
第３回食料自給率向上協議会議事録

日時：平成１７年９月６日（火）１０：００～１１：３０

場所：日本郵政公社（共用Ａ～Ｄ会議室）

○生源寺会長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第３回食料自

給率向上協議会を開催いたします。

本日は、行動計画の推進状況を中心に意見交換とご議論をお願いしたいと考えておりま

す。よろしくお願いいたします。

また、本日は12時までを予定しております。効率的かつ円滑な議事進行にご協力をお願

いいたしたいと思います。

では最初に、事務局から本日用意していただいております資料と議論の進め方について、

ご説明をお願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。

○企画評価課長 おはようございます。企画評価課長の今井でございます。

それでは、私から本日の資料と議論の進め方について説明をさせていただきたいと思い

ます。

今日の協議会では、５月に策定いたしました行動計画について、計画どおりに各種取組

が進められているかどうか、そういった進捗状況について関係者で点検を行うという観点

から資料を準備しております。

まず、お手元の資料を見ていただくと、資料１の関係では資料１という縦長のものと横

長の資料の１－１と資料の１－２という３種類があると思います。横長の資料１－１、資

料１－２というのは、５月に策定いたしました行動計画について、これまでどんな対応を

行ってきたのかというものを事項別に整理をしたものでございます。それを総括しており

ますのが、縦長の資料１という資料でございます。この資料１をごらんいただきたいと思

います。例えばこの資料１の１ページ目の一番上の食育の推進というところですと、６月

21日に食事バランスガイドというのを決定いたしまして、各都道府県、団体等に対しまし

て、その普及、活用の協力を依頼しているという段階に至っています。
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その次の地産地消の推進では、５月30日に地産地消の推進行動計画が策定されて、各都

道府県等に対しまして実践的な計画の策定を促しているといった段階にあります。このよ

うに、おおむねどの項目につきましても、５月に行動計画をつくって以降、今日に至るま

で、政府が主体となって、または中央団体が主体となって、今後の指針等が設定されまし

て、これからは各構成員の団体ですとか、地方公共団体といった主体による具体的な取組

の展開の段階となっているということではないかと思っております。

食料自給率の向上に向けて、各種取組を実効性のあるものとするためには、各構成員の

団体に取組目標を策定してもらったり、それに基づいて具体的な取組を展開してもらうと

いうことが非常に重要になりますので、そういった観点から、今日は各構成員にも協力を

してもらいながら、資料２といたしまして、各構成員の各構成団体の取組状況の資料、そ

してその下に資料３といたしまして、３－１と３－２からなっているかと思いますけれど

も、各都道府県の取組の状況の資料、この２つの資料を用意いたしました。今日は、この

資料２と資料３の関係につきまして意見交換とご議論をお願いしたいと考えております。

よろしくお願いしたいと思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。ただいま事務局からご説明があったわけでござ

いますけれども、こういった段取りで本日の議事を進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

それでは、最初に各構成団体の取組状況についてご説明していただきたいと思うわけで

ございますが、時間の制約もございますので、生産者、食品産業、消費者それぞれのお立

場を代表して、５つの団体からご説明を頂戴し、意見交換に入りたいと思います。

まず、生産者関連の団体といたしまして、全国農業協同組合中央会と、全国農業会議所、

それから、食品産業の関連の団体として、日本フードサービス協会と、米穀安定供給確保

支援機構、そして、最後になりますけれども、消費者関連の団体ということで、日本生活

協同組合連合会、この順でお願いをいたしたいと思います。

説明でございますけれども、取組の課題ごとに、どの程度取組の具体化が進捗している

のか、取組の実効性を確保するために、目標を例えば設定するなど、どのような工夫を行

い、あるいは今後行おうとされておられるのか、こういった点に重点を置きまして、それ

ぞれ５分程度でお願いできれば幸いでございます。

それでは、全国農業協同組合中央会から、順次よろしくお願いいたします。

○全国農業協同組合中央会 全中でございます。お手元に資料２に書いてございますが、
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これを若干膨らませてご説明したいと思います。

まず私どもとしましては、本年の４月にこの新たな基本計画を踏まえたＪＡグループの

取組方針というのを策定してございます。これは、後ほど参考資料でついてございますの

で、お目通しいただきたいと思います。その中で、大きく２つのことについて、最重点と

してございます。

１つには、地域でつくり上げる実態に即した担い手の育成確保ということでございます。

あともう１つは、新たな経営所得安定対策を具体化の取組ということを、最重点に置いて

ございます。

その中で具体的には、産地づくり戦略によります新たな需要創出対策でありますとか、

耕畜連携等によります新たな作物の導入、定着対策、それと、食農教育を通じました日本

型の食生活でありますとか、地産地消の普及・推進、それから、安全・安心を基本とした

国産農産物の有利性の発揮の取組を進めるということにしてございます。

具体的に、食料自給率に向けた取組目標をどう設定しておるかということにつきまして

は、ＪＡグループとしましては、以下の４点を重視してございます。

１つには、ＪＡが市町村や関係機関と一体となって、地域でありますとか、集落ごとに

育成すべき土地利用型の具体的な「担い手」の明確化と、積み上げを行いまして、その地

域ごとに提案していくという取組を徹底していきたいということでございます。

今後でございますが、今月に全国６か所で、地域の担い手積み上げ運動として、ＪＡご

とに目指そうとしております地域の担い手像を持ち寄る提案会、それから、その育成に向

けた経験や手法、課題等の相互交流を行うという、言ってみればファーマーズミーティン

グというようなものを企画してございます。

ちなみに、現在その地域実態に即した担い手像を積み上げるための、地域の担い手の積

み上げ調査というのを、各ＪＡにおいて実施中でございます。

それと、大きな２点目の重点でございますが、これが粗飼料自給率100％の達成でござ

います。堆肥の活用の取組でありますとか、耕畜連携によります資源循環型農業の推進、

あるいは国産稲わら確保のための水田への飼料作物等の導入、それから、耕種農家や畜産

農家のみならず国、地方公共団体、その他の関係団体が一体となった取組の推進を必要な

支援対策の確保とあわせて進めていくということにしてございます。現在耕畜連携に関す

るビデオもつくってございますが、広報等を通じてこれらの活動の推進も図っております。

一方、全農の方でも、国産粗飼料増産対策事業と、飼料作物作付拡大に資するコントラ
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クターの設立を支援します、飼料増産受託システム確立対策事業の活用・促進を行ってお

るところでございます。

それから、大きな３つ目でございますが、地域に根ざした食農教育、地産地消の推進、

また食育基本法の施行とも関連しまして、これは来月10月の全中理事会で決定することに

なろうかと思いますが、ＪＡ食農教育の展開方針というのを策定しまして、学校教育・学

童農園の拡大、それから市民農園体験交流、都市農業振興などの地域活性化に向けたＪＡ

・地域ごとの実践目標というのを、行政等の協力のもとに定めて具体化を進めていきたい

というふうに存じております。

なお、ファーマーズマーケットにつきましても、ＪＡらしい運営を図っていくというこ

とを、引き続き取り組んでいきたいというふうに考えてございます。

それから、大きな最後の４つ目でございますが、各県でもう現在つくられているところ

もございますが、農業振興条例でありますとか、地域段階での食料自給率目標の策定とい

うようなことを行政に対して働きかけまして、ＪＡグループとしても、その策定に参画し

てまいりたいと考えてございます。現在、都道府県の中央会を中心にしまして、都道府県

でありますとか、各市町村に対しまして、その農業振興条例の策定に向けての働きかけを

行っておるところでございます。また、11月、12月の議会での議員提案に向けた準備を進

めておるところでございます。

全中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。

それでは、続きまして全国農業会議所、よろしくお願いいたします。

○全国農業会議所 全国農業会議所でございます。

実は、この７月10日に３年に１度の全国の統一の農業委員会の改選がございまして、そ

れに対応して、都道府県、全国で今体制が整っているということで、全国段階で47都道府

県集めました会議を本日開いている関係で、幹部が全部そちらに出ているということで、

代わりまして報告させていただきます。

会議所の報告に入ります前に、今報告のございました全中さんと私ども全国農業会議所

で共同事務局を担当しております担い手育成総合支援協議会の取組を、一言ご報告させて

いただきたいと思います。

ご案内のように３月段階で、この基本計画で目指す担い手を育成すべく、関連団体16機

関集まって担い手育成総合支援協議会をつくったわけでございますが、一応６月末までに
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47都道府県全部達成でき、各機関でアクションプログラムの設定ということを取り組みま

して、全国段階では３月段階で、認定農業者、通常１万ペースで増えているものを、今年

度２万、倍づけの２万増やすというかなり思い切った目標設定をしたわけですが、それに

向けて各県もそれに近づけるような目標設定をお願いする中で、８月末現在で、今38県で

アクションプログラムを策定できて、ほぼその２万に近い目標設定が完了しつつあるとこ

ろであります。

問題は、都道府県は一応そういう形でできているわけでありますが、肝心かなめの市町

村並びに地域の協議会が、全国二千数百市町村のうちの半分程度の1,200程度に、今とど

まっておりまして、その地域の協議会の設置並びに地域段階でのアクションプログラムの

設定に向かって取組を強化している段階であります。

全国段階では、この間、６月の末から７月にかけまして、農業３紙、全国農業新聞、日

本農業新聞、共済新聞の号外を使いまして、延べ100万部の担い手育成のチラシ等を農家

の戸別に配布をするような取組をして、現場までそういう担い手育成の取組が通ずるよう

な取組をしております。また、各種セミナー等も開催しております。

そういう団体間の共同の取組である協議会の活動に立ちまして、全国農業会議所の取組

でございますが、全国農業会議所では、担い手の育成なり農地の流動化、遊休農地の解消、

この３点に的を絞った取組を最重点で取り組んでおります。

さかのぼれば、狂乱物価、昭和時代のころから農地を守り有効利用する運動というもの

に年々取り組んでいるわけですが、今年から特に農地と担い手を守り生かす運動、３か年

の運動に着手いたしまして、そこの具体的な取組目標に書いてございますように、担い手

の育成、それから農地の流動化、遊休農地の解消ということで、６月27日付で都道府県の

農業会議、市町村の農業委員会を通じまして、その３つの項目について育成目標３か年間

の育成目標の積み上げをお願いいたしまして、今、８月末の段階でほぼ集計がまとまりつ

つある状況であります。

特に認定農業者の部分につきましては、まだ10県ほど数字が固まっておりませんが、そ

の段階でも今年１年間で21万2,000人を超える認定農業者までするということで、全国の

先ほど申し述べました担い手協議会のアクションプログラム、２万の目標に対しまして、

２万1,000近い目標になっていると。この間、目標の積み上げというものが農業委員会検

討組織では３月末段階で、いわゆる補助金の公募申請段階で、補助金の公募申請をするた

めにも、今、認定農業者の積み上げが課せられているわけですが、その段階では１万
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5,000程度の目標設定になりました。

それから、担い手協議会でやっておりますアクションプログラムの積み上げで、ようや

く２万かつかつになっておりまして、ようやく３回目のそういう目標設定を現場に下ろす

段階で２万1,000という目標が全国で、目標が積み上がったということでありまして、こ

れから下半期、それの具体化に向けて精力を注ぎ込んでまいりたいということでございま

す。その際には、基盤強化法の改正をしていただいたということでございますので、それ

の活用と、秋口には新たな経営安定対策が具体化してまいるわけですので、その内容を普

及することを武器としまして、担い手の育成に努めてまいりたいと思っているわけでござ

います。

それから、遊休農地の解消につきまして、まだこれ20県程度した目標が積み上がってお

りませんが、３か年でその20県の積み上げによりますと、約３万ヘクタール遊休農地の解

消ということで、たしか基本計画の積み上げで農地の確保の中で、19万ヘクタールほど農

地を取り戻すという数字がある中で、そのうち耕作放棄地をたしか４万ヘクタール程度10

年間で解消するというような数字だったと思うんですが、それから見ますとかなり野心的

というか、精力的な数字が、今積み上がっているのかなと思っていますが、ただ、これは

計画でございますので、今後、その具体化に向けて努力をしてまいりたいと思っている次

第であります。

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、次に、日本フードサービス協会からお願いをいたします。

○日本フードサービス協会 それでは、日本フードサービス協会からご報告を申し上げま

す。資料２の４ページの上から３段目に記載をされています中身についてご報告をいたし

ます。

まず、日本フードサービス協会、正会員442社でございまして、今年のテーマが食の信

頼回復ということになっています。その信頼回復の中に、この問題をいくつか組み込んで

総会で決議をして、今年はやるという決定をしています。その中の１つが食育の推進、２

つ目が米粉の消費拡大、３つ目が、原産地を含めた食品の表示、４番目が食品産業と農業

の連携強化、この４つをテーマに入れてあります。その４つにつきまして、ご報告をした

いというふうに思います。

最初に食育の推進ですけれども、地域の食文化に関する知識を深めるための試食会を実
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施しています。今年の６月24日に青森の八戸、それから７月４日には愛知県の名古屋にお

いて開催をしています。今後について言えば、10月、11月、北海道、石川、広島、熊本で

行う予定であります。

それから、もう１つは、食事のバランスガイドもこの中に入れてありまして、ただちょ

っとこれについては、省の方の対応も少し予算がないせいか、ポスターが不足するとか、

こんなのをやりたいということに対して、まだ対応が少しできていない部分もありますが、

それは予算のことがありますので、とりあえず今やりたいのは、いいポスターができてい

ますので、全店の入口に張ることをしたいという協会の思いもあってお願いをしておりま

す。食育バランスガイド、少しもっと積極的に、細かくは入れませんけれども、まず入口

のところからやっていきたいというふうに思っています。

それから、２つ目に米粉の消費拡大ですけれども、まだまだちょっとこれについては、

あまり具体的なところは進んでいませんが、ファミリーレストランの１社で試食をしてい

ます。これ、本当は小麦だとアレルギーの問題がありますので、米粉でもって、アレルギ

ーが出ないということでできればいいんですが、まだまだ技術的な問題が少し残っていま

して、解決はしておりませんが、ぜひアレルギー対策として、この米粉のつくったパンを、

ぜひきちんとつくり上げて出していくということが、これから必要ではないかなというふ

うに思います。

それから、あるファーストフードの社長に、ぜひ、この米粉パンの販売会をやらないか

というお勧めを今協会がしておりますけれども、ちょっとまだ価格的な問題と技術的な問

題があって、もうひとつ踏み込めていません。これが、米粉消費拡大についてであります。

それから、３つ目の食品表示。「外食における原産地表示に関するガイドライン」の定

着を図るために説明会の実施をしています。７月15日は東京で行いましたし、８月４日に

は大阪で説明会を実施しています。今後につきましては、先ほどもちょっと申し上げまし

たように北海道、石川、広島、熊本県で開催の予定です。

これを、実はフードサービス協会というのは、全国８ブロックに分けてありまして、そ

こにそれぞれブロック長がいるものですから、ブロック会議というのを、年に春、秋、２

回開催をしていますので、そこでもってきちんと紹介をしながら浸透させていきたいと、

こんなふうに考えております。

４つ目の食品産業と農業の連携強化でありますけれども、これについては、国産をやる

ためには産地を紹介していくことが必要だろうということで、産地見学会の開催をしてい
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ます。ブロックが８ブロックありますので、その中で積極的に行っているわけですが、会

員の企業が直接産地を訪問し、農業現場で生産者側と交流を行う。６月24日には青森県八

戸において開催をしました。今後は９月29日に神奈川県、10月中旬に北海道において開催

の予定であります。

また、ＪＦの中に大手が入ったバイヤーズ商談会がありまして、この人たちの商談会が

今年の11月11日、東京都産業貿易センターでやりますが、それにおいても、産地との一管、

マーチャンライジングというよりは、産地と消費者を結ぶ一元管理と言った方がわかりや

すいかもしれませんけれども、一元管理をしながら国内の需要の消費を強化していこうと、

こんなような考えがありまして、これは年に１回やっていますので、これは改めてこのた

めに開いた会ではありませんけれども、これらを使ってこの問題を前進させていきたいと、

こんなふうに考えております。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは、続きまして米穀安定供給確保支援機構の方から、お願いいたします。

○米穀安定供給確保支援機構 ただいまご紹介いただきました長い名前の団体なんですが、

略称は米穀機構と申しておりますので、それでよろしくお願いしたいと思います。私、常

務の中村と申します。理事長が今日、所用で出席できませんので、私が代わりにお話しさ

せていただきます。

米穀機構自体は、昨年の４月に米関係の団体が統合いたしまして発足したものでござい

ます。本日の議題の米の消費拡大については、従来から、財団法人の全国米穀協会という

ところで行われてきたものを承継しております。米穀協会の時代からそうでございました

が、米穀機構もお米の流通業者、いわゆる卸さんを中心メンバーとする組織でございます

ものですから、米の消費の増減ということ自体、直接、みずからの販売量に影響すること

で、経営にも直に反映することでございますものですから、従来からこの問題については

極めて切実な問題として取り組んでまいってきておりまして、振り返りますと、昭和40年

代の前半から米の生産調整ということと裏表のものとして、ずっとこれまで生産から消費

に至るいろんな団体さんの方々のご協力を得ながら、いろんな内容でやってまいってきて

おります。

しかし、残念ながらご承知のように、１人当たりで言えば120キロ弱から60キロ強とい

うところまで下がってきておりますもので、ただ、何といたしましても、農政上の重要な
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問題でもありますので、この消費拡大をどのように行おうかということで、毎年腐心して

まいってきたわけでありますけれども、今般こうした会議が持たれまして、総合的な自給

率の向上という取組を行われることとなりました。自給率の向上という点からいたします

と、米の消費の拡大というのは、最も重要な課題でございますので、我々の団体といたし

ましても、またこうした会合を持たれたことを奇貨といたしまして、関係する会員にも自

らの問題として、さらに一段とお米の消費に取り組む必要があるというようなこともお話

をしながら、団体自らも積極的な対応をしていきたいというふうに思っておるところです。

それから、さらに先般、食事バランスガイドというのも公表されましたが、米の消費拡

大を取り組む者から見ると、非常に強力な味方を得たというか、援軍を得たというような

ものでございます。食生活指針のとき、なかなか世の中に広がらないということがあった

ようでございますけれども、この食事バランスガイドにつきまして、我々の立場からも、

ひとつ積極的に皆さんに知っていただき、実行に移していただくというようなことで取り

組んでいきたいということも含めて、米の消費拡大活動を進めていきたいと思っておると

ころでございます。

本年の取組につきまして、資料の２というのと、それから、もう１つ、参考資料の１で

ございます。そちらの方が詳しく出ておりますので、ちょっとそれでご説明をさせていた

だきたい。参考資料の１の16ページ、縦長のもので、団体別に１枚ずつ整理されたもので

ございます。

私ども、米穀機構といたしましては、組織的に言えば５月18日が通常総会でございまし

た。ここで、いろいろ本年の事業計画取りまとめました中で、以下のような内容のものに

ついても決定をいたすとともに、会員に周知徹底するように努めてまいってきておるとこ

ろでございます。

本年の取組といたしましては、そこの16ページのところに書いてあります５点ございま

す。

第１点は、テレビ番組の提供ということでございます。これまでも、いろいろ米の消費

拡大について、やはり第１は正しい情報をきちっと消費者に知っていただく。それから、

いろいろお米に慣れ親しんでいただく。さらに販売活動等しっかりやっていくと、段階が

あるわけでございます。情報提供という観点から考えますと、今までも各種のイベントと

か講習会とか冊子をつくって配るとかいろんなことをやってまいった経験もありますが、

やはりできるだけ多くの方にちょっとだけでも、あるいは多少まとまった内容のことでも
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伝えようとすると、やっぱりテレビというのは最も有効なツールといいますか、もののよ

うに思います。そういったことで、農水省、それからＪＡ全中と連携いたしまして、「い

まどき！ごはん」という番組を日曜日の午後６時から30分間、全国ネットで合計で31局で

行っております。

中身といたしましては、ごはんのある食卓の豊かさ、できるだけごはん食というものに

親しみを持っていただくようにというようなことの部分もございます。それから、各県を

回りまして、その土地、その土地の郷土色豊かなごはん料理というのの紹介というような

こともございます。それから、また毎回、お米ごはんの健康上の優位性というようなこと

について、お医者さんとか栄養士さんにおいでいただいてお話をしていただくというよう

なこともしております。

８月まで21回やってきたわけでありますが、その中途では、いろいろ情報提供といたし

まして、５月の段階ではこの自給率向上の委員会のことも出しましたし、それから８月に

は、先ほどの食事バランスガイドのこともお話しをいただいたりというようなことで、で

きるだけそういったことも消費者の皆さんにお伝えできるようにということで、努めてま

いっております。これは、年度内ずっと続ける予定でございます。

それから、２番目は内科医を対象としてのシンポジウム。やはり、私ども業者がお米は

いいよと言っても、そこは下心があるんだろうと思うこともあるわけです。お米について

は、特に太っちゃうとか、いろんな昔から良からぬ風評がありますので、それを払拭する

ことを第一として、さらにこのごろは、医学界の方でも治療から予防へという動きがござ

いまして、そういった動きとも合致するわけで、もともとが平成２年に、ときの農水大臣

と医師会長さんが意気投合されてスタートしたというような事業の経緯もございます。ず

っと続けさせていただいておりますが、本年も11月24日に日本医師会館で500人ほど、も

う少し多くなるかとも思いますが、この近辺のお医者さんにお集まりをいただいて、そこ

にございますように、生活習慣病の予防とごはん食の役割をテーマといたしまして、シン

ポジウムを開催する予定となっております。

それから、３番目は栄養士さんを対象とした講習会ということで、やはりお医者さんと

並んで栄養士さんというのも、食生活に大きな影響を持つ方々でございますので、やはり

この人方の口から食事指導していただいたり、あるいは、いろんな職場で献立をつくると

いうようなときに、ごはん食というものについてよく理解していただいて、それぞれ活用

いただけるようなというようなことでもって、勉強会を毎年、全国各ブロックで１か所ず
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つ開催をいたしておるわけでありますが、今年は９月11日に東京でやるのをスタートとい

たしまして、全国９か所でやるということになっております。

それから、４番目に以上のようなそういった会合をやった成果につきまして、お医者さ

ん向けには、お医者さんが患者さんや、いろいろ診断に見えられた方に参考としてお手渡

しいただけるような、いろいろごはん食のメリット、役割について解説しているようなも

のを配りまして、いろいろそういった関係で情報がさらに拡張するように努めておるとい

う取組も行っておりますし、また栄養士さん向けにも、いろいろ日本型食生活についての

メリットについてわかりやすくＰＲしたパンフレットなども、今年も大量につくりまして

配布するということになっております。

それから、５番目としてさらに消費者向けといたしましても、特に本年は若年層につき

まして、朝ごはん、できるだけごはん食べていただきたいということと、それから、中高

年に向けては、生活習慣病というところにターゲットを置きまして、その辺のところに焦

点を合わせていろいろパンフレット、料理レシピのようなものをつくりまして、これは業

者の方が店頭で配布していただいたり、いろんな形で広く消費者側とつながるような措置

も考えまして、対応するということを考えておるところでございます。

そのほかに、先ほどからお話のあります食事バランスガイドについて、できるだけ世の

中に広めるというようなことをどうすべきかの対応でございます。私どもやはり一番基本

的に消費者と接するところは、お米の袋というのがございますんですが、それを利用して

バランスガイドのことについて、多少ともまず関心を持っていただくところから何か努め

させていただければということで、米関係の他の団体ともお話をしながら取り進めていこ

うというようなことを考えております。

いずれにいたしましても、お米の消費拡大というのは極めて、これさえできればいろい

ろ一石三鳥、四鳥の効果があるということも常々思っておるわけであります。引き続き対

応を考えたいと思っております。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは、最後になりましたけれども、日本生活協同組合連合会の方からお願いをいた

します。

○日本生活協同組合連合会 日本生協連のご報告をさせていただきます。資料は、後ほど

ごらんください。口頭でご報告をいたします。
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私ども日本生協連では、「農業・食生活への提言」をこの間、先生方のご協力、調査活

動を踏まえましてまとめてまいりました。概要は、日本の農業に関する提言、それから、

初めての試みですが、「食生活にかかわる問題提起」、あるいは、これらを私ども日本生

協連、あるいは全国の会員生協の課題としてどう設定するかというような中身でまとめて

まいっております。今日は、その中の私ども自身が設定しました課題のいくつかについて、

その進行状況をご報告させていただきます。

今申し上げましたように、初めての試みということで、「食生活に関する問題提起」を

まとめてみました。やってみて感じたことですが、言われております少子高齢化といい、

あるいは単身世帯の急増といい、非常に消費者の実態が多様化しているということであり

ます。したがって、そこの提案も、それを踏まえかみ合ったものにしていかないと、上滑

りになりかねないなというように自戒をしながら取り組もうというように考えてきている

ところでございます。

例えば、かつては、国産品だから多少高くても消費者は買ってくれるというような思い

込みもありました。これは、調べてみますと決してそうではなくて、とりわけ若い人を中

心によく選んで買っていらっしゃいます。ですから、品質をよく吟味して、その品質に合

うようなリーズナブルな価格かどうかをよく見きわめて買っていらっしゃいますし、それ

がなるほどということで納得がいけば、また繰り返し買っていただけると。どうも、自分

の考えたことと違うなというふうに感じますと、買っていただけないというようなことで、

私どももそういった多様な消費者の実態と、そこからのニーズ、あるいは願いにかみ合っ

てこたえることで、結果としての自給率向上にもつなげていけるようにしていくべきでは

ないかと、そんなふうに改めて考えさせられております。

例えば、コープとうきょうという会員生協では、国産の農産品も輸入農産品も両方扱っ

ております。この10年やっておりまして、結果としては、輸入農産品の比率が10年前の９

％から、今日の６％に約３％減少しております。逆に言えば、国産品の取り扱い比率が91

％から94％に増加をしております。何がカギだったかというふうに考えてみますと、やは

り品質のよさ、これが１つ。それから２つ目に、消費者が納得できるリーズナブルな価格、

これが２つ目。それから３つ目に、品質や価格やその周辺情報について、消費者の選択に

かなう必要十分な情報提供をきちっとしていた。この３つが、要件ではなかったかという

ように感じております。ですから自給率向上のためにも、そこに結果がでるような要件を

どう確保して、消費者ニーズにかみ合って提供していけるかということが問われるのでは
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ないかというように感じております。

自給率の課題との関係で、食育も設定されがちであります。私どもは、今、申し上げた

ような立場から申しますと、逆に考えられないかと思っております。つまり、食を取り巻

く環境をどう豊かにつくっていくか、食を取り巻く環境の中に、生産する方々の情報であ

れ、私ども流通や交流に携わる者の情報であれ、どう必要十分に提供していけるかという

ことで、いわばそういった食の環境づくり、その確かな担い手としてのポジションをはっ

きりさせることが、逆に自給率向上にもつなげていくことになるのではないかと、そんな

ふうに考えております。

そういう視点から、私ども日本生協連では、この11月22日、23日の両日、東京有楽町に

ございます国際フォーラムで「たべる、たいせつフェスティバル」を開催することにいた

しまして、現在準備中でございます。これも初めての食育、食生活にかかわる問題提起を

して初めての試みとして、これもやってみようということにいたしました。農政局のご協

力もいただきながら、全国89の生産者組織団体や、流通小売にかかわる、あるいは生協も

含めた団体組織にご協力いただいて、出展や出演をいただきます。

いろんな切り口があると思います。ですから、さっき申し上げたように自給率を課題と

して設定して食育を組み立てる組織や団体もあるかもしれません。私どものように、逆に

食の環境づくりをより豊富な情報でつくり上げていこうという切り口からの取組もあろう

かと思います。ぜひ充実した内容に、いろんな切り口で消費者が自ら考えられる場になる

ようにしていけないかと、このように思っております。ご協力いただきます皆さんには感

謝を申し上げ、最後までよろしくお願い申し上げたいと思っております。

農水省の方では１月に、日本食育フェアを提唱されております。それに多少先行して、

それに匹敵できるような私ども自身が十分満足のいく、あるいは、皆さんとの連携の場を

つくるという意味でも、満足いただける場になれば、大変幸いだと思っております。

なお、関西の方でもという声が出まして、来年2006年には、同じ11月18日、19日ですが、

兵庫県の神戸国際展示場で同じく「たべる、たいせつフェスティバル」をやりたいと。そ

こでも、また今回の経験を生かせるようにしていきたいと、このように思っております。

もう一方では、従来どっちかというとイベント型の企画が多うございました。食育とい

えば、田植え体験でございますとか料理教室でございますとか産地訪問というようなこと

とリンクして、イベント型で発想いたしました。今、申し上げたように、そのイベントも

いろいろ考える場になる、あるいは食の環境づくりの場になるということは大事でありま
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すが、もう一方で、家庭でぜひ話題にする、食をキーにコミュニケーションができるよう

に、何かつくれないかということで考えまして、いわば小学生の子どもさんを対象としま

した通信教育型の食育プログラムをつくろうということで、現在小学生のお子さんをお持

ちの組合員の方にご協力いただいて、プログラム作成中でございます。11月中には仕上げ

て、それ以降多くの生協、その組合員のご家庭で使っていただけるということで、この食

育プログラムが新しいコミュニケーションツールとして広く使われ、また磨かれていくと

いうようになれば、大変幸いだなと、そのように思っております。

最後に事業の側面でございます。日本生協連、現在、食品中心に地域生協で合計２兆

6,000億の事業ということでございます。食品は、そのうち約２兆円の事業高でございま

す。国内食品小売高の約５％のシェアということでございます。いわゆる産直事業は農産

物を中心にやっております。かつては4,000億円ございましたが、この間の表示の偽装問

題などを契機といたします私ども自身の見直しの結果、半減しまして、現在2,000億円の

事業規模ということであります。ただ、いずれにしても、生協自身は食品を提供しますフ

ードチェーンの一員でございます。もう一方では、食と農をつなぐ大変大事な担い手の一

員というのも自負をしております。そういう意味では、ぜひ発展もさせていきたいと、こ

のように考えております。そういう意味から、生産者の皆さんへのお願いや期待も一層ご

ざいます。この間の先ほど申し上げましたような、産直自身を半減させた表示の偽装事件

などの苦い経験、あるいはその反省に立って私ども取り組んでおりますのは、青果物の品

質保証システムでございます。生産における基準、流通や小売における基準を、お互いに

共有して、一緒になってつくり上げていくということを、ぜひこれまで以上にやっていき

たいというように思っております。

共通点は唯一、消費者の期待や願いを裏切らないで、正直な事業展開、あるいはコンプ

ライアンスの確立で消費者の期待や願いにこたえたいと。そこがあれば必ず自給率向上へ

もつながると。こういうことで、仕組みが私どものそういう立場を踏まえて機能するよう

に、一緒になって新しい仕組みをつくり上げていきたいものだと、このように思っており

ますので、これまで以上によろしくお願いを申し上げたいと思っております。ありがとう

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、少し時間をとりまして、皆様方からご意見、あるいはご質問等があれば承り

たいと思います。なお、時間の都合もございまして、本日は５つの団体からご発言いただ
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いたわけでございますけれども、そのほかの団体の皆さんから何か特にご発言なさりたい

ということがあれば、遠慮なく挙手をしていただければと思いますが、どうぞよろしくお

願いいたします。

どうぞ。

○日本農業法人協会 日本農業法人協会の長谷川です。

今、それぞれの立場から取組について述べられたんですけれども、私たち農業法人とし

ては、普段ははっきり言って、行政の側が考えているほど自給率ということに対しては関

心がないです。私たちがやっているのは、いかにいい農産物を生産して、いかに消費者に

理解していただくかということです。そうすることによって、言葉をかえれば、自給率が

上がっていくと。要するに国産のものを食べてもらえれば自給率が上がっていくという形

になろうかと思います。

当協会としても、当然経営を安定させることも必要ですけれども、安定させるにはどう

しても販売力を高めたいと。販売力が高まれば自給率は上がるということで、今、協会の

中でも一つの自給率向上委員会を設定いたしまして、各地域なり、あるいは、業種におい

て、いろんな取組が現場ではなされていると思います。

例えば、米であれば米の生産の団体なり、あるいは畜産なら畜産、そういうことをきち

っと把握する中で、では、この自給率を上げていくのにはどうしたらいいかということを

よくかみ砕く中で、我々法人としても、この自給率向上に寄与していきたいというふうに

考えております。

なお、今いろんな方々から出たんですけれども、やはり一つは農産物の性質をどう上げ

ていくかということではないかと思います。例えば、今、日本の中でいろんな農産物が生

産され、販売されていますけれども、ものによっては、余っているようなものもあり、も

のによっては足りないというようなこともあろうかと思います。これは、やはり一つには

農業法人なり、あるいは経営者が農業を産業としてとらえていない部分があるのではない

かと。ある部分から見れば、農業生産者で終わっているのではないかと。早くこれを、生

産者から農業経営者のように経営者という形に持っていかないと、農業そのものが産業に

なれないのではないかな。産業になれなければ、当然これは自給率も上がっていかないと

いうふうにとらえていますので、法人協会としては、そういう各地域の取組をよく把握す

る中で、いかに品質を上げて、再生産可能な適切な価格で消費者に選択肢を与えられるか

というようなことを主眼に、各農業法人なり、各生産者が早く経営者になれるような努力
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をしていきたいと、そのように考えております。

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。

それでは、日本米穀小売商業組合連合会の方からお願いいたします。

○日本米穀小売商業組合連合会 私どもの団体は、全国の小売の団体でございます。本年

の５月の総会におきまして、もともとは米消費拡大ということで、長年この消費拡大につ

いて努力をしてきたところではございますけれども、本年からこの食料自給率の向上、ま

た食育ということがクローズアップされている中で、我々がどう取り組んでいけばいいか

ということで、実は、３年前に国の助成もいただきまして、お米マイスター制度というの

を立ち上げまして、そのお米マイスター制度というのは、結局はお米に対するいわゆる品

種特性、ブレンド特性、炊飯特性と、米にはいろいろな特性がございます。産地も北海道

から鹿児島までさまざまでございますので、そういう中で、特性を勉強し、我々は消費者

と直接対話をしながら米を販売している業者でございますので、そういう中でよく培った

知識を消費者に伝えております。

また最近では、食の安全、安心ということで、食肉等の偽装事件から始まりまして、い

わゆる産地情報というものも必要になってまいりまして、我々もすべての情報を消費者に

提供しながら、安心して米を食べていただくということでやってまいりましたが、それ以

上に、このいわゆる町の米博士というマイスターを利用して、もう一歩踏み込んで消費者

に浸透させていきたいということで、今回は親子米クラブということで、実はこの８月い

っぱいで関東で４か所、関西で４か所、計８か所。それは、どういうことかと申しますと、

まずこの東京なり神奈川県、千葉県、埼玉県で取り組んだ結果を申しますと、まず東京で

８月２日に東京品川区で、実は日にちがなかったものですから、京陽小学校という私の地

元でございますけれども、その校長に話したところ、とてもいいことだということで、親

子100名、朝７時に集合していただきまして、バス３台で長野県佐久市浅間農協の、また

長野県農政事務所のご協力を得まして、ライスセンター、また実際に稲をつくっている現

場に行きまして、ちょうどそのときはもう稲が大分大きくなっていますので、アイガモの

必要がなかったですけれども、近くの池にアイガモが放してあります。子ども、またお母

さんたちに、このアイガモを稲が小さいときに放すと雑草を食べてくれたり、また土をか

き混ぜるので雑草が生えにくいというそういうことで、除草剤を使わないいわゆる農薬を

使わないでこういう農業をしているんだというような実態を見ていただいたり、また、２
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回目に行ったところでは、田んぼの側溝にフナの子どもが泳いでいるというような状況を

見て、本当に国産のお米というのは安心、農家の人もなるべく農薬を使わないで、安心・

安全なお米をつくって、消費者に提供しようという努力をしているんだということを現場

で見せまして、同伴した保護者、また小学生も大変興味を持っておりました。

また、バスの中では、いわゆる食育ということで、ある家族の中で３人の子どもがごは

んを食べているんだけれども、長男がなかなか起きてこないで、朝ごはんを食べないで行

くケースが多く、その長男は学校へ行ってもイライラして、仲間とけんかをしたり、朝礼

の時間に倒れるというような実態が、結局は朝ごはんも食べないんだからというようなそ

ういうことで実態をビデオで紹介するというようなことで、大変現場を見せるということ

が、非常に今の子どもたちの、また30代のお母さんたちに対して、いろんな勉強になった

ということを、ひとつ申し上げておきたいと思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他にいかがでございましょうか。先ほどの

ご発表に対する質問等でも結構でございます。

なければ、消費・安全局からご説明があるようでございます。

○消費・安全局長 先ほど横川会長の方から食事バランスガイドのことでご意見をいただ

きましたので、ちょっと現状と、それから私どもの考え方をご説明させていただきたいと

いうふうに思います。

食事バランスガイド、６月にできました。今、これをコンビニエンスストア、スーパー

マーケット、あるいはまた外食産業でどのように効果的にお使いいただけるかというよう

なことにつきまして、それぞれ食品産業センター、それから外食産業総研で具体的な食事

バランスガイドの活用の方法につきまして、至急今ご検討いただいております。これはこ

れとして早急にその取りまとめを行いたいというふうに思っておりますが、一方で、この

食事バランスガイドの認知度を高めるということが、大変大事だと思っております。フー

ドサービス協会の方で、会員傘下の各レストラン等の店頭につけていただくということで

は大変ありがたいことでございますし、これはコストパフォーマンスからすると、大変効

果的なものだというふうに思います。

今ありますこのデザインは、どちらかといいますと家庭でおつくりいただくときのそう

いうイラストが多いわけですが、外食産業などでお使いいただくには、もうちょっと工夫

もできるかと思います。その辺のデザインも含めて、今、新しくすることも含めて準備を

しておりますので、予算が足りないから貼れないということはないように、ぜひそこは私
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どもとしても努力を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。その他、いかがでございましょうか。よろしい

でしょうか。

もし、今ないようであれば、次の話題に移りまして、そこで改めて関連するご議論をい

ただいても結構かと思いますので、次に移ってまいりたいと思いますが、その前に一言ち

ょっと申し上げておきたい点がございます。平成16年度の食料自給率でございますけれど

も、これは資料が参考として配付されていると思いますが、40％ということで、これは７

年連続の横ばいでございました。この食料自給率を今後着実に向上させるためには、基本

計画で設定いたしました重点課題を中心に、それぞれの関係の団体が自給率の向上に向け

て具体的な行動を展開していく必要があるかと考えております。

このため、それぞれの構成員におかれましては、傘下の組織等への取組方針の提示、ま

たそのことを通じた行動の具体化を図っていただき、さらにその進捗状況の点検、あるい

は検証を行うことは、非常に重要であるかと考えております。この点、構成員の皆様方も

共通の認識をお持ちだと、私も考えております。この点、特によろしくお願いをいたした

いと思います。

それでは、次の話題ということでございますが、各都道府県における取組状況について

でございます。各都道府県における食料自給率向上に向けた取組について、事務局の方で

調査をしていただいております。また、資料にまとめていただいております。この点につ

きまして、まず事務局から資料のご説明をお願いし、それをもとに若干の意見交換を行い

たいと、こう思います。

それでは、事務局の方からご説明をお願いいたします。

○総合食料局長 総合食料局長でございます。お手元に資料３－１、資料３－２をお配り

いたしております。資料３－１が都道府県の取組状況、それから資料３－２が地域の優良

取組事例ということでございます。

それから、参考資料２に都道府県の自給率向上の取組状況の個票が載っております。こ

の個票をまとめたのが、資料３－１でございます。

それから、その具体的な説明に入る前に、今、生源寺会長からお話がございました16年

度の自給率の関係でございますが、参考資料４で配ってございます。後ほどごらんいただ

きたいと思います。会長からお話ありましたように、７年連続で40％ということで、今回

も上昇を示さなかったということでございます。この取組、ますます重要になってきてい
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るというふうに考えるわけでございますけれども、全国段階、この本協議会を中心としま

した取組とあわせまして、地域、現場段階での取組が非常に重要というふうに思っている

わけでございます。

まず資料３－１でございます。先ほど申しました参考資料２とあわせてごらんいただき

たいと思いますけれども、取組状況、まず第一に各都道府県におきましては、農業、ある

いは農村振興ビジョンとか、あるいは農政プランといった農業振興計画が作成されている

わけでございますけれども、それとあわせまして、生産努力目標につきましては全都道府

県で作成されているということで、地域農業の活性化という視点からの取組がかなり行わ

れているということが伺えるわけでございます。

また、地産地消につきましても、既に全国各地で多様な取組が実施されるということで、

目標設定に積極的な姿勢が見えているというふうに理解しております。

それから、食料自給率目標そのものでございますけれども、これは、左側の欄でござい

ますが、既に策定されているのは、８県ということにとどまっている状況でございます。

農林水産省としまして、第２回のこの協議会で行動計画を策定しました後、地方農政局と

も連携しまして、地域段階での取組促進ということで、１つは各都道府県での自給率向上

協議会の組織化、行動計画の策定と、それから、自給率目標や地産地消の目標などの策定

について、各都道府県に働きかけを行ってきたところでございます。

その結果、今後自給率目標を定めたいということで、その検討を予定しているという都

道府県が増大してきております。ただ、検討を予定していないというのが、まだ13都県あ

るということでございます。

それから、特徴的なこととして、土地利用型よりも、施設園芸などの高付加価値農業に

積極的に取り組んでいる複数の県、山口とか福岡などでございますけれども、カロリーベ

ースの都道府県別自給率目標を掲げる意義が乏しいということで、生産額ベースの目標で

あれば検討し得るというようなことのコメントがあったということをご紹介しておきたい

と思います。

それから、取組の推進体制、これは右から２番目の欄に書いておりますけれども、現時

点では、先ほどの紹介の中でも申し上げましたが、既存の地産地消、あるいは食育の推進、

地域農業振興というようなものを目的としました推進体制を活用しているということでご

ざいます。自給率向上のためには、そういう取組が基本になることは当然でございますけ

れども、食料自給率を正面から強く意識した推進体制と必ずしもなっていないというとこ
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ろがひとつあるかというふうに思っておりまして、各構成員の傘下の都道府県段階の組織

に積極的に参画いただきまして、自給率向上という切り口ということを明確に取り入れて

いただいて、生産から消費に至ります総合的な取組を明確化、組織化して、目標を立てて、

国民的な運動として着実にその輪を広げていく必要があるというふうに思っておりまして、

各団体の傘下の組織への積極的な働きかけもあわせてお願いしたいというふうに思います。

それから、次の資料の３－２でございますが、地域の優良取組事例でございます。これ

以外にもいろいろあるわけでございますけれども、事務局の判断で選択させていただいた

ものでございます。

１つ目は１ページでございますけれども、岐阜県でございます。これは、かなりよく知

られている例でございます。平成11年に全国に先駆けて自給率目標を掲げ、第１次計画を

策定したということで、麦や大豆の生産拡大などによりまして、14年度までの間に自給率

が４ポイント向上したという成果を上げているところでございます。

さらにこれを踏まえまして、16年３月に新たな目標を掲げて、第２次計画を策定して、

県民への食料の安定供給と、非常時の場合のことも想定した形で取組がなされているとい

うことでございます。

それから、次は２ページでございますけれども、島根県斐川町の例でございますが、食

を基本としたまちづくり構想を策定いたしまして、その一環として町独自で流通消費状況

調査を行いまして、自給率目標を策定するということで、これらの構想、目標達成に向け

ていって、具体的な下にございますようなプロジェクトを実施しているということでござ

います。

３ページ、岩手県でございます。これは、首都圏のモデル校と連携をいたしまして、そ

こへ食材を供給したり、あるいは交流をする、いろんなイベントをやって産地を訪問して

もらうというようなことで、そういう首都圏との食育交流というユニークな取組でござい

ます。

それから、４ページは埼玉県の学校給食会の取組でございまして、学校給食に県産の農

畜産物を積極的に活用しようということで、県産小麦100％のうどんやパンの供給を年々

拡充されているということでございます。

それから、次に５ページでございますけれども、三重県でございます。これは、三重県

で生活しているというその生活空間の中で、自然文化、生産活動について見つめ直す機会

を、あるいはそれを踏まえてビジネスチャンスをつくっていくということで、「みえ地物
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一番の日」というのを設定して、協力事業者に参加してもらって、県民に地場のもののよ

さというものをＰＲしていくということを行っております。

それから、６ページでございますが、岩手でございますが、これは一定の認定基準、県

産品を使用しているか、その割合がどうかというようなことで、★（ひとつ星）、★★

（ふたつ星）ということで、「いわて地産地消レストラン」認定制度というのを行ってい

るという例でございます。

それから、７ページでございますけれども、新潟県の新発田市議会でございます。これ

は、市議会で地場の産品を使った弁当を配付して議会で食べると、こういう取組をされて

いるということでございます。

それから、その次は青森でございますけれども、地元食材の積極活用ということで、学

校給食だけではなくて、それ以外の公的機関として、保育所とか福祉施設というような、

集団で食事を供与するというそういう形態のものについて、地元食材の活用ということを

積極的に推進しているという例でございます。

それから、９ページは宮崎の例でございますけれども、「みやざきの食と農を考える県

民会議」ということで、これで全体的な取組なり思想のＰＲをしまして、この考え方に賛

同する人を協力員という形で登録をいたしまして、この登録協力員のさまざまな活動につ

いて支援をするという取組をしております。

それから、10ページは大阪府の例でございますが、米粉パンの普及、推進でございます。

米粉パンについての取組、大阪はかなり先行的に行われてきておりますけれども、米の消

費拡大、農業体験学習などで食農教育もあわせて実施をしているというところでございま

す。

それから、11ページでございますけれども、これは生産面での取組でございます。中国

四国地方各県でそれぞれ取り組まれておるところでございますけれども、牛を遊休農地あ

るいは林間地帯に放牧をいたしまして、繁殖牛飼育の省力化・低コスト、それから所得確

保、耕作放棄地の解消、景観保全、鳥獣害被害の対策とか、あるいは飼料自給率の向上と

いうことで、一石六鳥という効果を上げている例でございます。

今申し上げましたようないくつかの例で、最初申しましたように、取組事例の一部に過

ぎないということで、今後新たに具体的に開始しようとする他の地方公共団体、あるいは

本協議会の構成員の皆さんの関係者に参考になるというふうに思っております。今後も、

こういうものを取り上げてＰＲをしていきたいというふうに思っております。
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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。

地方公共団体におきましては、新たな食料・農業・農村基本計画に基づきまして、地域

の食料自給率、あるいは地産地消の取組の目標を設定していただきまして、地域における

行動の具体化を図ることが必要だろうと、こう考えております。

本協議会といたしましては、今、各県の状況等のご報告があったわけでございますけれ

ども、取組が遅れている地域においても、何らかの目標を設定していただき、誰がどんな

行動を起こすか、こういった点の具体的な動きにつなげていく、このためにはどうしたら

いいかという、こういう議論を深めていく必要があるかと思います。

また、優良取組事例のご報告があったわけでございます。これは、ほかの県、あるいは

市町村で取り組んでおられることについて、別に他のところでやってはいけないというこ

とではございません。むしろ、どんどん広げていってよい取組がずいぶん多かったように

思います。こういった取組について、いかにして取組の遅れている、あるいはない地域に

伝えていくか、この点も非常に大事だというふうに思っております。この他にも、いろい

ろ今の局長からのご報告に関してご意見があろうかと思いますので、あるいは、ご質問も

あろうかと思いますので、しばらく少し議論の時間をとりたいと思います。どんなことで

も結構でございます。それから、前半の話題について、この段階でご発言になりたいとい

うことがあれば、それもよろしくお願いいたしたいと思います。

フードサービス協会、よろしくお願いします。

○日本フードサービス協会 今、局長の方から報告がありました資料３－１でちょっと矛

盾を感じますので申し上げるんですが、地産地消のどのくらい目標にして何％かというの

をお書きにならない方が、調べてみますと意外と少ないですから、そうすると数字が出て

きたときに、これで大騒ぎしているのかとちょっと思われる心配がありますので、この辺

の３－２の方のその地元の給食とか外食とか惣菜屋さんが地産地消でもってＰＲしていく

という点ではものすごく僕はいいことだと思いますが、県の目標として出していくときに、

そんなに大きな比率ではないので、ここは少しお考えいただいた方がいいかなというのが

１つあります。

それから、全くこれと関係なく、最近の表示の問題で言うと、加工場の表示が今度しな

くていいようになりましたですね。例えば、東京でつくって、埼玉で加工して販売者がど

こというふうに前はなっていたわけですけれども、今はどこでつくったというのが必要な
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くなったんですね。そこが見えなくなってきて、消費者の方から、どこでつくったのとい

うのが、どこで加工したのというのが、実は問題になってきています。これは、どうして

かというと、実は、あまり品名言うと、あまり業界に問題があるといけませんから、輸入

したものが中国行って加工して、日本へ再輸入されて販売しているケースがあるんですね。

これは、加工場は記入しなくていいですから、明記されなくなりますので、そうすると、

流通経路がトレーサビリティだったらわかりますけれども、それがトレーサビリティをき

ちっと企業がやっていないと、どこで加工したかわからない。要するに、不透明なところ

が、今度の表示の問題では出てきていますので、この辺をどうお考えになるか、一度ご検

討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。そのほか、いかがでございましょうか。

それでは、全国町村会、お願いいたします。

○全国町村会 全国町村会の牛島でございますが、各都道府県や市町村の取組について、

私、第１回の協議会のときに、そういう取組状況とか優良事例について情報提供してもら

いたいということでお願いしましたところ、早速こういう形で整理していただきまして、

本当にありがとうございました。

各都道府県ごとに見た取組状況は、それぞれまちまちですけれども、こういった状況を

示すことによって、また取組も促進されるのではないかと。今後、この内容もだんだん充

実していくのではないかなと期待しております。

それから、特にこういう優良事例なんですけれども、全国のさまざまな取組は、広がり

や大小、自給率向上への寄与度からいったらいろいろあろうかと思いますけれども、それ

ぞれの地域に応じた特性を生かした取組をこういう形で示されるというのは、他の市町村

にとっても、また国にとっても大変参考になるのではないかと思いますので、今後ともこ

ういった基本的な取組について、引き続き全国に情報提供していただけないかというのが

お願いでございます。

こういった取組、優良事例について、例えば表彰するとか、ホームページでいろいろと

紹介するとか、そういった工夫も今後していただくとありがたいなというふうに思います。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他、いかがでございましょうか。

ＪＡ女性協議会、よろしくお願いいたします。

○ＪＡ全国女性組織協議会 失礼いたします。３－２の優良取組事例につきましてですけ
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れども、地域の地道な取組が全国に発信していくということは、地域の取組に光を当てる

ことになり有効な手段だと思います。でも、それが地域で取り組むことにはつながらない

と思うんですね。

例えば、それまでの取組の背景とか、改革のプロセスとか、今後の展望などにつきまし

て、分析を加えるとより有効ではないかと思いますけれども。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは、横川さんの方からお話のありました地産地消の目標の設定の方法の問題と、

加工場の表示の問題につきまして、何か役所の方からございますでしょうか。

では、生産局審議官、お願いいたします。

○生産局審議官 恐らく、横川会長がおっしゃっておられるのは、地産地消の目標という

のを食料自給率のように数字で端的に示していくというふうにすると、少し問題が出てく

るのではないかというご趣旨だと思うんですが、これはおっしゃるとおりだと思いまして、

個々の地産地消の目標というのは、そういう自給率のような単純な数値で示すことを特に

は考えておりません。

○生源寺会長 加工場について。

○消費・安全局長 加工食品の原産地のお話ですが、もう少し具体例か何かあればまた後

でお話を伺いたいと思いますが、一般論で申し上げれば、加工品というのは、最終的な実

質的な加工が行われたところが原産地、これはコードエックスでも、一般的な国際的なル

ールになっております。ですから、例えば中国で実質的な加工がされたということであれ

ば、それは一括表示欄のところに原産地として中国ということが書かれるはずでございま

す。もし私の言っていることと違う例があるのであれば、個別具体的にちょっとご相談を

させていただきたいと思います。

○日本フードサービス協会 後ほど、お願い致します。

○生源寺会長 その他、いかがでございましょうか。

全国女性農業経営者会議からお願いいたします。

○全国女性農業経営者会議 私たちの組織は任意団体で、一人一人が会員という形で、本

当に全国にまだ少ない会員なんですけれども、その会員の中にいろんな出前講座ですとか、

食育、それから体験農業、学校給食への食提案とか、いろいろんな活動をしているメンバ

ーがいます。でも、まだまだ個人的な活動で、なかなか組織としての活動につながってい

ない。そんな人たちをぜひ拾い上げて、今で言いますと県の動きに協力できるような体制
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がとれるのではないかなと思うんですね。だから、県の動き、市町村の動きが遅れている

ところは、そういった人たちを拾い上げて、ぜひ連携をとって、地元からそういう活動を

進めていただきたいなと思います。

それから、今の３－２の資料の優良取組事例の中の７ページの新発田市の市議会のこと

なんですけれども、これは私の地元なんです。本当にこれは挙げていただいてうれしいな

と思いました。それは、本当にここにも書いてありますが、職員１人の提案から始まった

ことなんですね。でも、その１人の職員の提案が、最初、ボツといいますか、ちょっと蹴

られたんです。それが、私も１枚加わっているんですけれども、ほんのちょっとした提案

が、何人かの協力でこういうつながりがあるということですので、ぜひ、職員１人の意見

も吸い上げるような体制をつくり上げていただきたいなと思います。

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。

よろしいでしょうか。あまり数は多くなかったわけでございますけれども、非常に貴重

なご意見をちょうだいしたと思っております。事務局の方でも、しっかり受け止めていた

だきたいと思います。もし、他に発言がございませんでしたら、少し前に進めたいと思い

ます。

本日は、各構成団体と都道府県の現段階における取組の状況についてご紹介いただき、

ご議論いただいたわけでございますけれども、今後は各地域において、先ほども申し上げ

ましたけれども、誰がどのような行動を起こすのか、こういった具体的な動きにつなげて

いく観点からの議論を深めていく必要がある。また、そういう時期に来ているというふう

に考えております。皆様方からも、こうした認識のもとに、傘下の関係の皆様への働きか

けをよろしくお願いを申し上げたいと思います。繰り返しになって恐縮でございますけれ

ども、よろしくお願いいたします。

それでは、続きまして資料の４－１、資料の４－２の行動計画の修正についてでござい

ます。現行の行動計画は、施策がより具体化されていくに従って、修正していくというこ

とが前提となって作成をされております。今回の資料でございますけれども、事前にごら

んいただいているかと思いますけれども、例えば仮称とされておりましたフードガイドの

名称は、食事バランスガイドに修正といいますか、確定するなど、事務局の方で、修正、

微修正と申し上げた方がいいかと思いますけれども、これを施しておりますので、ご確認
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いただきたいと思います。

この点については、何かございますでしょうか。行動計画の微修正、ちょっと見にくい

形になっているかと思いますが。また、そんなに大きな修正という形のものはないという

ふうに理解をしておりますが。

よろしいでしょうか。各団体で事前に確認をしていただいておりますので、次に移らせ

ていただきたいと思います。

それでは、最後になりますけれども、事務局から今後のスケジュール、進め方について

ご説明をお願いいたしたいと思います。

○企画評価課長 資料５をごらんいただきたいと思います。１枚紙が入っていると思いま

すけれども、今後の協議会の進め方の事務局の考え方の案でございます。この資料にあり

ますとおり、協議会を、４月、５月、そして本日と３回開いてまいりました。今後の予定

といたしましては、今のところ、次回の第４回目の協議会を年明け、１月か２月ぐらいに

開きまして、行動計画の推進状況と、途中段階ではありますが、その時点での１年間の評

価について、意見交換をして、本年度の取組の結果と、その点検の結果を、18年度の第１

回目の協議会につなげ、来年度の行動計画に反映させる議論を、来年の１月、２月あたり

に行いたいという考えでおります。

ただ、来年１月、２月までの間、結構間があきますので、事務局といたしましては、下

の欄外に※印が書いてありますけれども、構成員の皆さんの意向等も伺いながら、具体的

な行動計画の進捗状況の議論だけではなくて、例えばあるテーマを設定して、有識者から

のヒアリングですとか、そういった勉強会的なものも、皆さんの意向を伺った上ですけれ

ども、できれば行うようなことも考えていきたいということで、この点につきましては、

幹事会とも相談しながら決めていきたいと、そんなことを考えております。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。

今後の進め方につきましては、今、事務局の方からご提案、ご説明のあったような形で

進めるということでよろしゅうございましょうか。

ありがとうございました。それでは、基本的には、資料５のような形で進めてまいりた

いと思います。

ただいま、事務局からの説明にもございましたけれども、有識者からのヒアリング、あ

るいは関係機関との意見交換等の取組とも関係するわけでございますけれども、行動計画
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の推進につきましては、行政の関係機関や生産者、食品産業、消費者といったそれぞれの

立場でご努力いただいているわけでございますけれども、ただ、団体相互に依存し合って

いるといいますか、あるいは補完し合うような形のものもあるわけでございまして、自分

の団体の取組で、どんなことができるかということもさることながら、ほかの関連の深い

団体、あるいは分野の方々への要望といいますか、こういったことを取り組んでいただく

と、私どもの方も非常に取り組みやすくなるという、こういうようなこともあるのではな

いかと感じております。

したがいまして、生産者、食品産業、あるいは消費者の各ジャンル別、あるいは問題の

項目別などに少し掘り下げて議論をするといった工夫も必要ではないかと考えております。

そういった問題意識もあって、ヒアリング、あるいは関係機関との意見交換等のご提案が

あったものと、こう理解しております。これにつきましては、団体の皆様方、あるいはそ

のほか関連の分野の方々にいろいろご協力をいただくことになるかと思いますので、その

節はよろしくお願いを申し上げたいと思います。

それでは、若干、予定の時間よりは早いわけでございますけれども、本日の会議はこれ

にて閉会といたします。どうもありがとうございました。


