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第２回食料自給率向上協議会議事録

日時：平成１７年５月３０日（月）１４：００～１５：４０

場所：日本郵政公社（共用Ａ～Ｄ会議室）

○生源寺会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第２回食料自給率向上協

議会を開催いたしたいと思います。

本日は、常田副大臣にご出席いただいておりますので、初めに副大臣からごあいさつを

頂戴いたしたいと思います。

○常田農林水産副大臣 皆さん、こんにちは、農林水産副大臣を拝命しております参議院

議員の常田享詳でございます。

本日は、第２回食料自給率向上協議会開催に当たりまして、大変お忙しい中をご参集い

ただき、心から厚くお礼を申し上げたいと思います。

食料の自給率につきましては、一朝一夕に向上するというものではなく、関係者の皆様

方の一つ一つの行動の積み重ね、ご協力によって初めて実現すると考えております。

このたび、食料・農業・農村基本計画を新たに策定するに当たりまして、私どもが一番

心を砕いたのが、この５年間、食料自給率が40％から上がってこないということでありま

す。日本の将来の食料事情を考えるときに、このことに大きな危機感を持っております。

そういうことの中から、我々が改めて、食料自給率を向上させるためには生産力だけで

は上がらない、生産力と消費力が両方相まって初めて食料自給率の向上というのが実現で

きるという当たり前の結論に至ったわけであります。

そのためには具体的な行動計画を策定し、その中で、関係者の方々の取組意識が明確と

なるよう目標を設定するということが極めて重要であると考えております。

また、もう１点、我々がなぜ５年間自給率が上がらないのかという検証の中で、全くそ

のチェック・検証が行われていないという現実に愕然としたわけであります。従って、基

本計画の中で、今後は毎年、工程管理をやっていくと、チェックをやっていくということ

を明記させていただきました。
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今後、皆様方におかれましては、今回策定される行動計画の内容が、そういった意味で

現実のものとなるように、チェックをするためには行動計画がしっかりなければチェック

のしようがないわけでありますので、私どもはこのたびの行動計画に大きな期待をかけさ

せていただいております。どうか、そういった意味で、今日の会議は重要な会議でござい

ますので、皆様方のお力添えで有意義なものになりますことを心からお願い申し上げまし

て、ごあいさつにかえさせていただきます。

ありがとうございました。

○生源寺会長 どうもありがとうございました。

それでは議事に入りたいと思います。

本日の議題は、行動計画の策定でございます。前回は行動計画の策定に関しまして、事

務局の考え方をベースに皆様からご意見をいただいたわけでございます。それをもとに本

日は、事務局に行動計画の案を作成していただき、提出していただいております。まず、

その行動計画の案について事務局からご説明をお願いし、それをもとに、構成員の皆様方

の意見交換という形で運ばせていただきたいと思います。

それでは事務局からのご説明をお願いいたします。

○今井企画評価課長 大臣官房企画評価課長の今井でございます。

これから資料の説明をさせていただきたいと思いますが、説明いたします資料は、資料

番号１から３でございます。１と２の資料は私から、３の資料は生産局の塩谷室長から説

明をさせていただきます。

まず資料１をご覧いただきたいと思います。資料１は、行動計画の取りまとめの方針と

いうことで、前回の協議会でご議論いただいた内容をベースに取りまとめ方針を記載した

ものでございます。これに沿って今回、資料２、資料３の行動計画を策定したわけですけ

れども、確認させていただきますと、まず方針の第１点目といたしましては、食料自給率

向上に向けて重点的に取り組むべき事項を中心に行動計画を策定するということ、策定に

際しては、誰が、いつ、どのような取組を行うかが明確になるようにしていくということ

でございます。

２は、その方針に沿いまして、見やすさ、分かりやすさにも配慮して、項目別、行動主

体別に作成するということでございます。

取りまとめ方針の３の行動計画の記載の仕方についてですけれども、内容については、

詳細なものを求められる一方で、年間の取組内容の大きな流れが明確になるようにすると
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いうことも非常に重要ですので、細かいものについては一部省略もしながら作成していく

ということで、資料２、資料３とは別に、参考資料で各構成員から寄せていただきました

一年間の取組内容は、別途参考資料としてもまとめてございますけれども、必ずしも全部

が行動計画の中に記載されているわけではないということでございます。

取組方針の４は、これも前回の協議会で合意いただいたことですけれども、基本計画で

打ち出された新たな施策等につきましては、さらに準備に時間を要するものもございます

、 、 、ので そういったものにつきましては施策が具体化され次第 追加していくということで

現時点で明らかにできる範囲で、この行動計画を作成するということです。

取りまとめ方針の第５番目といたしましては、年間の取組目標ですとか、成果目標が可

能な限り、数値等で明確になるように、後で検証しやすくなるように、そういう観点も含

めまして作成したということでございます。

続きまして、資料２をご覧いただきたいと思います。

これが事務局で取りまとめをいたしました本年度の行動計画の案でございます。表紙を

めくっていただきますと、行動計画の目次がございます。先ほど取りまとめ方針でもご説

明いたしましたように、この中では３月に閣議決定いたしました基本計画で、自給率向上

に向けて重点的に取り組むべき課題とされました食料消費面でいきますと、食育の推進、

地産地消の推進、国産農産物の消費拡大、国産農産物に対する消費者の信頼の確保の４項

目、生産面に関連いたしましては、経営感覚にすぐれた担い手による需要に即した生産の

推進、食品産業と農業の連携の強化、効率的な農地利用の推進、この３項目プラス別途資

料３として用意しております生産努力目標の実現に向けた行動計画ということで、行動計

画を取りまとめたということでございます。

取りまとめの中身については、全部は、なかなか時間の関係もありまして説明できませ

んけれども、まず１ページをご覧いただきたいと思います。

先ほど取りまとめの方針で申し上げましたように、取りまとめに当たりましては、項目

別、行動主体別にまとめ、その際にはわかりやすさに配慮するということで、基本的には

１項目１枚で俯瞰できるような、そういった取りまとめ方をしてみました。

この食育の推進というところで見ていただきますと、まずフードガイドの普及と活用と

いうテーマと、食育の取組という２つのテーマで大きく行動計画を作っておりますけれど

も、フードガイドの普及と活用ということに関連いたしましては、まず行動主体の政府と

いうところに、６月フードガイドの策定、フードガイドの目的、内容や活用方法の報告書
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の作成と書いてございます。このフードガイドの策定を起点といたしまして、その下の方

に矢印が伸びておりますけれども、政府、食品産業の事業者等で、フードガイドの活用マ

ニュアルの検討会を設立して、マニュアルを12月までに作成して、上に矢印がついており

ますけれども、具体的に年明けからは活用を本格実施していくというような大きな流れ。

もう一つは、政府は６月にフードガイドを策定いたしまして、いろいろな媒体を活用し

て、７月以降フードガイドの普及等を行い、年明け１月にはフードガイドの認知度調査を

して、その認知度がどのようになっているかをチェックするというような流れ。

あとは、７月以降政府はフードガイドの普及に努めるわけですけれども、単に普及をす

るというだけではなくて、食品産業の事業者の協力を得まして、８月以降には食品包装へ

の活用を試験的に実施するだとか、10月以降はモデル店舗での実証研究をやってみるだと

か、そういった取組をやっていくというようなことがわかるような形で行動計画を取りま

とめをしてみました。

下の食育の取組は、これは今、ご説明いたしましたフードガイドの普及と活用の取組と

は、若干毛色が違うところがございまして、各団体がいろいろな形でイベント的な取組を

行う中で、食育の取組を一緒にやっていくというようなことかと思います。

これに関連いたしましては、冒頭ご説明いたしましたように、別途参考資料ということ

で、各構成員から提出されました取組内容がまとめてございます。細かい取組が各構成員

で予定されているようですけれども、全体の大まかな流れがわかるように、行動計画をま

とめたところでございます。

備考欄にありますけれども、今後、それぞれの各団体の活動の相互連携などによりまし

て、より効果の高い取組になるような、そういった連携を検討していくという必要もあろ

うかと考えております。今日の協議会に先立ちまして幹事会を開催いたしましたが、幹事

会におきましては、こういった取組につきましても単なるイベントで終わらないようにそ

れぞれのイベントが、例えばフードガイドの普及というようなことに重点を置いた取組に

していくだとか、同じ重点的なテーマで取り組めるような、そういった調整もしたらどう

かといったような意見もいただいたところですけれども、いずれにしましても、今後、こ

の点につきましては、事務局が中心になってさらに連携、調整をさせていただこうと考え

ております。

続きまして、次の２ページ目ですけれども、これは地産地消の取組についてまとめたも

のでございます。
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これにつきましては、冒頭の地産地消の推進検討会というのが、５月27日、先週の金曜

日ですけれども、このテーマに関連して設置されておりまして、そこでの議論を踏まえま

して地産地消の推進行動計画というのが策定されることになっております。基本的には、

その内容で１年間の取組を展開していくということで、その内容をここに記載させていた

だいております。

取組の目標といたしまして、右側の方に縦で、９月～３月の後のところに、縦の四角の

欄があると思いますけれども、具体的な数値目標を設定するということに関連いたしまし

ては、地域の地産地消計画の策定件数を600件にするというような形で数値目標を設定し

ているということでございます。

次のページですけれども、国産農産物の消費拡大というテーマでございます。

問題意識といたしましては、これまで国産農産物の消費拡大は、品目別に取り組んでき

たわけですけれども、これからの取組としては品目別の取組に加えまして、まずそれを束

ねるようなものとして一体的な取組の実施が必要であるということが基本計画の中にも書

かれておりまして、それを受けまして、５月中といっても明日までしかないんですけれど

も、政府の欄にあります各種品目の消費拡大に関する一体的な実施計画を明日までに策定

することで、今、事務的に別途作業を進めており、それに基づいて年間の取組計画を展開

していくということにしております。

そういうものをもとに展開していくわけですけれども、その下にごはん食の普及ですと

か、米飯学校給食の推進ですとか、米の加工品の開発・普及ですとか、そういった重点項

目ごとのテーマ設定をしているのと、次のページは品目ごとの取組内容というのを記載し

てございます。

先ほど言いましたように、この一体的な実施計画というのはまだきちっとしたものが策

定されておりませんので、それができました暁には、若干この２ページに渡って記載して

おります内容の見直しというのが必要になるかもしれませんけれども、現時点ではこうい

った形で展開していってはどうかということでございます。

続きまして５ページ目の国産農産物に対する消費者の信頼の確保に関連してですけれど

も、まとめ方はテーマごとに、行動主体別に作成するということで、今までと同じような

感じで作っておりまして、冒頭の適正農業規範ＧＡＰの関連でいきますと、４月の末には

このマニュアルができておりますので、これを起点として今年１年の行動をやっていくと

いうような形で取りまとめがされているということでございます。
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続きまして６ページの経営感覚にすぐれた担い手による需要に即した生産の推進に関連

してでございます。

ここからは生産面の取組になるわけですけれども、これに関連いたしましては、３月に

全国段階での担い手育成総合支援協議会を設立いたしまして、重点課題を明確にした担い

手育成運動の取組を推進しているわけでございます。重点課題につきましては、縦のとこ

ろに①から③で整理してありますような認定農業者の認定の加速、集落営農の組織化、担

い手経営安定対策の加入促進といった項目でございます。

これに関連いたしましては、３月の全国段階の協議会に加えまして、都道府県段階、地

域段階ということで、協議会の設立も進化させる取組をやっておりまして、こういう取組

を踏まえまして、重点課題にありますようなものについて早い段階から成果が出せるよう

にということで、現在取組をしているところでございまして、そういった取組方針をここ

にまとめてございます。年間の目標といたしましては、右側のところに縦で整理しており

ますけれども、認定農業者、農業法人、集落営農の数、それぞれについて目標を掲げて取

組を行っていくということでございます。

続きまして、７ページが食品産業と農業の連携の強化でございます。

これにつきましては、基本計画の中では、食品産業クラスターについての取組が書かれ

ていたわけですけれども、これに加えまして、政府といたしましては、この欄の一番上に

あります、食と農の連携強化一般に関すてもう少し幅広い検討をするような検討の場を設

置して検討を深めていきたいということを考えているということと、基本計画で位置付け

られておりますクラスターの関係では、その方針に沿った取組が多くなっていくというよ

うなことで行動計画をまとめてございます。

その次、８ページが効率的な農地利用の推進でございます。

これにつきましても、まずテーマといたしまして、農地の利用集積、耕作放棄地対策と

いうことと基盤整備、あと飼料作物生産の推進の三つで主体別の行動計画を策定しており

ます。

一つ目の農地の利用集積の関係では、今、法案がかかっていますが、それを起点にして

。 、年間の行動計画を策定しているということでございます 生産基盤の関係につきましては

６月に審議会の場を活用して、さらに整備のあり方について検討を深めていくということ

でございます。飼料作物の関係につきましては、これは基本計画の議論の場でも、非常に

重点的な項目として、多くの議論をいただいたテーマでございますけれども、これに関連
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いたしましては、去る５月12日に、ここにありますように飼料自給率の向上戦略会議を省

内に設置いたしまして、そこで行動計画を策定して、重点的な取組をしていくこととして

、 。おりまして ここにそのエキスの部分を書かせていただいているということでございます

それぞれ右の方に年間の取組目標、数値目標も設定しているというような形で行動計画を

策定させていただきました。

、 、これについても前回の協議会で約束事項になっていたとおり 事務局としてはこの案を

各協議会の構成員にはあらかじめ見ていただいた上で今日提出させていただいているとい

うことでございます。

続きまして、生産局から資料３の説明をさせていただきます。

○塩谷生産政策室長 生産局生産政策室長の塩谷でございます。

資料３でご説明いたします。先ほど今井課長から説明のありました自給率向上の行動計

画を生産面で補完するということで、本体の行動計画には書かれていないところを主体に

整理をしております。

目次の次、本題を見ていただきまして、稲・麦・大豆対策でございます。

稲・麦・大豆、三つまとめて書いてありますが、稲につきましては、生産の課題といた

しまして、品質、コスト、様々あるんですけれども、ある程度資料をわかりやすくすると

いうことでポイントを絞っておりまして、稲につきましては生産コストを低減するという

観点から何ができるのかということを書いてございます。基本的には会議をし、その中で

計画を作って、またさらに会議をしてそれを検証するというのが大きな流れになってござ

いますが、稲の生産コストを下げるためには規模拡大を進めるということ、それには担い

手に集積していくということがポイントでありまして、それは本体の行動計画に書かれて

いる対策が主体となるんですけれども、生産部分でできることといたしまして、カントリ

ーエレベータ、集団で乾燥・調製する施設ですけれども、ここに持ち込む際に担い手を優

遇するといったことがどこまでできるだろうか、といったことを検討していこうという計

画になっております。

、 、 、また 麦・大豆につきましては 実需者から品質問題ということを言われておりまして

品質に応えるためには新しい品種、優良な品種を導入していく必要があるといったことか

ら、その導入を促進するための措置が書かれてございます。

本体の行動計画に比べまして、目標の設定のところが多少曖昧になっておりまして、備

考のところに現状の数字を大体書いてございますけれども、その現状からどこまで改善で
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きるのかということについては、今後、できるだけ具体的な数値が書けるものは書いてい

きたいと思っております。天候要因等いろいろとあり、なかなか具体的には書きづらいと

ころもあるということでございます。

次が甘しょ・馬鈴しょ対策でございます。

、 、 、甘しょ・馬鈴しょにつきまして 全体の需要が伸びていない 低迷しているという中で

どういった対策が講じ得るものかということでございます。甘しょにつきましては、全体

の需要の中で焼酎用の需要というのは伸びているといったことから、焼酎向けの新しい品

種、優良な品種の導入を促進していこうということが書かれてございます。馬鈴しょにつ

、 、 、きましては 栽培技術の中で 植付の前に石をどけるという技術が有望視されていまして

これで収穫された馬鈴しょの品質を大幅に高めることができます。これを３年以内に実用

化したいということで計画を作っております。

次に、砂糖関係。てん菜、さとうきびですけれども、てん菜、さとうきびとも生産コス

トの低減ということが一番大きな課題でありまして、てん菜につきましては移植で、植え

。 、 。ている今の体系を直播にかえていきたいと 現在 備考に書いております普及率が4.5％

これを拡大していくことによってコストを下げていきたいということであります。さとう

きびにつきましては、機械化一貫体系と書いてございますが、特に収穫作業をいかに機械

化するのかが課題となります。これには、今、個々の農家の規模が小さいという問題もご

ざいますので、担い手対策とあわせて収穫の機械化を進めていく必要があるのだろうとい

うことがございます。

次に、お茶でございます。

お茶は全体に需要が伸びており、またペットボトルでも国産茶葉使用といったものが増

えてきておりまして、全体としては有望な分野だと思います。ただ、備考に書いておりま

、 、 「 」 。すけれども 今 日本で作っていますお茶の82％が やぶきた という品種になっている

単一品種に非常に集中しています。お茶は嗜好品でございますから、さまざまな味のもの

を提供しないと消費者にいずれ飽きられてしまうということがあるので、この品種構成を

見直すということが一番大きな課題だと考えております。

次に、野菜であります。

野菜につきましては、４年前にねぎでセーフガードを打ちましたように、輸入の急増が

ございまして、これに対応するための計画作りというのを従来からやっています。そのた

め、産地改革計画というのをそれぞれの産地で作っていまして、産地が輸入品に対抗する
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、 、 、ために 自分のところはコストを下げるとか 自分のところは品質面で差別化を図るとか

自分のところは売り方を工夫して契約取引で売っていくといったことを、個々の産地が判

断してつくるという計画ですけれども、その計画を今回さらに改めまして、担い手の育成

方策というのを明記する計画を作っていこうということであります。

加工・業務用需要につきましては、本体のところにもございましたように、加工・業務

用需要が輸入品に取られているといったことを取り返すため、リレー出荷の推進というこ

とでございますが、平成17年度から予算面で国が直轄で複数の県にまたがる事業をできる

ことになりました。そういったことを通じながら、その実現を図ってまいりたいと考えて

おります。

次に果実ですけれども、果実も野菜と似ておりまして、それぞれの産地が戦略的な計画

を作っていこうということです。全体で言いますと、需要が減り傾向にあって、特に温州

みかんが過剰傾向にあります。若い人たちの需要を聞いてみますと、どうも皮がむきにく

くて嫌だとか、そういった声が多い。そういう意味で、果実はお菓子と競合しているよう

なところがありまして、より食べやすいものということで、中晩かん類、例えばデコポン

みたいな味がよくて皮がむきやすいといったものに変え得る産地は変えていってもらう

と、そういった計画を個々の産地で考えていってもらいたいということが果実の場合の対

応でございます。

次に、畜産物です。

牛乳・生乳の方ですけれども、なかなか昔からの課題なのですが、牛の１頭当たりの乳

量を増やすというのは、生産コストを低減する上で非常に重要です。そのためには育種に

なりますので、それを地道にやってまいりたいということです。それから、生乳を集める

過程の合理化ですとか、乳業工場の再編といったことも、並行してやっていきたいと。

それから、新しい話といたしましては、チーズですね。チーズの需要が乳製品全体の需

要が伸びていない中で伸びています。これは、輸入品で今までカバーされてきたわけです

けれども、その中で国産のチーズというのを積極的に売り込んでまいりたいということが

対策の柱になってございます。

牛肉も乳と同じようなんですけれども、一つは肉用牛の能力向上ということで、黒毛和

牛主体でよりおいしいお肉ということを目指して育種していくということと、真ん中の肉

用牛の増頭につきましては、アメリカからの輸入牛肉が、今、止まっておるということも

あり、国産牛肉を増産していくために、繁殖雌牛の増頭を推進していこうということでご
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ざいます。

３番目の実需者ニーズへの対応と書いてございますのは、黒毛和牛というのは差別化が

徹底しているわけですが、乳雄、ホルスタインの雄の肉というのが輸入品と競合するとい

うことから、食肉センターが外食産業や加工業者といった実需者の欲しい部位を欲しい形

にさばいて届けると、きめ細かい供給という点で輸入品と戦ってまいりたいということを

考えております。

これらはこの後、豚・鶏でも共通の話になります。育種関係と供給のところで工夫をし

ていきたいと思ってございます。

最後のページ、自給飼料でございます。

ここは、本体の行動計画にも書いてあるんですけれども、特に重要なところなのでここ

でも説明しております。基本的には、自給飼料の生産側と使う側、農家が違いますので、

そのミスマッチを埋めるための需給マップというのを作っていこうということでございま

す。その需給マップをベースにして、ネットワーク作りをしていきましょう、また、その

ネットワークをつなぐためには仲介する人が必要ですので、そういった関係の人を育成し

ていきましょう、研修をやっていきましょうというのが、飼料作物生産の推進の要になっ

ております。

また、新たな対策といたしまして、食品残さの飼料化推進ということを書いています。

先ほどの飼料作物生産の方は粗飼料でありまして、基本的に粗飼料というのは、今でも76

％程度国産なんですけれども、これを100％自給ということで打ち出しておるんですけれ

ども、食品残さの方は輸入主体の濃厚飼料の一部を食品残さからつくった飼料で補ってい

こうという考え方でございまして、初めての取組でありますので、飼料化するためにはま

ず安全性ということが大事かと思います。そのマニュアル作りを主体にした対策というこ

とになっております。

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。

それでは、これから意見交換に入りたいと思いますが、幾つか区切って議論をさせてい

ただければというふうに思っております。まず最初に、冒頭、事務局から説明のございま

した行動計画の取りまとめの方針でございます。これが１枚紙の資料の１を使ってご説明

いただいたものでございますけれども、まず、これについてご意見あるいはご質問等ござ

いますでしょうか。
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吉水さん、どうぞ。

○伊藤忠ﾌｧｯｼｮﾝｼｽﾃﾑ吉水ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 伊藤忠ファッションシステムの吉水と申しま

す。社名にファッションとついているので、何でこの場にいるのかということを30秒くら

いだけご説明したいと思うんですけれども、ファッションを洋服の流行とはとらえずに、

人々の気分ですとか、時代の価値観というふうにとらえたときにどういうふうなマーケテ

ィングができるかといったことを日々仕事としております。ですので、学識経験者のくく

りに入れていただいてはおりますけれども、どちらかというとマーケティングの実務家で

ございます。その立場から、今、ご説明いただきました行動計画に対してコメントと質問

をさせていただきたいと思います。

全体の目標として、22年度までに40％から45％まで食料自給率を５％上げる、そのため

に実行可能な行動計画に落とし込むということと、成果をトラッキングしていくという概

念は、非常によく理解できました。具体的な行動計画というのをお示しいただいていると

思います。

全体像を伺った直後の率直な感想といたしましては、生産者の方に対しては何か会議を

開催し、情報を交換し、ガイドラインを策定し、担い手の方が品種改良等コストを下げ、

効率アップをするという努力をすれば自給率は上がるのではないかと。消費者に対しては

啓蒙や教育やＰＲを行えば国産農産物に対する信頼性がアップし、自給率が上がるのでは

ないかというふうなフレームワークにとらえられるんですね。これは、すみません、私の

理解力が不足だったら事務局なり、ほかの構成員の皆様にご指摘いただきたいんですけれ

ども、努力と啓蒙だけで５％の食料自給率が上がるのかどうかという、どうも実感が持て

ないというところが、正直なところなんです。

ですので、現状、食料自給率が何年間もステイしたままである原因は何で、その構造的

要因の一つをこういうふうに取り除いていって、結果こういう成果を出しますという、個

々の行動計画の前に、もう少し大きなフレームワークというものをお聞かせいただければ

うれしいなというのがコメントと、何かその件に関してほかの皆様のご意見があれば伺い

たいという質問と両方です。

○生源寺会長 ありがとうございました。

そのほか、この取りまとめの方針なりあるいは具体論に入る前の、今のようなご意見、

あるいはご質問ございますでしょうか。

なければ、今、非常に基本的な点についてご質問があったかと思いますので、これは今
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井課長の方から。

○今井企画評価課長 今のご指摘についてですけれども、今日、参考資料として食料・農

業・農村基本計画関係資料をお手元に配付しております。自給率の目標設定に関連いたし

ましては、ご指摘がありましたように、もっと前提となるフレームワークが必要ではない

かということですが、まさにそういったものは基本計画本体の中で示されていることでご

ざいまして、資料でいきますと、望ましい食料消費の姿、通しの左側のページ、42ページ

です。もう一つが、生産面でいきますと、生産努力目標ということになるわけですけれど

も、通しのページでいきますと、右側、45ページというところです。基本的には、今回の

カロリーベースの食料自給率、生産額ベースの食料自給率ともに、この消費面では42ペー

ジにあります望ましい食料消費の姿が実現するようになること、生産面では45ページ、46

ページにあります、この生産努力目標が達成されること、この組み合わせによって27年度

45％というのを達成するんだというフレームワークになっているわけです。

全体の数字はそういうことなんですけれども、その取組をする際に、なかなかそれでは

具体的にどういうことになるのかというのがわかりづらい面がありますので、大きなテー

マごとに具体的な毎年ごとの取組目標というのを設定して、その効果を見ながら必要に応

じて、毎年取組を強化するなり、拡充するなりして５年間取組を進めていきましょうとい

うことでやっているということです。大きなフレームワークとしては、今、ご説明したよ

うなものが基本計画の中で設定されているというふうにご理解いただいたらどうかと思い

ます。

○生源寺会長 ちょっと補足いたしますと、この基本計画でいいますと、右下で29ページ

のところから、なぜ前回の目標が達成困難という判断になったかということについての理

由が書かれているわけです。食料消費面、それから生産面、両面からなんですけれども、

例えば具体性に乏しかったでありますとか、あるいは対象、ターゲットをきちんと設定し

たような形の取組になっていなかったといったことが書かれているわけです。

それを受けまして、さらにこれは38ページ以降、食料消費、農業生産、その他関係者の

取り組むべきポイントが、それを受ける形で記述されています。さらに、望ましい食料消

費や生産の姿というものがセットされている、こういう形であります。

従いまして、今回の行動目標も反省点を踏まえて、今後どうしたらいいかということに

ついて、大枠のことはこの基本計画の中で記述されているわけですけれども、まさに具体

性のあるものが求められているということで、それを今、検討していただいているという
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ことかと思います。

もう１点、補足いたしますと、この会合にお集まりの皆さん、あるいは基本計画の策定

に携わった方にとっては、この文章そのものはある意味では前提になっているということ

かもしれませんけれども、これからいろいろ働きかけをしていく、その相手方はこういう

ことをご存じないという前提で、やはり私どもも働きかけていく必要があって、今、吉水

さんからのご指摘は、今後、絶えず私どもは頭に置いて進めていく必要があろうかと思い

ます。

私ども、ある意味では先に進んでいるところがあるわけですけれども、何しろ１億3,00

0万人弱の方々に対する働きかけということですので、この点は繰り返し、繰り返し、我

々念頭に置いておく必要があると、こんなふうに思います。

どうぞ。

○伊藤忠ﾌｧｯｼｮﾝｼｽﾃﾑ吉水ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 最初に申しましたように、私も基本計画の内

容ですとか、それを行動の数値目標として達成するというようなことは重々承知しており

ます。フレームワークと申しましたのは、例えば地産地消ということは言われていますけ

れども、消費の大きな部分を占める大都市圏において自給率を上げるにはどうするのか。

そういうことに関しては、農業者と消費者というだけではなくて、間に入る流通ですとか

外食産業、中食産業といったものの役割というのも重要かと思うんですね。そういった諸

所の因果関係といいますか、実際に自給率を上げるための何か構造的な変換というものが

できないのかと、そういうことを申し上げたんです。

、 、 、ですので そのフレームというのは もちろん先ほどの行動計画を記述したページにも

よくよく読むとその流通の役割とか書いてあるんです。書いてあるんですけれども、それ

が大きな因果関係のフレームとしては見えづらいと。なので、お話をお伺いしていて、諸

所の細かな目標を積み上げると本当に５％という目標が達成できるのかどうかというの

が、何となく今の時点では見えづらいかなと、そういうことを申し上げたかったのです。

○生源寺会長 ありがとうございました。

実感が持てないというふうに、先ほどおっしゃったのはその点かと思います。これは少

し具体的な行動目標の中身の中で、これを行うことによって何がどう変わるのか。あるい

は今、流通のことをご指摘になりましたけれども、こういった要素はぜひとも必要だとい

うふうなことがあるかと思いますので、そういった中でいろいろご指摘いただければとい

うふうに思います。
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そのほか、資料１あるいは全体の前提になるようなご質問あるいはご意見ございますで

しょうか。

もしなければ、また戻っていただいて結構でありますけれども、この行動計画の取りま

とめの方針につきましては、一応ここで議論を終了いたしまして、次に行動計画の内容の

議論に移りたいと思います。事務局から自給率向上に向けた行動計画、これは企画評価課

長からご説明がございました。それから、塩谷室長からは生産努力目標の実現に向けた行

動計画についてご説明がありました。

従いまして、ちょっとここを分けて、まず資料の２の行動計画について最初にご議論い

ただき、後ほど生産努力目標の方についてもご議論いただく、こういう形にいたしたいと

思います。

それでは、資料２につきまして、これは連休を挟んで、非常にタイトなスケジュールの

中で構成員の皆様方から出していただき、その後、相当の調整を図っていただいた経緯が

ございます。私からも改めて御礼を申し上げたいと思います。ただ、全体を眺め渡してい

ろいろご意見等あるかと思いますので、ぜひお出しいただければありがたいと思います。

全中、どうぞ。

○全国農業協同組合中央会山田専務理事 私の方から資料の２に関連して申し上げますけ

れども、内容は資料の１の進め方や取りまとめのことと関連するかもしれませんが、よろ

しくお願いします。

最初に第１点目ですが、５ページにトレーサビリティのシステムをこういう形で農業者

・農業団体、食品産業の事業者が取り組む課題が書いてあります。これをどんなふうにき

ちっとやっていくかということが大変大事でありまして、生産段階でも当然であります。

続いて、食品表示のところに、外食産業等におきます取組が書かれてあるわけで、この

点については、言うなればトレーサビリティの取組と食品表示をどんなふうに連携を図る

かということが大変大事だというふうに思いますので、当然、連携して取り組んでいくと

いうことが想定されているのだと思います。

それと関連して、外食産業等におきます原産地表示の実施という取組があるわけで、こ

れは外食産業の食品になったものについて、一体どういう形で表示がされるかというのは

大変難しい課題を抱えているというふうに思いますが、その必要性なり意義を十分に踏ま

えられての取組ということで、高く評価したいと思います。ぜひ、いろんなチャレンジを

していただきたいと思うんです。
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さらに、それと関連して申し上げますが、前回と同じことを私は話しているかもしれま

せん。心配なんですが、若干申し上げますと、４年前に、ねぎの需要の最盛期は11月、12

月ごろから始まりますが、その最盛期に、通年時には中国からの輸入量が月間1,000ない

し2,000トンだったのが、そのときは4,000ないし5,000トンに拡大したんですね。それで

大問題になり、ご案内のとおり、セーフガードの暫定発動をして、結局は本発動に進みま

せんでしたが、何と今は、これは不作等の影響もあるというふうにしましても、しかし、

それにしても現時点で私が把握している数字では、月１万2,000トンないし１万4,000トン

の輸入になっているんです。

言うなれば、4,000トンで大騒ぎしたのに、現在1万2、3千トン月ごとに入っているとい

う事態でありまして、今、大騒ぎしているのかなんて言われると、なかなか事態は落ち着

いているんですよね。要は需要が安定したんですかね。中国産の野菜も品質がいいという

ことになるんですかね。それとも、表示の問題なんですかね。それとももう一方は、輸入

のルートが固定してしまいまして、それで向こうの生産態勢もあるし、いろいろな要因が

あって入ってくる様になってきてしまっているということかもしれないわけであります。

ここの部分を一体どんなふうに考えるかということがあったものですから、輸入業者ない

しは輸入商社に、ぜひこの会に入ってもらえないかということを申し上げた経緯があるわ

けですが、その間、多分働きかけをしていただいたんだといふうに思いますけれども、大

変難しい話だというふうにおっしゃるのかどうか。

しかし、需要側がそれを抑制するといいますか、ないしは外食の表示を含めてその取組

で雰囲気が変わってくるというのか、それとも、ビジネス行為を規制するということはで

きないんですから、それは無理なんですよということをおっしゃるのか、ぜひその辺のご

議論をお聞きしたいというふうに思っているんです。それが第１点です。

第２点目は７ページで、こういうことをこういう場所で質問するのは恥ずかしいので、

後で後ろにいる担当者に聞けばそれでわかる話なんですが、しかし聞きます。

食料産業クラスターというクラスターというのはどういう意味か、私、実は知らないの

で恥ずかしい限りです、すみません。基本計画にクラスターという言葉は使ってあったの

かどうか、ちょっとわかりませんが、ブランドは、私、わかりますよ。それからシンポジ

ウムもわかります。センターというのもわかります。コーディネーターというのもわかる

し、データベースもわかるんですけれども、クラスターまで発展しておっしゃるんですか

と、基本計画にも載っていたはずではありませんので、この点、ぜひもう少し工夫をして
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もらうとか、基本計画では難しいのは括弧書きで書いてあったりしたんですけれども、そ

の点、よろしくお願いします。

○生源寺会長 まず１点目でありますけれども、事務局の方ではその関連のところに働き

かけをしているというふうに、私は聞いております。もちろん、前回、私も申し上げまし

たように、これは先方のご意向なりもあるということですので、最終的にどういうふうに

なるかということは、これは私は、今の時点で承知しておりません。今の全中のご発言あ

るいは聞いてどういうふうにお考えになるかというふうなこともあるのかもしれません。

それから、クラスターについては今の資料、先ほどこの基本計画で言いますと44ページ

の食品産業と農業の連携のところで書かれているかと思います。何か解説なりご説明ござ

いますか。

それでは総合食料局長、お願いします。

○村上総合食料局長 クラスターというのは、ブドウの房とかいうのがもともとの英語の

意味なんです。これは農業と食品産業の連携ということですから、いろいろな業種、それ

から研究機関やそういういろいろなプレーヤーが連携をして、例えばシーズをもとに技術

開発をしたり、マーケティングをしてブランドをつくっていくというように連携的な産業

経済団地みたいな活動をやることを念頭に置いた概念としてクラスターというのを使って

いるということです。

○生源寺会長 これは食料産業には限りませんけれども、この間、北海道で割に早くから

産業クラスターというような形で進められていたと思います。

そのほか、今の輸入業者関連のことで何か事務局はございますか。

○今井企画評価課長 生源寺会長から紹介ありましたように、前回、商社の関係の人を構

成員に入れたらどうかというご指摘をいただきまして、今日には間に合いませんでしたけ

れども、事務局としては今も働きかけを行っておりますので、そのようにご理解をいただ

きたいと思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それではその他いかがでしょうか。

べんとう振興協会。

○日本べんとう振興協会野老専務理事 べんとう振興協会の野老と申します。

食料自給率の問題を議論するときに、消費需要、それから両面から検討しなければいけ

、 。 、ないということ これは全くそのとおりだと思います この新しい計画を作るに当たって
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これまでの反省があり、そして、今度新しい計画を作るという、そういう順番だろうと思

います。先ほどのお話と関係すると思いますが、これまでの計画があまりうまくいかなか

ったというような反省があるわけですけれども、この反省が具体的な計画にできていない

ということに、どうもとどまっているという感じがしております。

つまり、物事は原因があって結果があって対応があるとも思いますけれども、対応する

ということになりますと、結果を見て原因を把握し、そして対応していかないと根本的な

対策が出てこないという感じがしております。

そういう意味で、これまでの計画がうまくいかなかったといって、総括していいのかど

うかわかりませんけれども、もう少しこれまでの計画の反省といいましょうか、うまくい

かなかった原因がどこにあったのかということをお教えいただけたらと思います。

私どもも社団法人の性格上、米の消費拡大等をやっているわけでございますが、これま

での行政サイドの対応も、ある程度存じているつもりでおりますが、どうも情宣、あるい

は啓発、そういった資料が必要のないところをぐるぐる回っていたというような、そうい

う印象もあるわけでございまして、反省するとたくさんあると思います。その中で一番大

きい原因としてのご認識をどこに置いたかというふうなところについてもう少しお教えい

ただけたらありがたいと思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。

その他、関連するご質問等でも結構でございますが、幾つかまとまったところでお答え

いただくということでもよろしいかと思います。

他にございませんか。

それでは主婦連。

○主婦連合会和田参与 既に今、ご指摘があったような同じようなことを疑問として感じ

ております。と言いますのは、過去５年間の計画というのが決して生産のところだけでは

なかったと思うんですね。今の先ほどのご説明でも生産と消費の両面からということと、

それから行動計画を具体的にチェックしていくんだと、そういう２点についてやっていく

んだというお話がありましたけれども、やはり過去の５年間かかってやってきたことが、

なぜ計画どおりいかなかったのかということをもう少し見てみませんと、ただ生産と消費

の両面から、それから行動計画を、数値も含めてチェックしていくんだということだけで

いいのかなという疑問がどうしても残ります。ですから、その点、時間的な余裕がどのく

らいあるかどうかわかりませんけれども、それをやらないと、またうっかりすると二の舞
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になるのではないかなという懸念をどうしても消すことはできないということです。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは武見さん、どうぞ。

○女子栄養大学武見教授 女子栄養大学の武見でございます。私は自分の専門が地域での

食生活をどうしていくかというところなんですけれども、そういう視点で見ますと、今、

お配りいただいている行動計画の前半は、いわゆる食料消費に関すること、つまり人々の

食物摂取をどうしていくかということに関することになると思います。その中の食育の推

進と地産地消、それからごはん食、国産農産物の消費拡大ということで、ごはんとか野菜

とか出てくるんですけれども、いわゆる人々の食物摂取をどう変えるかというときに、大

きく二つの戦略があると思うんです。

一つは、ここで言われているような、いわゆる食育という言葉で表されている教育をし

て、あるいは普及啓発をして人々に知識を持ってもらって意識を変えてもらって、結果と

して消費を変えてもらうという、このやり方ですね。

それともう一つが、いわゆる食べている食物そのものを変えていく、この行動計画の中

で言えば、例えば学校給食の中で米飯給食の回数を増やそう、これは子供たちが好むと好

まざるとというとちょっと言い過ぎなんですけれども、子供たちが食べているものそのも

のを変えていくというやり方ですね。この二つの柱。それと、それをやるための基盤整備

というか、大きく言うと三つになるんですけれども。

そのときに、私などの、いわゆる健康づくりという視点から、何で、例えば食生活指針

ができてこの５年間、浸透しなかったんだろうということを考えるときに、やはりあまり

にも教育というか普及啓発の方に寄っていて、もっと実際に消費そのもの、中身そのもの

をどう変えるかという、いわゆる食べ物そのものを変えるほうのやり方が、アプローチが

十分ではなかったんではないかということを、少し反省しています。

そういうことを考えると、この前半の方にあるものの内容も、かなりその辺が入り組ん

でいるというか、もう少しそうした整理をしてみてもいいのではないかなと思います。

言いたいことは、普及啓発だけやっても届かないところがあったわけです。では、今ま

で届いていなかったところに、今回の普及啓発のやり方で届いていくんだろうか。そのこ

とと実際に食べ物そのものを、消費するものを、そのものを変えていくところとどう連動

させて、より消費を変えていくかという、そうした少し戦略的な整理というか、今申し上

、 、げた大きく教育と食べ物そのものを変えていく 私たちの分野では食のアクセスというか
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そうしたところを変えていくという言い方をしているんですけれども、そうしたところの

整理というのを、少し前半の方についてはもう一度してみてもいいのではないかなという

のを、この資料を拝見しながら思いました。

○生源寺会長 ありがとうございました。

食生活協会。

○日本食生活協会上谷部長 日本食生活協会でございます。主管省庁は厚生労働省でござ

いまして、こちらの方の指導書をつくらせていただいている関係で、こちらに参加させて

いただいております。

ただ今、武見教授からの話がございましたとおり、食生活指針というのができまして５

年余りなんですけれども、その中には全く、若干でございますけれども、食料の自給を考

えた項目というのは、本当にちょっとだけしか入っておりません。私も、今、ちょっと振

り返ってみるところ、農林水産省の中で食育という分野がイコール地産地消という解釈で

なされるケースが多々、多かったのではないかというふうに、各県の農林水産部の関係者

とお話をしますと、そういう解釈のケースが多かったような気がいたします。

食育という新しい分野を普及啓発する中で、やはり正しい知識の普及というのが、担当

者同士の中にも必要ではないかというふうに思っております。ただ、もう一つ言えること

は、ただ今、フードガイドの設定の作業が進んでいて、私、オブザーバーで行かせていた

だいておりますけれども、その中で思うことは、従来、アメリカのフードピラミッドを参

考にしながらフードガイドが作られているところでございますけれども、活動方法は、過

去40年ぐらいかけて、１日30品目という言葉が、今、ようやくコンビニもしくはデパ地下

あたりで男性の中にも定着してきたというような経過がある中で、フードガイドを一体ど

ういう形で具体的に普及啓発をしていくのか、ましてや、平成27年までに45％という形を

確保するためには、やはり今、日本べんとう振興会の方のご提案があったとおり、具体的

な形で進めていく、それをやはり提案しないと、また同じ形での結果を招くのではないか

というふうに案じております。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それではフードサービス協会、横川さんからどうぞ。

○日本フードサービス協会横川会長 いくつか申し上げる点があります。

まず、この計画案は、最近の日本の食生活の変化への対応が明確になっていないと思い
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ます。今まではどちらかというと、小売業の売り方といいますか、食品を形と色で売って

きた時代でしたが、それに対して21世紀は味と栄養で売らないといけない時代ですが、そ

れが食育とどうつながっていくのかが見えてこないのです。食べ物を変えない限り、国産

品の消費が伸びていくとは思えないんですが、その辺のマーケティングのことについて余

り触れず、どうもこれまでの延長線上で考えているのではないかと思うのです。

例えば、計画案４ページの野菜の消費拡大についての取組ですが、農林水産省は、今年

からリレー農業という一つの新しい業務用提供システムをやろうとしています。これは大

変すばらしいことだと思います。しかし一方で、現在の日本の食料消費支出80兆のうち30

数兆円、つまり食生活の40％を外食と惣菜が担っているのに、その業務用インフラの整備

不足を解消するための取組が、この中には一つも入っていないんですね。

これまでの日本の食品産業の製造体制は、業務用を主眼に置いたものではなく、一般的

な小売りや消費者向けのものだったんです。それを野菜でやるなら、どうやるのか、リレ

ー農業を実行していくためには何が必要なのか、物流はどうするのか、大量の野菜を加工

するのに加工施設を一体どこにどう作るのか、インフラ、業務用の卸のまとめ方、加工を

どうするかということを考えてきちんと整備しませんと、輸入には勝てないと思います。

そして、輸入品を中心に加工するのか、国内品を中心に加工し日本で収穫できない時だ

け輸入品を使うのか、世の中の変化を見極めて何が問題なのかを明確にした上で対策を打

たないと、やっても役に立たないものになる恐れがあると思います。

また、減反問題に関して、現在の遊休農地は、30から40万ヘクタールとかと言われてい

ますが、その土地を飼料栽培用としてどう使うのかということが取り上げられていないと

思います。牛も豚も鶏も、穀物を輸入してそれを飼料にして飼育していますが、飼料用穀

物の栽培を国内で行うのでしたら、米も随分収穫が可能です。ですから、輸入飼料を国内

栽培の飼料に変えていくという対策がこの中には見受けられない、この辺はどう考えるの

か。大豆・麦ばかりにこだわっていたのでは、何も変わらないと思います。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは、まだあるかと思いますけれども、いったん、このあたりで切らせていただき

たいと思います。それで、今、基本的な考え方の問題、あるいはかなり具体的な問題につ

いてご指摘がございました。関連して、事務局からお答えいただこうと思っておりますけ

れども、実は同時に、これはそれぞれの構成員の方が相互にいろいろコミュニケーション
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をとりながら、それぞれにいいものに作り変えていただくということも、今後の作業とし

てあるわけでございます。前回、整理いたしましたように、これで最後ということではも

ちろんないわけでございまして、今後、毎回改善していくという、こういう前提でござい

、 。ますので ご議論はそういう意味合いもあるとご理解いただければありがたいと思います

それでは、一番基本的なところは企画評価課長から、その他は幾つかの局に関係すると

ころがあるかと思います。

○今井企画評価課長 何点か、何人かの方々から意見いただきましたけれども、共通して

言えるのは、これまで自給率がなかなかうまく上がらなかった要因をきちっと分析した上

で、新しい行動計画を立てないと、それはなかな実効性を持たないのではないかというこ

とだと思います。先ほど生源寺会長からも紹介いただきましたとおり、この参考でお配り

している関係資料の中でも、どうして自給率がこれまで５年間上げられなかったかという

のが分析されております。

それは、食料消費面、農業生産面、共通して課題解決のために取り組む重点的なテーマ

設定がされなかったということと、それぞれのテーマに対応した具体的な取組という、取

組手法が明らかにできなかったからだということでございます。

その反省を踏まえて、今回の行動計画にも結びついているわけですけれども、ご指摘あ

りましたとおり、例えば新しい行動計画に基づいて、自給率向上の取組をする際にも、誰

に対してその働きかけをするのか、その働きかけの対象者の設定の仕方ですとか、働きか

けをやる手法ですとか、そういうことが、明確にならないと、結果的にはなかなか自給率

向上に結びつかないというのが、基本計画における検証結果にもなっているわけです。

今回の行動計画でも、極力テーマ別に、行動主体別にその作成をしているというのも、

そういった意識に基づいてやっているわけです。

例えば行動主体別といっても、政府なり食品産業の事業者が具体的に誰に対して、どう

いう働きかけをするのかというのが、より詳細に設定できれば、その方が効果が上がると

いうことだと思うんですけれども、確かに今日の段階のものでは、まだまだそういうとこ

ろが不徹底の面もあろうかと思います。その点は、先ほど会長からもご指摘いただきまし

たように、皆さん方からの具体的な提案、働きかけの対象者をもっと具体的にこういうふ

うに設定していくんだか、こういうふうに設定していった方がいいんだというようなご意

見をいただいて、この計画をよりよいものにしていきたいと考えております。

そういった対応は、べんとう振興協会からいただいたご指摘もそうですし、主婦連から
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いただいたご指摘もそうですし、フードサービス協会横川さんからいただいたものに対し

ても、結果的にはそういうことを徹底していくことが適切な対応につながるということで

はないかと考えておりまして、今後もいろいろなご指摘をいただいて、事務局としては、

より充実した行動計画に改訂していけるようにしたいと考えております。

それ以外のものは、各局の方から返事をしていただきたいと思います。

○生源寺会長 業務用のインフラ、あるいは飼料は、これは生産局ということですね。

○染生産局審議官 それでは、いろいろ消費形態の変化であるとか、あるいは食生活の変

化に対応した、その辺の対応について、べんとう振興協議会とか、フードサービス協会か

らご質問がありましたので。

野菜を例にしてまず申し上げたいと思いますが、全体では４ページに野菜の本文が掲げ

てございます。このあたり、まず野菜の消費の問題で申し上げますと、現在の野菜の消費

、 、 、 、形態を見ますと これ 野菜の摂取目標を 成人１人あたり野菜摂取量350グラム以上と

この一番右手に書いてありますように、それを掲げておるわけでありますが、ではこれを

達成している方々はどの程度いるのかというと、これはそのすぐ左手に書いていますよう

に、現状では10％程度しかいない。これは特に50歳代、あるいは60歳代の比較的野菜を食

べるような方々がそういうふうな状況にあるわけでありますが、ただ、若年層あたりを見

ますと、極めて野菜の摂取量が少ないというふうな状況になっておるわけであります。

では、その若年層に野菜を食べていただくにはどうしたらいいのか。当然、彼らの食生

活の形態とか、いろいろのことも変わってきておるわけでありますが、やはりそれを変わ

ったことが、どういうふうな健康なりに影響するのかということをきちっと認識してもら

わないといけないだろうという観点から、ここで書いてありますように栄養成分をきちっ

と分析し、その機能性を明確にしながら、そういう情報提供をやり、その辺は食育と一体

的にやらないといけないと考えておりますが、そういうことをやりながらその辺の野菜に

ついて認識していただく、それによって野菜の摂取量も増えていくような方向に結びつけ

ていきたいということで、せめて消費拡大についても、従来、単純に食べましょうという

、 、 、 、ことではなくて その辺のきちっとした科学的なデータに基づき また 彼らの消費形態

生活形態にあわせた形の消費というのがいかにあるべきかということをきちっと把握しな

がら運動としてもやっていきたいと考えております。

それと、２点目の外食とか中食等の、当然、食生活形態が変わってきておるわけであり

ますが、そのようなことに対する消費に向けて、生産の方もどうしていくのかという問題



- 23 -

にかかわってくるわけでございますが、資料３の５ページでございます。

ご指摘がありましたように、確かに現在の野菜の消費は、半分以上がまさに加工業務用

に使われておるという実態にございます。それと、野菜の自給率、現在、平成15年度で82

％でございますので、その輸入品は平均で18％入っているわけですが、それがどこに使わ

れているかというかというと、これは家庭用はたかだか2,3％しか入っていない。そうで

はなくて、業務用にものによって違いますが、２割から多いのは５割ぐらいまで使われて

いるという状況がございますので、ご指摘のように、この加工業務用、これに対する供給

をどういうふうにやっていくのかが極めて大きな課題であろうというふうに認識しており

ます。

それで、従来、生産の方を考えますと、やはり生産サイドが目指しておりましたのは市

場出荷で、いわゆる家庭用の供給を主に考えてきたと。品質もスペックなんかも、当然の

ことが市場出荷で通用するもの、例えば家庭用でしたら、野菜はそれほど大きなものはい

らない、ちょうど手ごろな大きさのもので家庭で調理ができやすいもの、そういうものを

目指してきたわけでありますが、一方、例えば加工業務用なんかで考えますと、ある程度

そんな小さくなくてもいいんだと、もっと大きいもので加工したときの歩留まりが十分あ

るようなものを望んでいるとか、ご指摘があったようなリレー出荷体制を突き進んでいく

というふうなことが重要でありますので、この５ページの中で、これは検討委員会を作る

とか計画を作るとか、そういうことは主に書いてございますが、用途別の適性に応じた品

種の選択、あるいは栽培方法の選択、あるいは全国の北から南までを組織化したようなリ

レー出荷体制を組んでいこうというようなことで、各産地のＪＡや食品流通加工業との情

報交換を推進していこうというようなことで、この辺の状況をみながら進めていきたいと

考えております。

一部、この辺、十分、書き込みが足らない部分もあるかと思いますが、ご指摘も受けな

がら取り組んでまいりたいと考えております。

それと、飼料用穀物のご指摘がございました。これは資料２の方だと８ページの下の項

目でございますし、これは生産の方はより細かく書いてございますので、生産の方もご覧

になっていただきますと、資料３の方の11ページになるわけでございます。我々、基本的

にどう考えているかと申し上げますと、いわゆる水田転作等で一体何を作っているのか、

従来は麦・大豆だと、飼料作物を入れてましたが、麦・大豆はある程度生産量という意味

では、目標に達しつつあるという点で、今後、量を増やしていかなければならないのは、
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飼料作物であろうと考えております。

そういう中で、どのような飼料作物を選択するのかということを考えますと、なかなか

飼料用穀物、いわゆる穀物というグレインの状態ということを考えますと、内外のコスト

格差は極めて高いと、大きいという点がございますので、これはなかなか困難ではないか

と考えています。そういう意味で、ここで書いてありますように、まずは稲発酵粗飼料、

この辺になりますと、極めて一般的な粗飼料よりも、栄養価というのは多少高くなります

し、単収という意味でも大分コスト的に安くなっているという点もございますので、この

辺を重点的に取り組んでまいりたいと考えております。

それと、放牧可能地帯等と書いてありますが、この辺のところについてもいわゆる林地

なんかの低利用地、未利用地なんかとあわせまして、中山間地域の転作田等につきまして

は、この辺を重点的に考えてまいりたいと考えております。

こういう形をやりながら、まず、転作田等については、粗飼料を中心にやってまいりた

いということでございまして、では、グレインの方では不可能な、いわゆる輸入グレイン

に対抗できるような国産グレインができない、それに対応するために、濃厚飼料の方の自

給率向上はどうするのか、ということになるわけでありますが、これは11ページの下の枠

に書いてありますように、ここ当面は、まずは基本的には食品残さの有効利用を図ってま

いりたいと考えております。ただ、食品残さを使うに当たって、一般家庭用から集めてく

るとか、あるいはある程度まとまった食品工場から出たものを使うと考えましても、安全

性の問題とかいろいろな問題が出てまいります。そういう意味でなかなか難しい面もござ

いますが、この濃厚飼料については、食品残さを重点的に使うということで、食品残さの

飼料への利用率を現在の17％から最終的には53％ぐらいまで上げていきたいという方向で

考えているところでございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは消費・安全局長から。

○中川消費・安全局長 フードガイドのお話がフードサービス協会から提示されましたの

で、私の方から少しコメントさせていただきたいと思います。

資料２の１ページをご覧になりながらお聞きいただきたいと思いますけれども、フード

ガイド自体は、６月中には成案を得たいというふうに思っておりますし、それができまし

た以降はより広く認識をされますように、また、単に知識として知っているだけではなく

て、日々の食生活に反映されるようにしていくことが何より大事、この点はただいまご意
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見をいただいたとおりでございます。

一つは、できまして以降、具体的にどうかというような、この行動計画にも書いてあり

ますけれども、まずは試験的に、産業界、食品業界、あるいは流通業界の方々に、試しに

やっていただいて、その結果なども踏まえながら、最終的にはマニュアルという形で、よ

り実践的なものにつながるように取りまとめをしていきたいと思っております。

平成12年３月のときもそうでしたけれども、食生活指針を作っただけではなかなか実践

に向かないということで、今回のフードガイドにつきましても、今申し上げましたような

試験的な実施、それからそれをより具体的なマニュアルに反映させていくというような実

践を通じてまいります。それからまた、このフードガイドが一番ターゲットにしておりま

すのは、男性であれば中年以降の肥満という問題を抱えていますし、それからまた、女性

層であれば子育てをされる、そういう方々であります。そういったターゲットもきちっと

意識をした上で実践にして結びつけていきたいと思っております。

、 、 、それからもう一つ申し上げますと これは国だけではありませんで 今回の行動計画は

まさに行動主体別でありますから、食生活協会、あるいは食品産業界、それぞれご自分の

団体の中のいろいろな活動の中にこれを反映していただかないと、国だけではやはり広ま

っていかないものだと思っておりますから、皆様方のご協力もよろしくお願いいたしたい

と思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは資料３の生産努力目標も含めて、もう既にそういった内容のご議論もいただい

ておりますので、ご意見、ご質問をいただければありがたいと思います。

それでは全国農業会議所、お願いいたします。

○全国農業会議所中村専務理事 いろいろなご意見が出ております。私もそういうことに

ついて理解をしておりますが、いずれにしましても、このカロリーベースの食料自給率の

問題は、比較的簡単な話で、米の消費拡大、あるいはえさをどう作るかと、こういう話だ

ろうと思います。この辺については、やはり消費の拡大、我々も同じ行政委員会で一生懸

命、教育委員会に働きかけてもおります。うまくいくところもあるしうまくいかないとこ

ろもあります。うまくいかないところは、60年という学校給食の仕組みをどういうふうに

、 。変えられるかという問題 教育委員会がだめなら議会に持ち込むというところもあります

、 、さっきおっしゃったように これをどういうふうに具体的に誰にどう働きかけていくか

どこを誰に働きかけるか、これが問題だと思うんですね。例えばあるところでは成功した
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のが、そういう問題をクリアして、11時半になりますと、全部、学校の教室に炊飯器を置

、 、 。いてにおいをかがせると これで食欲をみんな増すと こういうやり方もあるわけですね

そこまでいきませんと、具体的な消費拡大にぶつかっていかない。こういう食事がいい、

こうしましょうだけでは、なかなか前に進まないんだろうという気がします。

、 、 、従って これはこれで今日の段階はこういうことでしょうから そういう話をどんどん

、 、 、 、 、一つずつはめていくということが これは来年 何も45％ 46％になるかという ５年後

10年を見ているわけですから、そういう積み重ねをどんどんしていくということが大事な

んだろうというふうに思いますので、これをさらに、そういう意味で詳細に、具体的に年

を追ってどこが問題かというのを探って、それを入れていくと、こういうことだろうとい

うふうに思いますが。

○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。武見さん、どうぞ。

○女子栄養大学武見教授 先ほど野菜の例で、この資料２と資料３をつなぐようなとても

いいご意見が出ていたと思うんですけれども、私も全く同意見なんです。野菜のことにつ

いて言えば、先ほど若い世代に非常に摂取量が少ないという問題が出てきました。その方

たちに対して、例えば野菜にこういう成分があります、それにはこんな機能がありますと

、 。いうことを情報提供していけば 果たして消費が変わるでしょうかという問題があります

それを突き詰めていければ、では、簡単に手っ取り早く野菜ジュースを飲めばいいではな

いか、もっと言えばサプリメントをとればいいではないかと、そういうふうにもいきかね

ないと思うんですね。

そうしたときに、やはりそうした情報提供だけではなくて、さっき外食、中食でどうい

うふうに野菜料理を提供していくか、その仕組みをどうするかという話も出ましたけれど

も、そういうところで、例えば極端に言えば、今より１円でも安く野菜料理が食べられる

ようになれば、若い世代はお金ですごく反応しますので、そういうようなことも含めて、

生産努力目標といういうふうになっていましたけれども、やはり供給サイドと、こちらの

資料２で出てきているようなものと、つなげたような形で行動計画を整理すると、もっと

具体的になるのではないかというふうな気がいたしました。

○生源寺会長 ありがとうございました。

、 、 。 。それでは日生協 その次に吉水さん お願いいたします それでは山下さんからどうぞ

○日本生活協同組合連合会山下副会長 日本生協連の山下です。
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私どもの生協で日本の農業をどう考えるのかという議論をしていた時にも、過去の自給

率向上施策の整合性なりを追求することよりも、これからの具体的な計画を、先ほど来議

論されております検証の繰り返しの中で新しいフレームを作っていけないか、新しいネッ

トワークを作っていけないかと、そんなふうに考えております。

私どもの事業展開のベースとしましては、産直というところで国産農産物の取扱高は年

間2,000億に達し、かつ年間10万人の組合員の生産者との交流活動を行うという水準にな

っております。これをさらに発展させたいということと、新たに食育という視点で組み立

てて、同じく農業団体、行政、あるいはＮＰＯ、いろいろな、さまざまな団体の皆さんの

ご協力をいただいて、この11月に東京で２万人くらいの規模を目標としまして大きな交流

会を開きたいと思っています。

さらに、食育という新しい切り口で、新しいネットワークを作れないか、そこから結果

につながるような新しいフレームを一つでも二つでも切り口として持てないものかどう

か、そんなふうに思っております。

ご協力もお願いして、私どもとしては具体的な行動計画とその検証を通して、せっかく

こういう場を設けていただいたわけですから、この農業生産者の側からの取組と、私ども

食料消費面での取組とが新しいネットワークにつながるようなものにしていければと、そ

んなふうに思っています。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは吉水さん、どうぞ。

、○伊藤忠ﾌｧｯｼｮﾝｼｽﾃﾑ吉水ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 武見先生のご意見と関連するんですけれども

先ほど野菜350グラムというようなご説明がありましたけれども、野菜350グラムとること

が必要なんだということが認知され、100％理解されたとしても、では明日から350グラム

野菜をとれるかというとそうではないという現実がありますよね。消費者調査なんかしま

すと、特に若い層は野菜食べなければ野菜不足だということは重々認識しているわけで、

それでも摂取量が上がらないという現実があるわけですから、私が先ほど来申し上げたの

は、構造要因の分析というのはそういうことであって、では、必ずしも認知されたからと

いって明日からとれるという状況ではないという場合に、何が実際の行動計画としてでき

るのか、どうすれば実際に自給率が上がるのかということの議論をしたいという意味で申

し上げました。

コメントはいりせん。
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○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。

大体３時半を目途にというふうには考えていたわけですけれども、余り遠慮なさらずに

この際、ご発言いただければと思います。いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、今日は事務局とのやりとりではあったわけでございますけれども、恐らく、

非常に有益と言いますか、しっかり考えなければいけないご指摘が幾つもあったと思いま

す。それで、これは事務局、農林水産省としてももちろん受けとめていただくわけであり

ますけれども、それぞれの、やはり構成されている団体、組織におかれましても、これを

受けとめていただきまして、例えば、行動計画という形で、現時点で集約されております

けれども、これにこういう追加をしたいとか、この中身をもう少し充実させたいというこ

とであれば、これは歓迎でありますので、そういう形でよくできるものは時間をかけるこ

となく、よくしていくというようなスタンスで臨んでまいりたいと思いますので、この点

はよろしくお願いいたしたいと思います。

それでは、そういう前提でこの行動計画そのものにつきましてはお認めいただくという

ことで、これに沿ってそれぞれの構成員、組織が主体的に取り組んでいただくということ

でよろしいでしょうか。

○消費科学連合会大木会長 一つだけよろしいでしょうか。終わりかけに大変申しわけな

いんですけれども。皆さんのご意見と本当に一緒なんですけれども、一つだけ、聞きにく

くて、でも必要なのでお聞きしたいことが、副大臣もいらっしゃることですのでお尋ねし

たいんですが、これだけ全力をみんなが挙げて行動をしていこうというときに、国として

は、これに対する予算というのはどんなふうになっているんでしょうかということをお聞

きしてもよろしいでしょうか。

○生源寺会長 関連ですか。

全青協、藤木さん。

○全国農協青年組織協議会藤木会長 同じで、１億3,000万、すべての国民が同じ意識の

もとでこの目標に向かって進んでいくという認識から、何も農林水産省だけの問題ではな

いのではないかなと思います。やはりいろいろな省庁、ポイント、ポイントでは食育の問

題になったら文科省だったりと、そういうふうに担当の省庁というのは関係してくるとこ

ろがいろいろあるのかなということを思いますと、何もこのメンバーの中にほかの省庁の
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方がいらっしゃってもいいのではないかなというふうに思いました。

○生源寺会長 今の二つの問題は、石原次官にお答えいただきます。

○石原事務次官 予算とおっしゃいましたけれども、今の財政状況はもう既に皆さん方ご

、 。案内のとおりでございまして 国の予算の状況が改善されるということは予想されません

それで、農林水産省の予算も全体としてこれから減ることはありましても、増えることは

なかなか難しいという状況だと思っています。他の省庁も同じだと思っています。

その中で、今回の行動計画、これを具体的にどのような成果を生むものにつなげていく

かということが大事でございますけれども、我々は、一つは、今、お話ありました他省庁

にもかかわる問題でございますが、農林水産省だけではなくて、他省庁の方でもこの行動

計画に沿った行動をとっていただく。もう１点、農林水産省も限られた予算でございます

、 、 、けれども 必ずしもこれまで予算について この行動計画に沿っているかどうかというと

疑問な点がございました。例えば、18年度予算で必ずこれを実現しようと思っております

けれども、消費拡大の予算、現在それぞれの局が持っております。総合食料局は米の関係

を持っておりますし、野菜の方は野菜の担当の生産局の方で持っております。それぞれの

局が全体の状況、農林水産物の需給の状況、あるいはこの行動計画のことを必ずしも考え

なくて、その予算を執行しています。これを18年度予算の中では、こういう行動計画に沿

った予算の使い方をする、あるいはその時々の需給状況に応じた予算の使い方をする、そ

ういった方向に変えていこうと思っております。結果として自給率が上がるような方向を

見出せないかというのが、これからの課題だと思っておりますけれども、我々、そういう

努力をしていくことによって、今、出されました皆さん方のご意見、それを実現につなげ

ていきたいと考えているところでございます。

○常田農林水産副大臣 １点だけ捕捉しておきますけれども、例えば私どもがびっくりし

たのは広告宣伝費ですね、農林水産省の持っております広告宣伝費。テレビとか新聞とか

年間使っているお金だけでも数十億あるわけです。ですけれども、それらが本当に費用対

効果と言いますか、本当にしっかり効果を上げてきているかということの精査はされてい

ないんです。ずっとやっているからずっとやっているという。ですから、今、図らずも次

官がおっしゃいましたけれども、そういった予算についても、やはりしっかり費用対効果

を見極めて、そういう農林水産省の中の枠の中にある、今まで既にある予算についてもこ

ういった大切なことに使っていくことを考えております。

○生源寺会長 ありがとうございました。
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その他、いかがでしょうか。

なければ、先ほどの確認でございますけれども、本日の行動計画、それから生産努力目

標の部分を含めてでございますけれども、これで中身の改善ということはありますけれど

も、決定して進めていくという、こういう形に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のご説明をお願いしたいと思

います。

○今井企画評価課長 資料４をご覧いただきたいと思います。

今後の協議会の進め方についての事務局の考え方でございますが、本日、第２回の協議

会を開催いたしました。次回、第３回の協議会の協議事項といたしましては、行動計画の

推進状況、各構成員ごとにこれから傘下の地方組織等に取組の指示だとかをしていただく

ことになっておりますけれども、その推進状況を報告していただくようなことが、想定さ

れる議題の１点。

あとは、基本計画の中でも触れられていたことですけれども、県段階、市町村段階にお

けます自給率目標の設定ですとか、地産地消の取組目標の設定ですとか、そういったこと

について各県段階、地方段階でどのような取組がなされているかということを、事務局と

しても調査をした上で、ここで報告をするような、そういったことを考えておりまして、

あわせて優良事例的なもの、先進事例的なものの紹介もできるような準備を進める、そう

いったことについての協議事項が２点目。

３点目といたしましては、本日、いろいろなご意見をいただきまして、行動計画をいろ

いろな観点から切り口を変えて組み替え直してみるですとか、整理をし直してみるだとか

といった提案をいただきましたので、そんなことも含めました行動計画の拡充、改訂につ

いて、そういったことを第３回目の協議会の協議事項として想定しているわけです。

ただ、こういった協議事項をいつ開催するかということになりますと、その上のところ

に書いてありますけれども、各活動のフォローアップをしながら、いつやるのが適切なの

か、なるべく早いうちにもう１回やった方がいいのか、いろいろな角度からいろいろな調

査をした上でやった方がいいのか、そのあたりは状況をにらみながら幹事会も設定されて

おりますので、幹事会の方とも相談しながら開催時期ですとかテーマを決定していきたい

と考えております。７月から９月ということで、ちょっと幅を持って第３回目の協議会を

、 、考えているというのはそういう理由ですけれども なるべく幹事会とも早目に相談をして

開催時期、開催テーマは関係者の方になるべく早くお知らせできるようにしたいと思いま
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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。

今後のスケジュールについて、何かございますでしょうか。

なければ、様子を見ながら幹事会の方でも時期を固めていくような形にいたしたいと思

います。

それでは、本日はこれにて閉会といたしたいと思います。

どうもありがとうございました。


