方向性でおります。いま，おっ

しゃっていただいたようなことも，ささらさんがというようなことで，伺っております。さ

さらさんでも，鈴鹿茶ポータークラブというのがありまして，新茶の時期に葉を取っていた

だいて，その体験もしていただく，というようなところから，そのお茶を飲んでいただく。

一貫したところを見ていただいたり，味わっていただいたりするのも含めて，鈴鹿のかぶせ



茶も含めて全体的なブランド化に推し進めていこうという，これは鈴鹿市のまた別の計画

がございまして，「ときめきブランド化計画」というのがございまして，そのなかで進めて

おりますが，原動力はやはり，鈴鹿のお茶ということでございます。 

（内山会長） 

豊田委員のご指摘は，せっかく，かぶせというのを売りにしたいのに，見えにくくなるの

ではないか，というご指摘だったのではないかと思いますが，抹茶は抹茶の利点があります

ので，生産者側のかたが整理して伝えていただければと思います。 

（内藤オブ） 

今週月曜日から昨日まで，東京のほうで，ホテルのコンシェルジュの世界大会があり，鈴

鹿のお茶という形で，水出しかぶせ茶と抹茶を使ったお菓子を出させていただいて，コンシ

ェルジュの方から，非常に好評で，アイスなども好評であった。コンシェルジュの方は味覚

にも鋭いが非常に好評であった。売り方によっては鈴鹿のお茶も売れる。スズカというと外

国の方も入りやすい。これは他の野菜にもいえることではないか。そういう形でもうかる農

業になれば生産量が増えて地産地消に結びつくということがある。やはり後継者の方をつ

くろうとなるともうかる農業を育てていくのが一番。それで結果として市内での地産地消

につながっていくので市として積極的に行っていきたい。 

 

（内山会長） 

確認なのですが，先ほどの説明で，平成 27年の計画目標も含めての説明でよかったでし

ょうか。それともこれからされるということでしょうか。 

 

（事務局） 

これからさせていただきます。平成 27年度の取り組み計画から説明させていただきます。 

計画といたしましては，例年こういったことでとなりますので，あまり大きな変化はもた

せていないのは事実なのですが，ただ，結果をみていただきまして，ご理解いただけると思

いますが，実際にはいろいろな方策を持ちながら，いろいろなことをやっていくことになり

ます。その年に急に出てくるようなこともございますし，たとえばサミットにしてもそうな

のですが，急に出てくるものもございます。東京や京都，大阪などで，いろんなイベントが

あったりして，そこにものすごいチャンスが到来することもあるということで，それらをす

べて活かしきっていきたいなと考えております。 

ただ，どうしても文字にしてしまいますと，例年同じことになってしまいますので，非常

に恐縮は致しますが，そのへんのことも含めて，ご審議をいただけたらと思います。 

まず，本年におきましても，例年どおり大きく分けて 4つの目標を立てております。一つ目

が「『すずか産』の農林水産物・食品の普及啓発，情報提供」として，情報の発信であると

か，あるいはＰＲを始めとした 6つの方策を計画しております。 

2 つ目の目標として，「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」でございます。流通にかかる推進策 4つをいたしております。 

3 つ目の目標といたしまして，「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」といたしまして，あらゆる場面におきましても，地産地消に理解を得，推進して

いくというような方向で方策を 3つ計画いたしております。 

最後になりますが 4つ目として，「『すずか産』農林水産物の生産及び食品加工の振興」と

いたしまして，地産地消を市民のみならず，関係していただける企業，関係機関を含めて総

合的に推進していくことを目標としまして，6つの方策を計画いたしております。 

以上 4 つの目標で１９の方策でございます。これを平成２７年度も強く強く推進をしてい

きたいというふうに思います。さきほどの結果のところで皆様からご意見を頂戴しました

そのことも踏まえまして，この計画のなかで，実際に実行できるような方向で考えていきた

いというふうに考えております。また，鈴鹿市におきまして，総合計画というのがございま

す。これが平成２８年度から，新たな計画になります。これにつきましても，地産地消とい

う言葉を入れてほしいというような市民の方のご意見，非常に多く承っております。それに

ついても，庁内，市民の皆様とも協議をしながら，進めておりますので，それらも含めてま

たご紹介ができればいいのかなと思います。 

平成２７年度はこのような形で進めさせていただきたいとおもいます。ご審議いただき

たいと存じますので，よろしくお願い致します。 

（内山会長） 

それでは，ただいま事務局から説明がありました内容についきまして，ご意見，ご質問等

ございましたら，お願い致します。 

（内山会長） 

私からひとつですが，さきほどおっしゃられたように，基本的には昨年度までやってきた

ことを引き続きというかさらに取り組んでいただくということが，基本だとは思いますが，

今年度は中学校で給食が始まったということで，そこで関連して何か新たな取り組みとい

うことで，整理していただきたいのですが。 

（事務局） 

ご紹介いただいたようにパラパラとお話させていただいたところが，対象が中学生とい

うことでですね，食についてどういったかかわりがあったか，ものはどうやって作られて，

それが流通して，加工され，自分の口に届いておるか，ということの理解をもう少し深めて

いただくことが大事なのではないかというのがあります。先ほどみていただいたのとは別

の資料ですが，「食のかけはし」というのをご覧ください。給食については作って届くとい

うのはわかることなのですが，この「食のかけはし」については食育という部分に特化した

資料になっておりまして，これも生徒さんに配っているのですが，その中で，地元の生産農

家さんへのインタビューというのがありまして，実際給食に出てきているものが，こういう

方に作っていただいて，こういうことに気を使っていただいているということをご紹介す

るようなものを作っています。トマトや牛乳，お茶，たまねぎなどを紹介しておりまして，



こういったものを今年度は重点的にやっております。なので，どちらかというと，取り組み

計画のなかでは，「『すずか産』農林水産物・食品の普及啓発・情報提供」の部分にかかって

くることになるのですが，給食という情報発信の場の中で，公表できていない食育の部分に

ついては重点的にやっていただけたらなということで，進めております。 

（内山会長） 

ありがとうございました。それでは他にご指摘，ご質問ございますか。 

（鈴木委員） 

これは子どもさんに配布されるものなのですか。 

（事務局） 

学校の生徒さん向けに配布させていただいているものになります。食べて見て，携わって

おるこどもたちがまず理解していただき，将来的に自分が食べてきたものはどういうもの

なのか理解していただくことが重要だと考えておりますので，そちらを重点的にやらせて

いただいております。 

（内山会長） 

その他いかがでしょうか。 

（森委員） 

鈴鹿農協にしてもにんじん，たまねぎ，じゃがいもの 3種が年間使われるということで，

これを年間使っていただける生産をしようと今年度から取り組んでいますが，なかなかま

だ一年目ですので，生産者の方に浸透していない部分があります。そのなかでにんじんにつ

いては，農協が，農業経営ができることにもなってきましたので，鈴鹿農協としても，6月

の総大会で承認が得られましたので，その中でにんじんを今年度は本当に少しではあるが，

作っていくということになります。それで，農家の方々に広めていって，生産量，産地とし

てできるだけ広げていきたい。 

（内山会長） 

最後に私のほうから取りまとめということで，まず，広報の話がございました。 

もっと市報で定期的に出せないかということ，自治会の回覧に入れられないかとか，さらに

は，ウェブ等で，学校内に閉じている情報をもっと公表できないかとか，やはり広報にいか

に力を入れるか，とういうのがひとつ論点にあがってきました。 

2つ目としては，給食がございました。小学校でもいろいろな変化，さらに中学校では今

年度から給食が始まったということで，この給食というのはやはりひとつのテーマになり

ました。 

3 つ目としては，地産地消に関する情報収集というのが課題としてでてきたと思います。

実際に漏れがある。そのあたりをいかに収集するかがあると思います。それに付随して，特

産品の開発でありますとか，そもそもお茶等の伝統作物どうするのかという話もあったと

思いますが，これはむしろ，地産地消の前提として，地域できちんと農業生産活動が行わな

ければ，もともこもないというところでのご指摘があったと思います。 



こういった意見が今回の協議会で主な論点として出ました。 

（事務局） 

鈴鹿市の附属機関になったということで，それぞれの結果につきましてのご承認，計画に

つきましてのご承認を賜わって，それをもとに事務局一丸となって推進していきたいので

お願いいたします。 

（内山会長） 

まず平成２６年度の取り組み結果につきましては，漏れがありましたので，そこをしっか

り更新していただいたうえで承認ということでよろしいでしょうか。 

もうひとつ 27年度についてですが，わたくしひとつご質問がございまして，数値目標は入

れないということで，よろしいですか。 

（事務局） 

いままでのものは入っていないです。ただ入れるというのはもちろん可能であると思い

ます。 

（内山会長） 

わたしとしては入れなさいというのはいいすぎかと思いますが，数値目標について検討

していただくのは大事かなと，ようは，やりましたではなくて，どのくらいできたかという

のが見えたほうがいいのではと思います。 

そこは新しい年度にあたっては，数値目標を入れていただくほうで検討いただくことを踏

まえてご承認ということでよろしいでしょうか。 

―全委員ご承認― 

（内山会長） 

 以上をもちまして，地産地消推進協議会を終了させていただきます。 

 

4.閉会挨拶 農林水産課長 


