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第１回食料自給率向上協議会議事録

日時：平成１７年４月２６日（火）１１：００～１２：１０

場所：平河町マツヤサロン ロイヤルルーム

○総括審議官 それでは定刻となりましたので、ただいまから第１回食料自給率向上協

議会を開催いたします。

私は、農林水産省の総括審議官を務めております井出と申します。

、 、 、本日は 机の上に出席者リストを配布させていただいておりますが 地方３団体を初め

農業団体、食品産業等の事業者団体、消費者団体及び学識経験者の皆様、30を超える団体

等の方々にお越しいただいております。

ご出席の皆様方におかれましては、ご多忙中のところ本協議会に参画いただき、誠にあ

りがとうございます。

本日は第１回目の会合でありますので、本協議会の規約を定め、会長が選出されるまで

の間、議事を進めさせていただきます。

まず初めに、食料自給率向上協議会の規約（案）につきまして、事務局を担当しており

ます農林水産省からご提案申し上げます。

○企画評価課長 大臣官房企画評価課長の今井でございます。

事務局から協議会規約の（案）を提案させていただきたいと思います。お手元の資料１

をご覧いただきたいと思います。

本日お集まりの方々には事前に目を通していただいておりますので、ポイントだけを申

し上げたいと思います。

まず、１の設立趣旨ですけれども、食料自給率の向上に向け、政府だけではなく、地方

公共団体、農業者・農業団体、食品産業の事業者、消費者・消費者団体等の関係者が、適

切な役割分担のもと、主体的な取組を行っていく、そのために協議会を設立して計画的な



- 2 -

取組を推進するということでございます。

２の協議会の構成についてですけれども、構成員は、まずは本日声をおかけしておりま

す別紙１の方々に構成員になっていただくということでございまして、必要に応じて追加

できることとしております。

構成員の中から、本日これから会長１名、副会長１名を置いていただくということにし

ております。

また、協議会の運営を円滑に行うために、幹事会を設けることとしておりまして、その

構成員は別紙２に示してございます。

それから、３番目の協議会の活動内容といたしましては （１）にあります食料自給率、

向上に向けた行動計画の策定と （３）にあります行動計画に基づく取り組み状況等につ、

いての点検・検証等の工程管理が中心になるということでございます。

事務局といたしましては、農林水産省で庶務の方を処理させていただきます。

以上が規約のポイントでございます。よろしくお願いいたします。

○総括審議官 ただいまご提案申し上げました協議会の規約（案）でございますが、こ

れにつきまして何かご意見、ご質問等ありましたらお願いいたします。特にございません

か。――ございませんようでしたらご了承をいただきたいと存じますが、いかがでしょう

か。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

○総括審議官 ありがとうございました。

それでは、ただいまご了承いただきました協議会規約に基づきまして、会長の選出を行

いたいと思います。皆様方の方で何かご意見ございますか。

○中村（裕）構成員（全国農業会議所専務理事） 農業会議所の中村でございます。

今、今井課長からの本協議会の趣旨を伺いますと、３月に決定いたしました基本計画と

深く結びついておりますので、そこで食料・農業・農村政策審議会の企画部会長として、

基本計画の策定にご尽力いただきました生源寺先生が一番適任ではないかと思いますの

で、提案をさせていただきます。

○総括審議官 ありがとうございます。

ただいま、会長には生源寺先生をというご提案がございましたが、皆様方いかがでしょ

うか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「
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○総括審議官 ありがとうございます。

それでは、会場の総意ということで、生源寺先生に会長をお願いすることといたしたい

と思います。

生源寺先生には、恐縮ですが会長席へお移りいただきたいと思います。

（生源寺会長、会長席へ着く）

○総括審議官 それでは、ここで生源寺会長よりご挨拶をいただきまして、その後の会

の進行につきましては、会長にお願いしたいと思います。では、よろしくお願いいたしま

す。

○生源寺会長 ただいま会長に選任されました東京大学の生源寺でございます。大変な

大役を仰せつかったというふうに考えておりますけれども、皆様方のご協力のもと、会の

円滑な運営に努めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。

先ほど中村構成員からご紹介ございましたように、３月25日に新しい基本計画が策定さ

れたわけでございます。この中では、新しく自給率の目標が再設定されているわけでござ

います。総合自給率でございますとか、あるいは品目別の自給率という形で設定されてい

るわけでございます。

私自身、これだけ多角的かつ精緻な自給率の議論を蓄積している国は、世界広しといえ

、 。 、ども我が国ぐらいのものではないかと こんなような印象を持っております ただそれは

それだけ私どもが大きな問題を抱えているからというふうに見ることもできるわけでござ

います。

企画部会での議論の中でも、政策に具体性が乏しかったのではないかとか、あるいは問

題の核心になかなか迫れていないのではないかといった厳しいご指摘もございました。従

いまして、今後、この協議会の場を活用いたしまして、関係者の具体的な行動を呼び起こ

し、また先ほど企画評価課長からのお話にもございましたけれども、これまで必ずしも十

分でなかった工程管理、これを適切に図るように努めてまいりたい、こう思います。

大変難しいテーマでございます。しかし、皆様方それぞれのお立場から、また全体利益

をお考えいただきながら、忌憚のない、ときには辛口のご指摘をいただきながら、本協議

会の目的が十分に達せられるよう努力してまいりたいと、こう考えております。よろしく

お願いいたします。

それでは早速議事に入りたいと存じます。

本日は第１回目ということでもあり、行動計画の策定に向けた今後の協議会の運営方針
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等について事務局で資料をご用意いただいているようでございます。

失礼いたしました、若干段取りの手違いがございまして申しわけございません。議事に

入る前に、非常に大事なことを決める必要がございました。協議会の規約にございました

けれども、副会長を指名させていただきたいと存じます。

副会長につきましては、消費科学連合会の大木会長にお願いしたいと存じますが、よろ

しいでしょうか。――それでは大木会長に副会長をお願いいたしたいと思います。

それでは、もとへ戻るわけでございますけれども、第１回目ということでございますの

で、今後の協議会の運営方針等につきまして事務局からご説明いただき、その後意見交換

を行う、こういう形にいたしたいと思います。

それでは資料の説明をお願いいたします。

○企画評価課長 それでは資料２をご覧いただきたいと思います。

先ほど決定していただきました規約に定められたとおり、協議会の活動内容といたしま

しては、まず食料自給率向上に向けた行動計画の策定ということになります。これに関し

まして事務局の考え方を整理いたしましたので、本日の議論の素材といたしまして説明さ

せていただきたいと思います。

まず、１の「行動計画の内容」でございます。どういう行動計画をつくっていくのかと

いうイメージでございますが、まず①にありますように、アンダーラインが引いてござい

ますが、行動計画という以上、関係者ごとに、だれが、いつ、どういった取組を行うのか

ということが明らかになるような行動計画にすべきではないかというのが１点目でござい

ます。

２点目といたしまして、その際に、関係者の取り組みの意識や取組目標というのが明確

となるように、また後で取組状況の点検・検証ということを行うことになるわけですけれ

ども、その点検・検証を行う際にも、それが的確に行えるように、可能な限り数値等で取

組の時期や取組目標というのを明確にしていってはどうかということでございます。

３点目といたしましては、行動計画につきましては、同一のテーマについて複数の関係

者がそれぞれの立場で取り組むものというのも多く考えられるわけですけれども、その際

に、関係者の取組がバラバラなものとならないように、相互の連携と整合性が確保される

ように調整して策定していく必要があるのではないかということでございます。

２点目の「行動計画の策定時期」ですけれども、①にありますように、自給率の向上に

向けた取組は、なるべく早く具体的な行動にとりかかる必要があるということと、もう１
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つは、具体的な取組というのを地方現場段階で展開されるようになるまでには一定の時間

を要することになりますので、とにかくまず、５月中には行動計画を策定するということ

で臨むことが適切ではないかということです。

ただ、②にありますけれども、今回の基本計画で自給率の向上等に向けまして、例えば

そこにありますようなフードガイドを活用するだとか、そのような新しい政策の方向とい

うのも示されているわけですけれども、そうした施策の準備には一定の時間を要すること

になりますので、５月中に行動計画を策定するということにした場合にも、そういった新

しい施策については行動計画の中に盛り込むのが間に合わないといったものも考えられる

わけです。しかし、その全部の準備ができるまで待っているということになりますと、行

動計画の策定というのが大分遅れてしまうといったことにもなりますので、５月の時点で

明確にできる範囲の行動計画をまずつくって、準備中のものは、より具体化され次第、行

動計画に追加するんですとか、先につくった行動計画を順次修正していくだとか、そうい

った形で臨んでいってはどうかということでございます。

３点目の 「行動計画を策定した後の具体的なその取組の推進・展開の方針」ですけれ、

ども、冒頭書いてございますように、行動計画はいかに地方現場段階で具体的な行動を呼

び起こすことができるかということがポイントになりますので、まず①に書いてあります

ように、本日お集まりの協議会のメンバーの方々には、傘下の地方組織ですとか会員団体

等に対しまして、行動計画に基づく取組方針ですとか具体的な取組目標を早期に示してい

ただくということが適切ではないかということでございます。②といたしまして、基本計

画におきましては、地方公共団体や農業団体の主体的な取組として、地域の実情を踏まえ

た自給率目標の設定ですとか、地産地消の行動計画の策定ですとか、そういうことに取り

組んでいくということが基本計画の中にも記述されているわけですけれども、そういうこ

とも踏まえまして、可能な限り都道府県段階でもこの協議会と同じような協議会の組織化

を図ってもらうことが適切ではないかということでございます。

次の４点目の「行動計画の点検・検証とその結果の反映」ということですけれども、検

、 、証につきましては 基本的には１年経ったところで検証していくということになりますが

今年は初めての行動計画をつくる年だということもありますし、先ほども言いましたよう

に、まず５月時点でできる範囲で行動計画をつくっていくということにしようと考えてお

ります関係上、その行動計画の浸透状況や具体的な取組内容等につきまして、３カ月程度

置きぐらいにチェックをしていくという工夫が必要なのではないかということでございま
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す。

その次のページですけれども、そういうことで、とにかく５月にまず行動計画をつくろ

うとした場合の「今後の作業の進め方」ですけれども、時間的にはこれからゴールデンウ

イークに入るということで、時間の余裕が余りないのですけれども、その次のページに整

理しておりますような基本計画で重点的に取り組むべき課題とされているような事項につ

きまして、協議会のメンバーがこの１年に考えている取り組みの内容を、連休明け、12日

ぐらいまでに事務局の方に提出していただいて、それに基づきまして事務局の方で行動計

画の素案を作成いたしまして、それを５月の中下旬に予定している幹事会でいろいろ議論

をした上で、５月下旬の第２回協議会で行動計画を決定していってはどうかというような

ことを考えております。

これをもとにいたしまして、今日、自由な意見交換をさせていただければと思います。

事務局からは以上でございます。

○生源寺会長 どうもありがとうございました。

ただいま島村農林水産大臣が到着されましたので、ここで大臣から一言ご挨拶を頂戴い

たしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○農林水産大臣 農林水産大臣の島村宜伸でございます。

本日は皆様方、本当にご多用中にもかかわらず、お繰り合わせご出席を賜りまして、ま

ことにありがとうございます。

これから自給率の向上という非常に重要な課題にお取り組みをいただくわけであります

が、皆様のお顔ぶれを拝見して、大変力強く感ずる次第でございます。どうぞひとつ何分

にもよろしくお願いいたします。

それでは、ご挨拶をさせていただきます。

まず、食料自給率向上協議会の開催に当たり、一言ご挨拶申し上げます。

本日お集まりの皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらず、本協議会への参画

について快くお引き受けをいただき、厚く御礼を申し上げます。

先般、３月25日に閣議決定いたしました新たな「食料・農業・農村基本計画」は、これ

までの政策のあり方を大胆に見直し、いわば21世紀の農政の方向を明らかにしたものであ

ります。

この基本計画の１つの大きなポイントは、食料自給率の向上でありまして、現在カロリ

ーベースで40％の自給率を、平成27年度までに45％まで引き上げることを目指すこととし
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ております。この食料自給率の目標達成のためには、生産面、消費面の両面にわたる取組

が必要であることは今さら申し上げるまでもないことでありますが、今回の基本計画にお

きましては、①自給率向上に向けた重点課題を設定すること、②関係者一体となって、関

係者ごとの自給率向上に向けた取組内容や目標を示した「行動計画」を策定し、計画的な

取組を推進すること、③行動計画の達成状況の検証を行い、その結果を翌年以降の「行動

」 。計画 に反映させることにより工程管理を行っていくことというのがポイントであります

これにより、これまで横ばいであった自給率が向上に転ずるように是非したいと考えて

いるところであります。

本協議会は、食料自給率向上に向けたこうした取組を行っていく推進母体であります。

本協議会における具体的な取組を通じ、国民一人一人が自らの食生活を見つめ直すととも

に、我が国農業・農村の有する可能性が最大限に引き出されるよう、その活動に大きな期

待をいたしております。

今後、皆様方におかれましては、それぞれのお立場で主体的な取組を強力に推進してい

ただくことをお願い申し上げ、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。どう

ぞ何分よろしくお願い申し上げます。

○生源寺会長 どうもありがとうございました。

大臣におかれましては、国会等のご公務のため、ここでご退席になるということでござ

います。ありがとうございました。

○農林水産大臣 どうもありがとうございました。よろしくお願い申し上げます。

○生源寺会長 それでは、事務局の方からご説明のありました資料の２「食料自給率向

上に向けた行動計画について 、これを中心に若干の意見交換の時間を持ちたいと思いま」

す。どなたからでも結構でございます。ご意見、あるいはご質問があればよろしくお願い

いたします。中村構成員どうぞ。

○中村（裕）構成員（全国農業会議所専務理事） 口火を切る意味で、今ご説明ありま

したようにそれぞれの組織は組織で対応するという点についてお伺いします。

実は私どもは、今年ちょうど農業委員の改選がございまして、７月に第19回の改選がご

ざいます。それで３年に一度、３年間の行動計画をこれまで立ててきておりまして、特に

担い手の問題、それから流動化の問題と、今回は特に耕作放棄地の問題の対応をどう進め

ていくかということで、具体的な行動計画を各農業委員会は全部つくって、地区の担当農

業委員を決めて、それぞれに責任を持ってもらう、こういうことでずっとやってきており
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ますが、今年は７月の改選後の委員会でそれを決定して対応していくということになりま

、 、 、 、すので ５月とか 改選前はちょっと無理なのかなという そういう点がございますので

それぞれの行動計画においてその組織に確認の仕方をお任せいただければと。

特に農地の流動化の問題は、米が終わって秋から具体的には取り組む話になってまいり

まして、来年度の米作に向けてのものですから、具体的には秋以降に日夜の相談活動に入

っていきますので、結果といいましても、それが出てきませんと計画は点検ができないと

いうこともありますので、なかなかこの３カ月ごとというのは難しい点もあるのかなとい

うような気がしております。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは横川構成員どうぞ。

○横川構成員（日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会会長） 意見の方はまた後ほど申し上げるとして、

今ちょっと出ていましたけれども、５月12日というふうに出ていますが、今までに比べる

とどうして今回はこんなに時間がないのかなということで、ちょっと無理があるかという

ふうに思います。それは、案を出すことならば皆さんそれぞれ案はお持ちだと思いますけ

れども、具体的な行動計画に落とすとすれば、やはりもう少し時間がないと、ゴールデン

ウイーク明けてすぐというのは果たしてどうなのか、ちょっと質問なんですけれども、い

かがでしょう。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは今の中村構成員のご指摘とも多少絡むようなところもあるかと思いますので、

これは今井さんの方からお願いできますか。

○企画評価課長 先ほども申し上げましたように、なるべく行動計画は早くつくりたい

と思う一方で、今ご指摘いただきましたようになかなか準備もできないだとか、それぞれ

の組織の会合の時期がもう少し後にずれているだとかいうようなこともあるでしょうか

ら、とりあえずは５月の時点では、示せる範囲内の行動計画をまずつくるということにし

たいと考えておりまして、例えば先ほど中村専務がおっしゃったようなことでいけば、耕

作放棄地の解消対策について取り組むというようなことをまず書いていただいて、７月の

大会の際に、例えばどんな取り組みの仕方をするのだとか、どれくらいを１年目にその解

消の目標に掲げるのだとかいうことが、明確になったら、定期的に３カ月置きぐらいにフ

ォローしていくということにしていますので、その時点で取り組みの仕方だとか数値目標

だとかを入れられる段階で追加をしていくというようなこと。後はその流動化については
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秋以降に取り組むということが最初から方針として決まっているのであれば、農地の流動

化の対策を秋以降重点的に取り組んでいくのだということを５月につくる行動計画の中に

示して、秋の時点での具体的な流動化の取組の方針ですとか目標ですとか、そういうもの

がもっと明確になったら、その時点でまた行動計画を追加するなり修正するなりというよ

うなことでどうかなと思っております。横川会長から言われましたことにつきましても、

５月の連休明けの時点で明らかにできるような取組方針をまず書いていただいて、その後

にもう少し細かいところまで決まれば追加していくというような形で、どうか５月中には

まず全体としての行動計画がスタートできるようにさせていただきたいと事務局としては

考えているところでございます。

○生源寺会長 横川構成員いかがでしょうか。

○横川構成員（日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会会長） おっしゃるように、アイデアでしたら僕は

いいと思いますけれども、具体的にと書いてありますと、なかなかそこは難しいので、今

ご回答いただいた形ならば可能だと思いますので、それでよろしいかというふうに思いま

す。

○生源寺会長 ありがとうございました。

その他いかがでございましょうか。それでは中村構成員どうぞ。

○中村（裕）構成員（全国農業会議所専務理事） それからもう１点は、お役所の方で

もご指導いただきたいと思っておりますけれども、今うちの方もいろんなものを組織に下

ろしておりますが、例の町村合併で大分混乱をしていまして、なかなか下り切れないとい

う問題があるのですよね。そっちの事務処理がまず先行していますので、さらに行動計画

、 、は今年初めてでぶつかるものですから 大変現場では苦慮する点があるかなと思いまして

そういう面でのひとつご指導をお願いしたいということが１点。

それから、関連しますけれども、今度の交付金になってから予算の問題でなかなか現場

対応が、担い手協議会なんかもうちの方で今調べておりますけれども、対応できないとこ

ろが出てきておりますので、きょう町村団体の方もおいでになっておりますが、この基本

計画に基づく行動計画についての予算措置もひとつご指導いただければなというように思

います。

○生源寺会長 ありがとうございました。ご要望として承っておくということでよろし

いかと思います。

そのほか。山下構成員どうぞ。
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○山下構成員（日本生活協同組合連合会副会長） 日本生活協同組合連合会、山下と申

します。

先ほどのご議論で、ちょっと早いかどうかとも考えましたが、とりあえず私どももやっ

ておりますことを、自給率向上という切り口で課題設定し直してみて、５月の締め切りま

でにお出しできるように準備をしてみたい、こういうふうに思っております。

多少その背景としての考え方を申し上げます。私どもこの間日本の農業や食生活につい

ていろいろ考え方を整理してまいりました。自給率と申しますと、これは当然ではござい

ますが国内需給の結果数値ということであります。ただ、その向上を目指してきたといっ

ても、数値はこの間も横ばいという結果であります。自給率向上に向けてどう結果を出す

かということでは、大きく言って私は２つ要件があるのではないかと思っております。１

つは需要に合った農作物の生産を行う、あるいは別の言葉で言えば自給力を上げていく、

農業の自立を促進していく、そういった側面と、それからそのことをフードチェーン全体

でバックアップするという取組と、その２つの要件があるように生協の内部では議論をし

てまいりました。

そういう意味では、こういった場が設けられて、道なりではあれ、取組を持ち寄ってお

互いに点検し合っていく、検証し合っていくというのは非常に大事なよい機会をいただい

た、こういうふうに受けとめて、積極的に取り組みたいと思っております。

私どものこの間の活動の一環といたしましては、いわゆる産直といった言葉で表現され

ておりますように、生産者との交流を大事にしてまいりました。やはり相互理解が前提で

国産農産物の品質向上につながってきたと思っております。そういった延長線上で、生産

者と一緒になって、産直商品を中心に、生産から消費に至るフードチェーン全体を対象と

した規範づくりも現在取り組んでいる最中ということであります。品質が確保され、リー

ズナブルな価格が実現できれば、自給率の向上につながるのではないか、そう考えており

ます。逆に言えば、輸入農産物を排除するという考え方からは何も生まれないというよう

に思っております。

私自身も会員生協でございます「コープとうきょう」の理事長を兼ねております。その

「コープとうきょう」では、輸入農産物も国産農産物も品揃えしてまいりまして、それぞ

れ情報を正確にご案内して、組合員が自らその情報に基づいて判断するということで選択

購買をしていただいてまいりました。その結果、1994年、10年ほど前には国産農産物対輸

入農産物の販売比率が91対９だったのですが、2003年には94対６というように、国産農産
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物のシェアが向上しております。引き続き生産者との相互理解、あるいは相互理解に基づ

いた規範づくりに取り組むことが、品質向上、国内農業の競争力強化のベースなのではな

いか、こう考えております。

食育政策と言われている分野についても同じようなことが言えるのではないかと思って

おりまして、教えるとか、それから与えるといった画一的なことではなく、やはり組合員

・消費者が自発的に前向きに自らの課題、問題として取り組んでいけるように一緒になっ

て考えていくことが大事なのではないかと思っております。

そんなことで、関係者にお呼びかけさせていただいて、この11月に「たべる、たいせつ

フェスティバル」をやろう、生産者の方にもご協力もいただいて、消費者も一緒になって

考えるというような場を持たしていただきたい、こんなふうにも思っております。

とりあえずそんなことを考えてまいりましたので、５月の段階では道なりのものをご報

告させていただいて、あとは皆さんと切り口を合わせて点検していって、こういう場をさ

らに重ねられるようになれば大変ありがたい、このように思っております。よろしくお願

いします。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは山田構成員、どうぞ。

○山田構成員（全国農業協同組合中央会専務理事） ＪＡ全中の山田であります。今日

は会長がほかの用事がありまして出て来れませんで、大変恐縮です。

こういう形で関係者が一堂に会する協議会ができるということについては大賛成であり

ます。といいますのは、国産の農産物をどんなふうに需要してもらうか、消費してもらう

、 、かということは ひとえに農業生産の持つ多面的機能をどんなふうに評価していただくか

大変大事なことなんだということを国民全体で確認するという意味合いからしても、大変

大事なことなんだろうというふうに思っております。

当然そのために生産者側としてどんな努力が必要なのか、もう明らかなわけでありまし

て、耕作放棄地があるとか遊休地があるとか、大事な農地が荒れているぞということを皆

さんに見せてしまうということでは、何の理解も共感も得られないわけですし、それから

当然のこと、安全・安心なものをどんなふうに供給するか、極力トレーサビリティーがち

ゃんとできるように努力すること、それから当然耕作放棄地を解消することと関係します

けれども、美しい景観をちゃんと維持できていけるということがものすごく大事だという

ふうに思います。もちろん、意欲のある農家、やる気のある農家がちゃんといるぞという
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状況をつくっていくのも当然だというふうに思っております。

そういたしますと、当然また、食品産業界、流通産業界の関係者におかれましても、原

、 、産地の表示について徹底していくとか それから国産の農産物をともかくきちっと提供し

それから活用していただくということを極めて意識的にやっていただくという意味合いで

も、大変すばらしい会合なんだろうというふうに思っております。

そう考えますと、これは注文ですけれども、国産で不足すると直ちに、これはもう簡単

に中国から入れることができるようになっていますから、ネギやシイタケと同じなわけで

すよね。中国から入れますよという話になっていると、これはもうどんなに生産側が、ニ

ーズに応じた生産をやってくれと言われても、生産し直すのには何カ月かかかったり１年

かかったりするわけですから、到底間に合わないわけです。だからそういう面では、商社

の関係者もぜひこの協議会に入っていただきまして、お誘いいただいて、そして一緒にな

って、どこまで国産を大事にしていけるかという意識を持ってもらう取組にできればあり

がたいというふうに思っています。

ところで、具体的な行動計画については、これまでも自給率向上のために何をしなきゃ

いかんのかということは、まあ本当にやってきたのですが、反省点ばかりあるのですけれ

ども、だから何をしなきゃいかんのかというのは具体的にもうありますので、それはもう

できるだけ早いうちにちゃんと出したいというふうに思っておりますし、それをやるため

に皆さんと一緒にご支援を得る部分があるわけですから、そこはそことしてお願いもして

いきたいというふうに思います。

同時に、これは何もかも国に頼むということは毛頭考えておりませんけれども、それに

してもベースになる部分は国がやはり政策として基本的に打ち出していくということが必

要になるわけです。例えば、学校給食なんかにつきましては、我々の努力もありますし、

学校側の努力もあるし、ＰＴＡの努力もあるわけですが、市町村行政の努力もあるという

ことだと思いますが、同時にやはり、国としまして地産地消型の学校給食をどんなふうに

進めるかとか、米飯学校給食の大都市における普及について、長い間の課題なんですけれ

ども、なかなか進まない施設その他の改善対策というのが当然出てくるわけですから、そ

ういう部分をお願いしたいということであります。一方、生産サイドからのお願いでもあ

るのですけれども、水田で米以外の、すなわち不足する作物をどんなふうに自信を持って

安心してつくれるかというのが大変大事なことでありまして、麦についても、もう頭打ち

だよなんて言われると、何ともはや、水田の活用の仕方がないわけですし、大豆も、輪作
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すると技術的に収量が落ちちゃって、また不作だと言っていてもしようがないわけであり

まして、国産をやっと食べてもらえるといった途端に、今年は不作で実は届けるものがな

。 、いのだなんて話をしている限りはもう絶対だめだと思うのですね 新しい品種の開発とか

それから定着等、長い時間がかかりますけれども、当然のこと、お願いするということに

なります。それから、飼料作物を水田地帯に導入するということが必要になります。水田

地帯に飼料作物を導入する、稲わらを活用するといったとたんに、おい水田に牛がいない

ぞ、牛がいないところにつくったってどこへ持っていくのだという話になるわけで、とす

ると、極めてこれは意識的に政策的に、健全な土をつくるという観点からも、水田に大家

畜を導入する、意識的に導入するという、そのための仕組みをつくるということも大変必

要だというふうに思っています。それぞれ知恵と工夫を出して取り組んでいけるように、

ぜひぜひこの協議会が盛り上がっていくということをお願いしたいというふうに思ってお

ります。

○生源寺会長 ありがとうございました。

今幾つかご意見いただいたわけでございますけれども、その中でこの協議会のメンバー

についてご提言がございました。この協議会のメンバーにつきましては、本日はとりあえ

ず今の段階でお声をおかけして、またこの協議会の趣旨にご賛同いただいた団体の代表の

方にお集まりいただいているわけでございますけれども、これで固定するということでは

ございませんで、この協議会の趣旨にご賛同いただけるということをもちろん前提にとい

うことでございますけれども、これは事務局の方から声をかけていただいて、あるいは新

たに加わっていただくということもあろうかと思っております。

それでは横川構成員どうぞ。

（ ） 。○横川構成員 日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会会長 日本フードサービス協会の横川でございます

２つほどお話をしたいのですが、１つが、今まで自給率45％というのはずっと言ってき

たのに、この数年でしょうか、全然変化がなかった。したがって、せっかくここできっち

りやり方を変えると方向が出たからには、過去にとらわれずに、過去やったことで40％が

上がらなかったわけですから、それをきっちり役所も反省をして、次に向かって具体的に

何をするかを明確にして、また平成27年度40％だったからどうしようという同じことの繰

り返しがないように今回はやっていただきたいというのが１つです。

、 、 。 、それから２つ目が 今 消費者の信頼をものすごく失っているわけですね 僕はやはり

今度の自給率というのは消費者の信頼回復だと思います。だから具体的にこれをどうする
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かという細かなことは幾つもあると思いますけれども、どうやって信頼を勝ち取るかとい

うことで言うと、今農林水産省がやっているフードガイドもトレーサビリティーも、地産

地消というのは僕はちょっとクエスチョンを打ちたいのですが、幾つかいろんなことをや

っていらっしゃることがつながっていくだろうと思うのです。そういう意味では、その軸

をどこにおくかということもきちっとしないと、ただ作って売るということだけの中で議

論をしてはどうも今度の問題は解決しないのじゃないかなというふうに思います。

それはなぜかというと、日本の戦後の流通というのは市場流通をしてきたわけですね。

、 、 、そうすると 今は市場外流通がこれだけ増えてきているのに 市場外流通というシステム

インフラが出来てないのですね。もっと言い方を換えますと、外食産業界は40％の食料の

支出を持っているのにもかかわらず、国は業務用対策ということを打ってこなかった。だ

から自分たちで好きに買っていた。そうしたら海外も入ってきた。目立つから外食は海外

ばかり使っているとおっしゃっていますけれども、実は外食産業の40％以上、国内の食材

を使っている方が高いわけですね。

この辺ももう少し我々もしっかりしなきゃいけないのですが、大事なことは、業務用イ

ンフラをどうしていくのかということをやはり考えていかないと、ただ上げるということ

だけで言うと小売業だけではないのですね。したがって今、各企業さんの売上げが伸びて

いるのは業務用の消費を売っているところが伸びているので、コンシューマーだけやって

いるところは前年をクリアしてないという実績からいけば、野菜も僕は同じではないかな

というふうに思います。

特に大手は一元管理で農家の方と物を買い付けしていくときには、もう市場外で完全に

動いているわけですね。そういう意味でいくと、外食といいません、今惣菜も伸びていま

すので、業務用流通インフラというのをきちっとやっていく必要があるかなというふうに

思います。

それで、この２つをぜひ今度の中では考えていただくことが相当自給率を高めることに

なっていくのかなと、こんなふうに思います。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。

前段の、農林水産省も反省してという点につきましては全く同感できるところもあるわ

けでございますけれども、恐らくこの協議会自体がそれを後ろから後押しするといいます

か、そういう役割を負っていく面もあるかと思っております。
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主婦連合会の和田構成員どうぞ。

○和田構成員（主婦連合会参与） 消費者の立場で参加いたしました主婦連合会の和田で

ございます。

既にお話が出ておりますように、今まで自給率の向上ということは、放っておいたわけ

ではなく、目指していろいろな努力を重ねながら効果が上がらなかったということで、よ

ほど考えて当たらないとまた再度同じことになってしまうのではないかなという懸念を持

っております。

そして、もう既にお話が出ましたけれども、今、消費者ニーズと言われましても、家庭

用での消費よりも、むしろ外食あるいはお惣菜というようなところの支出が多い現状で見

ますと、だから別に家庭用は責任ないよといって逃げている気はさらさらありませんけれ

ども、家庭用の買い物をする立場の消費者は、どちらかというと国産が買えるものなら買

いたいという感覚は間違いなく持っていると思います。

それで、この資料２の４ページの３にありますように、やはり国産の農産物だけではな

くて、とにかく消費者のまさに信頼の確保という、そこができて初めて国産のものに手を

出していこうという気になるわけで、そこのところが一番大事なのではないかなという気

がいたします。表示の問題もあり、それからトレーサビリティーの問題もありということ

で、品質あるいは価格まで含めて、消費者が自分たちの生活の中により多く買っていこう

という気になるかどうかのその境目というのは、やはり大きく政策のところからかかわり

が出てくるのではないかという気がしております。ですから、簡単に消費者ニーズと言う

とそこのところの問題点がはっきり出てこないということを今までいろんな機会に感じて

おります。

そして、学校給食のお話も出ましたけれども、私どもも各県の学校給食の米飯給食の回

数を調べて、一番少なかった３つの県については、その県の私どもの会員がそれぞれの地

方行政のところへ伺って、もっと米飯給食を増やすようにというような運動をしたことも

事実あるのですけれども、なかなか学校給食に関しては、今日集まっているようなメンバ

ーだけではまた解決しない問題もあるということで、ぜひもっと広く、例えばはっきり申

し上げると文部科学省のようなところへの働きかけとか、そういうことをきちんとやって

いただきたいという気がしております。

それで、団体として何ができるかなというのは非常に難しいと思うのです。どういう目

標を掲げるのか、そしてそれに対しての後のフォローアップというのが、今の消費者に向
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かって本当に効果が上がるのかということは、もうちょっとじっくりと考えていきたいと

思います。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。

その他いかがでございましょうか。法人協会の方から、その後で町村会の方からお願い

いたします。

○長谷川構成員（日本農業法人協会会長） 日本農業法人協会の長谷川です。

我々、農業法人の立場からすると、生産そのものはある程度の量はできているが、再生

産できる値段で取引されてないというのが１つの問題なのかなと思います。それに生産者

側の方としては、生産者がまだまだ経営者になってないような部分もあり、消費者あるい

は需要者に対して迷惑をかけているような点も多々あろうかと思います。

これを解決していくのには、基本的には日本の農業そのものを、原点である適地適作、

適材適所に戻すべきじゃないかと思います。施設とか技術とかが発達してきて、気候に関

係なく無理した環境条件で作られているような部分もあろうかと思います。

地産地消という視点ばかりじゃなくて、高品質の農産物を作るという視点からとらえ、

なおかつ再生産できる価格で消費者に提供する、生産コストを下げるというのには、適地

適作に戻す必要もあるのかなと思います。ややもすると、何がいいからといって全国一斉

にそれがつくられる。例えば米１つとっても、○○米がいいという時代があったために全

国一律に○○米が普及されたというような経過もあると思いますので、やはり、農業者自

身がもっと自己主張できて責任がとれるようなシステムづくりをやっていくべきなのかな

と思います。

それと同時に、消費者側に望むこととしては、安い、高いという表現の仕方ばかりじゃ

なくて、内容の伴った物の見方をしてくれればありがたい。例えば、農業者側の責任もあ

るでしょうけれども農産物の品質そのものが非常に落ちていると思います。例えばトマト

なら30年前のトマトと比べた場合に、今のトマトの100グラムの中に含まれる栄養素が非

常に落ちているというようなことがデータ的にも出ている。これを、きちっとした品質を

保ったトマトを生産していくのだ、農産物を生産していくのだという方向に農業者の意識

を変えていくには、再生産できる価格を農業者が打ち出せるような仕組みがどうしても必

要なのかなというふうに自分は考えています。

それには、いろんな立場の方々がこういう場で議論して、農業そのものをきちっと話し
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合い、なおかつ自給率が上がっていければ幸いなのかなというふうに考えていますので、

農業者は再生産できる値段で取引されてないのだというような点も理解した上で、農業者

に何を求めるのか、あるいは消費者にはどう農業者がアピールするのか、あるいは中間で

の加工業者がどういう立場で物を話してくれるのか、本当に農業というものを考えた中で

の忌憚のない議論ができれば法人協会としては幸いなのかなというふうに考えています。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは町村会、牛島さんお願いいたします。

○牛島構成員（全国町村会経済農林部長） 全国町村会の牛島でございますが、今後この

自給率向上に向けた行動計画、その取組を県、市町村段階にも普及させようという形だろ

うと思うのですが、自給率向上に関しては、各県、市町村段階で自給率向上そのものを目

標として掲げないまでも、いろんな条例をつくったり計画をつくったり、いろんな取組が

これまでもあってきたと思うのです。

それで、５月中の取組ということでございますけれども、一応各県等においても早急に

立ち上げはされるとしても、フォローアップしながら、そしてまた計画を確定的に持って

いくという形での取組になろうかと思いますが、私、ちょっとお願いしたいのは、これま

でも各県、市町村でそれぞれ自給率向上なり地産地消、消費拡大も含めて、いろんな取組

がなされていると思うのです。そういった情報を県、市町村等にも、各団体にもわかるよ

うに提供してもらいたいなと。それからきょうご参集の各団体の取組も、当然県、市町村

段階でもわかるような形になるのだろうなと思っておるのですけれども、そのようにお願

いしたい。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。

その他いかがでしょうか。青年組織協議会よろしくお願いいたします。

○三上構成員（全国農協青年組織協議会会長） 全国農協青年組織協議会会長の三上と申

します。よろしくお願いします。

私、昨日まで春の作業の真っ最中で、長芋掘りの忙しいさなか、東京に呼ばれて、非常

に迷惑だなと思っていたのですけれども、今日こうやって会合に初めて出て、メンバーを

見まして、実際のところ現場にいる農業者としてみると、自給率なんて全く縁遠い話だな

というのが本音のところであります。先週苗代が終わりまして、苗代をしたからって自給

率がどうのこうのって考える生産者はほとんどいないのじゃないかな。私もたまたまこう
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いう立場に来ていろんな話を聞く限りで判断すると、ああ自給率、やはり大変だな、生産

目標数量を守らなきゃならないのかな、そのぐらいの程度だったのです。

それで、今日こういう協議会が立ち上がって非常にいいことだなと思うのですが、先ほ

ど和田さんとか山田専務の方でいろいろ学校給食のお話が出ました。我々農協青年部も食

、 、 、の教育という観点から 各地の小学校で学校給食の取組とか あとは学童農園の取組とか

農業を理解してもらって、それで食べてもらうという取組を数年前からやっております。

現在も各地でどんどん広がりを見せているところであります。

私、今子どもが２人おりまして、上が小学校２年生、下がまだ１歳なんですが、昔のこ

とわざでよく、三つ子の魂百までという言葉があるじゃないですか。やはり小さいころか

ら食べたものというのは大きくなっても食べるのじゃないのかな。地元の保育園でやって

いるのが、地元の食材を使った給食の取り組みというのを数年前からやり始めています。

そういう長い期間での取組というのが自給率の向上につながるのじゃないだろうかな。

平成27年という、10年間という長い期間ですが、本当はもうちょっと、15年とか20年ぐ

らい、今生まれた子どもたちが20歳になって、自分たちが主婦になり、お父さんになった

。 、ときにやっと自給率って向上してくるのじゃないのかなという気はしています ですから

できればそういう、もうちょっと長い期間での自給率向上の考え方も取り入れてほしいな

と。

さらに、先ほど和田さんもおっしゃいましたが、文科省とかいろんな省庁、我々生産者

から言わせると、いろんな国土開発の問題で優良農地が道路に取られたりとか、そういう

問題って非常に多いのですよね。それで、耕作放棄地で残っているというところは、結構

耕作しづらいからやはり残るのですよ。いいところはどんどんつくっていますし、担い手

としてはそういうところを本当はいっぱい借りたいのですが、借りられないという状況も

ありますので、できれば各省庁がもっと連携した形での、農水省だけじゃなく、国民全体

での盛り上がりをつくれるような、まず第１に省庁間の取組の連携も強化してほしいなと

いうのが２つ目であります。

最後になりますが、自給率って、私、今考えても、自分が農業をしていても、自給率っ

て何なのかなって、いまいちわからないのですよね。数字としては45％とかというのは確

かにわかるのですが、じゃ農業者として何ができるのかなといったら、非常にそれは難し

いと思うのです。

先般、ある業界のところでのお話がありまして、たまたま大豆の方のお話だったのです
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が、結局悪いのが生産者だというふうに言われたのですよ。今の大豆の高値の原因が生産

者が悪い。でも生産者は一生懸命頑張って、昨年度は長雨の影響で大豆の品質が非常に悪

くて、必要量が供給できなかったのですが、それも結局生産者が悪い。生産者の方は、高

く買ってくれない消費者が悪い。だからお互い変な関係になっているなというのを気にし

ていたのですが、でもそこに入っているはずの間の人たちが結局どこにも見えてこない。

いつもどこの会議へ行っても出口と入口の議論だけで、間の方々がどこにいるのかなとい

うのが非常に気にかかっているのです。ですから、きょうは流通関係の方々も入っていま

すし、そういった意味では非常にいい会合だなと思うのですが、その間の部分のところも

もうちょっとお互いにわかり合えるような取組もこれから必要なのかなというふうに思い

ます。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは、食品産業センター、金田構成員。

○金田構成員（食品産業センター会長） 食品産業という立場から一言申し上げます。

国産の農産物は大変新鮮であり、また品質もよろしゅうございますし、何といってもつ

くっておられる人の顔が見えるという意味では、もう本当に安心できるものでございまし

て、私どもはこういった魅力ある商品を、原材料を大いに使いたい、このように考えてお

ります。

しかしながら、ご存じのように食品産業は国の内外におきまして大変厳しい競争に直面

しておるわけでございます。したがって、そういう視点から見ても遜色のないような、加

工に適した、品質のそろった原料農産物が、しかも量的にも安定的に確保できるし、かつ

適正な価格水準で供給される。いろいろと並べますと大変欲張っているというような印象

になるかもしれませんが、そういうことが我々業界の中では何よりも期待されておるわけ

でございます。

農業界の皆さんとの連携を密にいたしまして、ただいまのお話の中に、その間にいる人

がどうもはっきりしないということでございますが、私どもも間にいる１人だと思います

が、ぜひ農業の皆さんとお話し合いのできる交流の場を設けたり、お互いに理解の促進の

できる場を持ちたいものだと、このように思っております。

そして、やや具体的に申し上げますと、私どもの行動計画につきましては、今年度から

スタートいたします食料産業クラスター推進事業でございますが、これが中心になるので

はないかな、こういうふうに思っております。地域の食品産業や農業などとの関連業種の
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ネットワークづくりとか、あるいは地域ブランドの定着促進、こういうのを図る上で、こ

のクラスター事業というのは大変大きな貢献をするのではないかと、このように見ており

ます。

各県ごとに地域の協議会がございますので、こういったところとよく連絡をとって、そ

れらが自給率向上の成果に結びつくよう努力していきたい、このようなことを内容とした

ものが行動計画になるのかなと、このように思っております。

また、食育の問題につきましても、食品産業界として何か役に立つことはでき得るので

はないかと思っておりますので、その一翼も担いたいな、このように思っておるところで

ございます。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。

そのほかいかがでございましょうか。それでは大木副会長、お願いいたします。

○大木副会長 この自給率の向上に向けたこういう協議会ができたということを一般の人

にも知ってもらうということが非常に大事なことではないかなと思っております。なかな

か一般の人はこういうことを始めたといっても、下に浸透して行き渡らないということが

あると思うのですね。

それで私どもの会では、できるだけ一般の方にということで、毎月消費者大学という講

座を開いております。その中でこういうことを織り込んで、例えば横川構成員のお話があ

りましたように流通のあり方とか、そして国産とこういうふうに違っていて、こういうの

を選ぶと、そういうものとか、先ほど和田構成員からも、４ページのところで国産農産物

のお話ございましたけれども、こういうことをいろいろ織り込んで一般に人に知らせると

いうことを行動計画の中でしていきたい。それからホームページの中でとか、それから機

関誌を利用して、そういうことによって一応私どもの会でも自給率の向上ということを運

動目標にもつけておりますけれども、果たして何をしていいかというところがはっきりし

、 、ないところがありますので これがきちんとこういうことができるようになりましたので

皆さんのご意見をできるだけそういうところで反映していきたいなというふうに思ってお

ります。

それには、講師のご相談とかというのも行政の方にいろいろご相談をしたいと思うので

すけれども、そういうときにはお答えしていただけるのでしょうか。よろしくどうぞお願

いをいたします。
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○生源寺会長 深くうなずいておられますので大丈夫だと思います。

そのほかいかがでございましょうか。それでは水土里（みどり）ネット、全国土地改良

事業団体連合会。

○佐藤構成員（全国土地改良事業団体連合会専務理事） 全国土地改良事業団体連合会、

全国水・土・里で水土里ネットと今愛称で称しておりますけれども、佐藤でございます。

こういう団体の中で自給率向上というようなことになりますと、我々の団体傘下も含め

まして、まさに農地とか農業用水とか、そういうようなものをきちんと管理をしていく、

また保全管理していく、そんなような役割を持った団体でございますので、これはまさに

国産の生産をしっかりさせるという一番ベースの問題として、きちんと我々もやっていき

たいというふうに思っております。

また一方で、この自給率向上のために行動をしていくということになりますと、我々数

年前から「土地改良区創造運動」というのを始めておりまして、これはいわゆる土地改良

区、農家なんですけれども、農家の組合員内部でやるのではなくて、その組合員の方々以

、 。外の方々にいろんな働きかけをやってみようじゃないか そんなような運動でございます

このほかにも、学校に行っていろんな農業の話をしてくるとか、それからイベントをやっ

てみるとか、農家の直売を応援するとか、そんなようなことをやっておりますが、こうい

うような機会を通じまして自給率向上のためのいわゆるＰＲというようなことを、要する

に身近な市民の方、そういうような方にうまく伝える道具になるのではないかというふう

に思っております。非常に全国数が多いので、そういうような全国各地での取組というの

が、1,000なり2,000なりというのを毎年やっておるのですけれども、そういう小さなとこ

ろでも市民の方々に、いわゆる国産農産物というようなものがどういうようなものだとい

うようなことも含めてＰＲに力を入れたいというふうに思っております。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。

お約束の時間を少し過ぎているような状況でございますけれども、何か特にということ

はございますでしょうか。もしなければ、初回ということでございますので、これ以降い

ろいろご意見をお伺いする機会があろうかと思いますので、本日の意見交換につきまして

はこのあたりで終了いたしたいと思います。

それでは最後に、事務局から今後のスケジュールについてご提案といいますか、ご説明

をお願いいたします。
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○企画評価課長 先ほどもご説明いたしましたけれども、今後の作業スケジュールといた

しましては、連休を挟んで時間が余りありませんけれども、５月12日までに協議会のメン

バーがこの１年間で考えている取組を、その時点で明らかにできる範囲で事務局の方に提

出していただきたいと思っております。その上で事務局の方で行動計画の原案を作成する

作業を進めさせていただきまして、原案を作成する途中では協議会のメンバーの方々に対

しましても原案をお見せしながらつくっていくというような手順を考えておりますけれど

も、それで第２回目の協議会を５月30日月曜日の午後２時から予定させていただきたいと

思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

○生源寺会長 どうもありがとうございました。

今の点につきましては事務局から追って正式のご案内が行くかと思いますので、よろし

くお願いいたします。それで、今もございましたけれども、次回の会合では行動計画を策

定したいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。

それぞれ大変お忙しい中ご参集いただきましてありがとうございました。本日はこれに

て閉会といたします。どうもありがとうございました。


