
平成18年度第１回食料自給率向上協議会議事録

日時：平成18年５月26日（金）１０：００～１２：００

場所：三番町共用会議所第３，４会議室

○生源寺会長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから平成18年度第１回食料自

給率向上協議会を開催いたしたいと思います。

本日の議題は、平成18年度の行動計画の策定でございます。本日の会議は12時までを予

定しておりますので、よろしくお願いいたします。効率的かつ円滑な議事の進行に努めて

まいりたいと思います。

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

頂戴いたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

○金子農林水産大臣政務官 皆様、おはようございます。大臣政務官の金子恭之でござい

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

平成18年度第１回目の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

を申し上げます。皆様方におかれましては、ご多用の中ご出席をいただきまして、心より

御礼申し上げます。

申し上げるまでもなく、食料自給率の向上は、現行の食料・農業・農村基本法において

新たに大きな政策テーマとして位置づけられており、また昨年３月に策定された新たな基

本計画における最重要課題でもございます。これを実現していくためには、食料消費面、

農業生産面の両面にわたる困難な課題を克服していく必要がありますので、生産者サイド

のみならず、食品産業事業者や消費者サイドといった幅広い関係者による一体的な取組の

。 、 、推進が必要不可欠でございます 本協議会は まさにこうした幅広い関係者が一同に会し

連携して取組を推進する母体であり、担っている役割は極めて重要でございます。

今後とも皆様方のご支援、ご協力方よろしくお願い申し上げます。本日はせっかく各界

を代表する皆様がお集まりいただいている機会ですので、昨今の農政改革をめぐる状況に

ついてご紹介したいと思います。
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まず、第１に、国際交渉への対応についてでございます。先日もパリで開催されたＷＴ

Ｏ非公式閣僚会合に大臣が出席してまいりましたが、引き続き多様な農業の共存を基本理

念として、守るところは守り、譲るところは譲る、攻めるところは攻めるという姿勢で、

戦略的かつ前向きに対応していく考えでございます。

、 、 、このような国際戦略も含めて ４月４日に 新たな基本計画に基づいて目標を明確化し

スピード感を持って施策を積極的、重点的に講じていく観点から 「21世紀新農政2006」、

を取りまとめました。これに基づいて国際戦略と国内農業の体質強化を二本柱として推進

していくこととしております。

特に担い手に対する施策の集中化、重点化は緊急の課題でございます。その一環として

担い手を対象とする品目横断的な経営安定対策への転換を図ることとし、現在、法律改正

等についての国会審議が行われており、早期の成立を期して努力しているところでござい

ます。

農林水産省としては、その他、高品質な農産物の輸出促進、知財やバイオマス資源の活

用など、これまでになかった攻めの姿勢で積極的に政策に取り組み、最重要課題でござい

ます国民に対する食料供給力の増大、ひいては食料自給率の向上に向けて努めてまいる所

存でございます。

本日は18年度第１回目の協議会ということで、この１年間の食料自給率向上に向けた行

動計画を策定していただく節目の会議でございます。どうか、皆様方の強力なリーダーシ

ップにより、食料自給率向上に向けた取組が加速されることを、切に期待しております。

最後に本日の議論が実り多いものとなり、今後の現場段階での具体的な取組の成果が目

に見える形で現れてくることを祈念いたしまして、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。

○生源寺会長 どうもありがとうございました。なお、金子政務官におかれましては、外

、 。務委員会にご出席のため ここでご退席になられますので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。前回の協議会では、17年度の取組についての評価

を行い、18年度の取組の方向についてご議論をいただいたわけでございます。それらを踏

まえまして、本日は事務局に18年度行動計画の案の作成していただき、提出してもらって

おります。

お手元に18年度食料自給率向上に向けた行動計画の案、それから18年度生産努力目標の
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実現に向けた行動計画の案がございます。

まず、これらにつきまして、事務局から順次ご説明をいただき、その後、意見交換を行

いたいと思います。それでは事務局からよろしくお願いいたします。

○大臣官房参事官 大臣官房参事官の佐々木でございます。まず、私の方からお手元にお

配りしてございます資料の中の資料１－１、それから１－２という資料を用いまして18年

度行動計画のポイントにつきましてご説明をさせていただきます。

まず、資料１－１の方でございますけれども、これが行動計画のポイント、具体的には

どういうふうな方針で計画を作成したのかということと、それから昨年度の計画からどう

いうふうな面を改善してあるのかということ、それから計画の概要はどういった点である

かといったことを集約した資料でございます。

それから資料１－２の方は、行動計画の本体でございます。

こういったものを取りまとめるに当たりまして、皆様方からさまざまな取組をこういう

時期にこういった内容でやっていくのであるといった詳細なご報告を頂戴しておりまし

て、それらにつきましては、資料の一番最後に、参考資料の３といたしまして、構成員の

取組一覧という形で取りまとめさせていただいております。一連のものはあらかじめ皆様

方にご確認をいただいておるものでございますけれども、戻っていただきまして、資料１

－１と１－２を用いまして、私の方からまずご説明を申し上げます。

まず資料１－１の１枚目でございます。18年度の行動計画を作成するに当たっての基本

（ ） 。 、方針がまず １ に掲げてございます 先ほど会長の方からもお話しございましたように

去る３月に17年度の行動計画についての評価をしていただきましたので、それを踏まえま

して改善をしていくという方針で取りまとめたものでございます。

まず、考え方でございますけれども 「具体的には」の以下に２点掲げてございます。、

１点目は取組目標の明確化を図るということでございます。17年度の行動計画におきまし

ては、計画を策定する初年度ということもございまして、食料消費面であるとか、農業生

産面における様々な取組の目標が定量的に設定されていたものがあまり多くなかったとい

った実態もございまして、その効果などについて点検・検証を行う面での制約もあったと

いうふうに見ております。

こういったことを踏まえまして、今年度の計画におきましては各取組の目標について、

食料自給率の向上との関係をより明確化する方向で設定するということ、さらにあわせま

して、それぞれの皆様方に取り組んでいただく個々の取組につきましても、目標を極力定
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量化して明確にしていただく方向でまとめていただいているところでございます。

それから②でございますけれども、２点目は様々な取組の間の連携を強化していくとい

うことでございます。食育でありますとか、地産地消あるいは食農連携といった取組につ

きましては、新たな食料・農業・農村基本計画において打ち出されました新機軸なわけで

ありますけれども、それぞれ17年度から取組が行われまして、その動向を見てみますと、

やはり相互の関連付けが不十分であった面が否めないのではないかというふうに考えられ

ますので、期待される効果も限定的になった面があると見ております。

こういったことを踏まえまして、本年度の計画におきましては、それぞれの取組の相互

連携を強化をして、合理的かつ効果的に取組を推進していただくということが肝要である

というふうに思っているところでございます。

こういった基本方針に立ちまして、18年度の行動計画を取りまとめるに当たりまして施

しました改善点の概要が、下の（２）に整理してございます。

まず１点目の取組目標の明確化ということについてでございます。ここをご覧いただく

、 。に当たりましては 計画本体の資料１－２の方をちょっとお開きいただきたいと思います

文字が細かくて恐縮でございますけれども、表紙をめくっていただきますと、１枚目に左

上に食料消費面という見出しがございまして、それぞれの重点的に取り組むべき項目とい

たしまして、左端の方に食育の推進、国産農産物の消費拡大、それから地産地消の推進、

国産農産物に対する消費者の信頼の確保という重点的に取り組んでいただくべき項目をま

ず掲げまして、一番右端の方にこれらのトータルの取組の目標、目指すべき姿といたしま

して、より多くの国民による栄養バランスに優れた米を中心とする「日本型食生活」の実

践、これを目指していくんだということをはっきりと明記したわけでございます。

また、先ほど申し上げました３つの重点的に取り組んでいただく取組事項ごとに、それ

ぞれ極力定量的に取組目標の設定をしておるということでございまして、例えば食育の推

進、国産農産物の消費拡大といった取組については、食事バランスガイドの認知度の向上

等を図るといったことを初めとして、目標を設定しておるということでございます。

同様に、２ページをご覧いただきますと、同じような構成で農業生産面の各取組と、そ

れからそれがどういった目標の実現に向けて行われていくものであるのか。さらには、ト

ータルとしてどういったことを実現していくことを目指すものであるのかといった位置付

けを明確にするという関係で整理しているものでございます。最終的にトータルの目標と

いたしましては、生産者が消費者や実需者のニーズに的確かつ積極的に対応することを通
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じた国内農業生産の拡大を図っていくということが総体として取り組むべき目標であると

いうことでございます。

以上、ご説明しましたようなトータルとしての目標、さらに重点的に取り組むべき事項

ごとの目標を明らかにしているということに加えまして、それぞれの団体の皆様方に取り

組んでいただくものにつきましても、可能な限り定量的な目標を設定していただいている

ところでございます。

先ほどご紹介いたしました参考資料３の体裁をご覧いただきますと、表紙をめくってい

ただきますと、それぞれの団体ごとに取り組む事項の詳細が整理されておりまして、それ

で右端の欄に目標という欄を設けてございまして、ここに個々の取組ごとに目指すべき姿

が何なのかということを記入していただいているところでございます。

２点目に関しましては、各取組の連携強化ということでございますけれども、資料１－

１にまた戻っていただきまして、２枚目でございます。各重点取組事項の間の連携を強化

して推進をするということにつきまして、３点ほど計画に盛り込んでいるところでござい

ます。

まず１点目といたしましては、国産農産物の消費拡大を図るための取組を、食育の推進

における食事バランスガイド普及などの取組と一体的に実施をしていくということでござ

います。

それから２点目といたしまして、地元農産物や郷土料理などを反映した地域版の食事バ

ランスガイドを活用して、地場産品の利用を促進するといった食育の推進と地産地消のジ

ョイントといったことでございます。

それから３点目といたしまして、新商品の開発の際に、地場産品の利用を促進する。そ

れによりまして、食品産業事業者や生産者が連携して新商品を開発していくといった取組

を推進していくといったことなどでございます。もともとこういった取組自体は、特にイ

ベント系のものなどにつきましては、共通のテーマを掲げて取り組んでいくといった類の

普及・啓発活動が多いわけでございますので、こういったことを推進していくに当たりま

して、個々にバラバラにやるよりも効率的・効果的に進めていく観点からは、以下にお示

ししておりますような取組を推進していくことが重要ではないかということで、３点さら

に掲げさせていただいております。

例えば、パンフレット等の資料を統一的に作成していくといったこと。それからイベン

ト自体の共催化を図っていくといったこと。さらには、イベントなどに参加いただく方々
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の意識、あるいはそれぞれの取組の効果を把握するために、統一的な項目立てによるアン

ケートを実施しまして、より数多くの方の反応を組織的に把握するような態勢を整えてい

くといったことなどが考えられるわけでございます。

今申し上げました「ウ」の例を、さらに具体的なイメージとしてご紹介いたしますと、

例えば食事バランスガイドの普及に関する取組、様々あるわけでございますけれども、政

府やあるいは関係団体などが協力をして、栄養バランスの改善に対する意識がどうである

か、あるいは食生活の実践状況がどうであるかといったことに的を絞った簡単な１枚紙程

度のアンケートをあらかじめつくっておきまして、各地で行うイベントの会場で配付・回

収をして反応を見る。さらには、ホームページでイベント等をご紹介いただく際に、そう

いうコーナーにアンケートそのものも掲載して、アクセスしていただいた方々から回答を

得る。それら全体を集約してより多くの方々の反応を捕捉をし、その改善効果を検証して

取組のさらなる改善に役立てていくといったやり方などが考えられるのではないかという

ふうに思っているところでございます。

それから先ほど申し上げました個々の取組の目標につきましては、申し忘れてしまいま

したけれども、２枚目の上の方に、現在目標が設定されていない取組について、追加的に

目標を設定することや、既に設定されている目標について、さらに改善・見直しを行うこ

とについての引き続き検討というふうに記載してございます。これは、やはりこの段階で

個々の取組について目標を設定して終わりということではなくて、さらに定量的な目標を

設定し、検証に役立てていくことができる可能性はないのかといったこと。あるいは現在

設定していただいている個々の取組ごとの目標について、より定量的な効果を捕捉するよ

うなものに改善していく必要はないのかといったことについて、引き続きトライし続けて

いくという姿勢で臨んでいただくことが重要なのではないかということで、記載している

ものでございます。

次に、めくっていただきまして３枚目に、２といたしまして、18年度食料自給率向上に

向けた行動計画案の概要ということで、資料１－２のポイントを簡単にまとめた紙を整理

してございます。こちらで具体的な中身をご覧いただきたいと思います。

まず上段の３つが、食料消費面の取組でございます。それぞれ17年度の計画に対する評

価を踏まえまして、今回の18年度の計画に改善点を反映させ、目標を整理していくという

関係で整理をいたしております。

１つ目の食育の推進、国産農産物の消費拡大の関係でございます。この関係につきまし
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ては、17年度の行動計画の評価といたしましては、国産農産物の消費拡大は、食育の取組

と一層連携して品目一体的・戦略的に日本型食生活の実践を促すように推進する必要があ

、 、 、るといったことと それから食育の推進について 食育推進基本計画を踏まえるとともに

米を中心とした日本型食生活の実践を促すように取り組むことが必要だと整理をされてい

たところでございます。

そこで、今般の計画におきましては、こういった点を踏まえて食育の推進とそれから国

産農産物の消費拡大を１項目として整理をして、食事バランスガイドの普及と、米を初め

とする国産農産物の消費拡大を図る取組を一体的に実施するということ。さらに、食育推

進基本計画を踏まえまして、食事バランスガイドのさらなる普及に向けて、シンポジウム

やモデル店舗での実証試験などを推進するということ。さらに、米を中心とした日本型食

生活の推進に向けたモデル事業などを推進するといったことなどを盛り込んでいるところ

でございます。

また、星印に記してありますのは、先ほどの改善点のところで申し上げました、共通テ

ーマのもとで普及・啓発活動を行うものにつきましては、統一的な行動といったものを可

能な限り追求していく必要があるのではないかということを記載しているところです。

こういった取組を通じまして、目指すべき目標といたしましては、その右側に記してご

ざいますように、食事バランスガイドを参考にして食生活を送っている方々の割合を高め

ていくといったことなどを目標として目指すこととしているわけでございます。

次に地産地消の推進の関係でございます。これにつきましては、17年度の行動計画にお

きましては、各地域で策定した地産地消推進計画に基づく取組が、着実に実施されている

かどうかといったことを把握し、その結果等を分析して、その他の地域における計画策定

を促していく、面的な波及を図っていく、そういったことが必要であると整理をされてい

たところでございます。

これを踏まえまして、今般の18年度の計画におきましては、策定済みの各地域の計画の

推進状況をまずは把握・分析する。そしてさらなる計画策定を推進していく。学校給食で

の地場農産物の利用促進といった、その産地における具体の取組や実践を促すといったこ

となどを盛り込んでいるところでございます。

また、先ほどと同様に、星印のところに、共通的な取組を追求するべきである旨を明記

しているところでございます。

こうした取組を通じまして、地産地消計画の策定地区を、17年度の618地区から19年度
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までに900地区に拡大していこう、また、学校給食における地場農産物の使用割合を30パ

ーセント以上に向上させていこうということを目指すこととしているわけでございます。

それから食料消費面の３点目、国産農産物に対する消費者の信頼の確保の関係でござい

ます。これにつきましては、17年度の行動計画の評価といたしましては、食品に対する消

費者の信頼の現状を把握・分析して、ＧＡＰいわゆる適正農業規範の導入であるとか、食

品表示の適正化の取組の効果を検証して、効果的に推進していくことが必要と整理されて

いたところでございます。

これを踏まえまして、この行動計画におきましては、ＧＡＰ普及や食品表示の適正化な

どの取組を推進していくということとあわせまして、食品に対する消費者の意識調査を実

施して、各取組の効果を点検・検証する。それによって、より効率的・効果的な取組を推

進していくんだということを盛り込んでいるところでございます。

これを通じまして、目指すべきところといたしましては、都道府県別のＧＡＰマニュア

ルを30都道府県で策定する。またファミリーレストランであるとか、ファーストフード店

といった大手外食事業者における原産地表示の実施率をおおむね100％とすることを目指

していくと整理しております。

それから下段の３つが農業生産面の取組でございます。まず１つ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でございますけれども、この点に関しま

しては17年度の行動計画において、その評価といたして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するということ。そして秋には新対策の申請受付が開始で

きるように法令等を整備する。また担い手がより需要に即した生産を行えるように、優良

事例を収集・分析して、情報提供を行うということが必要であると整理されていたところ

でございます。

これを踏まえまして、18年度の計画におきましては、現在国会で審議中でございます担

い手経営安定新法の早期成立・施行を目指す。そして秋には対策への加入受付を開始でき

るように取り組んでいくということ。さらに担い手の育成確保に向けまして、アクション

プランを策定して、全国的な運動を展開するといったこととあわせまして、地場産品の消

費拡大を実現しているような担い手の優良事例を収集・分析し、情報提供を行うといった

ことなどを盛り込んでいるところでございます。

これらを通じまして、今年度中に認定農業者を22万5,000人に、集落営農を１万5,000人

にそれぞれ増加させることを目指すこととしているところでございます。
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それから生産面の２つ目が、食品産業と農業の連携の強化でございます。これについて

の17年度の評価でございますけれども、食料産業クラスター協議会の設置効果を検証した

上で、産地ブランドの育成といった取組を促す。それらの取組を全国的に展開するための

体制を、早急に整備するといったことが必要であるとされていたところであります。

これらを踏まえましてこの計画におきましては、既に設置をいたしました食料産業クラ

スター協議会の取組を検証した上で、地場産品を使用した新製品の開発を促していく、さ

らに、モデルとなる食料産業クラスターの取組を全国に普及するべく協議会を設立してい

くといったことなどを盛り込んでいるところでございます。

さらに加工用や業務用の需要に対応した野菜生産のガイドラインを作成・普及し、生産

者と実需者との取引機会の創出、販路拡大セミナーや商談会を開催するといったことを盛

り込んでいます。

これらを通じまして、国産農水産物を使用した新製品を、今年度、22商品開発していこ

うということ、さらには、国内農業者などと契約して原料を調達している事業者の割合を

６割を目指していこうといったことを目標として掲げているところでございます。

最後の効率的な農地利用の推進でございますけれども、この点についての17年度行動計

画の評価といたしましては、農業経営基盤強化促進法を昨年改正いたしまして、耕作放棄

地対策等を網羅したわけでございますけれども、これらの成果を点検・検証するというこ

とと、それから飼料増産重点地区につきまして、農地の効率的な利用、飼料自給率などへ

の効果といったものを検証して、その取組の拡大を図っていくことが必要であるというふ

うに整理されていたところでございます。

これを踏まえまして、18年度の計画におきましては、耕作放棄地の解消等について、農

業経営基盤強化促進法に基づき、法人の新規参入や農地利用集積等の促進に向け、市町村

基本構想を見直していく。そして農地の利用集積や耕作放棄地等の状況を把握・分析しつ

つ、効果的に取組を推進していくんだということ。さらに自給飼料増産に関しましては、

、 。17年度の取組を点検・検証した上で行動計画を作成し 飼料増産重点地区を拡大していく

稲わら飼料の利用拡大に向けて、需給マップやネットワークを活用した仲介・斡旋活動な

、 。どを 早期かつ重点的に推進するといったことなどを盛り込んでいるところでございます

これらを通じまして、一般企業等の農業参入を、５年後の22年度には３倍に増やしてい

こう、担い手への利用集積の面積を、今年度４万2,000ha増加させようといったこと。さ

らには飼料増産の重点地区を180カ所に拡大していく。稲わら飼料の自給率100％を達成す
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るといったことを目標として掲げているところでございます。

以上が18年度食料自給率向上に向けた行動計画の概要でございます。

私の方からの説明は、多少長くなりましたが、以上でございます。

○生産局総務課生産政策室長 生産局生産政策室長の塩谷でございます。私の方から資料

２に基づきまして、生産面からの品目別の対策をご説明させていただきます。

資料２の１ページ目をご覧いただきたいと思います。

個別の品目のご説明に入る前に、策定の考え方をご説明したいと思います。17年度の行

動計画によりまして、この行動計画の結果を評価した上で、18年度の計画をつくるという

形になっておりますけれども、17年度の計画の具体的な成果が統計に出てきますのは、今

年の夏以降になるということから、ここに書いた取組内容というのは、基本的に17年度を

ベースにして、それを発展させた形になっています。夏以降、新たな統計が出ましたら、

それをもとにまた期中で見直していく、必要に応じ見直していこうと考えております。

それから目標ですけれども、17年度につきましては、具体的に目標というのは書いてい

なかったんですけれども、できるだけ定量的な目標を設定するようにというご指摘がござ

いましたので、長期目標の方で生産努力目標の関係では具体的な数字がもう書かれていま

すので、これを基に18年度の目標をできる限り書いてみたいと思っております。具体的に

は、個々の品目をご説明しながら触れたいと思います。

まず、米でございます。米につきましては、生産コストの低減ということが一番の課題

になっておりまして、担い手に対して作業を集中して機械を効率的に使ってもらうと、そ

れを通じて生産コストを下げましょうということになっておりまして、全体で担い手対策

に取り組んでおりますけれども、その対策の中でもカントリーエレベーター等の利用計画

の中で、担い手を優遇するということの計画を17年度につくっておりまして、それを着実

に実行いたしまして、担い手への作業を集めていって、具体的な目標に関しては60㎏当た

りの生産コストの２％程度の低減を18年度に目指すということにしております。

また、生産対策の中で、個別の品目に合った技術対策というのが非常に重要になってま

いりまして、米につきましては不耕起栽培というのを普及しようということで、不耕起栽

培の現地実証に取り組んで、これは17年度から19年度まで３年間かけまして取り組むとい

う形になっています。これは、米だけではなくて米・麦・大豆と、２年３作という形で実

施をしていきます。米・麦・大豆とも基本的に不耕起栽培の技術で、コストを下げていく

ということです。具体的に２年３作体制で、10ａ当たりの労働時間を30％削減、60㎏当た
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りの生産費で15％削減しよう、これをモデル地区の中で達成しようということを目標に掲

げております。

また、米の対策のメインは生産コストの低減なんですけれども、他方で多様なニーズに

対応するような生産をしていこうということから、ここに書いてありますＧＡＢＡ米、こ

れは胚芽の大きさが普通のお米の３倍から４倍ぐらいありまして、発芽玄米というのをつ

くるときにこれを使いますと、非常に有効な成分が増えるということで、まさにこれは発

芽玄米用の新しい品種でございます。また腎臓病の方はたんぱく質が多いと食べられない

ということで、低グルテリン米というのができておりまして、病院でもおいしいお米が食

べられるように、こういった新しくできています新品種を商品化しようということを掲げ

ておりまして、商品化計画の策定という目標を18年度の目標に定めております。

次に麦でございます。麦の大きな課題は、需要に応じた計画的な生産ということであり

まして、麦の生産、非常に増えてはおるんですけれども、必ずしも需要にマッチしていな

い、ミスマッチの問題がありまして、大きな流れで申しますと、小麦の今のミスマッチの

部分を需要の多いパン用の小麦にかえていくとか、大麦・はだか麦へかえるといったこと

を推進するといったことがございます。

18年度の目標といたしましては、パン用の新品種ができておりまして、この作付面積を

前年比で１割程度増加させる。パン用の小麦のシェア５％程度ですけれども、これを１割

程度増やしていこうということを、18年度の目標にしております。

また、麦につきましても輸入品に比べて品質が必ずしも国産品がよくないということを

言われておりまして、これに対応するために新品種を積極的に普及していこうということ

でございます。北海道につきましては、ホクシンという新品種が出ていまして、それがも

う普及が終わっておるということから、新品種への取組が遅れています都府県について、

新品種の面積シェアを今約15％なんですけれども、18％まで増やそう、１年間で３％増や

そうということを目標にさせていただいております。

なお、生産コスト低減の技術対策は、米・麦・大豆共通の実証事業で対応するという形

になっております。

次に大豆でございます。大豆につきましては、非常に供給にむらがあるということが問

題になってきまして、実需者としては国産のものを安定的に使いたいということがありま

す。これの対策がなかなか難しいんですが、また目標設定すること自体難しいということ

がございまして、具体的に18年度は目標には置いておりません。けれども、新しい技術で
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さっき申しました不耕起栽培の一種で有芯部分耕という栽培技術がありまして、これらの

普及を図っていこうということです。それから、より供給量を安定する新品種の普及を図

っていこうということもあります。

また、大豆につきましては、非常にさまざまな用途があるということ、豆腐ですとか納

豆、味噌ですね。そういった個々の用途により適した品種の作付を増やしていこうという

ことですね。北海道につきましては「とよむすめ」というのが多いんですけれども、より

味噌用ですとか煮豆用に適しました「とよはるか」という品種に転換をしていく。３％程

度をかえていくということを18年度の目標に、それは例示的になりますけれども、挙げて

いるということでございます。

次のページをめくっていただきまして、甘しょと馬鈴しょでございます。甘しょ、馬鈴

しょにつきましても、いろいろな用途で焼き芋とかペーストですとか、チップとかそうい

った原料になるということがございまして、原料としてそれぞれの用途に合った品種がほ

しいということが実需者からの強い要望でございまして、新品種の試験段階から食品加工

、 。の人に入っていただいて 審査していただくということが対策のメインになっております

17年度39系統、そういった形で評価を行ってもらいまして、もっとやりたい、まだ足りな

いと加工業者から意見が出ておるということから、18年度は引き続き同じ数、39系統を加

工適性の評価を行いたいと思います。

新技術、取り組む新しい技術としましては、ソイルコンディショニング栽培技術に対応

していきます。これは馬鈴しょにつきまして、土の中に石が混ざっていると、収穫期に石

と芋がぶつかって傷ついて品質が悪くなるということから、植え付け前に土の中の石を除

去するということによって、品質も高まりますし、収穫の効率も高まるという技術がござ

いまして、これの新しいセパレータ、石を除く機械が国産のものができておりまして、こ

の実証をしていくということを置いております。

次にさとうきび、てん菜でございます。てん菜につきましては、一番右の長期目標を見

ていただくとわかるんですが、近年生産量が著しく増加しておりまして、これを適正な生

産量にしていくということになっております。さとうきびにつきましては、逆に量が足り

ないということから、増やしていくということが長期目標となっています。てん菜につき

ましてはコストを下げよう、直播栽培技術を確立していこうということが課題になってお

ります。この直播栽培の比率は5.2％なんですけれども、これを１割程度、増やしていこ

う、収量は減るんですけれども、農業時間の半分近くまで短縮が図られるという技術を普
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及していこうということでございます。

さとうきびにつきましては、非常に生産が減ってきているという問題意識がございまし

て、平成17年度から増産プロジェクトに取り組んでおります。さとうきびは、沖縄や鹿児

島の島嶼部でつくられておるんですけれども、島ごとに計画を17年度につくっておりまし

て、その計画の中で、非常に重労働である収穫作業の部分を機械化していきましょうとい

うことが大きな方向になっております。

目標の方は、ハーベスタでの収穫率を置いておりまして、45.7％から49％まで増やして

いくということでございます。島ですから、なかなか規模拡大といっても難しいというこ

とで、集団化してもらって、その中で効率的に機械を使ってもらうとの難しい対応に取り

組んで参ります。

次に、お茶でございます。お茶につきましてはお茶全体がうまく進んでいる、生産と需

要がぴったりマッチする、健康志向を背景にしてお茶の需要も伸びているということでご

ざいますが、品種を見ていきますと 「やぶきた」という品種が全体の85％を占めており、

ます。そうすると、どうしてもお茶の味がどのお茶を飲んでも似たような味、単調になっ

てくるという問題がありまして、中・長期的に見るとお茶が飽きられてしまう可能性があ

る。また、生産面で見ましても、労働のピークが集まってしまうということがありますの

で、お茶の品種を分散したいということがございます。これはしかし「やぶきた」になれ

た流通業者さん、加工業者さんのなかなか新しい品種に対しての理解が得られないという

ことがございまして、お茶商への優良品種の情報提供ですとか、実証ほをつくるといった

ことを通じまして、新しい品種を普及していきたいということでございます。

まだなかなか具体的にどこまで増やせるかといっためどが立っていないということなの

で、ここだけは定量的な目標を設定できずに、品質構成の適正化ということを置いていま

す。

また、健康志向でお茶が伸びているということから、栽培面では無農薬栽培技術の実証

ほを設置するということを進めております。これは団体の取組でございますけれども、17

年度は90カ所で推進してございます。それをマニュアル化しようということが18年度の取

組の内容になっております。

次に、野菜でございます。野菜につきましては、担い手を中心にする産地づくりという

ことで、産地強化計画というのを17年度に重点的に取り組みまして、３月末現在で、1,20

3で計画ができておりまして、その計画をさらに増やしましょうという取組になっており
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ます。

それからもう一つの目標、さらに重要な目標と言っていいと思いますけれども、加工・

業務用の需要に対応した供給体制をつくるということでございます。野菜の場合、輸入野

菜の問題がございますけれども、特に輸入の影響が大きいのが、加工・業務用の需要部分

でありまして、国内ではなかなか安定的に供給できない、品質が合わないといったことか

ら、輸入品にシェアを奪われておったということでございまして、これを何とか取り返し

たい、抑えたいということがこの取組です。

具体的には市場向けに、一般の消費者向けに野菜をつくっています生産者に対して、加

工・業務用であれば、つくり方、ニーズが違ってくるということをもっと理解してもらう

という目的で、ガイドラインをつくっておりまして、17年度につきましては、トマト、レ

タス、ホウレンソウでガイドラインをつくっております。このガイドラインを18年度はさ

らに５品目についてつくるということを議論しております。

例えばトマトのガイドラインで申しますと、ハンバーガー用でトマトを供給するとなる

と、サイズはパンの大きさに合った物でなくてはいけませんし、中にゼリーというのが入

っている。これはゼリーは少ない方がいい。また味としては、今トマトは甘い物、甘い物

という方向で育種が進んでいて、一般消費者に受けているんですけれども、ある程度酸味

がないといけない。ハンバーグとのバランスですね。そういったものがあって、品種の違

いやつくり方が違ってくるということを理解してもらおうという内容になっています。

それから産地と実需者がお互いうまくつながるようなマッチングの事業を進めることと

しています。これを受けまして、目標として加工向け野菜出荷数量は、前年を超えること

ということになっておりまして、一見非常に低い目標と思われますけれども、実はシェア

がずっと落ちておりまして、ここ３年間で10％ぐらい国産の供給量が落ちてきているとい

うことがありますので、これを前年を上回るということは非常に意欲的な目標を設定して

いるということが言えるかと思います。

次に果実でございます。果実も同じように計画づくりということでありまして、うんし

ゅうみかんは価格が下がっている、過剰感があるということから、晩かん類にまず代えよ

うということで、17年度はみかんを主体にした計画づくりを進めておりました。18年度は

りんごにつきまして、具体的な産地の計画をつくって、どのようにつくり、どのような物

を売っていくのかということを考えてもらうということでございます。それからかんきつ

類につきましては、園地転換を引き続き進めていこうということになっています。
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次のページをめくっていただきまして、生乳につきましては、乳牛の能力向上というこ

とがありまして、遺伝的能力向上、これは継続的にやっておるということですけれども、

これを続けていこうということでございます。目標は前年に比べて89㎏多い乳量にしよう

ということになってございます。また、労働コストですとか集送乳の合理化という取り組

みがございますが、特に、４点目にチーズ等向け生産の生乳の供給拡大ということを書い

ています。平成17年度は６％ぐらい、チーズ向けの製品への供給を増やしておりまして、

これを引き続き増やしていきたいということがあるんですけれども、受け入れ側の加工工

場の方が満杯ということになっておりまして、新たな工場をつくろうということになって

います。それが稼働して受け入れができるのが、20年度からということになっていますの

で、今回の目標はチーズ等向けの牛乳の安定供給といった表現にしております。

牛・豚・鶏肉につきましては、遺伝的な能力の向上、引き続き育種に努力するというこ

とのほかに、牛肉につきましては、肉用牛の増頭というのがあります。ＢＳＥ対策の関係

で、牛肉の需要が一時的に落ち込んでしまうということがありまして、輸入が少なくなっ

てきているということで、これが増えていくことに期待しておりますけれども、その中で

国産の和牛のシェアを増やしていこう、ＢＳＥを機に、国産の和牛のシェアを増やしてい

こうということから、繁殖雌牛の１万頭の増頭ということを18年度の目標に置いておりま

す。

それからミートセンター、食品加工処理施設で、これは17年度から引き続きですけれど

も、求める部分をきめ細かく供給できるような体制整備をしておりまして、これを引き続

きやっていこうということが書いてございます。

また、自給飼料につきましては、先ほど飼料作物生産の推進については、本体にも入っ

ておりまして、簡単に説明がございましたので省きまして、食品残さの飼料化推進という

ところをご説明させていただきます。

これは17年度からの新たな取組になっておりまして、飼料の自給率を高めるということ

から、食品残さを飼料として使おうということを取り組んでおるんですけれども、なかな

かこの残さというものに対するイメージがよくない、また安全性に対する不安があるとい

うことから、こういった食品残さを使ったものでも、安全がきちんと確保できるんですよ

ということを示すために、エコフィード安全性確保ガイドラインというものをぜひつくろ

う、これを積極的にＰＲしていこうということを今回の目標に置いております。

私の方の説明は以上でございます。
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○生源寺会長 どうもありがとうございました。

それでは、次に18年度行動計画の今ご説明のありました案につきまして、意見交換の時

間をとりたいと思います。

議論が散漫にならないようにということで、前回同様に、消費面と生産面に分けてご意

見をいただければと思います。それでまず食料の消費面、消費と生産なかなか分けられな

いようなこともあるいはあるかと思いますけれども、一応消費面からいろいろまずご発言

をいただければと思います。

それで、これは年度の初めの初回の会議でございますので、これからの取組の方針につ

いてなど、どなたからでも結構でございますので、積極的にご発言をお願いいたしたいと

思います。

いかがでしょうか。どなたからでも結構です。どんなことでも結構でございます。ご意

見あるいは質問という形でも結構でございます。

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 日本生協連山下でございます。私どもの取組あるいは計画の

一端をご報告させていただきます。

生協は、現在約2,300万人の組合員で構成されており、食に関連しました活動は、私ど

も生協の中心的な取組というように考えております。とりわけこの間、食育あるいは料理

教室、地域におけます食のイベントでございますとか、生産者との交流活動など、いろい

ろやってまいっております。その中の幾つかの事例でご報告をさせていただきます。ある

いは今後の計画をご案内させていただきます。

昨年11月に初めての試みといたしまして 「たべる、たいせつフェスティバル2005」を、

。 、 、 、東京で開催いたしました 生協だけではございませんで 農水省初め 行政機関の皆さん

それから教育機関の皆さん、生産者の皆さんなど、全国から91団体に出演ないしは出展を

。 。 、いただきました 大変ありがとうございました １日半という短い取組でございましたが

消費者、組合員、生産者含めて、約１万7,000人もの方に会場にお運びいただきまして、

いろいろ食にかかわります活動の交流をさせていただくことができました。

さらに、今後に向けまして日本生協連としましては、こういったネットワークづくり、

食にかかわる諸活動の環境づくり、舞台づくりを推進してまいりたいと思っております。

2006年は、11月18日、19日の両日にわたりまして、神戸国際展示場で開催したいというこ

とで、関西地域におきます取組の１つのエポックにしたいと、こんなふうに考えておりま
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す。

事業面で申しますと、やはり生協の事業活動の中心は食品でございます。現在、３兆3,

000億円の売上高を持っておりますが、食品の売り上げが約２兆円ということで中心を占

めております。全国におよそ1,000店の店舗、それから共同購入や個配のご利用の方が700

万人ということでご参加をいただいております。こういった組合員の皆さんに共同購入、

、 、 、個配や あるいは店舗を通じて どう食にかかわります情報を提供できるかということが

今後に向けて大変大事なのではないかと、こういうふうに考えております。

そういう意味で私が理事長をやっておりますコープとうきょうの事例として、簡単な取

組報告のそのままの資料をつけておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。

一番下のファイルです 「生協の取組み」というタイトルで、この最初のページは目次で。

ございます。次あけていただきますと、１ページ、これが「くらしのＳＴＡＧＥ」毎週１

回こういったカタログを出して共同購入や個配へのご案内をしております。100万世帯組

、 。 、合員の約半数の方が これをご利用いただいているということでございます その表紙で

初めてこれが４月第１回の週ですが、１日に何をどれだけ食べたらいいんだろうかという

ことで、食事バランスガイドのこの「こま」を初めて紙面に登場させていただきました。

なるべく見やすくということでやらせていただいております。

２ページが「おかずのヒント！」ということで、バランスガイドはいいんですが私ども

一番工夫がいるかなと思っておりますのは、やっぱりモデルとなるメニューをなるべく事

例を多くご紹介しないと、なかなか「こま」の絵からだけでは、ぱっとイメージつかんで

いただきにくい面もあります。なるべく具体的なメニューモデルでご案内しているという

ことで、おかずのヒントということで、これが４月の第２週のときのものですね。

それから３ページがこれも同じくおかずのヒントということで、メニューモデルでご案

内しております。

４ページが５月に入っての表紙でございまして 「こま」からさらにブレイクダウンし、

まして 「ごはん食べてますか」ということで 「主食のチカラ」を解説して、ご飯の方も、 、

いらっしゃれば、パンの方もいらっしゃれば、めんの方もいらっしゃるんで、特にこれで

なければいけないと言えませんので、それぞれの事例をご案内して、ご利用につながるよ

うにご紹介しているということでございます。

大切なのは家族で同じものを食べて団らんの場を持っていって、その中でいろいろおい

しいだの、嫌いだの、いろいろなことが交流できるようにすることが大事だと思います。
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５ページは、団らんを見直そう、団らんの場で食育をというようなことで編集させていた

だいております。

６ページがまたおかずのヒントに戻っておりまして、行ったり来たりしているというこ

とでございます。ここまでは、共同購入、つまり班をつくってのご利用ないしは個配とい

って個人での配達によるご利用でございます。

７ページはこれは店舗のご利用促進のための新聞折り込みチラシです。チラシも１００

万世帯組合員の半分が店舗利用でございますので、その数倍の部数の折り込みチラシを入

れております 「たべる、たいせつ 「きちんと、朝ごはん」をということで、これもいろ。 」

いろな切り口でご案内できるように、食事バランスガイドをつけてきちんと食べようとい

うところから案内しています。ごはん派にはこういうメニューでいかがでしょうかと、パ

ンの方にはこういうメニューでいかがでしょうかと、そのあたりが一番工夫のしどころか

と思っております。

こういったものをご覧いただいて店舗に来られた際に、店頭に置いておりますのが、こ

のファイルの一番最後についています小さいリーフレットです 「元気な朝ごはんいっし。

ょに考えませんか？」ということで、これはNo.１で 「朝ごはんでバランス編」というこ、

とで、日本生協連でつくったものです。これを店頭においてまた読んでいただいていると

いうことです。

８ページに戻りまして 「食事バランスガイド活用法」ということで、これは組合員対、

象に出しておりますコープとうきょうの広報誌の一例です。バランスガイドの「こま」の

解説と、この協議会の構成員でもいらっしゃいます武見さんにご指導もいただいて、ある

、 。いは問題提起もいただこうということで ご登場いただいているということでございます

こんなことをやっておりまして、どんなふうに受けとめられているかということで、９

ページにインターネットを通してアンケートを無作為でいただいております。設問に対す

る回答ですが、食事バランスについて意識していますかということでいいますと、３分の

１は意識しているとこういうことでございました。食事バランスの「こま」についていか

がですかと聞きますと、半分の方が初めてと、こんな反応でございました。チェックして

みていかがですかということに対しては、チェックしてみた方、39％、チェックしてみた

けれども、わからなくて断念したという方が６％ですから、45％、思った以上にやってみ

ていただいているなというように思います。まだやっていないという方が半分強というこ

とでございました。
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食生活の中で、食費を聞きますとみんな気にされているということになりますので、食

費以外で優先していることはどれですかということで、２つ選んでいただきました。家族

の好み、調理の時間、おかずの品数、このあたりがトップスリーかなというようなことで

あります。やっぱり惣菜がよく売れてきているということにも反映しているかというよう

に思います。

今回のような企画について、どうお感じですかということについて、興味があるのでぜ

ひ続けてほしいという方、67％、興味はあるけれども、表紙ではなくても中でもっとやっ

てくれ、つまりもっとブレイクダウンしてやってほしいという方が31％、少なくとも大半

の方が何らかの興味をお持ちだと、こんなふうに受けとめております。

したがって、我々もさらに工夫や苦労を重ねてご理解いただきながら、バランスのよい

食事ということに結果できるように工夫をしていきたいと、こういうふうに思っておりま

す。バランスガイドの「こま」も非常に筋が通っているという面と、相当メニューモデル

にしないとなかなかわかりにくいと、こういう面がありますので、今後これを農水省にお

いてもこういった活動を認めていただいて、積極的なご支援、ご指導もお願い申し上げた

いと思っております。

私どもといたしましては、こういった地道な取組が結果として日本型食生活の普及につ

ながるんではないか、あるいはバランスを意識していろいろ毎日の献立を考えていただく

ことから、あるいはそういう中で生産者の皆さんの産品が、あるいはお米が消費者に選ん

でいただけて、その結果こうした自給率が上がっていく、そういうよい循環につながれば

いいと思って続けてまいりたいと思っています。

そういう意味で、自給率向上という切り口から申しますと、やはり消費者の食事のあり

方が重要なポイントになるとは思いますけれども、あまり早急に施策の効果を求められる

と、押しつけ過ぎになって無理が出るという面もあろうかというふうに思います。いろい

ろな団体、組織として取り組んでいらっしゃるよい事例の交流の中で、国民的な運動にし

ていく、食生活の習慣の見直しという息の長い取組にしていく、その結果として、自給率

向上にもつながるようにしていくことが私どもの課題ではないかというように考えて、今

後も取り組んでまいりたいとこのように思っております。

計画に沿ってやり始めましたということで、少し時間をいただいて、報告をさせていた

だきました。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。その他いかがでございましょうか。
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それでは消科連の大木さんどうぞ。

○消費科学連合会 消費科学連合会でございます。18年度の食料自給率向上に向けた行動

計画の案ですけれども、例えばこういう案が出てきますと、予算がないから行動がとれな

いということとか、予算をくれとかというふうに、そういうのがないとできないとかとい

、 、う話を時々耳にしますけれども 私たちは本当に自給率の向上というのは必要だと思えば

工夫をしてやらなければいけないと思っております。

それで、私どもの会も 「消費者大学」という講座で食育を年間テーマにして、１年間、

のカレンダーをつくりました。そして食育の中に自給率の向上を考える講座もいくつも入

れました。講師をお願いする時、生きているかどうかわからない１年先のことを予約でき

ないというふうにおっしゃる先生もいらっしゃいましたが、これは重要なテーマですので

講師になりますとおっしゃっていただいてできたのが、この取組の案なんです。

ここに私どもが参加者330名を予定と書いてありますけれども、既にもう１回目で200名

を超えた人が参加しておりますので、もう少し参加する人数は増えるのではないかなと思

っておりますが、ここに食の連携ということがありますけれども、実はこういうことをし

ているものですから、先ほども生協さんの方から食事バランスガイドのお話が出ましたけ

、 、 、れども あるお弁当屋さんが この食事バランスガイドにあわせたお弁当を作りましたが

全く売れない。どうしたらいいか、もうやめてしまおうと思いましたが、やっぱりこれは

消費者との連携ということが必要だから、それを聞いてきましょうということで、お弁当

の見本を持って私の会をお訪ねくださったのですね。よくよく見ましたら、まずお弁当の

バランスガイドのシールがまだ出たばかりであるのに 「こま」の絵が小さ過ぎるんです、

よ。これは小さくて意味が理解できない。食事バランスガイドが認知されていないところ

にこんな小さいのをつけたってわからないでしょう。継続は力なりということだから、こ

のバランスガイドをもう少しお弁当に大きく表示して、続けてみてはいかがでしょうかと

かなどアドバイスをしました。それをしましたら、数カ月たってから売れるようになりま

したとご連絡を頂きました。食品関係外の企業さんの方もお見えになりますが、私たちは

独身ですから、こういうお弁当を買ってみたいと思ってもわからないから買えないんです

よという話も聞きます。そういう意味では情報の必要性を感じます。その後、毎日新聞に

４月27日、こんないいことやっていますよという記事が出ていたと思います。このように

企業さんと生産者と消費者と、まさにこの連携に向けたというか、向上に向けた連携とい

うのが必要だなということを私ども感じておりますので、18年度は本当にやることが必要
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なんだと思って、これからも私たち消費者も参加していくということを思っております。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。

吉水さんどうぞ。

○吉水構成員 今のご意見と関連するので、発言させていただきます。

今回、いろいろな数値目標を定められたということで、こういった目標がないとなかな

か進まないということはありますし、地道な努力というものが大切だということは皆さん

と同じ意見です。

ただ、これが全部実現できたとして、すごく劇的に食料自給率が向上するという何か因

果関係がいま一つはっきりしない。それはなぜなんだろうと先ほど来、自問自答していた

わけなんですけれども、やはり今大木さんがおっしゃったように、消費と流通と生産とい

うものが、結局うまく関連しないとなかなか成果を上げることは難しいのではないかとい

うふうに感じております。

先ほどご説明で、お茶に関しては健康志向と相まって、非常にうまくいっているという

ことがありました。今ここにもテーブルの上にも乗っていますけれども、マーケティング

業界ではReady To Drinkという意味で、ＲＴＤのお茶というふうに呼んでおりますが、こ

ういったものは20年前にはなかったわけで、私の記憶が正しければ、ある割と地方のメー

カーさんがこういった商品開発を最初にされて、そこにナショナルブランドメーカーさん

が参入されて、冷たいお茶を飲むという新しい 急須で入れた熱いお茶ではなくて、冷―

たい既にReady To Drinkのお茶を飲むという 新しい製品カテゴリーといいますか、生―

活習慣みたいなものが確立されたと。消費者の方もそれを持ち歩く。ペットボトル等で持

ち歩くというのがライフスタイルになりましたし、あるいは今会社でなかなかお茶くみの

女性というものがいなくなりましたよね。そういった世の中の構造変化とも相まって、そ

ういったものの需要がどんどん増していく。流通の側もコンビニ等々がたくさんできまし

て、気軽に買えるようになり、生産量というのも上がっているという状況かと思うんです

けれども、そういった例で見られますように、生産と流通と消費というものが関連してい

くということが大切かと思います。

自給率アップという目標を考えたときに、消費者に国産農産物が選択的、積極的にチョ

イスされるという状況ですとか、それは主に家庭内食になりますけれども、今外食とか中

食に食生活がシフトしている中で、結果的に国産農産物を食べる、飲むといった状況が生
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まれるためには、それが食品産業の方々に国産農産物を使ったということが１つ消費者に

とってアピールポイントとなるということが選択されないと、そういう状況もできないと

いうふうに思いますので、コメントですけれども、やはり生産、流通、消費の三者が連動

していくことというのが、非常に大切だというふうに思います。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは主婦連、その後武見先生お願いします。

それでは主婦連和田さんどうぞ。

○主婦連合会 主婦連合会です。私ども東京に一応本部がありますけれども、全国的に団

体として加盟している団体が大きいところから小さいところまで約100、それから個人会

員が200名ぐらいという団体です。それで私どもは別に完全に同じことを全国的にやると

いうのではなくて、それぞれがその地域で必要な運動、これはもう食に関する運動だけで

はありませんけれども、広くやっております。

それで、運動方針としては当然同じ方向を向いているわけですけれども、生産地あるい

は消費地、それから同じ生産地であっても果物の生産地であったり、お米がメーンのとこ

ろであったりというような、それぞれの地域の特色がありますので、同じ目標でやってい

くとか、全国的に号令一下で同じ歩調をとるというような運動も主婦連できましてから50

年余りになりますけれども、そういう運動はやっていないわけですね。

、 、例えば自給率をできるだけ上げるというのは これはもう改めて号令かけるまでもなく

自給率を上げる、あるいは地産地消というような運動というのは、もうずっと取り組んで

いるものですから、その地域地域でできる運動、それから今やらなければならない運動と

いうものを積極的に取り組んでいるというわけで、みんなそれぞれ地域に合った運動をや

っている。それから地域でこういう運動をやりましたというのが、例えば東京で全国のメ

ンバーが集まったときに報告するというのはありますけれども、必ずしも私どもはこうい

う運動をやりましたという報告が全部上がってくるわけではないものですから、こういう

取組一覧というようなところに載せようと思いますと、大変情報が乏しいという面がある

なあということを感じております。

ですから、例えば適正表示の推進なんていうことを東京の団体で、必ず年１回ないしは

２度ぐらい表示の勉強会やったり調査をやったりということはやっておりまして、ここの

表に載っているのも参加者数が40名というのはたまたま東京での参加者数でありまして、
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これが地方でそれぞれの団体がいろいろな、早くから計画を立てているところもあります

し、それから表示の問題出てきたから来週買い集めてやろうというような運動もあります

ので、なかなかそれを主婦連合会の運動全体をまとめてご報告するというのが、行き届か

ない面がありますのをご了承いただきたいと考えております。

それで、月１回出しております機関誌の「主婦連だより」というところに、バランスガ

イドはもう当然載せております 、初めのうち地方の会員のところになかなか届かない間。

は、本部にありますかと言われて、こちらからお渡ししたこともあるんですけれども、も

う今はそれぞれの地域に十分に行き渡っておりますので、それぞれの地域でいろいろな運

動をやっているという話は聞いております。それと、表示の勉強会なんかもそれぞれの地

域でやりましたというような報告も聞いております。

そして、やはり先ほどもお話しありましたけれども、生産とさらには流通、それから消

費というところの本当のいい意味での連携というのが十分にとれることが必要だなという

、 、ことを痛感いたしますので せっかくこの目標というようなものが出てまいりましたらば

これをわかりやすく全国的に、消費のところだけが頑張っているわけではないんだという

ところで、ぜひこの辺の情報をみんなが共有することができるような工夫をしていただき

たいなということを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。それでは武見さんどうぞ。

○武見構成員 女子栄養大学の武見です。目標設定、数値目標、できる限り客観的に判断

できるものをつくるというのは、１つのみんなの共通認識をつくるという意味で、とても

よい今年の１つの基本方針だと思いますが、さっき吉水さんがおっしゃったように、やは

りその目標が達成されたら本当に自給率にどうつながるのかというあたりの因果関係が見

えないという話があったと思います。

そういう意味では、たまたまですけれども、例えば食料消費面の資料ですか、資料１－

２で１ページ開けたところに、食料消費面ということで、具体的な目標が並んでいきます

、 、 、けれども この中でも例えば右側の目標の箱で 食事バランスガイドの認知が上がるとか

それを参考にして食生活を送ると右側の米を中心とする日本型食生活で実践にはつながる

けれども、ではそれって本当に自給率になるんだろうかというようなことがあると思いま

す。それに対して、その次のお米の消費量が増えるとかというような話は、ダイレクトに

つながるだろうと思います。
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やはりその辺の目標も、ある程度段階的に整理ができれば、今後そうした因果関係みた

いなことを見ていくようなことがいろいろな形での取組の成果を整理したときに見えてく

るようなものが１つできるのではないかなというふうに思います。

そのことに関連してなんですけれども、私も食事バランスガイドはつくらせていただい

て、別にそれは自給率向上のためにつくったということでもなく、本当にバランスのよい

食事をということでつくってはきているんですが、一方でこれを使って自給率向上という

ことをすごく意識して情報提供していくときに、これちょうどいい例なので、この日生協

から出ている資料で、13ページのおかずのヒントというところ、お料理の絵が出ていると

ころなんですけれども、おかずのヒントで３食ぐらい出ています。私が見ているのは、た

またま上にチーズオムレツカレーがあるところなんですけれども、そのチーズオムレツカ

レーの下のサケの包み焼きを見ていただくと、これはぱっと見て確かにバランスガイドに

基づいて１食を提示しているんですけれども、実は主食が見えないんですね。

○生源寺会長 右下に13とあるページですね。

。 。 、○武見構成員 そうですね 右下に13とあるページ ちょっとしたことなんですけれども

先ほど統一的なパンフレットをつくる話もありましたので、実はやはりこういう食事の提

案ってどうしてもおかずを中心にぱっと見せるというのがすごく多くて、本当に米を中心

として、日本型食生活の実践ということにつなげるように情報提供を出していくんなら、

このメニューの出し方では違ってしまうんではないか。だからといって、みんながいちい

ち気にするかということもあるかもしれないんですけれども、常にそういうものを目に見

せていくというようなことを積み重ねていくようなときに、ちょっとした工夫みたいなこ

とも結構神経を使ってやっていくことが、ごはんを中心にした日本型食生活をやっていく

ということにつながるというようなこともあります。

２つ目になるんですけれども、先ほどの統一的なパンフレットをつくっていくとか、そ

れはこういう内容ではないかもしれませんが、いろいろな教材が多分この食育というか、

食料消費面のことに関して動いていくと思います。そういうときに、やはりどういうふう

に本当に情報を出す物を見せたらいいのかということは、かなり考えていかなければいけ

ないなということを思いました。

○生源寺会長 ありがとうございました。食品の加工あるいは流通の分野の皆様からも、

何かあればご意見等を頂戴いたしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。

それでは食品産業センターお願いいたします。



- 24 -

○食品産業センター 私どもも武見先生のご指導を得て、食事バランスガイドをつくる関

係、いろいろ去年からご指導いただき、今、本格的にやりたいと思っていますが、各メー

カーともお弁当の側面に食事バランスガイドを表示したりいろいろ努力しているんです

が、やはり業界としては今いろいろな表示、義務表示もありますし、こだわり食品の表示

、 「 」 。をしたりとかありまして なかなか こま マークも大きく表示しにくい状況があります

それで各メーカーからのお願いなんですけれども、まだ食事バランスガイドの認知度が低

いんです。結局この認知度が上がってくれば、ある程度のスペースの表示でも皆さん理解

していただける。

ところが、さっき消科連の大木さんからご発言ありましたけれども、まだ認知度が低い

と、どうしても大きく強烈に張らなければいけないというようなことがありまして、これ

は裏腹で業界の努力と、それからその食事バランスガイドの「こま」マークの認知度を高

める。まさにこの目標として認知度を15から30ですか、上げていただくということで、こ

れは食育の方でもいろいろ取り組んでいただいていますけれども、こういった取組をぜひ

強化していただきたい。我々もそれに呼応していろいろな表示に取り組んでいきたいとい

うふうに考えています。

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。

それではべんとう協会さん、よろしくお願いします。

○日本べんとう振興協会 日本べんとう振興協会の野老でございます。先ほどから生産、

消費、流通の連携というお話が出ております。私どもの業界は、コンビニエンスストアの

米飯関係を供給しているメーカーの団体で、業界で大体年間70億食くらいの供給をしてお

りますが、原材料、衛生技術、生産技術のサイクルによって現在に至っております。新し

い原材料を導入し、そして新しい調理技術のもとで新しい商品を提供するというようなそ

れぞれの新しい技術の導入サイクルで今日まできております。

そういう意味では、これまでの経緯を見ると、連携をしてきたわけでございますけれど

も、農林水産省さんの品種改良計画等を考えますと、この連携をどういうふうに具体的に

進めていったらいいかというようなこと、本当に効果が上がる連携はどうしたらできるの

かを研究をしたいと思っております。どういう専門家をどういうふうな場でどういうふう

に集めてやったらいいのかというようなことが具体的にありませんと、効果は上がらない

と思います。私どもの計画の中にはそれは入っておりませんけれども、改めてこの計画を
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見て感じているところでございます。

それからもう一つ、食事バランスガイドの啓発・普及の件なんですけれども、食事バラ

ンスガイドを理解するというのは、結構大変です。それを個々人の食生活の中に具体的に

どう生かすんだということになりますと、更に大変ですから、やはり先ほどもご提案があ

りましたように、具体例をもって提案していくというのが、一番理解させるには手っ取り

早いと思います。私どもとしては、日本型食生活を中心として提案をして、それを検証す

る手段として食事バランスガイドを使ってくださいというアプローチをしてみようと思っ

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。その他、消費あるいは食品産業の分野でいかが

でしょうか。

それでは、流通改善機構、馬場さんお願いいたします。

○食品流通構造改善促進機構 私のところは、中小の主として生鮮食品の流通過程を担当

しているといいますか、業界でございます。

伝統的な生鮮食品の流通業界というのにあって、なかなか積極的に新しいものを入れる

ことは難しいです。事業としてはいわば全国で何地区か選んで、モデル地区等が引き受け

るみたいなことですが、業界全体にすると、主として生鮮食品の対面販売が中心になって

きます。どうしてもそこの八百屋さんなり魚屋さんの人が、消費者と接して、自分の知識

でこれがいいよという形でやっていくのは、生きる道になっているんですね。スーパーな

どで並べている物に比べれば、対面販売というのは、そこに新しい知識を入れていくとい

、 。 、うよりは どちらかというと伝統的なやり方で日々の仕事をしてしまっている ですから

これは我々としては一生懸命やりますけれども、こういう業界というのは、なかなかこう

いう新しいものを入れていくというのは難しいなというのが、私の実感なんです。だから

やらないという意味ではないんですけれども。

やっぱりいい物を消費者に選択してもらう。その中にいい食生活、あるいは国産品とい

うことが入っていけるように、そういうところに中身としてやっていきたいなと思ってお

ります。どうしても事業計画を出せというと、モデル的で全国何出店なんていうことにな

ってしまうわけですね。

私どもの感じなんですですけれども、そういう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。先ほど来、消費、食品産業、そして農業の生産
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の現場の連携というのもかなりご指摘があったかと思いますので、生産の面のご意見も含

めて、頂戴いたしたいと思います。

どなたからでも結構でございます。消費面についても、追加的にさらにご発言があれば

お受けしたいと思います。

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 参考資料の３ですね。そこにＪＡ全中・全青協・女性協の内

容が出ておりますけれども、活動をしていまして一番女性にとって、大切だなと思ったこ

とは、学校給食の米飯化を、完全に米飯化になればなおいいんですけれども、それは教育

という名のもとにおいてやられておりますので、子どもも親にも選択肢がないわけでござ

います。学校給食がたとえ週３日になっても、自給率は必ず上がると思うんですね。日本

型食生活というのは、お米ですとおかずもすべてが日本型になると思うんです。それから

食育という中で、委員として出ていた服部先生もおっしゃっていました。はしを使えない

子どもがいますので、学校給食が米飯化になることに対して、本当に日本文化のはしが持

、 「 」 、てない子が 将来 ものづくり の日本人としては欠けているということを言われまして

先割れスプーンでは魚を食べたりということはできないわけですね。それも含めて、学童

農園の中で青年部とか全中でやっている学童農園の中へ、加工食品を持っていったり、い

ろいろな物を、大根１本もこうなるんだという部分を行政組織として担っているわけです

ね。それが大分波及効果が出ていますので、その辺は学校給食から押したら、多分上がる

んではないかなと思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。給食協会何かございますか。給食協会の方から

お願いいたします。

○全国学校給食会連合会 私どもの団体は、各都道府県にある財団法人学校給食会の連絡

調整機関として、昭和３２年に設立されています。また、都道府県学校給食会も財団法人

として、５０年の歴史を持っています。都道府県学校給食会は、学校給食用の米を中心に

食材を取扱っていますが、今回の行動計画では、米飯給食の週３回ということを一つの目

標値に置く中で事業の展開を図っています。学校給食に制度として、米飯給食が導入され

てから今年で丁度３０年という一つの節目にあたるわけでございます。

そういう３０年の中で５０年代後半に既に米飯給食週３回という目標値がうちだされ、

それぞれの学校給食の設置者である市町村の教育委員会がそれなりの取組みを行ってきた

ところですが、現状を見てみますと、１６年度の数字でございますが、週３．５回という
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のが最も米飯給食が進んでいる県で、これは高知県でございます。それから少ないのが、

神奈川県で、２．１回です。その差が１．４回です。

現在は週２．９回というのがここ何年か続いているわけですが、それはやはり大都市部

での米飯の伸びが悪いということで、特に東京、神奈川、大阪、兵庫とこの４県の市町村

に集まっている傾向があるため、行動計画の中ではこれらの県で、米飯給食推進のための

フォーラムを開催するまた、教育委員会にお集まりいただきながら、何とか０．１でも上

がるような対応を図っていただくよう働きかけを農水、文科省、ＪＡ等と一体となって進

めているわけです。しかしながら３０年をたっても２．１回という数字をみていくといか

に学校給食の中に米飯給食を円滑に進めることが、大都市においては難しいということが

いえるのではないかとも思います。日本型食生活の中でやはり学校給食での米飯給食とい

うのは非常に必要です。そうゆうようなある意味での省庁敵なものとして米飯給食が教育

の一貫というなかでの取り上げ方がされたわけです。

あくまでも３回というのは、主食の多様化の中での目標です。米飯給食だけ週５回やれ

ばいいということではなくて、やはり学校給食というのは今申し上げましたように、教育

の中での活動ということで、当然パンもある、あるいは米もある、めんもあるという多様

なものを求めるわけです。よく米飯を週５回やればという話もありますが、あくまでも学

校給食は子どもに対してできるだけ多様な食材を食べさせることによって将来の子どもの

食生活というものを大事に育てていくという側面がございます。行動計画をみていただき

ますとお分かりのように、１８年度においても週３回を目標におき、特に大都市をかかえ

る県での回数増加に頑張っていきたいと考えているわけです。

都道府県学校給食会は、米飯給食というだけでなく、学校給食における食育、特に地場

産物活用という事業も積極的に行っています。先ほど資料で、学校給食における地場産物

の割合の向上というのが一つの目標値として示されて食育推進基本計画の中に３０％以上

。 。 、と記述されているとの説明がありました この３０％とは何だろうか １６年度は２１％

これは献立の中の食材の数なんです。要するに食材１００あれば１６年度は２１の食材が

使われている。それを平成２２年度には３０％までひきあげようというその食材の数のパ

。 。ーセントでございます 数字の持つ意味を正確に理解しておいていただきたいと思います

なお、６月２４日に内閣府と大阪府主催で第１回食育推進全国大会がございます。また。

９月２１日から２３日にフードシステムソリュージョンというのがございます。このよう

な中でやはり各都道府県学校給食会の食育、特に地場産物の取組みについて多くの方々の
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御理解をいただけるような機会を作り、学校給食ではこんなに地元の食材が使われている

のだというようなことを明確に打ち出していきたいと思っています。

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、生産面の方からのご発言はいかがでご

ざいましょうか。

それでは中嶋さんどうぞ。

○中嶋構成員 中嶋でございます。３つほどコメントがございまして、１つはＧＡＰの問

題、２番目が環境の問題、３番目が技術開発の問題でございます。

１つ目のＧＡＰでありますけれども、この行動計画の概要の表を見させていただきます

と、食料消費面の項目の中に入れられてまして、これは消費者の信頼の確保という観点か

ら全くもっともな場所に入れていると思うですが、これが食料自給率向上という文脈の中

で解釈すると、どうしてもマーケティング手法というふうなとらえ方をされるんではない

かと。私もある都道府県のＧＡＰのマニュアル策定にかかわっておりまして、その中で出

てくるのは、これをやってどのくらい高く売れるのかというような議論です。これももっ

ともなご意見だとは思うんですけれども、ただ、ここに入れることがやや生産現場に間違

ったシグナルを発信するんではないかというのを１つ危惧いたします。

それからＧＡＰを推進するのはなかなか大変だなというのも、いろいろな取組に関与し

て感じているところではありまして、ＧＡＰは農業生産面というところに入れた方が、よ

り推進面で機動力が出てくるんではないかなというような気がいたしております。

それから２番目の環境の問題でありますけれども、これ全体をざっと見回してみて、環

境という言葉が全く出てこないというのは、やや奇異な感じがいたします。いろいろなリ

サイクルの問題もそうでしょうし、農薬をどうするかという問題もそうでしょうし、生産

面についても環境負荷の評価というのが入るべきだと思います。

消費でも環境に優しい取組をしているということが、国産農産物の需要拡大というとこ

ろに資する部分もあると思いますので、そういった点のご配慮ももしあればというふうに

考えております。

最後の３番目は、技術開発の問題です。基本的に行動計画が単年度の目標、単年度の計

画、そして単年度の評価というものの積み重ねなので、仕方がないことだと思うのですけ

れども、結局のところ、自給率というのは５年後、10年後どうするかというところの議論

も一緒にしなければいけなくて、それは今、ある種仕込みをしておかなければいけない部
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分も相当あるんではないかと思います。ただ、この行動計画は、現在ある資産とか資源と

か技術というものを、いかに最適に組み合わせるかというところに焦点が当たっているわ

、 。けで どうも新たな技術開発をどうするかというところがちょっと弱いんではないかなと

生産努力目標のところでもちろんそういう議論があるというのは承知しておりますけれど

も、食品産業の部分や、それと関連する連携の部分の技術開発ということをどういうふう

に考えているか。それから投資というものをどういうふうに考えているのか、少し見直し

た方がよろしいんではないかという感じがいたしました。

最後、つけ加えさせていただくと、そういう努力、それからそういう取組というのは、

食料自給率の向上という観点からすると、結局のところ海外との相対的な関係だというふ

うに思います。幾ら一生懸命やっているといっても、それ以上に海外の食品産業なり生産

部門がもっと一生懸命やっていれば、結局見劣りしてしまうわけで、国際的な観点から見

て、どの程度の今ポジションにあるのかということの評価というのもここに入れた方がよ

ろしいんではないか。それは多分農林水産省の方でお考え、評価、分析していただくこと

ではないかなと考えております。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。それでは大木さんどうぞ。

○消費科学連合会 資料２の生産努力目標のお米のところに低グルテン米の商品化計画の

策定というのが18年度の目標に掲げられていますけれども、これはぜひお願いしたいな思

。 、 、 、っています 実は二 三年ぐらい前なんですけれども 広島県のある生産者が農協さんが

品名が「春陽」という腎臓病にいいお米ということで勧められてつくりました。この方も

、 、健康な人だけが消費者ではないと思ってこれをつくりましたけれども 売るルートがなく

結局なかなか売れなかったという話をお聞きしたんですね。私があるスーパーさんにその

お話をしましたら、私どもは広島の方にいろいろなスーパーがたくさんありますので、そ

の人に直接そこに行かせてお話を聞いてみましょうといって直接行ってくださったんで

す。来年は一応契約するようにしましたと、そこまでなんですけれども、その後どうなっ

たかなというふうに思っていますけれども、ぜひ私も、健康な人だけがお米を食べたいの

ではなく病人にもおいしいお米を食べていただきたいわけです。そういうためにぜひ技術

開発というものを頑張っていただきたいなと思いましたので、これが目標にあったという

ことは、ちょっと感動しましたので、言わ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。それでは米穀機構お願いいたします。
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○米穀安定供給確保促進機構 米穀機構です。自給率という問題になると、やっぱり米の

消費というのが上がるにしろ下がるにしろ、一番寄与度が高いと思います。私ども従来か

ら米の消費拡大ということで活動をさせていただいておりまして、国の方からもその重要

性にかんがみた国費もたくさんいただいておるわけでございます。いろいろな事柄や方法

で、従来から取り組んできておりますが、特に今年から食育ということが１つの大きな国

政の柱ともなっておりますものですから、その中でも特に先ほどからお話の出ております

食事バランスガイド、これは結局裏の意味からすれば、お米を食べましょうねということ

になると思いますので、そのために食事バランスガイド自体をよく知っていただくという

ことが重要であると考えております。私ども従来からやっておりますテレビ番組「いまど

きごはん」を本年も継続いたして、段々視聴率も上がってきておりますが、これまではご

はん食の健康上の優位性というようなことを専らやってまいりましたが、今後はバランス

ガイドの認知度を高めるとか、そういった面での番組のメニューもどんどん増やしてやっ

ていこうと思っています。とにかく知っていただくということが重要なことで、私どもも

お米の袋にいろいろつけようということを検討しておるんですが、やはり初歩的な説明か

ら袋の上に全部書くとなると、相当の面積にもなりますもので、できるだけマークのこと

を知っていていただいて、皆さんがそれは健康のお話だなとぱっと見ただけで気がつくと

いうような形に早く持っていきたいと思いますので、私どももこのバランスガイドの認知

度を高めるという面でもっと頑張っ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。生産面でいかがでございましょうか。どんな形

でも結構です。

それでは法人協会お願いいたします。

○日本農業法人協会 農業法人協会武井と申します。経過の報告と要望を踏まえて発言し

たいと思います。

まず、農業法人協会では、この協議会と同じ名称で内部に委員会をつくりまして、議論

を重ねているところであります。ですから、結論が出れば下部の組織にそういったものを

実行段階に下ろしてくるという経過になっております。

それから、要望的なことは、今の会議を含めて申し上げたいことは、行政がいろいろな

生産計画を立てて、農家の人にやっていただくわけですけれども、今北海道では、相当牛

乳を捨てているわけですね。それから九州では、牛を淘汰していくというんですか。そう

いった生産計画を行政の側がある程度コントロールできるものにしていただかないと、た
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だ行け行けどんどんで、せっかく牛から絞った乳を捨てるというようなことだと、経営が

成り立たないというところですよね。だからその辺、何かいい方策はあるかないか、考え

ていただきたいということがあります。

それから麦のことなんですけれども、一昔は「農林61」といううどんになるような麦ば

かりつくっていて、品種改良をなかなか農水省の方で行わなかった。その結果、政府の蔵

には麦が山になっていてさばけない。そういった実態があって、今度やっと重い腰を上げ

て品種改良に入っていった。国産の小麦がパンに合えば、相当量の輸入節約になって、自

給率の向上につながっていくのではないかと思います。ですから、品種改良のスピードを

上げてやっていただきたいというような要望はございます。

それと担い手のことなんですが、各都道府県には担い手支援課というような農政局の中

でセクションがあります。今農村で働いている担い手というのはほとんど高齢化してしま

って、なかなか大変です。ですから新規の若者を入れなくてはならない。でないと、継続

もできないという実態がございます。そこで農業をやるその人材の輩出、農業大学なり農

業高校だとか、そういったものがたくさん全国にあるはずです。そういったところから、

実際に農業の現場に入っていく若者はどのくらいいるのかということが問題になってきま

す。群馬県では、そういったアクションを起こして、農業高校の教員の農業の専門の先生

がいます。そして、もうかる農業を生徒に教えなければだめなんだということで、先生を

１年間農家に実習に出すという取組がやっと始まったというところなんです。ですから、

もうかる農業を農家に行って実習してきて、それを教壇の場に持ち込んで生徒に教えて、

１人でも多くの担い手になってもらうという１つの方策だと思うので、農水省も全国にそ

ういった事例を紹介していただいて、ぜひ担い手の１人でも２人でも確保ができればいい

と思うんですよね。ぜひやっていただきたいとそのよ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。その他いかがでございましょうか。

それでは女性経営者会議お願いいたします。

○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いいます。まず感想なんで

すけれども、我が家では農協から食材をとっております。先ほど生協さんのチラシを見せ

ていただきまして、非常につくりたいとか、こんな缶ジュースあったら子どもたちにもと

か、すごくいい感じで提供しているのを見せていただきまして、ぜひ農協さんにも食材に

関してはああいったＰＲの仕方を努力していただきたいなと思いました。生産者でも結構
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消費者の部分がありますので、農協さんのＰＲの仕方というのにも努力をお願いしたいな

と思いました。

、 、 、それから 主婦連合さんのお話にもありましたように 私たちは全国組織とは言えども

個人加入ですので、こういうことをやっている取組内容は示せるんですけれども、実績み

たいなものをやりますと、なかなか現せないというのが同じ悩みなんですが、参考資料３

に今年の目標ということで９ページに書いてありますけれども、今まで口頭でこの会議で

は個人的会員の優良事例というのを、何度か紹介させていただきましたけれども、今回は

機関誌の方にそういった事例を会員の皆さんにご紹介していきたいということで、計画を

しております。

それから８月に熊本で全国大会を開く予定ですので、そちらの方でも自給率のことをＰ

Ｒしていきたいと思っております。

、 、それからやっぱり生産者と言えども 先ほどのように消費する部分が結構ありますので

例えば我が家であれば、米を生産しているわけですけれども、ほとんど他の物に関しては

買いますので、各個人の家庭の消費というのももう一度見直していきたいということを声

を大にして、他に届け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。その他いかがでございましょうか。

それでは主婦連どうぞ。

○主婦連合会 消費者としましては、主婦連合会の場合ですけれども、国産の物であれば

問題ないのかということが非常に大きなウエートを占めているわけです。ですからもう簡

単に申し上げますと、例えば遺伝子組み換えであったり、それから食品照射というような

新しい技術を、今以上取り入れて生産性の向上というようなことになりましたときに、消

費者としては国産であり、そしてお国が大丈夫だというんだから消費しましょうというつ

いていき方は絶対にしないというメンバーが相当にいますので、そこのところをぜひ考え

ていただきたいというふうに思います。

国産であれば、それを消費していく。特に、自給率向上という目的のためにそこへつい

ていくという消費者は、割合からいえば少なく、そこで待てよということになる消費者が

非常に多い時代だということをぜひ申し上げておきたいと思います。

それからさっき学校給食の話が出ましたけれども、私どもも３年ぐらい前だったと思い

ますけれども、各都道府県で一体何回やっているのかというのを調査しましたときに、東

京と神奈川と大阪が一番低かったということで、それぞれの地域に私どもの主婦連があり
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ますので、その地域の団体がそれぞれ最低ですよということを働きかけました。そういう

運動をしていますということちょっと追加して申し上げておきたいと思います。

それと麦については、実は何年前になりますでしょうか。私が米価審議会に入っていた

ときですから、何十年前ですけれども、そのころにもう新しい品種の改良ということはこ

んな努力もしている、こんな研究もしているというご報告を随分伺っておりましたけれど

も、なかなかその効果というのは出ないんだなということを感じながら、今お話を伺って

おりました。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。

それでは役所の方から、今一連のいろいろなご発言ございましたけれども、何かコメン

トがあればお受けしたいと思いますけれども、できれば簡潔にお願いしたいと思います。

○生産局長 まず、べんとう協会さんの方からの素材面での連携というのがございました

けれども、目標等を掲げておりますように、我々いかに提携するかということで、重点的

にやっておりますので、具体的にまたご相談をさせていただきたいと思っております。

あと、中嶋構成員の方から環境あるいは技術開発に関してありましたが、これはもう既

に環境規範を17年に定めており、これを前提で進めているわけでございます。具体的に世

の中にアピールするために、例えばエコファーマーみたいなことも目標を立ててやってお

りますので、また工夫はしてみたいというふうに思っております。

あと、評価も輸入品の評価も一応冷静に判断した上で、品質向上を図る中で、国産麦と

いうものを86万ｔを目指していこうということでやっております。これは我々としても日

本の実力というのを一応冷静に判断した上で、やっていくつもりでいるということだけご

理解をいただければというふうに思います。

あとは牛乳の話が出ましたけれども、ちょっと釈明になるかもしれませんけれども、実

はなぜオーバーフローしたのかということですね、国内の加工の処理能力をオーバーして

。 。 、しまったんです 絞り過ぎたんですね ここはやっぱり計画的生産をしょうということで

国としても全体の需給計画、乳業メーカー、乳業団体ともきちっとそういう計画立てた上

で対応しています。ただ、今日はお茶が出ておりますけれども、飲料牛乳の消費が非常に

苦戦をしているという一方で、チーズ等の需要は増えてきているんです。そういうふうに

チーズ等に仕向ける努力はしているんだけれども、今飲料が苦戦している中で、説明の中

でもあったとおりチーズ工場が20年度から20万ｔクラスのやつが国産チーズで稼働すると
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思いますから、解消してくれると思うんですけれども、そういう事情があるということは

ご理解いただければと思います。

あと、麦の話、技術会議の方からあるのかもしれませんけれども、新品種は地域別に実

は出来ているんです。例えばパン用であれば北から南まで全部一応品種はワンセットでき

ているんです。ただなかなかそれが現場に入らないというところで、具体的に特に都府県

について新しい品種に転換しようということでやっているところです。ただすべての評価

が悪いわけではなくて、いい評価のやつもあるわけですから、悪いところをいい品種で変

えていこうというそういう努力をするもので、ご理解いただきたいと思います。

それと最後の主婦連の和田構成員の方からＧＭＯとか食品照射の話がございましたけれ

ども、これはやはりきちんとリスクコミュニケーションをするのが大事だなというのを、

今改めて思ったんですけれども、熱帯からの輸入のそういうものを入れるときに、ではど

うして安全性を確保するのかといった場合には、やっぱり食品照射というのは世界的に認

められた技術にはなっているわけです。だからそういうきちんと何がリスクかということ

を、やっぱり適正に判断するというのが大事だなということで、またいろいろリスクコミ

ュニケーションをさせていただければありがたいなと思っております。

○生源寺会長 その他何かございますでしょうか。もし役所の方であれば。技術会議。

。 、○農林水産技術会議事務局 技術会議事務局でございます 今生産局長からありましたが

若干補足をさせていただきます。

単年度の行動計画ですので、もちろん前提となっている技術というのは現在ある技術と

いうことになるわけですけれども、ご指摘いただいたのは長期的な研究の進め方の方向と

いうことなんだろうと思います。これにつきましては、食料自給率目標は、食料・農業・

農村基本計画に掲げられておるところですけれども、それに沿う形で私ども技術会議の方

で農林水産研究基本計画を策定し、その中で５年先、10年先にそれぞれの研究分野でこの

程度まで目標を持って達成していこうというものをつくってございます。

従いまして、それに沿って新しい技術が生まれてくれば、今後、様々な計画を策定する

際には、新しい技術を踏まえた上で見直していくということはあるのかと思います。

あとあわせて麦のお話をいただきました。特にパン用ということでご指摘いただいたわ

けですけれども、従来、パン用の小麦品種というのは細々とあって、ところがこれが春小

麦でしかなかったというところにちょっと問題があったのかと思います。春小麦というの

は生育期間が短いので、非常に収量が低い。農家にとってもメリットが少ないということ
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だったんですが、秋まきでもパン用のいい品種が、北から南の各地域の気候条件に適した

品種として開発されてきております。今までは日本めん用ということを中心に小麦の育成

、 、 、をしておったわけですけれども 今後は 先に申しました農林水産研究基本計画に即して

パン用あるいは中華めん用、それぞれそれぞれの用途に適した育種を進めているところで

ございます。

補足でご説明申し上げました。

○生源寺会長 ありがとうございました。それでは髙橋総括審議官お願いいたします。

○総括審議官 ありがとうございました。様々なご意見をいただいたわけでありますけれ

ども、最初にご説明をいたしましたとおり、この会議、昨年が初年度であったわけであり

ますけれども、昨年は立ち上げということでございましたので、どちらかというと食料自

給率向上に関しましての意義といったようなものを浸透させるということで、定量的な面

というよりは、運動の意義といったものを中心に行動計画が立てられていました。それを

検証するためには、やはり検証可能な数量レベルのものを、今回２年目では行わさせてい

ただこうということで、目標の定量化ということを掲げたわけであります。

いずれにいたしましても、この協議会、前基本計画における反省点を踏まえながら生産

・流通・消費、各方面にわたりまして積極的な国民運動としてこの問題をとらえていくと

いうことで進めております。従いまして、今回いただきましたご意見につきましても、次

回以降にどういうことができるか、内部でもよく検討させていただきたいと思います。

例えば、今ありました技術の問題にいたしましても、どういう技術開発をしていくのか

というのは基本計画の中に今後10年間の目標がしっかり書かれているわけであります。そ

ういったものについて、一定の段階で検証していくシステム、この場がいいのかどうかは

ありますが、それをご紹介していくようなことも考えたいと思います。それから国際競争

力の関係で申し上げますと、自給率向上に向けてのトータルな動きについての国際比較だ

、 、 、と私は理解いたしましたけれども もっとわかりやすく どういう形でご説明できるのか

例えば輸出・輸入量の変化みたいなこともあるわけであります。最近の輸出に対します取

組というようなことが、１つの指標にもなれるのかなとは思っております。

そういったことでわかりやすく国民に提供できるものを、この場でご提供していくこと

についても検討させていただきたいと思います。

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。予定の時間になっておりますので、そろそろ閉
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じたいと思いますがよろしいでしょうか。

それでは、18年度の行動計画につきましては、本日配付されました資料に記載されてお

ります内容、それから本日皆様方からいろいろご意見をいただきました。これを事務局の

方で咀嚼していただき、あわせて行動計画とするということで決定させていただきたいと

思いますが、よろしいでしょうか。

ありがとうございました。

それではそれぞれの構成員におかれましては、ただいま決定いたしました行動計画につ

いて、傘下の組織あるいは地域の関係者の皆さんに周知徹底のほどをよろしくお願いいた

したいと思います。

その上で、これは確認でございますけれども、第一に、設定した目標あるいは今後さら

に設定する目標の達成に向けて、工程管理を徹底するとともに、第二に、イベントなどの

実施に際して、各団体共通の取組を推進するなどによりまして、それぞれの取組をより効

果的に推進するよう努めていただきたいと思います。よろしくお願い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お願いします。

○大臣官房参事官 資料３、Ａ４縦紙の１枚紙をお手元にお配りしてございます。

今後の進め方に関してでございますけれども、例年のことでございますが、夏ごろに前

年度の食料自給率の結果が取りまとまりますので、それを踏まえまして、17年度の行動計

画に基づく取組がどのような作用をしたのかといったこと、18年度の行動計画に基づく取

組の推進状況についての中間的なとりまとめについて資料を作成いたしまして、皆様方の

ご議論に供したいと思っております。

具体的な日程に関しましては、会長ともご相談の上、改めてご連絡させていただきたい

と思っています。また、17年度と同様に、年度末には18年度の行動計画全般的な検証を行

っていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

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、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。

（以上）


