
第４回食料自給率向上協議会議事録

日時：平成１８年３月２２日（水）１４：００～１６：００

場所：日本郵政公社（共用会議室Ｇ・Ｈ）

○生源寺会長 ２時には、まだ若干ありますけれども、この時間にお集まりいただけるご

予定の方、すべておそろいでございますので、ただいまから第４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、平成17年度の行動計画の推進状況とその評価などについて、ご議論をお願いし

たいと考えております。本日の会議でございますが、16時までを予定しております。効率

的かつ円滑な議事の進行にご協力をお願いいたしたいと思います。

本日は金子農林水産大臣政務官にご出席をいただいております。初めに、ごあいさつを

頂戴いたしたいと思います。

○金子農林水産大臣政務官 農林水産大臣政務官の金子でございます。どうぞよろしくお

願い申し上げます。

本日は第４回食料自給率向上協議会の開催に当たりまして、一言、ごあいさつを申し上

げたいと思います。皆様方におかれましては、年度末の大変お忙しい中にご出席をいただ

きまして、心より御礼申し上げます。食料自給率につきましては、この７年連続いたしま

して横ばいで推移しておりますけれども、その向上を図るためには各般の取組について目

標を明確にするとともに、取組の効果等について、不断に点検・検証を行うなど、工程管

理を徹底して行うことが必要であると思います。皆様方におかれましては、このような認

識のもと、本年度の行動計画に盛り込まれた各取組を実践してきていただいているところ

でございます。

本日は、こうした１年間の取組の推進状況を評価し、来年度の取組の実効性を高めてい

くための方策について、活発にご議論をお願いしたいと思います。

最後に、本日の議論が、18年度行動計画の策定につながる有意義なものとなりますよう

祈念いたしまして、簡単ではございますが、ごあいさつとさせていただきます。どうぞ、

よろしくお願い申し上げます。
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○生源寺会長 どうもありがとうございました。なお、金子農林水産大臣政務官におかれ

ましては、ご公務のためここでご退席になられます。ご了承いただきたいと思います。

それでは議事に入りたいと思います。お手元に事務局の方で用意していただきました17

年度食料自給率向上に向けた行動計画の推進状況と評価、それから17年度生産努力目標の

実現に向けた行動計画の推進状況と評価、この２つの資料がございます。

まず、この資料に基づきまして、事務局から順次、説明をお願いし、その後で意見交換

の時間を持ちたいと思います。

それでは、よろしくお願いいたします。

○企画評価課長 官房企画評価課長の今井でございます。

それでは、事務局の方で用意いたしました資料１の食料自給率向上に向けた行動計画の

推進状況と評価について、私の方から説明をさせていただきたいと思います。

まず、この資料の中身、性格ですけれども、今日が17年度最後の協議会ということもあ

りまして、昨年５月に策定いたしました行動計画に基づいて、協議会の各構成員の方々に

実践してもらってきた取組について、その効果と問題点を評価・検証する。そして、今後

の取組に当たって、改善すべき点は何であるかということを明らかにして、18年度の行動

。 。計画につなげていく そのような議論に資するよう用意した資料ということでございます

、 、 。まず 表紙をめくっていただきまして 表紙の裏の目次を見ていただきたいと思います

資料全体としては、時計文字のⅠの総括とⅡの各論で構成されております。

まず、各論の構成をご紹介しようと思います。例といたしまして、３ページをご覧いた

だきたいと思います。行動計画の重点事項７項目ありましたけれども、ここはそのうちの

食育の推進の項目について整理したところでございます。どういう構成になっているかと

いいますと、３ページの最初のところに、昨年の５月につくりました行動計画の内容と、

本年度の取組の実績を一覧にしてまとめてございます。

その次、５ページから７ページをご覧いただきたいと思いますけれども、ここでは各構

成員ごとに行動計画に盛り込んだ取組の内容と、それに対する実績と評価を整理してござ

います。例えば、５ページのところでいきますと、政府の取組としては、食事バランスガ

イドを作成して、その普及に向けて全国のブロック会議などが推進したといったことが整

理してあります。

６ページから７ページにかけましては、ＪＡ全中などの農業団体による学童農園等を活

用した食育の推進ですとか、フードサービス協会による地場産品への認識を深めるための
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試食会等の実施ですとか、消費科学連合会による食育講座の実施と、そういった各構成員

ごとの取組の推進状況が記述してございます。

そういったことを整理した上で、４ページの今後の取組の評価と今後の課題というとこ

ろでは、これら食育の推進という項目全体に関した17年度の取組の評価と、18年度以降の

課題というのが総括してあるという構成で、その他の重点項目についても、同じような構

成で整理してあるということでございます。各構成員の方々からは後ほど、それぞれの取

組状況の評価と今後の対応方法などについて、ご発言、ご議論いただきたいと考えており

ますけれども、その際には適宜、この各論の該当部分を活用いただければと考えておりま

す。

今、各論につきましては食育の例をとってご説明いたしましたけれども、これら行動計

画の７つの重点項目について、集約したものが時計文字Ⅰの総括という部分になっており

ます。私の方からは、その総括の部分を使いまして、この資料の全体像をご説明をさせて

いただくということにしたいと思います。

それでは、見開きの１ページと２ページをご覧いただきたいと思います。先ほどから申

し上げておりますように、行動計画の重点項目というのは７つございまして、食料消費面

では４項目、農業生産については３項目、整理されたところでございます。

まず、食料消費面の１つ目の項目であります食育の推進につきまして、本年度の行動計

画といたしましては、食事バランスガイドの策定とその普及啓発活動の推進ということに

していたところでございます。その取組の実績と成果といたしましては、６月に食事バラ

ンスガイドを決定し、その普及に努めてきた結果、１月時点における認知度が、目標では

20％としておりましたけれども、それを超える26％になったということでございます。そ

れに対する取組の評価と課題といたしましては、食育基本法に基づく食育推進基本計画を

３月中には策定することにしておりますけれども、それと整合をとりながら栄養バランス

にも優れている米を中心とした「日本型食生活」の実践を促すよう、取り組んでいくこと

が必要ではないかといったことでございます。

次に、２つ目の項目であります地産地消の推進ということにつきまして、本年度の行動

計画といたしましては、それぞれの地域での実践的な計画の策定を推進するということと

。 、 、しておりました その実績と成果といたしましては 目標どおりの600地区におきまして

地産地消推進計画が策定される見込みとなっております。これに対する評価と課題といた

しましては、本年度、計画が策定された地域におきまして、計画どおりに取組が推進され
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ているかどうか、そういう状況を把握した上で効果を点検・検証していくということが必

。 、 、 、要です その他の地域 まだ未策定のところにつきましては 新たに計画策定を推進して

国全体として面的な普及、波及を図っていくということが必要ではないかということでご

ざいます。

３点目の国産農産物の消費拡大につきましては、本年度の行動計画としては、これまで

品目別に行われてきました消費拡大の取組を、食育の推進と連携して一体的に推進すると

いうこととしておりました。しかしながら、実績を見ますと、食事バランスガイド等の活

用はなされているものの、会議やシンポジウムといった取組は依然として品目ごとに実施

されてきているということで、今後は、食育の取組と一層連携するということはもちろん

ですけれども、品目バラバラではなく、一体的かつ戦略的に「日本型食生活」の実践を促

すように推進していく必要があるのではないのかということでございます。

、 、続きまして ４点目の国産農産物に対する消費者の信頼の確保という点につきましては

行動計画といたしましては、適正農業規範の導入ですとか、食品表示の適正化等を推進す

るということにしていたところですけれども、その取組の実績と成果といたしましては、

適正農業規範に関しましては、目標を超える31道県で推進検討会が設置されたほか、食品

表示に関しましては、不適正表示率というのが15年度には25％程度あったものが、本年度

上半期の時点では15％程度に低減しているということなどを見ても、一定の成果があった

ということではないかということでございます。それに対する評価と課題といたしまして

は、消費者の信頼の確保に向けた取組を一層推進していくためにも、食品に対する消費者

の信頼の状況がどうなっているのかについて、改めて把握・分析した上で、各種の取組が

消費者の信頼確保にどのような効果を発揮しているのか検証しながら、推進していく必要

があるんではないのかということにしております。

続きまして、３の農業生産面の３項目でございますけれども、まず１点目の経営感覚に

優れた担い手による需要に即した生産の推進ということに関しましては、本年度の行動計

画といたしましては、担い手の育成確保のための全国的な運動の展開ということと、新た

な経営安定対策の制度の詳細の具体化ということにしておりました。取組の実績と成果と

いたしまして、担い手育成運動に関しましては、全都道府県で担い手育成総合支援協議会

が設置され、全国的な運動の展開を行いまして、昨年12月現在で認定農業者が19万程度に

なっているということでございます。新たな経営安定対策の制度に関しましては、19年産

、 、からの導入に向けまして 経営所得安定対策等大綱というものを昨年10月に決定した上で
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今国会に関係法案を提出し、審議が開始されているということでございます。今後の課題

といたしましては、新たな経営安定対策の対象者要件を満たす担い手を加速的に育成・確

保していくということと、本年秋には19年からの導入に向けた新しい対策の申請受付が開

始できるように、実務面での準備を進める必要があるということ、また、その育成・確保

した担い手というのが、より需要に即した生産を行えるように、優良事例の収集・分析な

どの情報提供を行っていく必要があるんではないのかということでございます。

生産面の２点目の食品産業と農業の連携の強化についてですけれども、行動計画といた

しましては、食料産業クラスターを形成するための協議会の設置と、産地ブランド新商品

。 、の事業化・商品化ということにしていたところです 取組の実績と成果といたしましては

５年間で45カ所設置することにしておりました食料産業クラスター協議会につきまして、

本年度19カ所で設置されたということと、あとは「食」と「農」の連携強化検討会におき

まして、今後の政策対応のあり方、方向性が取りまとめられたということでございます。

これに対する評価と課題といたしましては、クラスター協議会の設置というものを地場産

品を生かした産地ブランドの育成という「ものづくり」に結びつけていくということと、

あとは「食」と「農」の連携強化検討会で示された方向を、施策として早急に具体化して

いくということが必要ではないかということでございます。

生産面の３点目の効率的な農地利用の推進につきまして、本年度の行動計画といたしま

しては、農地の利用集積の推進、耕作放棄地対策の強化、飼料作物生産の推進といったこ

とを重点的に取り組むということにしていたところです。その実績と評価といたしまして

は、農地の利用集積の加速化や体系的な耕作放棄地対策の推進等に関しましては、基盤強

化促進法を改正、施行し、その周知に努めている段階ということ、飼料作物生産の推進に

つきましては、飼料増産重点地区について、２月に既存の91カ所に新たな地区を追加しま

して、目標の120カ所を超える137カ所に拡大しているということでございます。これに対

する評価と課題といたしましては、今後、その基盤強化促進法に基づく取組の徹底を図る

ということと、耕作放棄地解消などの成果についても点検・検証していくという必要があ

るということと、飼料増産重点地区について農地の効率的な利用ですとか、飼料自給率の

向上等への効果の検証を行いながら、その取組の拡大を図っていくことが必要ではないか

といったようなことでございます。

以上が、17年度食料自給率向上に向けた行動計画の推進状況と評価、各構成員の方々の

方から報告してもらったものを取りまとめたものでございますけれども、これらの各項目
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ごとの評価と課題を踏まえて、各項目共通の今後の方針として１ページの一番上の各項目

共通ということで、そこに３点ほどまとめてございます。

まず第１点は、各項目の目標につきまして、本年度も数値目標をなるべく設定して取り

組んできたわけですけれども、その目標が達成されたということと、食料自給率が向上す

るということとの関係が必ずしも明確になっていないんではないかという点がございま

す。やむを得ない点はあるものの、今後、なるべくそれぞれの取組の目標が、自給率の向

上にどういうふうに結びつくのかというその関係を、もう少し明確に意識した上で、目標

設定する必要があるんではないのかというのが、１点目の評価でございます。

２点目は、その際、各項目における行動主体ごとの個別の取組について、定量的に目標

設定する必要があるということと、年度途中であっても、その評価ができるんであれば、

年度途中であっても点検・検証を行いながら、さらに取組を進めていく必要があるんでは

ないのかとということであります。

３点目は、それぞれの項目相互の関係ということですけれども、例えばその食育の推進

ということと、地産地消の推進というのが関係しているということ、また、地産地消の推

進ということと、食品産業と農業の連携強化というのも、密接に関連しているということ

もありまして、今後、会議ですとか、イベントですとか、そういうものを関係者が連携し

て共同開催をするですとか、取組の横断的な工夫をしていく必要もあるんではないのかと

いうことが、事務局の方でまとめた本年度の評価と推進状況ということでございます。

私の方からの資料の説明は以上でございます。

○生源寺会長 それでは、引き続き、これは生産局の方からお願いいたします。

○生産局総務課生産政策室長 生産局の塩谷でございます。お手元の資料、平成17年度生

産努力目標の実現に向けた行動計画の推進状況と評価という資料を見ていただきたいと思

います。

資料の構成は先ほど説明のあった本体の行動計画の資料と同様の構成にしております。

総括表のところで説明させていただきたいと思います。

見開きの１ページ目、２ページ目を見ていただければというふうに思います。まず最初

に、共通項目としてお断りしておかなくてはいけないのは、この資料では、生産面、特に

品目別に行動計画をつくり、評価しているわけですけれども、品目別の基本的な指標が明

らかになるのが、今年の夏以降になると、統計が遅れるということから、今回、評価・課

題を整理しておりますけれども、それはとりあえずのものでありまして、夏以降、また見
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直していく必要があるということでございます。それから当然でございますが、全体の食

料自給率の向上の達成のためには、食育だとか地産地消等の消費拡大対策、それから生産

面の全体の課題、それからこの品目別の対策というのをあわせて取り組む必要があるとい

うことになっておりまして、両輪の資料になっているということであります。

さらに、品目別対策の特徴といたしまして、どうしても個々の品目について新技術の開

発・導入というのが重要になってくるんですけれども、これ、非常に個々の作物ごとに多

くございますので、これは今回の説明では割愛させてもらいたいと思いまして、総括表は

技術開発の方を落とした形での整理になっております。

個別の項目に入らせていただきます。稲、麦、大豆ということで１つまとめてございま

す。17年度行動計画につきましては、主に麦、大豆を考えまして実需者ニーズに即応した

生産ということがございます。それから稲をイメージいたしまして、担い手の育成の目標

を定めるという目標がありまして、それに合わせてそれぞれ計画づくりをやっているとい

うことでございます。取組の実績にありますように、麦・大豆主体で主産地で産地強化計

画というのをつくっておりまして、これは実需者とも連携しながらどんな品種をつくって

いけばいいのかといったことを含んだ計画をつくっておりまして、計画は麦で８割、大豆

で７割程度をカバーしております。それから２点目といたしまして、カントリーエレベー

ター、大規模な乾燥・調製施設でございますけれども、これがある産地につきまして、こ

のカントリーエレベーターを活用して担い手を優遇するといった取組を進めておりまし

て、その計画のカバー率が98％になっているということでございます。取組の評価と課題

につきましては、計画づくりそのものは順調に進んでいて、ほぼ主産地をカバーしていま

すので今後はこの計画に従って実現していく、実際に移していくということが大切なこと

になっていくと考えています。

次に、カンショ・バレイショにつきましてですが、これも実需者ニーズに即応するとい

うことをブレイクダウンして行動計画に書いてございまして、加工適正の高い品種を普及

。 、 、していくということが目標でございました 食品加工業者に入っていただきまして 現在

39系統、用途でいうと133の用途について評価を行っておりまして、それぞれ例えばカン

ショでいきますと、焼酎向けのどんな品種がいいのかといったことを選ぶ作業をしておる

ということでございます。これの評価につきましては、加工業者からはもっと多くの系統

を対象にして加工適正を見てほしいということを言われておりまして、さらに規模を大き

くした形で評価を進めてまいりたいというふうに考えております。
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次に砂糖でございます。てん菜・サトウキビでございます。北海道のてん菜につきまし

ては、コスト面が課題になっておりまして、直播栽培技術の確立と、現在５％程度の普及

率でございますけれども、これを広めていきたいということが１点でございます。サトウ

キビにつきましては、沖縄等の島しょ部でつくっておるんですけれども、生産が減ってき

ているということから、これを何とか増産しようということが行動計画に書いてございま

して、具体的な取組といたしましては、直播については研究機関と連携して開発・普及を

やっていくと、苗立ちが悪いといった問題がございまして、これに取り組んでおるところ

でございます。サトウキビにつきましては、増産プロジェクトという基本方針をつくりま

して、各島ごとに担い手を育てるといった点も含めた広範な計画を３月末までにつくるこ

とになっておるということです。ただ、島ですので、規模拡大するというのはなかなか難

しいので、集団的な取組を中心にして進めていくということにいたしまして、今後の課題

としましては、こういった計画を着実に実施していくということになります。

４番目、お茶です。お茶は農業セクターの中でも比較的うまくいっているセクターであ

りますけれども、17年度行動計画の中では品種構成の適正化というのと、高付加価値化の

ための栽培技術の高度化というのをうたっております。品種構成につきましては、約85％

「 」 、 、が やぶきた という１つの品種になっていまして 味が単調になりがちだということと

作業が集中して生産コストを下げるのが難しいという問題がございまして、品種構成を多

様化するというのが課題になっていまして、優良品種の実証ほを設置して 「ゆたかみど、

り」などの新しい品種を導入するようなことを進めております。高付加価値化の中では、

無農薬栽培というのを取り上げてございますけれども、90カ所で実証ほを設置して進めて

おるということでございます。今後の課題ですけれども、今「やぶきた」になれてしまっ

ている加工流通業者が「やぶきた」がいいということを強く言っていまして、そういった

加工流通業者の人も入ってもらって 「やぶきた」を変えていかなければならないんだと、

いうことの理解を醸成していくといったことが、今後必要になってくるというふうに考え

ております。

５点目、野菜ですけれども、野菜につきましては、今輸入野菜が入ってくるということ

から、個々産地ごとに輸入野菜に対抗するための計画づくりということを進めておりまし

て、２月末現在で804の計画ができておるということです。加工業務用需要、これは大体

野菜の需要の半分以上が加工業務用の需要になっていますけれども、ここの部分で輸入品

が多く使われるという問題がございます。加工需要を国内生産が余り満たしていないとい
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うことがございまして、加工業務用の需要の求めている用途、品目について、ブロック別

に情報交換会を開催して、これの結びつけを進めていくということをやっていくことにな

っていまして、計画づくり自体は順調なんですけれども、その実際に目に見える数字とし

て成果を出していくような取組を、今後進めていく必要があるということでございます。

、 、 、 、１ページ下の方に移りまして 果実ですけれども 果実につきましては 特に優良品種

品目への転換ということが重要な行動計画の課題になっておりまして、産地構造改革計画

づくりを進めています。特に、温州ミカンが過剰であるということがあって、より高く売

れる晩柑類の方にシフトしようということが背景にございまして、現在、温州ミカンの栽

培面積の約４割程度をカバーする計画ができております。今後は、落葉果樹の方も計画づ

くりを進めていくということと、計画に従いまして、品目の転換ということを順調に進め

ていくという２点が今後の課題というふうに考えております。

次に畜産部門に移ります。生乳の方ですけれども、17年度行動計画の課題として、乳牛

の能力向上というのが書いてございます。これは、毎年毎年必ずやっていかなくてはいけ

ない課題ということになっています。牛の食べる量は同じですけれども、牛の遺伝的な資

質によって出る乳量が違うので、１頭当たりの乳量をいかに多くするのかということが生

乳の場合、一番コストに影響があります。このため、継続的に遺伝的能力の評価を実施し

ております。横にありますけれども、その評価といたしましては乳用牛の能力そのものは

着実に向上してきていて、世界でもトップクラスにあるということが言われております。

２点目の課題といたしまして、生乳が余りぎみであるということもありますので、加工向

け、チーズ向けの生乳供給の拡大ということが課題として挙げておりまして、ナチュラル

、 。チーズコンクールを開催する等で 加工向けの供給を拡大する取組を行ってまいりました

その成果といたしまして、対前年で６％程度、チーズ向けの生乳の供給量が増加しており

ます。またクリーム向けも７％程度、16年に比べて17年が増えているといった成果が出て

おります。

肉牛、牛肉につきましても、生乳と同様の課題がございまして、肉牛の能力向上、これ

も着実に進めておるということですね。それから牛肉につきましては、ＢＳＥの発生した

関係で輸入牛肉の量が減っているといったことがございまして、これをカバーするために

肉用牛の増頭ということに取り組んでおります。具体的には耕作放棄地での放牧等を進展

してきております。それからやっぱり輸入の肉は大体そうなんですが、部位別にそれぞれ

需要に応えて供給がされております。ところが国産の方はある程度、塊でしか供給できな
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いということがございまして、食肉処理施設にミートセンターのような機能をつけて、部

位別に供給できるようにすることに取り組んでいまして、これは牛、豚、鶏肉共通でござ

、 。いますけれども こういった処理施設の整備を段階的に進めているということであります

豚、鶏も同様の流れになっております。

最後に自給飼料です。自給飼料は本体の方の説明の中で、飼料自給率の飼料作物生産の

増産ということで説明がございましたが、ここではもう１点、２点目として食品残さを飼

料化して供給するということが書いてございまして、これは17年度から新たな取組として

やっております。食品残さの飼料化のマニュアルというのをつくっております。これは残

さを使った場合の安全性に不安がないようにということで、マニュアルをつくっておると

いうことであります。今後の課題といたしましては、残さを使った肉というのに対する評

価がまだ確立していないと。簡単に言うと、その残飯を食べさせてつくったのかみたいな

ことを言われておりますので、まずそういったことの理解の醸成を図ることが必要だろう

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。それでは残りの時間を意見交換、あるい

は今のご説明へのご質問等もあっていいかと思いますけれども、そういった形で進めてま

いりたいと思います。

議論が散漫にならないように、消費面と生産面とに分けて、前半消費面、後半生産面と

おおよそそういった形で議論を進めたいと思います。なお、途中で退席される等のご事情

がある場合は、両方について早めにご発言いただいてももちろん結構でございます。

今井課長の方から説明のありました最初の資料１の１ページ、２ページに、今私が消費

面、生産面と申しましたけれども、大きく消費面についてはこういった項目が、また生産

面についてはこういう項目が当てはまるということでございますので、こういったことを

念頭に置いて、どうぞご自由にご発言いただきたいとこう思います。特にこの１年間の取

組を振り返っていただきまして、その評価、あるいは残された課題、または今後の取組へ

の方針などについてご発言をいただければ、今後のためにも大変有益ではないかと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

まず、食料の消費面を中心にご発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。ど

なたからでも、どんなことでも結構でございますので、どうぞ遠慮なくご発言いただけれ

ばと思います。
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それでは、べんとう振興協会。組織の名称、非常に長い組織が多ございますので、多少

略語のような格好になるかもしれませんけれども、あらかじめおわび申し上げておきたい

と思います。それではべんとう振興協会の方からお願いいたします。

○日本べんとう振興協会 べんとう振興協会の野老でございます。消費面ということでご

ざいますが、最初に１つ感想ですけれども、食事バランスガイドの認知度、目標20％に対

して26％、正直言ってちょっと高いなと。もし本当だったらよくここまで認知されたもん

だなというふうに思うんですけれども、一方においては、ちょっと本当かなという気持ち

も相当ございます。それはそれとしまして、食事バランスガイドをここまできたというこ

とは、非常に喜ばしいことであろうかと思います。１つ各項目共通のところで、ちょっと

気になっているところなんですが、食料自給率の向上との因果関係をより明確にするとい

うそういう議論が出ています。この会議は食料自給率向上協議会でありまして、もとより

食料自給率の向上を供給面、それから需給面でどうしたら達成できるかというところが視

点にあったはずでございますけれども、この１年間、ここの視点といいますか、中核とな

るような視点、ビューポイントが不足していたというそういうふうに読めてしまうんです

けれども、これちょっといかがかなという気がします。これはもう当然にやっていかなけ

ればいけないことであろうかというふうに思います。

それから、食料、消費面ということでありますが、ちょっと足を出しまして、生産面の

方に行ってしまうんですが、こちらの方もやはりそれで食料自給率の向上との因果関係と

いうことが、より明確になっていくべきではないんだろうかというのが、私の意見でござ

います。と申しますのは、いろいろな項目ございます。例えば技術面等でございますけれ

ども、大変積極的に新品種の開発等をやっていらっしゃると思いますけれども、ややもす

ると、場当たり的というような感じもなきにしもあらずでございまして、この報告を見て

、 、いる限りにおいては 野菜のところで１つ競争力の高いというそういう認識がありますし

果実のところで優良品目あるいは品種への転換というような、そういう行動計画とその成

果が述べられているわけでございますけれども、やはり生産面においても日本の国土面、

あるいは気候面、そこにおのずと制限があるはずでございますので、日本の農業全体とし

て国際競争の真っただ中にあって、はっきりとした戦略眼を持ってやった方がいいんでは

ないのか。同じ土俵でアメリカと闘ってもしようがないんではないかという部分もあろう

かと思いますので、ちょっと言葉が過ぎたらお許しいただきたいんですが、その辺、流通

開発面においても、はっきりとした戦略を持ってやられた方がいいんではないかという意
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見でございます。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。幾つか役所の方からコメントいただきたいよう

、 、 、なご発言もございましたけれども 後ほど幾つかのご発言について まとめてご回答なり

コメントいただきたいと思います。

食料消費と申し上げましたけれども、表示の問題ですとか、あるいは食育の問題等も含

めてということでございますので、どうぞご発言をお願いいたします。いかがでしょうか

それでは吉水構成員どうぞ。

○吉水構成員 遅れましてすみません、また３時くらいにはおいとましなければいけない

ので、簡単な感想を述べさせていただきます。

目標管理的に数値ですとか、達成基準とかを定めて着々と進んでいるという印象なんで

すけれども、もちろんいろいろな協議会とか、そのミーティングの開催、あるいはＰＲ活

動というのも大事だとは思いますし、それに向かっていろいろな方面の方がご努力なさっ

ているということも理解いたしました。

１つ、消費者調査などをやっている立場から思うのは、例えば農産物ですとか普段食べ

、 、 、る物の関心が今すごく高まっていて それを認知する場というのが 例えば生協ですとか

いろいろな野菜の宅配、素材の宅配ですね。そういうものについてくる、これはどこどこ

でとれて、だれだれがつくってといったような情報だったりするものが、どうも一番主婦

の方には現実味を持って認知されているような感じがしておりまして、そういった大きな

ＰＲ活動のほかに、消費の場面に直結したその場でのＰＲ活動、啓蒙活動というものが、

より一層大切なのではないかと。例えば、ファミレスとか外食産業で、何カロリーとか、

カルシウムが何グラム含まれていますというような表示って、結構見ますよね。それと同

様な感じで、これはどこでどういう人がつくって、結果それを選択することによって、農

業の発展ですとか、食料自給率に貢献するんだというような、日々のＰＲ活動といいます

か、そういう告知活動というものが重要ではないかなと思いました。単純な感想でござい

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。

日生協、よろしくお願いいたします。

○日本生活協同組合連合会 日本生協連の藤井と申します。本日は副会長の山下が来るべ

きところですが、理事会等があって欠席ということで、まずおわびを申し上げます。
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それで今、吉水構成員の方から生協のカタログのこともコメントいただきましたので、

あわせてコメントしたいというふうに思っていますが、生協は約700万の組合員に毎週カ

タログを配付して、食品を中心に商品を提供しています。今年の４月にある生協では食事

バランスガイドをチラシの全面に掲げて取り組みます。その中では、どんな朝食、昼食、

夕食がいいのかという１日の食事のバランスを提案するような、そのような紙面の提供な

どもしていく予定にしています。食品事業者として、ただバランスガイドを普及すればい

いということではなくて、そのバランスガイドに沿ってどういう提案をするのかというも

のが、食事バランスガイドの活用では求められているのではないかなというふうに思って

います。

総括の食育のところで、１点だけコメントさせていただきたいのですが、食事バランス

ガイド等の普及を通じながら、健全な食生活の啓蒙なり、提案なりということは非常に進

めていくべきだというふうに思っています。そのことが結果として日本型の食生活なりを

見直させて、自給率向上につながっていくということは大いに期待することはあったとし

ても、食育を自給率向上と余り強調してくっつけるのはどうなのかなという気はしていま

す。食事のバランスというのは栄養バランスを上手にとりましょうということであって、

米を一生懸命食べろということではなくて、米も含めた炭水化物をどうとるのかと、そう

いう提案だと思っています。日本型食生活の注目をさらにしてもらうとか、自分の食生活

を振り返ってもらうという意味で、食育の重要性は非常に大切だと思いますが、それを自

給率の、ある意味打出の小槌的な手段に使われるのは、消費者の側からすると非常に違和

感があります。米の消費拡大策などの自給率向上対策は、２番目の地産地消とか、それか

ら「食」と「農」の連携とか、そういうふうなことを通じながら、食事のバランスについ

て配慮する、消費者にいろいろなアプローチをしていくんだ、そういうような姿勢でぜひ

。 。自給率の問題は取り組んでいくべきではないかなというふうに思います ここは意見です

○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。

主婦連、あるいは食生活協会あたりからございますか。それでは、食生活協会の方から

よろしくお願いいたします。

○日本食生活協会 今、隣の生協の方からのお話、ちょっと反論するわけではございませ

んけれども、昭和55年代の日本型食生活にということの、それから食品の自給率を向上さ

せよという形の取組ということに対しては、健康という問題を考えたときの生活習慣病の

予防ということを考えると、私は日本型食生活という形を進めていくしかないのかなとい
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うふうに思います。まずはその中で、ちょっと疑問を感じましたのは食事バランスガイド

の認知度が既に26％になっていると。たしかこの食事バランスガイドが始まりましたのは

食生活指針というものの認知度が低いということから、この食事バランスガイドをつくっ

て、これを広げていこうではないかということで決めたような記憶があります。そういう

中で、食事バランスガイドは１つの手段でありまして、食生活指針を推進していくことが

日本型食生活の趣旨にかなっているのではないかというふうに思います。

そういう中で、私どもは全国に各県協議会がございますが、すでに食事バランスガイド

の講習会を終わりました。22万会員がおりますけれども、やった中で感じましたのは、食

事バランスガイドと地産地消をどのようにくっつけようかということでお話をしながら、

食事バランスガイドの中に地方のそれぞれの郷土料理を取り入れた、食事バランスガイド

をつくっていこうではないかということを取り組みました。そういうことで、一人一人の

会員が地域の皆様に、この食事バランスガイドというものはどういうものかということを

広げようということでの活動は、この17年にやったつもりでございます。そういう中で、

今度は食育という形で、環境とかそういうすべてのものを入れた東京発地方、私どもはや

やもしますと、東京で考えて、東京で発信しますけれども、やはり東京で発信したものが

地方にも見合うようなもの、それをやはり提供しないと地域には密着しませんし、それか

、 、ら食料自給率と言っても 何で自給率を高めるのだというある程度具体的なものがないと

住民としても受けとめ方が皆さんバラバラですから、取組がいかがなものかと思います。

それからもう一つは、学校の方も現在週の2.9日が米飯給食でございますから、その辺

が１日増えると、若干米も消費拡大になるかなという思いがあります。いろいろな諸事情

があるのだろうと思いますけれども。もう一つもとに戻りますが、食事バランスガイドの

中で、最終的なところにいろいろな対象別の中で不足するものというのが野菜となってい

るのです。そういう中で、食料自給率の問題からいくと、野菜の加工業務用の物はすべて

規格外品で対応するというような形のものが主流になっているのではないかと思います

、 、 、が これが規格内の物もこのような形で対応していただくと 輸入という形の部分が若干

単価の問題もありましょうけれども、回収できるのではないか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。それでは主婦連の方からお願いいたします。

○主婦連合会 いろいろな課題があると思うんですけれども、例えばその１つとして、食
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品表示の適正化というのが17年度の行動計画、国産農産物に対する消費者の信頼の確保と

いうところで出ております。確かに、食品の表示、今まで10年ぐらい前から思いますと、

行き届いてきたということは言えると思うんです。ただ、１つ言えますのは、基準なりそ

の規格が決まっている物に対して、それに合っているかどうかということで、それに違反

していなければ、その規格に合格していれば、問題がないというのではなくて、決められ

た基準なり規格なりというもの自身が、消費者にとって、私どももいろいろな表示の決め

る場に出ておりますけれども、満足のいくものになっていないということがあります。そ

うしますと、よく表示についての市販品の調査なんていうのがありますけれども、違反の

物が出てこなければ、それで100点満点という結果になってしまうんですけれども、それ

で消費者が本当にそれで満足しているかというと、決してそうではないというような経験

をしておりますので、やはり適正化というのは基準、規格の決め方というものもまず最初

にあって、なおかつ偽装表示はとんでもないと、決められた表示がきちんとされていると

いうこと、その２つの面があるということを発言しておきたいと思います。それから、今

日のご説明を聞いておりまして、例えばお茶のところで、無農薬栽培の技術の導入とか。

○生源寺会長 これは資料の２の方ということですね。

○主婦連合会 はい、そうです。あちこち飛んで申しわけないですけれども、それから、

資料２の取組の評価と今後の課題のところの、食品の残さの飼料化というようなお話も出

ておりまして、やはりこれは環境問題、食の問題と環境の問題というので、環境問題とい

うのはもう消費者にとりましては、どの分野においても関心を持って、そしてこれからど

うしていかなければいけないのか、消費者としてどういうことをやっていかなければいけ

ないのかというのは、運動の中で取り組んでいかなければならないという自覚を非常に強

く持っております。ですから、自給率の問題の中ででも、環境問題との関連というのは、

例えば持続可能な農業、あるいは環境保全、有機農業というところ、いろいろ別なところ

でそういう政策なり、支援ということが打ち出されてはおりますけれども、やはりこの場

でも環境問題というのを、どの点についても視点の中に入れた政策というものをぜひお願

いしておきたいと思います。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。このあたりで、役所の方から幾つかコメントが

あるかもしれません。できるだけ手短にお願いいたしたいと思いますが。

それでは生産局審議官。
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○生産局審議官 生産サイドの方から先に。答えになっているかどうかわかりませんけれ

ども、説明させていただきます。

まず、今、主婦連合会の和田さんの方からお茶、飼料、どちらも環境面で、例えば、お

茶ですと無農薬栽培についての言及がございましたし、飼料では食品残さを使っての飼料

化ということで、言及をされております。これはおっしゃるとおり、どちらも環境面とい

う意味で意味があろうと思います。我々もこれは進めていきたいと思っておりますが、特

に食品残さの飼料化ということにつきましては、安全性ということを何よりもやっぱり気

をつけていかなければいけないと思っていますので、そのマニュアルをつくったところで

ございますけれども、それの安全面からの指導の手引きですとか、そういったものもやっ

ていきたいと思いますし、お茶につきましても無農薬栽培についてはマニュアルを作成を

して、やはり無農薬で病気を発生させてしまっては元も子もありませんから、その辺しっ

かり生産面でも問題のないような生産をしていきたいというふうに思っていまして、その

辺の指導等を進めていきたいというふうに思っております。

それから、食生活協会の方から野菜の、特に自給率向上の面からいいますと、おっしゃ

るとおり加工・業務用向けの野菜を国産、今これ輸入が26％ほど占めております。野菜の

自給率を落としているのはこの部分でございまして、ここを国産に挽回をしていきたいと

いうふうに思っております。ご指摘のとおり従前ですと、ややもすれば規格外を加工・業

務用にという傾向、なきにしもあらずでございます。実は中で例えば地産地消の会議なん

かやったときには、専門家の方から指摘を受けております。実際に使う側からすると、規

格外というのはかえって使いにくいんだと。その加工向けは非常にコスト安く、できるだ

けスピードよくカットしていかなければいけないのに、そういう規格外のものが入ってい

くと、かえってそれがもう効率落ちるんだと。むしろ、加工・業務用に向いた規格という

ことで生産をしてもらわないと受けられないというようなご指摘もございます。そういっ

たことも十分意図して加工・業務用の取組をしていきたい。

ちょっとＰＲになりますけれども、２月でしたか頭に東京フォーラムで初めて野菜フェ

スティバルというのをやりまして、業務用を扱っている方と、産地のお見合いなんかもし

。 。たところでございます 今後ともこのような取組を強化をしていきたいと思っております

それからべんとう振興協会さんの方から、品種開発についてちょっと場当たりではない

かというご指摘ございます。こちらは一般論になってしまいますけれども、品種開発、や

はり実需者の方と、それから生産のどういうものをつくりたいかというところの、十分な
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コンセンサスをやりながらやってきているところでございますけれども、やはり先ほどち

ょっと塩谷室長の方から説明いたしましたように、物によりましては、従前から使ってい

るものをどうしても使いたいということから、なかなか品種更新が進まないケースもござ

います。そのようなところを粘り強くやっていきたいと思っております。

また、永年作物、お茶ですとかあるいは果樹につきましては、若干時間がかかるという

こともちょっとご理解をいただきたいなと思っております。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他、バランスガイドの認知度の話がござい

ました。

○消費・安全局審議官 消費バランスガイドの認知度について、26％という数字、一応書

いてありますけれども、高いんではないかというお話ございましたが、これちょっと調査

の詳細を申し上げますと、これはアンケート調査、これは郵送方式で、東京、近畿圏、地

方圏の20から70歳の男女に2,100人の方にお送りをして、有効回答率が大体９割弱なんで

すけれども、その中で内容を含めて知っている、あるいは名前程度は聞いたことがあるで

26％。細かく見ますと、名前程度は聞いたことがあるということでお答えになっている方

は18.5％ありまして、なんか聞いたことがあるなという方は多分知っているというふうに

お答えになっているわけですから、まあそういう数字になったのかなというふうに思いま

す。

それからもう一つは食育とそれから自給率の関係で、幾つかご議論が出ました。これは

食料・農業・農村基本計画を決めるときにいろいろ議論ございましたし、今月末に今度は

食育基本計画をつくるということで、政府全体でやっている最中でございますが、お話あ

ったように、食育そのもので自給率を高めるということでは、もちろん今の食育基本法に

もそのようには書いておりません。ただ、食育を進めていく中では、食事についてこの国

で教えていくということについては、国籍不明の食事教育をやるわけにはいかないんで、

当然、日本での食育になりますから、当然日本での食材が中心になるだろうと。そういう

ことをやっていけば、自然に食料自給率でも段々長い目で見れば、上がっていくんではな

いかと見ているところであります。

それから、食育基本計画そのもので、今、案をパブリックコメントに出しておりますけ

れども、その中では食事バランスガイドとか、それから食生活指針というのは、これは食

事に関してのどういう食事をしていったらいいかという１つの道具、ツールであります。

ですから、一生懸命普及していくということ自体がどういう食事をするかということに対
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、 、して必ずしも明快に言っているわけではないわけですけれども 今度の食育基本計画では

それはツールとして、では何をするのかということについては、日本型の食生活を実践し

ていくということを普及していくんだということを明快に出しております。そういった意

味では、長い目で見て、その自給率への影響が出てくるんではないかというように見てお

ります。

○生源寺会長 どうもありがとうございました。それでは、先ほど手が挙がっておりまし

た米穀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 私どもの団体、しばらく前までは全国米穀協会ということ

で、お米の消費拡大を中心に、日本型食生活の普及ということで、既に四半世紀ばかり取

り組んでまいっております。

今回は、自給率向上の問題もございますし、それから食事バランスガイドというものも

つくられました。機構としては、本年もテレビとか、あるいは日本医師会さんとの共催の

事業とか、あるいは栄養士会さんとの共催の事業とかをやってまいった上での感じたこと

を申し上げさせていただきます。食事バランスガイドというのができたことで、以前の食

生活指針よりもより中身が具体的になったということで、私どもも消費者や栄養士さん方

にお米をの有用性をお話をする際に、かなり話がしやすくなったというところはあると思

いますので、私ども自身も頑張りますけれども、全体にバランスガイドの認知というか、

そこのところを高めていただければ、より一層私どもの活動にもまたよい効果が及ぶので

はないかということが１点でございます。

それから栄養士さん方も今回のこのバランスガイドについては、非常にご関心を持って

おられるところがあります。栄養士の方々もいろいろな仕事の展開の中で、いいツールと

いうかいろいろな使い勝手の良いものはないかと探しておられることもありますので、よ

く栄養士さん方も活用してという分野が、残されているんではないかというふうに思いま

す。

それから、医師会さんと一緒にいろいろお米の消費拡大に関連するお話をしている中で

は、やはり自給率の向上という問題をお医者さん方にいろいろ投げかけて見ますと、結構

それなりにシンパシーというか、結構好意的な反応もあるようでございます。もっと自給

率の向上ということを強く打ち出した方が、なんか食生活は自由だというような基本があ

ると、やはり今日の食生活のある種の乱れというのは、自由と豊かさの中に醸成されたも

のであるというような面も１つ考え直す面もあるんではないかと思います。本日行われて
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いるような会合も、継続ということが大事です。余り頻繁にやられて短期的に結果がどう

だどうだと言われますと、私どもも段々疲れてきてしまう面もあるので、やっぱりこうし

た活動というのは、長い目で見て継続してやるということも大切であるということを踏ま

えてひとつよろしく加味した運営をお願いをしたいと思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。食品の流通、あるいは外食関係の組織団体はい

かがでございましょうか。何かございますか。あるいはお米の関係のところでも結構であ

りますけれども。それでは食品流通促進機構、お願いします。

○食品流通構造改善促進機構 私どもの方でも流通サイドで何ができるかということで、

いろいろ検討しまして、やはり食育の推進、あるいは地産地消の推進、あるいは消費拡大

といった面でやはり流通関係者に対する普及といいますか、啓蒙、普及兼啓発活動が大事

だということで、機会をとらえまして、いろいろな説明会でありますとか、それから普及

啓発のためのパンフレットの配布とかといったことに取り組んでまいりました。それから

食品表示につきましても、これは非常に流通関係者が正しい表示をするということが大切

でございますので、表示につきましても、いろいろな啓発活動を実施しております。

こういったところで、どういった効果が出てくるのかというのはなかなか先ほど行政の

方でも言われましたけれども、長期的に見てやっていくしかないのかなというふうに思っ

ております。いずれにしましても、消費者サイドでの選択の中で、いろいろ自給率等も改

善しているというふうに考えられますので、引き続きそういった取組が大事かなと思いま

す。特にそういう意味では、消費者に直接接しておられるチェーンストアとかそういった

ところの取組もまた大事になってくるのかなと思っております。

○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。それではチ

ェーンストア協会、お願いします。

○日本チェーンストア協会 日本チェーンストア協会でございます。食育の件でございま

すけれども、先ほど米穀機構の方からもお話ありましたけれども、やっぱり食生活指針と

いうのはどちらかというと抽象的でありまして、では具体的にどう食べたらいいのかとい

うのはよくわからなかったということもございまして、なかなか普及が進まなかったんだ

ろうと思っております。

その点、食事バランスガイドは具体的に書いておりまして、非常に使いやすいというよ

うなことがございます。私どもは、バランスガイドができてから、協会で一生懸命取り組

もうということで、リーフレット、啓蒙カードを各100万部ずつ合計200万部作成し、会員
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店舗の店頭で配布しました。消費者はもとより、意外だったのは大学の方から４月に新入

生が来るんだけれども、新入生全員に配付したいとか、それから学校、それから保健所、

その他私ども需要者としてあまり想定しなかったところからも照会がございまして、食事

バランスガイドへの関心というのは、非常に高いんだなということを認識した次第でござ

います。それで、私どもの会員社は、全国展開しているわけでございますけれども、どち

らかというと、東京等大都市の方に店舗網が多いわけでございまして、そういうことで認

知度はたしか26％は高いという話がありましたけれども、調査は先ほど審議官の方から東

京等大都市圏中心と聞きましたが、そういうことも反映しているのかなというようなこと

を感じた次第でございます。

それで今後についてでございますけれども、今年度は私ども１月を中心にやったわけで

ございます。食事バランスガイドをまず知っていただくことが重要だと思って、バランス

ガイドを中心にやってまいりました。会員企業の中には、レシピなど、メニュー提案に着

手したところとか、実際の売り場でその弁当とか惣菜が何サービングなのかというような

ことを試行的に表示したりするなどの取組もやっておりますので、そういうようなことを

水平展開といいますか、他社にも広げていくことに取り組んでいきたいなというふうに考

えているところでございます。

以上です。

。 、 。○生源寺会長 ありがとうございました それでは食品産業センター お願いいたします

○食品産業センター 食品産業の立場から申しますと、国内の農産物というのは非常に質

もよくて、高く評価しており、私どももできれば使いたいということでやっております。

ただ、そういう形の中で安定供給ができるかというような課題を抱えておりますが、これ

は物量なり、あるいは価格なり、質の問題というのを含めて考えておりますが、できれば

使っていきたいというようなことであります。

今、食育関係でやっております中で、特に消費者の方にどういうふうに接するかという

のが一番１つの大きな課題でございまして、私どもそれぞれの企業からいきますと、全体

の消費者の方を相手にするということよりは、むしろそれぞれ工場見学等に来られた方々

とか、そういう方にどういうものについてどう接して、どう説明していったらいいかとい

うような非常に地道な活動をやっております。また、今、食事のバランスガイドというよ

、 、うなことが言われておりますが 企業ということからできることということでありますと

例えば単身世帯の方に、どう食事のバランスをとってやっていただいたらいいかというよ
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うなことの中で、主要なものは１つに偏るんではなくて、色をつけてはっきりさせようと

か、そういうような形の中でやっており、これは非常に好評を博しております。企業の立

場からそれぞれの立場でいろいろな面で取り組んでいるというようなことでやっておりま

す。

、 、 、それから 食農連携の問題なんですが これもできるだけかけ声倒れにならないように

今、非常にいい事業を仕組んでいただいております。地域地域で産学間でどうやっていく

かというようなことで、取組をさせておりまして、地域発全国というようなことで、むし

ろ全国からというよりも地域の中からの取組というものを、どう全国に理解していただけ

るかというような形の中で取組をさせていただいております。これからもしっかりやって

いきたいなと思っておりますが、やっぱり重要なのは各項目共通で、例えば関係者の連携

のもとと書いてございますが、この問題というのは一番重要で、例えばではなくて、やっ

ぱり関連する消費者の方もそうですし、流通の方もそうですし、もちろん生産者の方もあ

りますし、企業もそうなんですが、これはやっぱりどうみんなで共同して連携をとってや

っていけるかというようなことが、これ一番大きな課題ではないかというふうに思ってお

ります。その仕組みをどんな形でつくっていって、どうするのかと。それぞれ立場はある

、 、 、のですが 私はここのところはむしろ例えではなくて 本当に関係者が連携をとるという

その連携の取り方というのがこれからこういうものを進めていく上で、一番重要ではない

かというふうに思っておりまして、そういうような面で、これはなかなか企業サイドだけ

ではできない部分もありますので、この辺のところは、国の方でも十分音頭をとっていた

だいて、対応させていただければというふうに思っております。

以上であります。

○生源寺会長 ありがとうございました。食料の消費ということでございましたので、フ

ードチェーンの比較的川下といいますか、消費あるいは流通の立場からのご発言が多かっ

たと思いますけれども、農業の生産の現場に近い構成員の方から、何か消費面についての

ご発言があれば受けたいと思いますけれども、いかがでしょうか。それでは全中。

○全国農協協同組合中央会 全中でございます。生産者側ではございますが、なかなか生

産者側から食料自給率向上というのを言うと、また何か裏があるんではないかというよう

、 、なことで言われかねないという面があって なかなか打ち出し方も難しいんですけれども

実は昨年の10月に私どもＪＡグループとしまして、ＪＡの食農教育展開方針というのを決

定してございます。
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大きな３つの目標を掲げてございまして、１つには食文化の継承と、それから地域に根

ざした健全な食生活の実現。それと２つ目には地場産を中心とします国産農産物の消費拡

大と自給率の向上。３つ目に地域農業の振興、それから地域の活性化ということも掲げて

取り組んでいるところでございます。現在、各県あるいはＪＡ段階でそれぞれの段階の取

組方針でありますとか、目標をつくってもらうべく進めているところでございまして、こ

の４月中にはそれぞれの各段階での実施計画というのが集約する予定にしてございます。

それともう一つ、今、子ども農業体験ということをＪＡグループも力を入れてやり始め

ておるところでございますが、昨年、農業体験活動をやっているいろいろな団体でありま

すとかのネットワーク化を図ろうではないかというところで、子どもファームネットとい

うのを設立してございます。現在、ほぼ9,000人ぐらいの登録から110ちょっとのグループ

が登録をされておりまして、今後全国的な交流会でありますとか、優秀な活動グループの

表彰というようなことを行っていきたいと考えておるところでございます。

以上、ご紹介させていただきました。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他、消費に関連する点でのご発言ございま

すでしょうか。もしなければ、後ほど戻っていただいても結構でございますので、後半の

農業の生産、あるいは既に多少ご発言ございましたけれども、食品産業と農業の連携とい

ったようなこと、こういった点についてご議論いただきたいと思います。なお、資料２の

生産局塩谷室長からご説明のありました品目別の取組、あるいは課題、こういったことも

含めてご議論いただければありがたいと思います。

どなたからでも結構でございますのでよろしくお願いいたします。法人協会、よろしく

お願いいたします。

○日本農業法人協会 農業法人協会は、協会の中に食料自給率協議会の委員会をつくりま

、 。して これまで２回全国から代表者に集まっていただいて議論しておるところであります

その２回の中では、協会でアンテナショップをつくって、飲食店を出してみたいとか、そ

れでそういった中でおいしいとか安全だとか訴えていきたいということが出ております。

だから消費者に農産物の旬を伝えるというんでしょうか、そういったことからまた食に対

する理解を深めていきたい。多々出ていますが、農業体験を消費者、特に子どもさんです

ね、そういった方々に体験させて、生産というものはいかに苦労が多いのかと、そういっ

たものも理解を深めていただきたい。

それから愛媛県の農業法人協会の有志が県産品を使って居酒屋をやっているような取組
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もあります。本日も配られています食料自給率レポートの29ページに紹介してあります。

ご覧いただきたいんですが。それからその他ビジネスのマッチングですね。それからイベ

、 。ントに参加して出店したり そういったことが過去の17年度の取組としてやっております

18年度につきましては、法人協会の取組として、国産農産物の消費拡大をどうやっていっ

たらいいのかなということも議論してみたいと思っています。さらに、ビジネスのマッチ

ング、それは他の団体が主催するものに対しても、農業法人協会が後援なり、参加なりし

ていって、ビジネスチャンスを広めるとともに、食の理解をそういう中で深めていきたい

と。

それから私は群馬県なんですけれども、実際に農家をやっている者であります。そうい

った中から二、三、発言をしてみたいんですけれども、よろしいでしょうか。

○生源寺会長 はい、よろしくお願いします。

○日本農業法人協会 いわゆる食料の自給率を高めるということは、生産ラインを強化し

て増強すれば片づくことなんですよね。それはではどういったふう、それどういうことな

のかというと、現在認定農業者が約19万ですか、19万経営体、農水省がもくろんでいるの

が、法人だとか地域の集団とか、家族経営とか、約40万経営体で日本の農業をやっていこ

うというもくろみがあると思うんですよね。そうするとまだ達成率とすれば、まあ約半分

。 、 。ですね それをあと倍にしていって いわゆる生産ラインの増強につながるわけですよね

だからそれはではどういうふうにしてやるのかというものが、過去の今までの認定農業者

に対する制度というんでしょうか、そういったものに非常にソフトの面では経営相談に乗

るだとか、財務分析をやるだとか、そういったことは多々書いてあるけれども、なかなか

それが生産の増強につながらない。認定農業者になってみたところで。ですから、その辺

のところ、今ひと工夫をして、一つの生産ラインの向上拡大というんでしょうか、図って

いただけたらありがたいなと思います。

、 、 。 、そうすると 私は群馬県富岡の富岡市というところですけれども 随分田舎です 現在

食料の自給率が生産ベースで40％、それを今度は26年度まで45に持っていくという１つの

数字目標が出ています。農産物というのは、例えば５％供給が増えると、価格は相当下落

するものなんですよね。その辺の自給率を高めても、価格の担保はあるのかということな

んですね。そんなところです。

○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。生産面でご

ざいますので、農業の現場に比較的近い団体、組織からのご発言があればと思いますけれ
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ども。どうぞ、遠慮をなさらずに。

それでは普及協会さんですね。

○全国農業改良普及支援協会 全国農業改良普及支援協会でございます。皆さんご承知か

と思いますけれども、都道府県におきまして普及指導員という方がいらっしゃいまして、

まさに農業・農村の現場で、まさに農業者に直接接して、いろいろな新しい農業技術の指

導ですとか、農業経営の改善の相談・対応と、さらには、農業・農村に関するいろいろな

情報を提供するということを通じまして、担い手の育成から産地の形成、それから食の安

全・安心や環境に配慮した新しい生産方式の普及と、それから地域の活性化といったこと

まで、それの支援をしていくということで取り組んでおるわけでございまして、我々の協

会は、こういう取組が効果的になされるようにということで、いろいろな形で情報を提供

したり、それから研修だとかコンサルティングをやると、それからいろいろな調査・研究

をやってその成果を提供をしていくというようなことで支援を行っておりまして、そうい

う普及組織の活動というのは、まさに自給率向上に関してみますと、直接、間接に関連を

するものばかりだというふうに思っておりまして、その担う役割というのは、非常に大き

いんではないかというふうに思っております。

そういうことで、今いろいろ支援をしていくということでございまして、それに関連し

た支援として、いろいろな情報、特にいろいろな活動、普及の現場で実際に活動がなされ

ているそういう情報を収集して、流していくというようなこともやっておりますし、それ

からもう一つは、都道府県の区域を越えてブロックですとか、全国レベルでいろいろな情

、 、報交換をする場を設定をしていくというようなことですとか それから新しい技術の実証

展示といったようなものを実施しております。具体的にいいますと、担い手による需要に

即した生産の促進ということで、水田、農業ですとか、大豆、野菜などに関します実証、

調査を実施するとか、それを踏まえたいろいろな検討会なり、フォーラムを実施していく

、 、というようなことをやっておりますし それからこれは新しい試みでございますけれども

効率的な農地利用の推進ということで、遊休農地の解消ということに普及組織も取り組ん

でいこうということで、新しくいろいろな情報公開の場を設定するというようなこともや

ってきたわけでございます。

そんなことも引き続きやっていきたいなと思っておりますし、また新しく経営安定対策

というのが出てまいりまして、それに対応いたしまして、集落営農は緊急に進めていかな

ければいけないと、育成を進めていかなければいけないということでございまして、普及
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組織がこれまでいろいろ育成をしてきたノウハウというのがございますんで、そういうも

のを普及指導にはもちろんでございますけれども、市町村の担当者の方ですとか、事業の

担当者の方でも比較的簡単に使えるような形にして提供していくというようなことにも取

り組んでいきたいな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。それでは、

農協青年協議会、お願いします。

○全国農協青年組織協議会 先ほどから、消費の方のお話を聞いていますと、総括的に国

産を使いたいんだと、ただ、輸入より安く、安いという言い方が正しいのかわかりません

けれども、それなりの値段ではないとなかなか使いにくいというようなお話があったかな

と思います。とにかく安定供給なりを言われますときに、輸入でしたら適期の作物が世界

中から集まってくるというところがあると思うんですよ。それをどうにかして穴埋めしよ

うというところで、野菜を考えると施設園芸が始まったりしていると思います。

この施設園芸を行っていく上で、ここ最近、特にこの温暖化の影響かわかりませんけれ

ども、気象が不順で、非常に天候による作物のとれ方の波が大きくなったということと、

あと原油高ですね、これが今年の場合、特に経営の方に響くというこの２つのリスクを伴

いながらの生産になっているというのがありまして、単価の面を言われると、ますますこ

こ最近は厳しくなってきたというところがあると思います。

あと、トレーサビリティの話あたりも、やっていくのは当然のことなんだろうというふ

うに思うんですけれども、牛にしてみれば、何十万という品代の中でのトレーサビリティ

ですので、そう大きな負担にはならないのかなというふうに思うんですけれども、野菜と

か、特にもう１つの品物で何円みたいな感じの野菜には、非常に少ない手取りの中からそ

れを今出しているということが現状としてあります。特に、牛のＢＳＥの検査あたりも、

国の助成金とあと生産者が負担をしているというところあたりも、実際、生産者の勝手か

もしれませんけれども、本当は消費者の方の安全を守る意味での検査ということを考える

と、生産者も消費者の方にも少しはかぶっていただいても、お肉の値段に含んでいただい

てもいいのかなというような気持ちもありますし、とにかくやっぱりこういうときに、そ

れだけ生産現場の環境は厳しいといいますか、今回の基本計画の話をいろいろ進めていく

、 、 、中で よくお話を聞かれたんですけれども 経営所得安定対策とよく言われますよねとか

サラリーマン並みの所得とか言われますよねというお話をされるときに、農家の方はどれ

ぐらい１年間にあったらいいんですかというお話をよくされました。実際のところ、家族
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経営ですと大体４人が普通経営の人数になるのかなと思いますけれども、そのときに大体

650万ぐらいがほしいんではないですか。できれば750万、800万という所得がほしいのか

もしれませんけれども、現実問題として、最低でも650万ぐらいの所得がほしいんですよ

と、それぐらい４人で仕事をして、年間650万のお金がほしいんですよというぐらいのこ

とを、生産現場が言っているということを、いろいろな産業の方もご理解いただいて、こ

ういうときに確かに曲がっていると使いにくいとか、その単価の面で厳しいとかいう話も

あるかもしれませんけれども、お互いが少しずつ歩み寄った形で、この自給率を考えてい

かないと生産現場からの勝手な言い方かもしれませんけれども、それぐらい生産現場は厳

しいんですよということをここでお話しして終わりたいと思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他いかがでございましょうか。それでは全

国女性経営者会議、お願いします。

○全国女性農業経営者会議 全国女性農業経営者会議の今井と申します。私たちは会員が

全国に散らばっていまして、全員で何かやるというのはなかなか無理なんですけれども、

、 、前回の協議会でもお話ししましたように 各一人一人の会員が例えば前回お話ししたのは

郷土食ですとか、地場産の物を使った料理とかということで、出前講座を行っているとい

うお話をさせていただきました。

今回は、また１人の会員の事例なんですけれども、北海道の酪農の関係の方なんですけ

れども、こういったような自分たちで絵を書いて、文を書いて、子どもたちにわかりやす

く農業を紹介するというような取組をしている会員もおります。こんな地道な活動なんで

すけれども、わかりやすくやっぱり子どもたちに伝えていく、現場へ出るのも１つなんで

すけれども、皆さんのところへこれを持っていってお話をするというのも１つの活動とい

うことで、取り上げさせていただきたいなと思います。

それから、私たちの総会のときに、自給率について関係者から来ていただいて、説明さ

せていただきました。そのときに、都道府県別の自給率の推移という表をつけていただき

まして、全国の各県の自給率の推移を皆さんに確認をしていただきました。それと、この

都道府県別の自給率の推移を機関誌に入れさせていただきまして、また各自、自覚してい

ただけるように添付いたしました。

そんな取組をしていまして、やっぱり一番感じるのは、生産する側としては自給率とい

うのは、言われるまでもなく積極的に取り組んでいることなんですけれども、消費者とど

う接点をつなげていくか、信頼確保をどういうふうにしていくかというのが、一番の課題
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かなと思っております。特にそういう点に関しましては、女性がやっぱり１対１で物の安

全性ですとか、つくり方、それから料理、いろいろな面で関連してお話ができるのは、女

性の視点かなというのも我々にとっては強みなので、その辺のところをコツコツとではあ

りますけれども、一人一人の生産者と消費者が話し合いということを接点にして、顔と顔

の見えるつき合いをこれからも進めていくよう、情報の提供をしたりしていきたいと思っ

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ＪＡ女性協議会、お願いいたします。

○ＪＡ全国女性組織協議会 全女協の大蔵と申します。私どもＪＡグループの女性会員は

全国に約100万弱おります。その中で、自給率向上をどうしたらいいかということを日々

取り組んでいる中で、ＪＡにありますファーマーズマーケット、昔でいう直売所でござい

ますけれども、それが全国に波及効果ございまして、あるところの県ではもうＪＡの中心

をなす事業に発展しております。その中でやはり安心・安全、顔の見える取組というのが

評価されております。なかなか経理一元化とかそういう面で、大きくならない部分もござ

いますけれども、自給率向上には貢献していると思っております。

○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。今の段階で

何か役所の方からコメント等ございますか。よろしいですか。

それでは、経営局の方からお願いいたします。

○経営局総務課長 法人協会の方から認定農業者に対する支援が十分でないというふうな

お話がございましたけれども、ご指摘のとおり、これまでは余りメリットが少なかったか

もしれませんけれども、今回、法律を出させていただいておりますけれども、品目横断対

策は一認定農業者というふうなことでございますんで、そういう意味で認定農業者に対す

るメリットが少しでも増えたのではないかと思っております。

また、私ども18年度予算として、認定農業者の方に対するいろいろな支援というんです

か、計画をつくるに当たって、フォローアップなりいろいろな予算措置をさせていただい

、 。 、 、ておりますんで ぜひご活用していただければと思っております また 供給が増えれば

価格の下がるというんですか、担保があるのかというふうなことでございますけれども、

今、農産物もすべて市場というものが中心的に行われる取引の現場になるというふうに思

いますんで、なかなか厳しい中で、私もいろいろな支援措置を行いながら、やはり市場価

格に耐え得るような農家の方になっていただくよう、支援をしていきたいというふうに思

っておりますんで、またいろいろなご意見を参考にさせていただいて、措置をしていきた
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いと思っております。よろしくお願いいたします。

○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。法人協会、

どうぞ。

○日本農業法人協会 いわゆる政策誘導というんですか、政策的に誘導の強化をもっとし

た方がいいではないですかね。それと、この議論の中で、価格安定対策というものが非常

に欠けていると思います。

○生源寺会長 この点について、さらに何かありますでしょうか、

○経営局総務課長 政策誘導につきましては、認定農業者の方にもっと自信とその能力を

発揮していただくための、いろいろな誘導策をつくりたいというふうには思っております

し、今後さらにそれが加速していくというふうには思っております。価格のことについて

は生産局よりお願いします。

○生産局審議官 私の方から答えが適切かどうかわかりませんけれども、価格そのものは

もう既にご存じのように、価格はもう市場で決めるという方向で進めてきております。今

回の品目横断も、その場合のコスト面の差を品目横断で補うという形で手当てをするとい

うことでございますし、また個別対策で上っています野菜とか果実、まあ野菜は受給安定

の中で価格のできるだけ下がりを抑えるという方針は、引き続きやっていきたいというふ

うに思っております。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他、それでは会議所、お願いいたします。

○全国農業会議所 生産面ではここに整理されているように３点ございますが、一番上の

担い手の問題、それから農地の問題について私どもの方は担当しているといいますか、こ

こに着目していろいろな事業展開をしているところでありますので、そのことについてお

話を申し上げたいと思いますけれども、お配りいただいております参考資料の１に、私ど

ものことも整理をされておりますので、特に14ページには担い手の問題、全国担い手育成

総合支援協議会、それから14ページから15ページにわたりまして、このような事業を具体

的には展開をしております。農地につきましては19ページにありますようなことをやって

おります。非常に幅広い点でやっておりますが、やはり問題は先ほど来出ておりますよう

にこの担い手、具体的に認定農業者あるいは集落営農、それから法人の確保とこういうこ

とだろうと思っております。確かに我々もこれまで認定農業者を提言もしてやってきた制

度でもありますし、一生懸命やってはまいりましたけれども、メリットについてのこの問
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題がございました。ただ、今度はこれがある意味では絶対的メリットで経営所得安定対策

ができたわけでありますんで、担い手も随分わかりやすい、話しやすい状況ができてきた

のだろうと思っております。したがって、今、法人協会さんの言われるような問題点もあ

ろうと思いますが、所得安定対策で自給率の向上に向け、いわゆる担い手が大層を占める

その生産を確保するという点で、一つの我々も推進しやすい点が出てきましたので、現在

は３月までにこの洗い出しをやっております。認定農業者になれる資格の問題であります

が、やっぱり個人情報の法律問題もありまして、特に所得、規模問題はかなり柔軟的に対

応できるということになってきておりますが、これで我々も対応していこうと思っており

ます。現場もそういうことで、対応ができるだろうと。個人情報等の問題もあって難しい

点もありますが、その辺をクリアしながら、早急に秋までには対応をしてまいりたいと思

っておるところであります。もちろん、集落営農についてもきちっとした経営体としてで

きるように、あるいは地域を支えるもとになるように努力をしていきたいというふうに思

っておりますし、特に遊休農地の問題も関連して出ておりますので、今、農地パトロール

を徹底をいたしまして、その解消と自給率との問題を結びつけてやってまいりたいと思っ

ております。

それから、消費の問題は当然ありますけれども、私の方は全国農業新聞を持っておりま

すので、これに随時、毎回、この消費拡大の問題あるいは地産地消の問題、食育問題につ

いて、掲載をして事例を挙げてそれぞれ現場で一人一人がこれに基づいて行動してもらう

ということが１点と、それから同じ行政委員会でありますので、米飯給食の実績を持って

いる農業委員会もありますから、教育委員会と連携を強めてやってまいりたいというふう

に思っておりますし、それから歴史的に長く市民食料会議を開催している農業委員会もあ

りますので、そういうものも拡大しながら地域での活動もやってまいりたいというふうに

考えているところであります。

○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。全中さん、

先ほど消費面に関連したご発言ございましたけれども、農業生産面についてもしあれば、

ご発言いただければと思いますけれども。

○全国農業協同組合中央会 先ほどの全国農業会議所さんと一緒に、全国担い手育成総合

、 、支援協議会の事務局をやっておりますが 先ほど効率的な農地利用の推進でありますとか

あと何といっても担い手の育成ということについては、一致協力してやっておるところで

ございます。それと若干ご紹介させていただきますと、その担い手に対する事業面での支
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援をどうするかということが大きな課題になっておりまして、これもまだ検討中でありま

すが、なかなか今まで硬直的だった部分を、それをやっぱり担い手に集中的と言っていい

かどうかわからないんですけれども、事業利用面での対応を急ぎたいなというふうに考え

てお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。農業生産面のご議論いただいているわけでござ

いますけれども、消費者あるいは食品流通、外食といったこういうお立場からのご発言で

も結構でございます。それでは長谷部さん、お願いいたします。米穀小売商業組合。

○日本米穀小売商業組合連合会 米穀の小売を担当している者でございます。いろいろご

意見をお伺いしておりますと、生産者の段階ではどうも農業生産では、金にならないとそ

れでは困るというようなお話がありますけれども、流通の立場から見ますと、やはり消費

者が望む、いわゆる米で言えば、今、売れる米づくりと言っていますけれども、売れる、

買っていただく農産物を生産することがまずは先決だろうと私は思っております。

大勢の農家と私も接触をしておりますけれども、自分のつくったものは責任を持って消

費者ニーズに合う生産をするんだということで、意気込んでいる農家の方も大勢いらっし

ゃいますが、それはそれとしまして、私たちの団体では何万人というような人を対象にし

た消費拡大ではなくて、個々の米屋が毎日接触する消費者と体面・対話の中で、いろいろ

なことを情報を提供して、まず信頼関係を結び、また生産情報も伝達してやっていくとい

うそういう方向付けを現在もやっております。

そういう中で、昨年はこれにも何ページかに出ておりますけれども、小学校の三、四年

生をターゲットに親子でお米のふるさとを訪ねましょうということで、昨年は８カ所24台

のバスを使いまして、１カ所は長野県の佐久市、１カ所は滋賀県の棚田へ行きまして、行

くバスの中では、私の方で行っているいわゆるお米マイスターを講師にしまして、お米の

話をビデオを見ながら小学生にいろいろと勉強をお伝えするというようなことをやって、

現地につきましては、いわゆる水田を見ながらここでは除草剤を使わないで合鴨が草を食

べるということで、合鴨が放してあるところへ私なんかも草を投げますと寄ってきて食べ

る。こういうふうに雑草を食べてくれるんだと。これで安全な安心のお米が生産されてい

るんだと。また一方の水田では、水田の側溝にフナの稚魚が泳いでいる。こういう安全な

米づくりをやっているんだから、この日本でつくるお米は皆さん食べてくださいよという

ようなことや、またカントリーエレベーターに連れていって、そういう中でお米というの

はこういう涼しいところで保管をすれば、長持ちをするんだというようなことだとか、ま
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た玄米そのものを見て、これちょっと食べてごらんと言って、こんなもの食べられるのと

言うから食べてごらんと、食べると、あら甘くておいしいねと、我々の子どもの時代には

そういうことは平気だったんだけれども、今の子どもはそれがわからない。そういうお米

をまた食べることにかめないような歯を持っているような子どもでは、全く将来がおぼつ

かない。

そういう中で、帰りのバスではいろいろなところを見学したいわゆる10項目の試験をい

たしまして、それでその試験に合格した方は、ジュニアマイスターということでマイスタ

ー証を与え、またバッジを与えまして、皆さんいい勉強をして一生懸命覚えたんだから、

今度は自分たちだけのものにしないで、帰ったら同級生に皆さん学校の仲間に、おれはこ

ういうわけでお米というのは食べると元気になるんだという、そういう話を皆さんが今日

勉強したことを教えてくださいよというようなことでやっておりまして、また、来年度も

15カ所を訪ねるという計画を今しております。

話は長くなりますけれども、そういう産地だけではなくて、近くの小学生を集めてお米

の話をいろいろとやる中で、子どもに対してもやはりそういう講習を受ければそういう認

定証みたいなものを差し上げて、そういう子どものころからお米を食べるというそういう

習慣をつけ、これが50年、60年先のいわゆる先行投資というようなことにも役立つではな

いかということで、まず私は今の小学校の親たちはちょうど高度成長期にあって、ハンバ

ーガーだとか、ケンタッキーフライドチキンだとか、いわゆる欧米食が入ってきたものを

食べて育っていっておりますから、今でも子どもを連れてそういうところへ行ってご飯を

食べているそういうケースを見ます。そういうフライドチキンみたいなものは、ほとんど

が外国から輸入されているものでございますので、そういう面で地道に一歩一歩、食育な

り自給率の向上については、実需者に浸透していくような方法をとっていくべきではない

かと痛感しているところでございます。

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。それでは日

生協、お願いいたします。

○日本生活協同組合連合会 生協で最近比較的よく売れている商品が、１合でおいしく炊

ける炊き込みご飯のもとです。というのは炊き込みご飯というのは従来から３合炊きのレ

トルトパウチの商品が非常に多くて、それを使ってしまうと残ってしまうというふうな意

見があり、そういうふうな中で支持されたんだろうと思います。特に私どもの組合員のサ
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ービスセンターには、高齢者の方から炊き込みご飯が食べたかったんだけれども、今まで

は量が多くて食べられなくて、生協のこれがあって非常によかったというような感謝の言

葉などもいただいています。

お米の消費拡大は日本型食生活の重要な機軸だというのが、先ほどお役所のお話にもあ

って、それは別に否定はするつもりはないんですけれども、現状の家族の実態だとか、そ

れから姿だとかということをきちんと見据えた問題提起をしないと、非常にミスマッチに

なるんだろうというふうに思っています。例えば1980年代に１世帯当たりの家族の人数な

何人いたかといいますと、3.22人いたわけですね。これが2010年には2.5人を割るという

ふうに言われています。何が増えているかというと、単身世帯とそれから夫婦のみ、そう

いう世帯が非常に増えているわけです。夫婦と子どもからなる４人からの標準世帯という

ものは段々薄れてきている。少なくなっているということだと思います。生協の調査など

でも、お米をどれぐらいの頻度で炊きますかと聞くと、１日おきとかという人が結構多い

です。炊いて冷凍して保存する。それはまだ家族３人だから炊いて冷凍して保存するでも

いいんですけれども、これが高齢者の２人とか、高齢者の１人になったときに、１合炊い

てもすごい残ってしまうんですよね。

私も父がひとり暮らししていますけれども、たまに父の家に遊びに行くと、冷蔵庫の中

はいっぱいですよ。自分でつくってみようと思ってつくるんですよ。昭和一桁なので、す

ごい物はもったいないということで一生懸命つくるんですけれども、つくれば余ってしま

う。中食が増えているだとか、それから廃棄が多いだとかいろいろな問題はあるというこ

とで、自給率の問題もいろいろあるというふうに思いますが、高齢者のひとり暮らしだと

か、夫婦２人暮らしの人たちに、どうやったら日本のお米を食べてもらえるのか、そうい

、 、 、うふうな視点から ぜひ米の消費拡大に向けた施策を 食育の視点でも結構ですけれども

ご提案をいただくべきなんだろうというふうに思います。

あるべき食生活というものをいくら提案しても、現実問題としてできない家庭もあるわ

けです。そこをもう少しきっちりとらえないと、私から見ると、一種のノスタルジーのよ

うな世界で、昔はこんなにいっぱいご飯を食べていた。昔はもっとこんなにいろいろやっ

ていた。そういうことで懐かしむだけで終わってしまうんではないかなというふうに思い

ます。

ついでに、私どもは首都圏の方で食事内容をいろいろデータをとっている会社のデータ

を買って、分析したところ、ここ３年ぐらい一番家庭から消費が消えているのは何かとい
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うと、佃煮とか漬物です。ご飯のお供はどんどん減っていっています。いろいろな要素は

あると思うんですよね。だからそういうふうなリアルな食事の実態だとか、リアルな家族

の実態を考えて、その中で国産の商品をどういうふうに消費者にアプローチしようか、ど

ういうふうに食事のバランスから訴えていこうか、そういうふうに考えないといけないん

ではないかなというふうに思います。

これ、意見です。

○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。米穀機構、

お願いいたします。

○米穀安定供給確保支援機構 ただいまのお話を伺うと、なんか現行のお米の消費拡大と

いうのは非常にノスタルジーの塊のように認識していただいているようにも伺えるんです

が、私どもとしても、それからお役所の方の分析としても、お米の減っている原因とか何

。 、 、とかということもそれなりに分析しております したがって いろいろお米の調理の仕方

それから食べ方というのも確かに非常に多様化しておるというようなことも十分認識して

ございますし、またそれに応えるべく、食品産業の方々、中食の方、外食の方、それぞれ

が商品開発もいたしておりますし、それから、またそれを販売される方々も、率先して新

しい商品づくりということにも対応しておると思います。そういう点から考えますと、最

、 、近ではお米の流通についても自由化といいますか そういったことが行われてきておって

非常に自由活発に商品づくり、流通の販売なども行われておるということもございますの

で、そういったことを前提として、私どもも活動を考えておりますということだけは、ご

理解いただけませんと、なんか旧態依然として昔ながらの釜で飯を炊いて食べるのが日本

人の食生活のあり方だみたいなことで、日本型食生活というものを賛美しているわけでも

ございませんので、そこら辺はご理解をいただければ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、

べんとう協会、お願いいたします。

○日本べんとう振興協会 業務用のユーザーという立場での感想になってしまうんですけ

れども、ちょっと申し上げたいと思いますけれども、食に絡むキーワードを言えば、安全

・安心とかコストとか、あるいは安定供給とか、そういうような言葉が出てくるわけでご

ざいますが、私どものサイドからすると、その一番ニーズが強いのはコストと安定供給と

質ということになるわけです。現状はそういうことになってはおります。

ただ、消費者のニーズ、これが非常に高度化といいましょうか、多様化しているという
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ようなことも現実でございますので、生産者サイドさんの方に少しこういう視点でどうか

という提案をあえて申し上げますが、農産物と一口に言っても、あるいは米と一口に言い

ましても、種類ごとのいろいろな特性とか、よさ等々、やっぱりあるわけですね。我々工

業製品とかそういう観点からすると、その製品のよさはなんだというようなことを一生懸

命主張するわけでございますけれども、農産物の場合も、難しいところはあることは承知

しておりますけれども、自分たちで丹精込めてつくった物の特性とかよさとか、加工適正

だとか、そういった生産物に対するアピールといいましょうか、紹介といいましょうか、

そういったところをやっていらっしゃる、努力されているはずではございますけれども、

その辺の観点をもうちょっと強めていただくと、ユーザーサイドからすると、その生産物

に対する理解が進みやすいんではないだろうかというような気がいたしまして、あえてご

提案申し上げたいと思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他いかがでございましょうか。法人協会、

お願いいたします。

○日本農業法人協会 法人協会です。消費者の団体の方だとか、いろいろ業界の団体の方

に二、三、お願いなり説明なりしたいところあります。

先ほどの議論の中で、いわば形の悪い野菜は加工用に回せばいいとか、そういった発言

があったかと思います。そういうものを加工屋さんに回すと、例えばキュウリが曲がった

のなんか、真ん中に空洞があって、こんなのスライスしてやってもみっともないから使え

ないというようなことで返品されますよね。野菜というのはやっぱり姿がきれいで、それ

から初なりといういいんですか、若いうちにとった物がやはり一番おいしいんであって、

当然加工屋さんもそういった物を使いたいと思うんですよね。その辺のところをよく突っ

込んで勉強していただきたいなという感じは持っています。

それと食品の安全だとかそういった面なんですが、先ほども青年部の方も申されました

ように、大型のドーナツ型の住民がいっぱいいる、例えば東京とかのところの学校なんか

ですと、学校給食にキャベツなんか１回の使用量が1,500キロとか、一月に６トン使うと

か、そういう物すごい莫大な量を使うわけですね。そうすると、栽培歴というのは例えば

１農家がつくったものなんかがとても対応できないわけです。そうするとその地域の例え

ば群馬ですと嬬恋の高原キャベツとか、そういったキャベツ産地はいっぱい頑強なものが

そろっているんですけれども、大勢の人の生産履歴を出さないと、納品できない場合もあ

るわけです。ですから事務に費やす時間というのは大変なんですよね。だからその辺、も
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う少し受け側も工夫していただけないかなという要望もあります。

それとあと、食品の安全というんですか、ごまかしというんですか、端を発したのはお

米だと思うんですよね。混ぜたとかね。今もこの間も新潟の方でありましたけれども、あ

あいったのは農家の生産者の手を離れてから行われているケースが非常に多い。だからそ

の辺、もう少し何とかならないのかなという感じは持っています。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。大体お約束の時間が来ているんですけれども、

何かその他にご発言ございますでしょうか。かなりいろいろやりとりというような形の発

言もございましたので、ご発言になりたい方もあるかと思いますけれども、いかがでしょ

うか。

それでは総合食料局からお願いいたします。

○総合食料局次長 日生協から世帯の人数構成とか、家族の実態を踏まえた米の消費拡大

というものを考える必要があるんではないかというご指摘がございました。私ども確かに

そういう実態に即した消費拡大を考えていきたいと思っております。例えば単身世帯でい

、 、 。 、いますと 20代 30代の男性がとくに朝食の欠食率が高いということもございます 20代

30代の世代がよく行くのはコンビニ、またファミレスも多いということだろうと思います

ので、コンビニ業界、あるいはファミレス業界とも協力しながらそういう20代、30代の男

性に朝食の、欠食の問題点が情報提供できるようなことを考えられないか。

あるいは高齢世帯になりますと、極端な場合は、１食を抜いたりとかそういうこともあ

るようでございます。地域によっては学校給食の中で地域の高齢者、単身高齢者を呼んで

一緒に食事をするとか、そういう試みも行われているようでございますので、そういう地

域で実際に行われているような試みを取り入れながら、米飯給食の回数を増やしていきた

いという取組をしておりますので、その一環でそういった高齢者に対する何か手当てがで

きないかということも、今後あわせて考えていきたいと思っております。

ご指摘ありがとうございました。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他、役所の方からございますか。よろしい

でしょうか。

それでは、議論を打ち切るような形で恐縮でございますけれども、これで本日の議論は

終わりたいと思います。本日の資料に記載されております内容と、それから皆様方から頂

戴いたしましたご意見をもって、17年度行動計画に対する本協議会としての評価といたし
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たいと思います。これを次年度の取組に生かしてまいりたいと思います。

また、いろいろやりとりがございました。それぞれのお立場からの意見なり、考え方の

表明ございましたけれども、ぜひこれはお互いに前向きに問題を解決するという方向で、

さらに連携を深めていただければありがたいと思います。

本日は、17年度最後の協議会ということでございます。したがいまして、締めくくりと

いたしまして、私からも一言申し上げたいと思います。

本日の行動計画の評価の資料にもございますように、食料自給率向上に向けた取組の推

進に当たっては、できるだけ定量的な数値的な目標を明確にした上で、年度の途中におき

ましても、取組の効果等について、適時適切に点検・検証を行うことが極めて重要である

わけでございます。各構成員におかれましても、ぜひともこういった考え方に立っていた

だき、18年度の行動計画の策定、またはその推進にご協力いただきたいと思います。また

取組の実効性を高めるためには、皆様方の傘下にある組織、あるいは地域の関係者の皆さ

んにも、共通の認識を持って行動していただくことが非常に重要だというふうに考えてお

ります。この点につきましても、ぜひ周知徹底をお願いいたしたいと思います。

最後に事務局から何かございますでしょうか。

○企画評価課長 今後のスケジュールにつきまして、簡単にご説明しておきたいと思いま

す。本日の協議会でのご議論、ご意見を踏まえまして、これから４月にかけまして次年度

の行動計画の作成作業を進めさせていただきたいと思っております。所要の調整が必要で

すので、事務局から各構成員の方に協議会で作成する行動計画の原案について、協議させ

ていただきますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。

５月には、協議会を開催して、18年度の行動計画を策定できるようにしたいと考えてお

りまして、具体的な協議会の日程につきましては、会長とも相談の上、なるべく早い段階

で皆様方にもお知らせしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○生源寺会長 どうもありがとうございました。

それでは、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。

（以上）


