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平成18年度第２回食料自給率向上協議会議事録

日時：平成18年９月19日（火） 10：00～12：15

場所：農林水産省 講堂

○生源寺会長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから平成18年度第２回食料自

給率向上協議会を開催いたしたいと思います。

本日は、平成17年度の食料自給率の実績についての要因分析を踏まえ、今後の対応につ

いてご議論いただくことになっております。

まず事務局から、本日の全体の進め方をご説明いただき、その後議事に入りたいと思い

ます。

それでは、今井課長お願いいたします。

○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、本日の協議会の進め方について、事務方の考え方を説明させていただきたい

と思います。

本年の５月に第１回協議会を開催いたしまして、本年度の行動計画を決定していただい

たわけですけれども、その場におきまして、この秋の協議会では、行動計画の進捗状況の

チェックをしようということにしておりました。そこで、本日お集まりの各団体の構成員

の方々に、お手元にお配りしております参考資料２の平成18年度の自給率の向上に向けた

行動計画、参考資料４の協議会構成員の取組の一覧の更新作業を通じまして、今年の行動

計画の進捗状況を確認していただいたところでございます。

こうした中、去る８月10日に、新たな食料・農業・農村基本計画の初年度となります平

成17年度の食料自給率の結果を取りまとめ公表いたしました。その内容につきましては、

後ほど詳細な説明をいたしますけれども、カロリーベースで40％ということでした。新基

本計画でいろいろと自給率向上に向けた工夫等も取り込んだわけですけれども、結果とし

ては、８年連続で横ばいということになったということでございます。

そこで、本日の会議の持ち方ですけれども、当初予定していたとおり、資料といたしま

しては、各構成員の取組状況についてとりまとめはしておりますが、せっかく皆さんおそ

ろいですので、議論といたしましては、平成17年度の食料自給率の結果についての要因分
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析と、その結果を踏まえて今後、早急に対応すべき事項を関係者の合意としてこの場で明

確にできればと考えまして、追加の資料等の準備もして本日を迎えたわけでございます。

そういうことですので、本日の会議の進め方といたしましては、まず前半で、事務局よ

り、お手元の資料に基づきまして食料自給率の実績に関する要因分析の説明をいたしまし

、 、 。 、て 皆様方からの率直な感想 ご意見などをお聞かせ願いたいと思っております 後半は

その要因分析の結果を踏まえまして、事務局におきまして、自給率向上に向けた今後の対

応についてどのようにしていくべきかという議論のたたき台を用意しておりますので、そ

れをもとにご議論をいただいてはどうかと考えております。

なお、先ほども申し上げましたように、各団体の取組状況等につきましては、資料とし

てまとめ、お手元にお配りしておりますので、各団体からのご発言の際には、適宜ご活用

いただきたいと思います。

そういうことで本日の協議会を進めてはどうかというのが事務方の考えるところでござ

います。よろしくお願いし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。

今、事務方としての今日の会議の進め方についての考え方が提示されたわけでございま

すけれども、こういう形で進めるということでよろしゅうございましょうか。

（異議なし）

○生源寺会長 よろしいでしょうか。

それでは、ご異議がないようでございますので、今のご提案に沿って進めてまいりたい

と思います。

、 、最初に 先月公表されました平成17年度食料自給率の結果とその要因分析につきまして

事務局からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○総合食料局長 総合食料局長ですけれども、総括的に全体のご説明を申し上げたいと思

います。

まず参考資料１をご覧いただきたいと思います。

先ほど企画評価課長から申し上げたところでございますが、本年８月10日に、平成17年

度食料需給表についてということで対外的に公表したところでございます。

表紙のポイントというところをご覧いただきますと、食料自給率について、カロリーベ

ースで８年連続横ばいの40％、生産額ベースで69％、対前年度横ばいということでござい

ます。



- 3 -

消費につきましては、米について、前年度に比べて微減、鶏肉については、鳥インフル

エンザの発生の影響などにより減少した前年度から回復、牛乳・乳製品については、飲用

需要等を中心に減少。

生産面については、大豆や果実などは、天候不順により減少した前年度から回復。

ＰＦＣバランスにつきましては、肉類、油脂類などの消費増により、前年度に比べ、脂

質の割合が0.3ポイント増加し、糖質の割合は0.3ポイント減少。たんぱく質の割合につい

ては、対前年度同ということで、こういう形で、後ほどお目通しいただければと思います

が、さらに個別品目について記述したところでございます。

それで、それの分析でございますが、資料１という縦長の資料がございます。これに即

しまして、ただいま申し上げましたカロリーベース40％、生産額ベースで69％の要因分析

等についてご説明したいと思います。

１ページ、まず１として、平成17年度食料自給率実績でございます。

カロリーベースで見ますと、食料消費面について、米につきましては、引き続き消費が

微減した。畜産物につきましては、先ほど申し上げましたように、鶏肉の消費が増加した

ものの、牛乳・乳製品が飲用需要などを中心に減少しました。植物油脂、果実、野菜につ

いても消費が増加したということで、この結果、国民１人当たり・１日当たり総供給熱量

は2,573キロカロリー、対前年度0.4％増となっております。

生産面では、ばれいしょ、魚介類などが減少したものの、大豆、野菜、果実などの生産

量が前年度に比べて増加したということで、この結果、国民１人１日当たりの国産熱量は

1,021キロカロリー、対前年度0.7％増となっております。

生産額ベースの食料自給率ですけれども、畜産物が国産単価の上昇などに伴い国内生産

額が増加した一方で、米や野菜は国産単価の下落に伴い、国内生産額が減少したというこ

とで、食料の国内生産額は10.2兆円、輸入品を含めた全体の国内消費仕向額が14.9兆円と

なっております。

２で、平成17年度実績値と平成27年度の基本計画の目標との関係について分析したとこ

ろでございます。

まず、食料消費面でございます。

平成27年度目標との関係を直線的に結んだもの、そういうシナリオを考えて、それを目

標シナリオとした場合に、平成17年度の実績が目標シナリオを下回る。すなわち、これは

消費面ですから、望ましい食料消費の姿を実現していく上で消費が不足しているものとし
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て、麦類、牛乳・乳製品、牛肉となっております。

（２）で、麦類につきましては、いわゆる調理パンが好まれるようになったことで、パ

ンそのものの消費が減少しているもの。あるいは、贈答品需要の低迷などによる日本麺需

要が減少したことによって麦類が下方になっている。

牛乳・乳製品につきましては、豆乳類、あるいは野菜ジュースなどの他の飲料との競合

の激化による飲用需要の減少であるとか、価格高騰によるチーズ消費量の減少がある。

牛肉につきましては、米国産牛肉の輸入停止措置の影響による消費量の減少があるとい

うことでございます。

また上の２行目に戻っていただきますと、消費面におきまして、目標シナリオを上回る

ものは豚肉、鶏肉となっております。米、大豆、油脂、野菜、鶏卵、砂糖は、ほぼ目標シ

ナリオに乗った実績となっております。

中ほどから、生産面の部分でございます。

同じように、平成27年目標との関係で、平成17年度実績が、いわゆる生産努力目標を実

現していく上で生産が不足しているものとして、野菜、生乳、牛肉、豚肉、さとうきび、

飼料作物がございます。

具体的には、野菜につきましては、作付面積の減少の進行、それから、国内生産が加工

・業務用需要に十分対応できていないということ。

生乳につきましては、生乳需給の緩和に伴う北海道、九州などでの生産抑制対策を実施

していること。

牛肉につきましては、生乳生産量の減少に伴う乳用種及び交雑種の出荷頭数の減少。

さとうきびは、台風及び干ばつなどの影響であろうという。

、 、 。飼料作物につきましては 作付面積の減少 低温などによる単収の減少が挙げられます

、 、 、 。一方で 生産実績が目標シナリオを上回るものが小麦 鶏肉 てん菜となっております

大豆、鶏卵はほぼ目標シナリオに乗った実績となっております。

そうしたことから次の３ページでございますけれども、平成17年度実績における主な課

題ということでございます。

まず消費面でございますけれども、基本計画における望ましい食料消費の姿では、全世

代平均の脂質熱量割合を低下する。脂質を多く含む品目の消費減、一方で炭水化物を多く

含む穀類の消費の横ばい、カルシウムなど微量栄養素及び食物繊維が摂取できる豆類、野

菜及び牛乳・乳製品の消費増を見込んでいるところでございます。
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こうした見込みを踏まえて、米でございますけれども、消費の減少傾向が鈍化しつつあ

るものの、依然として減少傾向にあるということで、消費を着実に拡大させる必要がある

のではないか。

また、牛乳・乳製品につきましては、飼料自給率の向上を前提に消費を拡大させる必要

があります。

平成17年度実績値が目標シナリオを上回っております豚肉、鶏肉につきましては、米国

産牛肉の輸入停止措置に伴う牛肉消費減の代替需要と考えられますけれども、今後、食料

自給率を向上させるとともに、脂質熱量割合を低下させていく観点から、国産の肉類の消

費拡大を図りつつ、消費全体量を望ましい消費水準としていくことが必要であろうと考え

られます。

一方、生産面につきましては、野菜でありますけれども、先ほども申し上げましたとお

り、やはり外食、中食向けの、あるいは飲料向けの加工・業務用野菜について、まだまだ

国産野菜の供給が十分対応できてないということから、実需者側のニーズに的確に対応し

た国産野菜の生産を促進する必要があるのではないか。

牛乳・乳製品につきましては、需要に応じた生産を基本としつつ、チーズや生クリーム

向けなどといった需要が見込まれる品目への生乳の供給を拡大する。そうしたことによっ

て、生乳全体の生産量の維持・向上を図る必要があろうと思います。

飼料作物につきましては、基本計画で示した飼料自給率目標35％を達成していくため、

作付面積、単収の両面から目標シナリオと実績との乖離を着実に解消していく必要がある

ということで全体を分析したところでございます。

以下、品目ごとにさらに説明させていただきます。

○総合食料局食料企画課長 それでは、まず、米から説明させていただきます。

使う資料は、資料１の別添ということで、平成17年度食料自給率実績値に関する品目毎

の分析という冊子がこの後についていますので、それに基づきまして説明いたします。

まず米であります。１ページ目をご覧ください。

まず初めに、基本計画における食料自給率の目標達成に向けたシナリオについてであり

ますけれども、１人当たりの消費量は、昭和37年度の118.3kgをピークにしまして、それ

以降一貫して減少傾向が続いているところでありまして、基本計画策定時の平成15年度の

消費量は61.9kgとなっているところでございます。しかしながら、わかりやすく実践的な

食育や地産地消への取組を通じて、平成27年において望ましい食料消費の姿が実現するこ
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とを前提といたしまして、１人当たりの米消費量につきましては、平成15年度同水準の62

kgと見込んだところでございます。

このことから、生産面につきましても、平成27年度におきまして、平成15年度の国内産

国内消費仕向量と同水準の891万トンと見込んだところでございます。

次に、平成17年度の実績と目標シナリオとの差の分析についてでありますけれども、米

の加工品等の消費が減少したものの、家計における米の消費量が回復したことから、平成

17年度は、前年度、それから基本計画策定時のシナリオとほぼ同水準の61.4kgとなってい

るところでございます。

生産量につきましては、平成17年産米は、九州を中心に台風の被害が発生したものの、

その他の地域では登熟がおおむね順調で水稲の作況が101となりまして、水陸と合わせて

収穫量が907万トンとなっておるところでございます。

平成18年度の見込みについてでありますけれども、家計消費につきましては、平成17年

度において増加した反動で減少する可能性もございますけれども、食育基本法の制定を受

けまして、国民の関心も高まりつつあることでありますので、ほぼ横ばいと見込んでおり

ます。

それから、今後の対応につきましては、１人当たりの消費量は減少傾向が続いておりま

すけれども、その減少傾向に鈍化が生じている状況にあると考えております。しかしなが

ら、減少すう勢に根強いものがございますので、今後とも、米を中心とした日本型食生活

の実践を促すために、食育の取組と一体的な取組を行うということで、具体的には、米の

流通業界や中食・外食を含む食品産業と連携しまして、若年層の朝食の欠食等についての

情報提供を行っていく。あるいは、都市の児童・生徒等を対象としまして生産者団体が行

う体験学習等のごはん食推進への取組、米飯給食の実施回数の少ない地域に特化しました

米飯学校給食の推進の取組、あるいは医師、栄養士を対象にしました中高年層を中心とす

る生活習慣病予防を目的としましたセミナー等の開催を支援していくなどを行っていくこ

ととしております。

生産面に対します今後の対応についてでありますけれども、生産量が需要量を大きく超

えることになりますと、米価が急落し、農業者経営の安定が図られなくなり、ひいては国

内生産の維持が困難になるというおそれがありますので、需要に見合った生産量を維持確

保することが必要と考えている。したがって、今後とも需要に応じた、売れる米づくりを

推進していくこととしております。
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次に、麦であります。２ページ目をご覧ください。

麦類の消費面についてでありますが、基本計画におけるシナリオでは、平成27年度の消

費量については、小麦は今後の高齢化の進展、あるいは政策面におきます食品の廃棄や食

べ残しの抑制を図るとしておりますので、現状よりやや減少する31kgを目標値として設定

をしております。

あるいは、大麦・はだか麦につきましては、将来的にも消費量はほぼ横ばいで推移する

と見込まれることから0.3kgと設定をしております。

、 、このシナリオに対します平成17年度の実績についてでありますが 小麦につきましては

基本計画策定時に想定されました少子・高齢化を背景とします需要低迷に加えまして、パ

ンや日本麺の需要の減少などの食生活の変化の影響から、トレンドを下回る結果となって

おります。大麦・はだか麦につきましては、目標トレンドとおおむね一致する値となって

おります。

、 、 、それから 平成18年度達成の見込みにつきましては 小麦は平成17年度と比較しまして

１人１年当たりの消費量は１％程度減少すると見込まれ、目標トレンドを下回ると見込ん

でおります。

大麦・はだか麦につきましては、消費量は目標トレンドとほぼ一致すると見込んでおり

ます。

今後の対応といたしまして、これまで実需者のニーズに応じました麦種・用途ごとの計

画的な生産を展開するために、麦の取引におきまして、市場メカニズムの導入を図ってき

ているところでございます。さらに、今後とも、市場原理の一層の徹底を図るように定期

的な検証・見直しを実施することとしております。

それから、続きまして、３ページ目でございます。

今度は麦の生産面でありますけれども、麦の生産面につきましては、生産面のシナリオ

としましては、小麦は生産努力目標を近年の最大生産量86万トン、大麦、はだか麦は前基

本計画と同様の35万トンと設定しまして、品質・生産性の向上に向けた課題解決に取り組

むこととしたところでございます。

平成17年度の実績につきましては、小麦は作付面積は横ばいであったものの単収が前年

産を上回ったために、基本計画で見込んでいるすう勢値を上回っております。

大麦・はだか麦は作付面積が減少し、六条麦とはだか麦は不作であったことから、基本

計画で見込んでいるすう勢値を下回っております。
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平成18年度達成の見込みといたしましては、小麦は北海道での作付面積がやや増加する

と見込まれ、都府県の収量はやや低いものの、北海道は成育が良好であることから、基本

計画に見込んでいるすう勢値を達成すると見込まれます。

大麦・はだか麦は、作付面積が減少し、収量も低いことから、基本計画で見込んでいる

すう勢値を下回ると見込んでおります。

今後の対応につきましては、まず平成17年度から農協が中心になって産地強化計画を策

定し、産地改革を推進しているところから、今後、平成18年産麦の活動実績を評価し、平

成19年産の産地強化計画に反映させたいと考えております。

品目横断的経営安定対策の導入に伴いまして、麦の安定供給を図ることが重要であるこ

とから、本年５月に、地方農政局などに対しまして、麦の販売予定数量の積み上げの進行

管理等を指示したところであります。この結果、平成19年産の販売予定数量については、

おおむね前年並みとなる見込みでございます。

さらに、実需者ニーズに対応した品質向上につきましては、平成19年産小麦の品質評価

基準の見直しにあわせまして、品質向上が遅れている主産県を中心に収量性のすぐれた良

品質麦への品種転換や小麦から大麦への麦種転換を積極的に推進していきます。

それから、大麦・はだか麦につきましては、需要の伸びに国内供給が十分対応できず、

恒常的な供給不足が発生していることから、大麦・はだか麦の関係者に対しまして、需給

状況や価格動向等を提示し、増産の必要性を周知していきます。

それから、ちょっとページが飛びまして26ページ、油脂であります。

油脂につきましては、まず基本計画におけるシナリオとしましては、27年度の消費量に

つきまして、栄養バランスの改善等の観点から、消費の抑制が必要な状況にある中、食事

バランスガイドの普及を通じた食生活の見直しの進展によりまして、現状より減少すると

見込み、１人１年当たりの純食料を12kgと設定しております。

次に、このシナリオに対します平成17年度の実績ですが、14.6kgとほぼすう勢に近い値

となっております。

平成18年達成の見込みにつきましては、近年の消費動向は、低脂肪化ニーズにより減少

する一方で、健康志向型の新商品の伸びが堅調なことから、ほぼ横ばいで推移し、平成18

年はほぼすう勢に近い値になることが見込まれております。

今後の対応といたしましては、望ましい食料消費における油脂類の目標達成のために、

引き続き食事バランスガイド等を活用した適正な食事の摂取量の普及等、食育を推進して
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まいりたいと考えております。

以上です。

○生産局総務課生産政策室長 引き続きまして、生産局の方からご説明をさせていただき

ます。

４ページをご覧ください。かんしょでございます。

かんしょは、ＰＦＣバランスから言いますと、炭水化物の供給源ということで、不足し

ているＣを補う上で重要な作物ということになっております。

消費面からご説明します。

まずトレンドですけれども、目標は基本的に現状維持ということに置いておるんですけ

れども、実際上は、かんしょの持つ機能性、ムラサキイモ、今、評判になっておりますけ

れども、ムラサキイモを使った菓子類ですとか、焼酎需要が非常に増えているといったこ

とから、右の上のグラフを見ていただきますと、トレンドを大きく実績が上回っていると

いうことになっています。

５ページの右側下の方を見ていただきますと、生産面のグラフになっておりますが、生

産面の方も消費にこたえる形で生産量を増やしておりまして、目標を大きく超える供給が

できていることが分かると思います。

生産の今後の大きな方向といたしましては、大きな需要、今需要が増えていることにこ

たえて生産を増やすことができるわけですけれども、これに甘んずることなく、各需要ご

とに欲しいものの品質というのは違いますので、求められる品質のものを供給できるよう

に、品種の選択の段階から、実需者を入れて選んでもらうといったようなことをして、今

の需要の増に今後も着実に生産がこたえられるように努力していきたいというふうに考え

ております。

次のページ、６ページを見ていただきまして、ばれいしょでございます。

まず消費面ですけれども、トレンドとしては、基準値とほぼ同程度の目標値を置いてお

るということでありまして、シナリオに大体あった形で消費が行われています。全体的な

傾向で申しますと、家庭で青果用で食べるものは減っているんですけれども、加工食品と

してばれいしょを食べるというのが増えているということから、ほぼトレンドに乗ってい

るというふうになっています。

７ページが生産面になりますが、右のグラフを見ますと、生産はトレンドに比べて大き

く落ち込んでおるということですけれども、これは平成17年が非常に天候が悪かった、高
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温・小雨が続いたということで、玉が小さかった結果でございます。

平成18年につきましては、成育は順調ということから、ほぼトレンドにあった生産が可

能になるのではないかというふうに見越しております。

次のページ、８ページを見ていただきまして、大豆でございます。

まず消費面ですけれども、目標値を設定した段階で、大豆については消費量が増えてき

ていまして、具体的には国民の健康上、非常に健康の機能の高い納豆ですとか、豆乳とい

った需要が増えているということから、目標値は恣意的に高い数字を置いております。

全体で見るとほぼシナリオに乗った消費になっておるということが言えるかと思いま

す。イソフラボンという成分が大豆に含まれていて、それを取り過ぎますと幼児だとか妊

婦に悪影響があるということが一時期言われましたけれども、それで多少の消費を抑えた

ような流れにはなっておりますが、全体としてはトレンドに乗っておるということです。

特に豆乳の伸びが順調なのですが、後ほど説明いたしますけれども、豆乳が順調に伸びて

いる結果、飲用乳の方の消費が抑えられるといったトレードオフの関係がございます。

９ページが大豆の生産の方ですけれども、右下のグラフを見ていただきますと、非常に

生産のでこぼこが大きいということになっていまして、天候要因に生産量が左右されやす

い作物でございます。

平成18年度はほぼトレンドどおりの見込み、作柄は平年並み以上を見込んでおりますの

、 、 、で 目標値と同程度が見込まれるということになっておりますが 課題といたしましては

安定した生産技術ということを確立しないといけないというのがありまして、今、部分的

な不耕起栽培によって、作柄を安定する技術等の実証事業を実施しまして取り組んでいる

ところでございます。

１ページめくっていただきまして10ページの野菜でございます。

野菜の目標ですけれども、これは意欲的な数字を置いておりまして、国民の健康にとっ

て野菜が非常に重要なので、これを増やしていこうということから、消費拡大対策も実施

して、量を増やしていこうということになっております。

右のグラフから明らかになっていますように、ほぼトレンドに沿って消費が増えておる

ということです。その大きな原因といたしましては、野菜飲料、野菜ジュースの消費がブ

ームになって、非常に増えているということがあるかと思います。

11ページの右下の方を見ていただきますと生産面のグラフが出ておりますが、生産面で

見ますと、目標値を下回った生産しかできてないということになっておりまして、消費の
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増をカバーしておるのが輸入品になっているということが言えるかと思います。

家庭用につきましては、輸入品の割合が２％程度ということになっていまして、大部分

が国産になっておるわけですけれども、家庭用の消費そのものが減ってきている中、加工

・業務用の需要が増えてきていて、加工・業務用需要になりますと輸入品のシェアが26％

ぐらいあるということで、ここについて国産が十分に供給しきれていないということが結

果としてあらわれているというふうに思います。

、 、生産面の②の一番下のところに 野菜４品目の加工向け出荷量というのがございまして

平成15年が６万１千トンのものが平成17年５万４千トンというふうに出ています。平成16

年の数字が書いてございませんが、平成16年は５万５千トンになっております。目標とい

たしましては、加工・業務用向けの出荷が落ち傾向にあるということで、前年を上回るよ

う下げ止まりにさせたいということを置いておりまして、平成16年５万５千トン、平成17

年５万４千トンになっていますので、やや下げ止まり傾向が出てきているのかなというふ

うに考えております。引き続き、加工・業務用の需要にこたえるような生産、供給をして

いくということが課題でございまして、右の上に今後の対応というのを書いてございます

けれども、例えば、平成19年度には、野菜価格安定制度を見直すということにしておりま

して、これはそもそも野菜生産に伴うリスクを低減するという制度ですけれども、加工向

けの契約取引のりスクをより小さくする方向、それから、制度の対象になります者、これ

に生産者と実需者だけではなく納入業者、間に入った者も認めるということにしていまし

て、これらを通じまして少しでも加工・業務用の契約が進むようにいたしたいというふう

に考えております。

その他にも、品目別、用途別にガイドラインを昨年からつくっております。これは、生

産者がどうしても市場向け、一般の家庭向けにつくっているものと同じものを加工・業務

用に供給すればいいというような傾向がありますが、加工・業務用は、ニーズが明らかに

違いますので、そのニーズはこう違うんだと、そのためにはこういうふうにつくっていか

なくちゃならないんですよといったことを示したガイドラインを作成し、順次説明をして

おるというところでございます。

次、12ページお願いいたします。果実でございます。

消費面ですが、トレンドとしては横ばいを置いていたんですけれども、実際は消費が非

常に増えていって、トレンドを上回っているということになっています。

これは野菜ジュースとも関係がありまして、ジュース用には果汁も混ぜるということか
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ら、トータルとして消費は増えているということになっています。

一方生産面ですけれども、昨年は、13ページの右下のグラフを見ていただきたいんです

が、平成16年は不作の影響で大幅に減っておりましたけれども、平成17年度は回復して、

ほぼトレンドどおりということになっております。ただし、今後、中・長期的な方向とい

たしまして、担い手に生産を移していただきたいということから、平成19年度から価格の

、 、 、補てんといった対策をやめまして 園地整備を進めて 担い手の基盤を強化していきたい

また、消費者の大きな需要を見ますと、ばんかん類、かんきつですが、うんしゅうみかん

からばんかん類の方に移ってきているということもありますので、優良品種への改植等を

進めていきたいということでありまして、消費を見ながら生産を変えていくという方向で

取り組んでまいりたいというふうに思っております。

14ページ、牛乳・乳製品になります。

トレンドといたしましては、牛乳・乳製品がカルシウム等微量要素の摂取の増加の必要

性があるということから増えるということを目標値に置いておるわけですけれども、実態

は消費の目標を下回っているということになっております。この傾向が急速に表れた関係

で、去年は、産地で生乳の廃棄といったことも行われました。

この大きな原因は、やはり豆乳ですね。それから、先ほど説明しました野菜飲料等の飲

料の消費が増えて牛乳を飲むことが減ってきたという大きな傾向がございます。

それから、乳製品の方につきましては、世界的にロシアですとか中国の経済発展が著し

くて、乳製品を食べるようになってきております。それを豪州、ニュージランド等の輸入

、 、に頼っているというところがございまして 国際市況が上がってきているということから

チーズの値段等が上がったという関係で、消費に悪影響を与えているということが大きな

消費の流れになっております。

15ページの右下のグラフですけれども、消費が減ったという関係から、生産もあわせて

減っているということです。これは、生産の抑制対策を実施して量を抑えているというこ

とでありまして、消費にあわせて生産を減らさざるを得ないという状況になっているとい

うことになっております。

今後の見込みにつきましても、消費減の傾向がある程度続くと見込んでおりまして、目

標トレンドを達成することは難しいのかなということになっております。

今後の対応といたしましては、乳製品の方の国内供給を増やしていこうということが大

きな目標でございまして、現在、例えばチーズで言いますと輸入品が９割近くを占めてお
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り、輸入品の９割を減らし、国産のチーズをもっと増やしていこうということを重視して

おります。

国産チーズは、もう目一杯つくっておりまして、これ以上の増産が望めないことから、

現在、新たな工場をつくるという計画になっていまして、平成19年度末には、36万トン規

模の工場が北海道にでき、平成20年度から稼働するということになっておりまして、これ

が実現すれば、ほぼトレンドどおりの生産が可能になるというふうに見込んでおります。

それまでの間は、生クリーム等を増やしていこうということで考えております。

次のページ、16ページで牛肉であります。

今回、牛肉、豚肉、鶏肉のご説明をするんですけれども、肉全体で見ますと、栄養バラ

ンス的に言うと26kgとるべきだということになっていまして、平成17年度は３つの肉を合

わせますと28.5kgということになっており、やや肉は取り過ぎというのが消費の大きな流

れになっております。

、 、 、肉は ＢＳＥの関係で 牛肉が大きく減り他が増えるといった流れがありますけれども

肉全体で見てみると、やや取り過ぎではありますが、それぞれと代替性があるということ

を念頭に置いて説明を聞いていただければというふうに思います。

まず牛肉ですけれども、目標値は、意欲的に高い数字を置いているということです。し

かしながら、ＢＳＥの関係で米国産の牛肉が輸入停止になったということが大きく影響し

ておりまして、大きくトレンドを下回っているということになっています。消費者の、一

時的な牛肉離れが起きているということであります。この傾向は平成18年度以降どうなる

かというのは、ちょっと米国産牛肉の輸入の増加の程度等も見てみないとわからないと考

えております。

一方で、生産面で見ますと、米国産の牛肉が減っているということでありますので、国

産としましては、大きなビジネスチャンスという考え方でいますけれども、目標値を下回

る供給しかできていないということになっています。

これの大きな原因は、先ほどの酪農の関係でありまして、肉用の子牛は酪農から供給さ

れる、乳用種と交雑種ではそうなっているということになっていまして、とにかく酪農そ

のものの生産が減っているということを反映して、肉用子牛の方も供給が減っていると、

子牛の供給が減っているということからこういうトレンドになっているということです。

一方で、肉専用種ですね、和牛につきましては、これはぜひ増やしていきたいというこ

とが大きな方向でありまして、このビジネスチャンスを生かして、おいしい和牛を国民に
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もっといっぱい食べてもらおうということを考えて、肉用牛の頭数を増やすという戦略会

議をやっております。また一方で、表示の関係ですけれども、食肉の表示に関する検討会

というのを設置しておりまして、輸入した牛肉に「和牛」という表示をするのについては

問題だという声がありますので、その「和牛」という表示をどうすればいいのかといった

ことの検討を実施しておるところであります。

次のページ、18ページを見ていただきまして、豚肉であります。

米国のＢＳＥの発生と、鳥インフルエンザが発生したということの関係で、代替需要が

発生していまして、消費面ではトレンドを大きく上回るような豚肉の消費になっておると

ころです。

19ページの右上に生産の方が出ておりますけれども、一方で、生産については、このよ

うになかなかこたえきれていないということが明らかになっていまして、トレンドを下回

る傾向になっています。平成18年度につきましても、子豚の生産頭数等を見ますと、なか

なか上回るというのにはならないのかなということであります。

次のページでは鶏肉になっていまして、20ページを見ていただきますと、鶏肉の消費面

です。右上のグラフを見ていただきますが、鳥インフルエンザ発生の影響で一回へこんだ

んですけれども、それが大きく改善して増えているということです。

目標としては、下傾向で置いておりますけれども、これを大きく上回るような形で消費

が増えているということになっております。

次のページの生産ですけれども、これは消費と一体となった形で生産量を増やしておる

。 、 、ということになっています 大きな背景には 中国やタイで鳥インフルエンザが発生して

現在も輸入が相当程度抑えられているということがありまして、それを補うべく国産が努

力したということがあらわれているのかなと思います。

当面の傾向で申しますと、輸入が抑えられて生産が増えておるわけですけれども、こう

いったことが定着するよう、今後の対応といたしましては、在来鶏、地鶏等、特徴ある鶏

をつくっていき、そういったものの生産を増やしていって、消費者の心をつかんでいくと

いうことに努めてまいりたいというふうに考えております。

次は、鶏卵であります。

鶏卵は簡単に申しますとトレンドどおりということで動いております。

、 、23ページ生産の方も 図だけ見ますとトレンドが下回っているように見えますけれども

これもおおむねトレンドにあっているということでありまして、今後ともこういった形で
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進めていきたいということでございます。

それから、ページちょっと飛ばしていただきまして27ページを見ていただきます。畜産

の関係ですので、飼料作物も引き続き説明をいたします。

飼料作物は、大幅に増やすという目標値を設定しておりまして、現在は、基準値に比べ

ると増えてはいるんですけれども、まだ平成17年度は達していないということでございま

す。飼料作物の目標に自給率35％を置いておりまして、平成16年が24％、平成17年になり

、 。 、 、ますと25％ということで 多少の改善傾向にはございます ただ トレンドと比べますと

まだ足りないということになっております。平成17年度がへこんでおりますのは、気象の

、 、 、 。要因 融雪の遅れ等によって 低温とか 牧草の成育が悪かったといったことがあります

平成18年度につきましても、引き続き低温等の影響があって成育が遅れているということ

で、どこまで回復できるのかというのは、まだ現時点ではわからないということになって

おります。

今後の対応でございますが、飼料は特に重点的に自給率を高めてまいりたいというふう

に考えておりまして、各種の施策を取り組んでおります。飼料増産重点地区というのを大

、 、 、幅に拡大しようと 現在137地区ですけれども これを平成18年度は180地区まで増やすと

それから、水田におきます放牧の頭数を5,000頭まで持っていこうと、今現在3,500頭です

けれども5,000頭まで持っていこうといったことで増やしていきたいということに取り組

んでいるところでございます。

戻っていただきまして、24ページの砂糖になります。

砂糖については、全体の消費傾向がやや少なく、少しずつ減っているということになっ

ておりまして、シナリオも目標値を多少減少させるというところに置いておるということ

であります。

消費面で見ますとほぼシナリオどおりということで、トレンドとおおむね一致しており

ます。

生産面ですけれども、てん菜とさとうきび、北海道のてん菜と沖縄、鹿児島のさとうき

びというのが大きな国産の供給源になっておりますけれども、てん菜につきましてはトレ

ンドを上回るような生産が行われている一方で、さとうきびにつきましてはトレンドを下

回る傾向にあるといったことで、同じ砂糖の供給源ですけれども明暗がはっきりしている

ということであります。

さとうきびが下回っているのは、気象要因ということもございまして、台風等の影響が
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出たということもありますが、生産の力が基本的に弱まっているということも言われてお

りまして、さとうきびの生産を増やそうということから、対応といたしましては、さとう

きび増産プロジェクトということを立ち上げておりまして、各島ごとにさとうきびの増産

をしていく。島ですからなかなか規模拡大というのは難しいので、組織化をして、機械を

効率的に利用するといった計画をつくっておりまして、経営基盤の強化に取り組んでいる

というところでございます。

以上でございます。

○水産庁企画課長 次に、水産物について説明をさせていただきたいと思います。水産庁

企画課長でございます。

28ページをあけていただいて、まず魚介類でございますが、グラフを見ていただくとわ

かりますように、魚介類の消費量でございますが、平成13年に伸びておりますけれども、

。 、 、これ以後減少しております この目標値自体は 廃棄・食べ残しを削減するということで

基準値から微減ということで設定をしておりますが、これを上回る状況で、消費の方はこ

こ数年減少しております。

、 、 、この背景としましては 調理時間が減少して 魚の場合は調理に手間がかかりますので

簡便化志向といった傾向の中で、いわゆる魚離れが生じている懸念があるところでござい

ます。

そういったことで、平成18年度も、この消費につきましては、減少はすう勢を上回って

減少している状況でございます。

これは決して水産物の栄養特性を考えますと国民の食生活の上でも決して望ましいこと

ではありませんので、消費関連対策といたしまして、例えば健康特性のＰＲ、また料理教

室の開催といった地道な取組を進めているところでございます。

魚の場合も、既にスーパーマーケットが大体７割ぐらい販売先になっておりまして、従

来の鮮魚小売店のように、店先で魚の栄養特性とか、さばき方、料理方法、そういった情

報が伝わりにくい状況になっておりますので、いかに消費者に情報を伝えていくか、こう

いったところが大きな課題となっておるところでございます。

次に、29ページですが、魚介類の国内生産量でございます。

自給率達成ということで、目標値に向かって生産を増加に転じていくということで目標

、 、 。を設定しているところでございますが 実際の生産量は 近年減少傾向が続いております

平成17年には511万トンということで、前年の518万トンを７万トン下回った状況でござい
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ます。他方、食用の魚介類につきましては、若干ではございますが、445万トンというこ

とで、前年より微増になっております。食用魚介類の生産量については下げどまりの傾向

が見えておりますが、いずれにしても、増産に転じるといった状況ではございません。平

成18年度でございますが、５月までの統計を見ますと、さらに前年よりも１割程度減少し

ておりますが、５月までの水揚げ量は年間の２割程度ですので、まだ今年の生産動向につ

きましては何とも言いがたいところでございます。

いずれにしましても、今後、国内生産を増やしていくという上で、水産物の場合は資源

状況がポイントでございます。資源の状況が悪い中で増産ということは、さらに壊滅的な

状況を招きますので、まず資源をしっかりとしたものにしていくということで、平成13年

から資源回復計画といったものをつくって、休漁ですとか、種苗の放流、関係者一体とな

った取組をしております。現在、50を超える計画を実施、または策定中ですが、こういっ

た取組を中心として、まず、資源の状況を改善をしていく、その上で、生産の増加を図っ

ていく、こういった施策を進めていこうとしているところでございます。

次に、30ページをめくっていただきまして、海藻類でございますが、こちらは若干の廃

棄と食べ残しの削減も見込んでおりますが、基本的には1.3kgの目標値、現在と同様の水

。 、 、 、 、準の消費を見込んでおります 実際にも このレベルでございまして 一部には わかめ

昆布のように、健康食品として消費が伸びているものもありますが、全体としては、この

ように横ばいといった消費の状況、平成18年度も同様であるというふうに見込んでおりま

す。

31ページに行きまして、生産の方でございますが、海藻類の生産、実は６割がのりの生

産量でございまして、これは、天候に大きく影響されます。この図を見ていただくと、平

成15年に大きく落ち込んでおりますが、この年はのりが大変な不作でして、こういったこ

とで減りました。また、平成17年度は、のりは回復をしたんですけれども、昆布の類が成

育が悪かったということで、このような12万トンという数字になっております。これは、

ちなみに前年も12万トンになっておりますが、3,000トンぐらい、微増ですけれども若干

戻しているといった状況でございます。

こういった状況ですので、平成18年の今後の生産、順調に行けば、大体目標どおり行く

のではないかというふうに見込んでおります。

いずれにしましても、海藻類の生産、のり、昆布、漁業よりもさらに零細な経営が中心

です。今後、競争力を強化を図るという意味で、作業の共用化、こういった対策を今後と
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も講じていくこととしているところです。

以上です。

○林野庁経営課特用林産対策室長 続きまして、きのこ類についてご説明いたします。林

野特用水産対策室長でございます。

きのこでございますが、シナリオより比較的増加傾向で進んでございます。それは、平

成22年と比較して３％増の42万5,000トンを平成27年度の目標値として見込んでおりまし

て、１人当たり純食料も3.4kgと見込んでおります。

シナリオとの、先ほどの増加の差でございますが、きのこは健康にいい、カロリーが低

いということで、消費者に非常にうけているところがあろうかと考えております。

平成18年度でございますが、きのこの中でシイタケは中国から輸入している部分がござ

いまして、これについては業務用が中心ということでございますので、業務用の動向、中

国からの輸入の動向が横ばい、あるいは減少傾向にあるのではないかということで、消費

量そのものも、それに引っ張られまして、横ばいか減少するのではないかというふうに考

えております。ただ、１人１年当たり消費量については、目標トレンドとおおむね一致す

ると考えております。

今後でございますが、年で上下すると思いますけれども、伸びは緩やかになると思われ

まして、平成27年度目標の向けて、今後とも安全、安心、また栽培履歴の公表、あるいは

機能性についてのＰＲ等を進めて、目標達成に向けて努力するというふうに考えておりま

す。

それから、生産面でございます。

先ほど、シイタケについて中国から輸入があるというふうに申し上げましたが、この中

、 、 、国からの輸入の動向 それから シイタケは天候の影響を非常に強く受けるということで

干しシイタケ、生シイタケとも、今後そういったものの状況は上下しながら進んでいくと

考えております。生シイタケについては、７万トン程度、それから、干しシイタケについ

ては、平成15年度実績程度で推移すると見込んでございます。

それから、シイタケを除くそれ以外のきのこでございますが、おおむね屋内、工場です

とかハウスのようなところでの生産が中心でございます。消費者の需要動向、こういった

ものと、それから生産者の設備投資、そういったものの状況を踏まえまして、平成22年度

目標値より15％の増というふうに見込んでございます。全体といたしましては、平成22年

度より比較しまして、平成27年度３％増の42.5、約43万トンと見込んでございます。
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これらの差でございます。平成16年、平成17年と増加しているわけでございますが、こ

れは大手の生産工場、非常に設備投資が意欲的でございまして、生産規模拡大が予想以上

だったという結果だと考えています。特にスーパーの特売とかで非常に目にする機会が多

いかと思っております。

それから、平成18年度達成の見込みでございますが、そういった工場生産については、

大体投資計画的だと思いますが、シイタケについては、春先が非常に天候不純でございま

した。また、夏、高温でございましたので、これまでは生産量それほどの増加はなかった

わけでございますが、今後の生産量については、生産体制の整備から増加する可能性があ

ると考えております。

今後でございますが、この目標値に向かって、これもまた伸びは上下しながらも緩やか

になると思っております。新たな栽培方法、それから作業の共同化、あるいは販売の多様

化ということを推し進めまして、この目標達成に向けて推進していくというふうに考えて

ございます。

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。品目別にかなり詳細にご説明をいただい

たわけでございます。

ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問でも結構でございます。あるいはまた

感想めいたことでも結構でございますので、どなたでもご発言いただければと思います。

流通改善機構、馬場さん、お願いします。

○食品流通構造改善促進機構 いろいろとご説明いただいてありがとうございます。

ちょっと表現の問題かもしれませんが、最初の資料１の３ページの、平成17年度の実績

における主な課題というところの、食料消費面の最後のところに、豚肉、鶏肉についての

記述があるんですが、ここがどうも読んでよくわからないので、ご説明をちょっとお願い

したいと思います。と言いますのは、平成17年度の実績値が上回っているのは、ここにも

書いてあるように、米国産牛肉の輸入停止措置に伴う代替需要と考えられると言っていま

す。ですから、これは、逆に言うと米国産牛肉の輸入が今後行われれば、むしろ当然減っ

てくものじゃないかという気がするのですが、どの程度減るかはわかりません。牛肉の需

要の回復とも関係ありますから。そこの後が、食料自給率を向上させるとともに脂質熱量

割合が低下させていく観点から、国産の肉類の消費拡大を図りつつ、消費全体量を望まし

い消費水準としていくと、これは恐らくとり過ぎだということだから、望ましい消費水準



- 20 -

というのは肉全体としては、牛肉も含めてもう少し少なくするという意図だろうと思うの

ですが、豚肉、鶏肉を下げるという意味なのか、牛肉も含めて下げるという意味なのかと

いうのが１点。

それから、文章がたすきがけになっていると思うのですけれども、食料自給率を向上さ

せるとともに、脂質熱量割合を低下させていく観点から、国産の肉類の消費拡大を図りつ

つと書いてあると、国産の肉類というのは、脂質が比較的少ない割合のものだというふう

に読めないこともない。これは読み過ぎかもしれませんけれども。どうもわかりにくいの

で、後半のフレーズの意図するところをちょっとご説明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。

これは、それでは総合食料局長からご説明いただけますか。

○総合食料局長 先ほど、個別品目でもご説明したとおりですけれども、今ご指摘のとお

り、資料１の別添18ページの豚肉、20ページの鶏肉の現状は、平成27年目標値と比べます

と、明らかに上方に来ているということでございます。

そういった現状の中で、なぜこういうふうに上向いているかということについては、１

点、ここにありますとおり、牛肉からの代替もあると考えられますけれども、そういった

ことを除いたといたしましても、さらに目標値に向けては、脂質熱量割合を低下させてい

くということからは、どちらかというと消費を下げていく必要があるだろうということか

と思います。

後段部分については、確かに、たすきがけで、わかりにくかった部分があるかと思いま

すけれども、全体の中で、ボリュームの中で、国産の肉類の消費拡大を図っていくことは

食料自給率の観点から重要であろうということであって、国産と輸入の脂質熱量割合に相

違があるということを念頭に置いたものではございません。

以上でございます。

○生源寺会長 よろしゅうございますか。

○馬場構成員 けっこうです。

○生源寺会長 はい、ありがとうございました。ちょっと二義的にとれるところがあった

ということで、今、整理をしていただいたということで。

その他、いかがでございましょうか。どんなことでも結構でございますけれども。

それでは、主婦連和田さん、どうぞ。

○主婦連合会 今の、肉類のところの説明で、全体的に上向きの傾向にあるところをとい
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うのはわかるのです。それで、私の周りを、特に若い消費者の人を見ていますと、牛肉か

、 。 、 、 、ら豚肉 鶏肉にかわっている人が非常に本当に多いです それは ＢＳＥの関係で 鶏肉

豚肉にかわり、米国産の輸入が再開されましたが、国産であっても牛肉に戻すという気が

余りない人たちが非常に多いという感じがするのです。その人たちに聞いてみますと、今

まで牛肉を使っていたお料理ですね。例えば肉じゃがであるとか、シチューであるとか、

カレーライスであるとか、そういうものに豚肉なり、鶏肉を使ってみて、家族から別に牛

肉の方がいいという声がそんなにないというのです。牛肉の方が値段が安ければ戻るので

しょうけれども、どちらかというと牛肉の方が高いから、戻す必要が全然なく、あっさり

と鶏肉、豚肉にかえて、特に戻しませんと、たまにステーキを焼くとか、それから、すき

焼きをするときにたまには買いますけれども、豚肉と、鶏肉に変えてしまって別に不都合

がないという感覚になっているものですから、これが牛肉に戻るというのは非常に難しい

なという気が、周りを眺めていましてしております。本当の周りの感覚的なことですけれ

ども、そういうこともやっぱり影響大きいんじゃないかなという気がします。

それから、食肉の表示に関する検討会ということですけれども、これは、特に和牛につ

いてですが、肉全体についての表示についてということで、慎重に積極的に検討していた

だきたいと。

国産牛と和牛との区別がついてない消費者が半数以上と非常に多いんです。これは、私

どものアンケート何かで30年ぐらい前に農林水産省にも、それから公正取引委員会にも申

し入れたことがあるんですけれども、そのまま同じ状況で、つい最近のアンケートでも和

牛と国産牛の区別がついてないと。区別はあるんだからわからない方がけしからんという

考え方ではだめだと思うんです、やはり。この辺のところを、輸入のものの問題もありま

すけれども、十分に検討していただきたいと思います。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他いかがでございましょうか。

今のご指摘について、何か役所の方でございますか。

生産局長お願いします。

○生産局長 生産局長でございます。

牛肉の消費動向についての１つのご見解が示されたのだろうというふうに思っておりま

す。先ほど説明したように、肉の中では消費の面については代替性があるというのは１つ

。 、 、 、の事実だろうというふうに思います また 一方で 実際の価格動向等を見ておりますと
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やはり国産牛についての価格は非常に需要が堅調ということをあらわして、値段もついて

。 、いるというのもまた実態だろうというふうに思っております ＢＳＥの影響ということで

いろいろ言われているわけでございますが、若い人たちの胃袋というのは、これからも一

定量を必要とするのではないかという気もいたします。もう少し長い目で見ていく必要が

あるんだろうと。ただ、いずれにいたしましても、私どもとしては、国産の肉の生産を拡

大したいと、輸入品と置きかえていくというところで、長期見通しをつくっているのは、

先ほどご説明したとおりでございます。

あと、表示については、和田さんにも参画していただいていたと思うんですけれども、

慎重に、これは遺伝資源の保護というところからスタートはしておるわけでございますけ

れども、適正な表示に向けまして、早急に検討を進めたいというふうに思っております。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他ございますでしょうか。

食生活協会の方からお願いいたします。

○日本食生活協会 品目別の中に、今日もいただいておりますお茶の対応というのがどう

なっているのかなと。高校生、中学生、飲み物というと、かなり嗜好飲料を飲んでいると

いうのは意外な思いがあるんですけれども、調べてみますと、お茶を飲んでいるケースが

大変大きくて、そのお茶をいただきながら、ジャンクフードを食べているという感じの状

況です。そういう中で、お茶も日本の生産のだけで十分賄えるものなのか、それともやは

り海外に託さないといけないほどこの需要が伸びているのか、それのデータがこれにはあ

らわれてないのですが、どこを見たらよいでしょうか。

そういうことで、少し乳製品の拡大をというような、この牛乳・乳製品のテーマにあり

ましたけれども、どちらかというと健康日本21の中では、唯一、中間評価の中でカルシウ

ムの摂取が若干上向いているということで、あとの項目については、また対策が練られて

いるところですけれども、そういうことから、牛乳・乳製品の摂取は必要なのですが、現

状としてはそういう状況がよく見られるようになっているということでございますので、

これにあわせて、食育のこういう対象者に対する指導というのが必要になってくるのかな

と見たところでございます。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。非常に重要なご指摘をいただいたというふうに

思います。お茶はいろいろな切り口で少し考えるべき点があるかと思いますけれども。
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今の時点で何か役所の方でございますか。

○生産局長 次回は、お茶の分析も出したいと思います。生産努力目標については、お茶

についても出しておりまして、基準年の平成15年でいくと国内生産量は9.2万トンなんで

すけれども、これを9.6万トンまで増やすということにしています。ただ、生産地は、山

合いのところが多いものですから、面積自体は減少傾向にあるわけです。一方で、南九州

等を中心に平場で生産、新植なども行われているといったこともございまして、単収は上

がるというふうに見ており、作付面積は減るけれども単収増によって生産量が増えると見

通しております。

消費がこれからどうなるかということでございます。見通しでは、大体横ばいに見てい

るんですが、最近のお茶の機能性等の動きを見ますと、お茶の飲料というのは増えている

ということもございます。この動向はやはり注意しながら、もちろん輸入はございますけ

れども、ある需要に対しては国産しかない機能性というのもあるわけでございますので、

しっかりと需要を見ながら、あるいは積極的に需要をつくり出すという観点で、生産、消

費対策というものをやっていきたいという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、消科連大木さんどうぞ。

○消費科学連合会 今のお茶の関連で、ぜひそのデータが欲しいなというふうに私も思っ

ております。

実は、消費者の部屋で、お茶の週というのがありました。そのとき見に行きましたら、

お茶というのはこれだけ飲まれているんだから相当増えているんでしょうねって言いまし

たら、そのデータを見ながら、係の人が、いやいや前よりもずっと減っているんです、少

なくなっているんですよとの話だったんです。どうしてこんなに飲んでいるのにっていう

のが、そこら辺がわからなくて、相当薄めたもので本当のお茶というものを飲んでないか

らそうなるのかなとか、そういうことにもかかわってきていますので、そこら辺、本当の

日本のお茶ってこういうもんだというのもわからないままにお茶、お茶となってきている

ということにもなりかねないのかなと思いましたので、ぜひそこら辺のところはご検討い

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。これは、次回以降取り組みます。

その他、いかがでしょうか。
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○消費科学連合会 それから、大変細かいことで申しわけないんですけれども。

○生源寺会長 どうぞ。

○消費科学連合会 資料１のところに、上から６のところに、牛乳とか乳製品が需要など

を中心に減少した 「さらに」というの、この言葉は、ちょっとおかしくはないでしょう。

か。さらに、その消費が増加したというふうに、減少したのが 「また」とか、こういう、

、 。言葉が適しているのではないかなと思いますので ここも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。その他いかがでございましょうか。

もしなければ、次の話題に移りまして、その場でまたお気づきの点があれば戻っていた

だいてご発言いただければと、こう思います。

冒頭、事務局から、ご説明ございましたけれども、本日は、事務局の方で食料自給率向

上に向けて、今後対応すべき事柄について準備をしていただいています。

この点について、事務局からご説明をお願いいたします。

○企画評価課長 それでは、資料の２をご覧いただきたいと思います。

、 、食料自給率向上に向けた今後の対応についてということで 先ほどご説明いたしました

平成17年度自給率の実績の要因分析も踏まえまして、今後の取組の方向として議論のたた

き台として用意したものでございます。

まず、前書きの部分でございますけれども、ここでは、今後の対応を考えるに当たって

の基本スタンスについて記述をしております。

第一パラグラフにありますとおり、新しい基本計画のもとで、自給率につきまして、大

きなポイントとなりますのは、工程管理をきちんとやっていくということでございます。

自給率の結果を踏まえまして、その向上に向けたいろいろな施策を講じているわけです

けれども、その施策の効果の評価を行いまして、翌年度以降の施策の改善に反映させてい

くと、いうその取組をきちんとやっていくということがポイントになっているわけです。

この協議会におきましても、昨年と本年度、２カ年にわたりまして既に行動計画をつくっ

ているわけですけれども、そういう中で、第二パラグラフにありますとおり、初年度の自

。 、 、給率の結果が横ばいということで公表されました それを踏まえまして 第三パラグラフ

自給率の向上の取組は、効果の発現に時間がかかるものはあるわけですけれども、冒頭申

し上げましたように、今回の基本計画の特色というのは、自給率の向上を中心に、工程管

理をきちんとやっていくことだということからしますと、特に品目ごとのシナリオと乖離

が生じているもの、そういうものを中心に何らかの緊急的な取組を行う必要があるのでは
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ないのかと考えております。直ちに全部の取組を見直すということにはならないわけです

けれども、特に品目別の乖離が大きなものについて重点的な取組を早急にやっていく必要

があるのではないのかというのが基本的な考え方でございます。

、 、 、そこで 今後の対応方向を大きく２つに分けて考えておりますけれども まず第１点は

行動計画に基づいた取組の着実な実施ということでございます。

昨年３月につくりました新基本計画におきまして、自給率の向上に向けては、消費面、

生産面で重点課題を設定しました。昨年、本年度の行動計画も、それに基づきまして、消

、 、費面で行きますと１から３までの食育の推進・国産農産物の消費の拡大 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消費面の重点課題を、生産面におきまして

は、経営感覚にすぐれた担い手による需要に即した生産の推進、食品産業と農業の連携の

強化、効率的な農地利用の推進という六つについて、重点課題を設定して、各団体ごとの

取組、それも数値目標を掲げた取組ということを努めていただいているわけです。基本的

には、今日ご説明はしませんでしたけれども、参考資料でお配りしております２番、４番

といったような取組に沿って、今後とも着実に実施していただく。その際には、なお書き

にありますように、これから、本年度の下半期の取組をする中で、平成17年度の自給率の

、 、実績の評価も踏まえまして より各団体の取組が実効性の高いものになるような観点から

、 、必要に応じて各団体ごとに取組課題等を いろいろな機会の場で検討していただきまして

本年末の評価の段階、または平成19年度の取組、行動計画等の議論のところに反映できる

ような取組をぜひお願いしたいということが１点目でございます。

２点目は、重点的かつ早急に対応する取組の実施ということで、先ほど総合食料局長か

らご説明がありました、資料１の３のところとも関連いたしますけれども、品目別の分析

におきまして、目標シナリオとの実績の乖離の大きい品目、括弧の中に書いてありますけ

れども、豚肉、鶏肉の消費、あとは飼料生産、あとは生乳生産、野菜生産といったものに

つきましては、目標シナリオに沿って推移するような措置を早急に講じませんと、来年度

以降ますます乖離が大きくなって、自給率の目標達成がより困難化するというようなこと

も憂慮されます。そういうことも踏まえました上で、以下のような取組を行う必要がある

のではないのかということで、２ページ以降にまとめてございます。

まず１点、食料消費面は、誘導指標との関係ですとか、効果の発現までに時間がかかる

、 、（ ） 、だとか いろいろな難しい問題があるわけですけれども １ の表題にありますとおり

望ましい食料消費の実践に向けた取組といたしまして、例示的に３点提案しております。
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食事のメニューに自給率が明記されるような取組、または、食事バランスガイドをより活

用したいろいろな新商品の販売努力だとか、そういった面での取組、さらには学校給食等

も含めました地場産品の利用の促進についての取組、これに関連いたしましては、新しい

基本計画の設定にあわせまして、各種協議会等も新しく発足しておりますので、そこでの

活動等を通じまして、より加速化していっていただきたいというのが１点目。

もう一つ、生産面では、先ほども言いましたように、品目別に見た場合の、当初考えた

シナリオと実績が大きく乖離しているものについて、早急な取組を行う必要があるのでは

ないのかということです。

まず１点目といたしましては飼料生産につきましては、今回の自給率の向上の大きなポイ

ントといたしまして、飼料自給率の向上に向けた行動会議が設置されておりますので、そ

この場で、必要に応じて、実施可能な重点的な取組を具体化していっていただくような、

そんなことを緊急に検討していただきたいというのが１点。

もう一つ （３）の生乳生産では、今日個別品目の説明の中にありましたけれども、チ、

ーズや生クリーム向けの需要が見込まれる品目への生乳の供給を拡大するための具体的な

取組について、平成18年度におきましては、輸入乳脂肪調整品５万トンとの置きかえを図

るといった具体的な取組をやっていってはどうかということです。

（４）野菜生産につきましては、品目別の説明のところにありましたように、実需者側

のニーズに的確に対応した国産野菜の生産ということが非常に重要な課題になっておりま

すので、来年度以降、制度面での改善措置の検討も進められているわけですけれども、そ

の準備作業等も含めまして、加工業務への取組方法を強化するような作業を進めることが

重点課題と考えております。

あわせまして、今後のスケジュールですけれども、５月の第１回目の協議会で相談いた

しましたように、秋の段階の後には、年が明けてから、平成18年度全体の進捗状況の評価

をするような協議会を考えております。今、説明いたしましたように、本年度につきまし

、 、 、ては 夏の段階で平成17年度の自給率の実績が取りまとめ 発表されたことに伴いまして

重点的にこれから下半期も含めまして、取り組む課題を提起しているわけですけれども、

各品目ごとのいろいろな協議会等もできておりますので、一義的には、そこの場で取組課

題等を具体化していただいて、この協議会は必要に応じて、幹事会等は開くことも考えよ

うと思いますけれども、各品目ごとの協議会等での重点的な取組の具体化も含めた評価も

含めまして、来年の年明けに、それも含めた第３回目の自給率協議会を開いて議論しては
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いかがかというようなことを考えております。

以上のようなことを事務方としては考えておりまして、これをたたき台にこれから議論

をお願いできればと思っております。

以上でございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。ただいま、ご提案があったわけでございます。

これから意見交換をしていただきたいと思いますけれども、大きくこの資料の２の１ペ

ージ目で言いますと、行動計画に基づいた取組の着実な実施と、重点的かつ早急に対応す

る取組の実施ということで、これは幾つか具体的な提案が盛り込まれております。この他

にも何か有効な手段、そういったものがあるかもしれません。今の２つの柱、どちらにつ

いてでも結構でございます。関連する事項であれば、その他のことでも結構でございます

ので、ご発言いただければと思います。

武見さんどうぞ。

○武見構成員 女子栄養大学の武見でございます。

今ので言いますと、２番の重点的かつ早急に対応する取組の実施のところの、めくりま

して２ページのところ。特に私の立場は、栄養教育とか、食育とかということになります

ので、当然、いかにして望ましい食料消費を多くの方に実現していただくかということに

なるんですが、そこのことについて２つほど申し上げたいと思います。

まず１つは、②のところにある、食事バランスガイドを活用して望ましい消費の姿に誘

導する。先ほどの品目のところでも、食事バランスガイドに基づいてとか、あと、食育の

考え方に基づいてという言葉はたくさん出てきていると思うんです。

私自身、食事バランスガイドをつくることにかかわったわけですけれども、これは魔法

、 。 、のつえではなくて 一振りすればみんな変わるというものでは全然ないわけです 確かに

今までの食生活指針より、もう一歩進めて行動変容を起こしていただたくためのツールと

いうことでつくってはきましたけれども、やはりそれを本当にどう使っていくかというと

、 、ころについてもっと突っ込んだ議論をしていかないと 恐らくなかなか食料自給率の向上

もしくは、いわゆるバランスのとれた食事ということの実現にはなかなか時間がかかるだ

ろうというふうに感じています。今、ちょうどつくって１年たってきたところで、例えば

食品産業などでも随分いろいろな形で使っていただいているんですけれども、例えばお客

様へのレシピの提案などがあって、そういう中でバランスということはもちろん言ってい

ますから、主食、主菜、副菜いくつなんていうことは出てくるわけですけれども、じゃあ
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果たして、そのときに、ここで、この協議会で言っているのは食料自給率のことまで視野

に置いた形でのそういうレシピの提案になっているかとかですね、細かく言えばいろいろ

なもう少し突っ込み方があると思うんです。そうしたところを少し丁寧に取り組んでいく

ようなことが必要じゃないかというふうに思っています。

それから、もう一つは、①のところに、食事のメニューに食料及び自給率を明記したら

ということで、農林水産省の方の食堂でも食料自給率を明記されていると思いますが、実

際に、これからこういうことを都道府県の県庁や食堂、食品産業にやっていただいた場合

に、それをどのぐらい本当に利用者が見ていくのかとか、見てどのぐらい選択を変えるの

かというあたり、もしあれでしたらお膝元からでもいいと思うんですけれども、そういう

反応みたいなことを少し確認して、どういう出し方をしたら本当にそれについて反応して

くださるのかみたいなところの、さっきの工程の適正な評価みたいな話もあると思うんで

すが、そういう中で、ひとつ確かめながら、周囲への取組を進めていくというふうなこと

で進めていただけたらいいんじゃないかと思いました。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。

吉水さんどうぞ。

○吉水構成員 今の、武見先生のご意見に関連して、自給率向上問題と消費者との点から

意見を述べたいと思います。

いろいろな取組をやっておられる中で、今回、食料自給率が横ばいであったということ

は非常に残念であったなという感想を持っておりますけれども、その一つの要因として考

、 、えられることは いろいろな取組が工程管理も数値目標も設定されてはおりますけれども

いわゆるマーケティングの世界でいうＡＩＤＭＡの法則というのがありますが、皆さんも

よくご存じかと思いますが、アテンション、イントレスト、デザイヤー、メモリー、アク

トという順番で一応意識改革から行動変容までが流れるとすると、どうも今の取組という

のは、アテンションとかイントレスト寄り、認知の向上ですとか理解の促進といったよう

なそちら側に寄っているように思います。ですので、実際、それが結果、数値となって、

行動となってあらわれるには、ちょっと川上過ぎると言いますか、遠いような気がしてお

ります。実際には、デザイヤーとかアクトといった方面を変えるということにより一層注

力されたらどうかなというのが意見です。

そもそも、今、ＡＩＤＭＡということを引き合いに出しましたけれども、それが正しい

のかという議論もありまして、どちらかというと、こだわりの薄いカテゴリーですと、行
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動の方が先に起こって、その後、態度、知識変容が起こるということもあります。すごく

身近な例で言いますと、冷凍食品３割引きで買って、買った後、それが外国産のものであ

ったと気がつくといったような事例ですとか、普通に八百屋さんで買った野菜がすごくお

いしかったので、それが後からどこどこ産だと気がつくと、今度からどこどこ産のものに

しようみたいな、そういう行動の後に知識や態度変容が起こるということもありますし、

今どきの若い消費者、若者に関して言いますと、私は勝手にインスピレーション消費とい

うふうに呼んでおりますけれども、何か理解して、理性的に購買するというよりは、何と

なくぱっといった感覚で判断して、これが自分向きか自分向きでないかと判断しているよ

うなところがありますので、先にアクトの方、あるいはデザイヤーの方が起こっていると

いう実態もあるかと思います。そういった、消費者の実態にあわせた対策と言いますか、

行動計画というのを現状プラスアルファということで考えられたらいかがでしょうかとい

うのが感想プラス意見です。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは、日生協どうぞ。

○日本生活協同組合連合会 ただいまのご意見にちょっと触発されて申し上げます。

消費者のそういった行動と、それから、もう一方で、先ほど提起されました２ページの

食料消費面のところで言われております、米を中心とした日本型食生活といったことにつ

いて、多分消費者は違和感を持つんではないかというあたりを含めて意見を申し上げたい

というように思います。

自給率向上ということですが、私は、農業生産者も自給率を引き上げるために農業をや

っているわけではないというように思います。それから、消費者に自給率向上を、つまり

国産を強制できるわけでもないというように思います。最終選択は消費者だというように

思います。

そういう意味で言いますと、自給率分析は、かなり品目ごとに踏み込まれてはいるので

すが、ぜひやっていただきたいこととしては、金額、生産額ベース自給率についても踏み

込んでいく必要があるのではないかと思います。総論では述べられておりますが、各論の

踏み込みがないというように私はお見受けをいたしました。

どうしてかと言いますと、農業者にとっても、産業としての力量をはかる目安になるわ

けですし、消費者にとっても大変わかりやすいわけです。国民１人当たり何キロカロリー

というのも換算不可能ではありませんが、例えば、先ほどのように安いからとりあえず買
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うということもあるわけです。結果は後からついてくるという面がありますので、あるい

は牛肉か豚肉、鶏肉かといった選択の中にも、必ず金額がついて回ります。ですから、そ

ういう意味では、農業経営と言ってもそうですし、消費行動と言ってもそうですが、つい

て回ってくる経済面についての現状分析と今後のベクトルといったことについて踏み込む

必要があるのではないかと思いますし、そうすることによって、この会議自身がもっと戦

略的な切り口を持ち得るのではないかというように感じます。

そういう立場から言いますと、私は、カリローベース自給率は、ある面ではリスクマネ

ージメントだというように思いますので、備蓄であるとか、地勢的なリスクの分散である

とか、あるいは自給力のレベルについての評価、今後のベクトルであるとか、そういった

切り口からとることの方がもっと大事なんではないかというように感じております。

あるいは、もう一方で、カロリーと言った場合に、消費の側から見ますと、例えば国内

で消費される食料総量の国民１人当たりのカロリー数と、国民栄養調査に示されるカロリ

ーとの差が年々拡大しているということもお聞きしておりますから、この差の要因の１つ

であります食品の廃棄問題等についても対応、検討が必要なのではないかというようにも

感じております。

もちろん、基本は、栄養摂取のバランスであるということでありますし、そのことが自

給率にも影響を与えるという意味で我々はこの間、食事バランスガイドについて取り組ん

できて、これはこれで有効に機能をし始めているのではないかというようにも見ておりま

す。

具体的には、１つ、２つ挙げますと、消費者自身が自分の食生活で主食を見直したと、

あるいは見直しつつあるんではないかというように見ております。お配りしたリーフレッ

トは、この間何度か出しております全国700の店頭でお配りしているものでありますが、

そういったものを通して、一週間の自分の食生活を見直して、改めて主食の大切さを理解

を深めようというようなことにお使いいただけているのではないかというように思ってお

ります。

もう一つは、食料を供給する私ども自身の、提案者側の立場として、主食を意識した内

容にもなってきているという面もあろうかと思っております。どうしても、売る側という

ふうに考えますと、おかずが中心になる傾向があります。外食産業も、あるいは同様なん

ではないかというように思います。そういった中で、やはりバランスガイドに基づくメニ

ュー提案ということにいたしますと、主食の提案が避けて通れないということではなかろ
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うか。それにしたら、私ども自身もある意味意識改革を自分自身で敷いているということ

ではないかと、そういったことから変化のきっかけをつくっていけるのではないかという

ように思っております。

、 、 、 、そういう意味では 今後につながるここでの議論ということでは ぜひ 短期的な点検

強化もある意味必要かもしれませんが、より長期的、総合的な自給率向上のためのいろい

ろな切り口をより戦略的に持って、成功事例を含めて、交流もしあえるし、あるいは消費

行動や生産行動にも踏み込むという意味での経済面も切り口に据えてやっていくことが、

長い目で見れば結果につなげることになってくるのではないかと、このように感じますの

で、意見として申し上げました。

○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。

ちょっと違う観点から、意見と、それからお聞きしたいこともあります。

この行動計画の中で、食品産業と農業の連携の強化というところを５番目に書いていら

っしゃって、多分、現在の食の外部化の状況を見ますと、消費者に直接物を渡していくの

は食品産業だと思いますので、こちらと農業とどういう関係にあるのかというのは非常に

重要な問題だと思うのですけれども、実際のところ、その連携の強化というのが、行動計

画、具体的な計画の中でどのぐらい実行されているのかというのがちょっとよくわからな

いという感じがしております。

幾つかの団体の取組を見させていただいて、例えば、私もちょっとかかわっているんで

すが、食品産業センターさんがやっていらっしゃる農と食の連携、これは、多分地場の伝

統食品の再考とか、非常に小さなマーケットの農産物をいかにうまく利活用していくかと

いう取組だと思うのですが、やはり自給率の問題を考えますと、ナショナルワイドなマー

ケットに提供していく食品産業と、それから、国内の農業がどういう関係を築くかという

ことは非常に大事だと思っておりまして、そのときに、かなり提供する食品がメニュー化

されたものならば、要求していく農産物の企画というものが非常に厳しくなって、なかな

かそれに現場が追いついてないのではないかというような気がしております。

例えば、今回の生産の動向を見ておりますと、野菜などは、去年は、たしかよくとれて

しまって、つぶしたような事例もあったと思うのですが、それでも、トレンドに戻ってな

いというのには、私はショッキングな感じがいたしております。
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そういう意味で、実際に生産というふうにカウントされているものは、多分商品化され

たものだけなのではないかと思うんですが、売れなかった、現場ではもう捨てざるを得な

かったような、そういうロスみたいなものは、どのぐらいの量で、どのぐらい無駄になっ

ているのかということは、農水省の方で把握されていらっしゃるのか。そういったものを

もっと使えるような技術開発とか、それから食品産業との連携といったものは、今後考え

ていけないのかどうかということが、質問も含めた私の意見でございます。

特に、行動計画のところで、野菜生産の部分を加工・業務用への取組方法を明確に産地

強化計画の策定と書いていらっしゃるので、そういった面の目配りはできないのだろうか

ということを気になっております。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。これまでのご発言に対して何か役所の方からご

ざいますでしょうか。今、質問もあったようですが。

それでは、総合食料局長お願いいたします。

○総合食料局長 ただいまの食農連携のこと、まず一つは、参考資料２の中の、２ページ

目というか、最後のページですけれども、ここに、農業生産面の中に、食品産業と農業の

連携の強化ということがございます。そうした中で、ご発言の中にもありましたように、

食料産業クラスターの形成と地域ブランドの振興ということで、これも地域かなり密着型

ではございますけれども、こういう取組をしておると。これを平成18年度の取組としても

工程表の中に入れさせていただきます。

それから、中ほどからあります外食事業者と生産者などとの産地交流、商談会を開催と

いうことで、これが、ある意味ではナショナルワイド的な取組の１つかと思います。

先週も、実は、大臣も参加していただいて、北海道帯広で、日本フードサービス協会と

ホクレン、現地の農業者と、産地交流会ということで、そういう中で、ご指摘があったよ

うに、需要者、実需者から見てどういうものが必要なのかということを現場で意見交換す

ると、それをできるだけ消費に結びつけていくと、そういう取組もしております。

一方で、ロスの関係ですけれども、正直申し上げて、なかなかそういう統計はとりにく

いのかなというふうに思います。食品産業側から見ても、実は安定的な供給、安定的なロ

ットということが常に求められておりますから、今おっしゃられたような、でき過ぎたか

らということで、なかなかそのことだけで産業として成り立つのは難しいのかなと思いま

すけれども、ただ食品ロス自体は非常に重要な問題だと思いますので、それは、どういう
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資料が我々としてもとれるか、もう一度ちょっと考えていきたいと思います。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それから、私、ちょっと感じていたんですけれども、野菜一本で議論するのもなかなか

、 、 、 、難しいところがありますので 葉菜類 果菜類 根菜類ぐらいに分けてやることもひとつ

余り細かくなってもあれですけれども、お考えいただいてはどうかと思います。

それから、生産局の方で何かありますか。

○生産局長 特に野菜について、今全体として生産量が減っており、これは、生鮮のとこ

ろが減っています。一方加工需要が増える中で、これがほとんど輸入品によっており、国

産がうまく対応できていない。いかに加工需要のところを国産に奪い返すかという大きな

課題への対応を考えておりまして、平成19年度からは、野菜の価格安定制度全体の仕組み

、 、 、の中で 加工品の需要を確保するための対策を強化するということにしておりまして 今

概算要求でそこを要求しているところです。いずれにしても、私どもも、最近、加工食品

業者の方々に集まっていただいて、ここの産地でこういうのがありますよ、という情報提

供もしているわけです。こういうものは非常に評価が高いんです。意外とそういう情報を

お持ちになっていないというのがよくわかりましたので、その辺の情報提供もしっかりす

ると。

さらには、加工品について少し詳しく申し上げますと、例えば加工用であれば、生食用

のような大きさとは、また別の需要になるわけです。だからそのあたりを、産地としてき

ちんと対応することができれば、流通の、例えばコンテナ出荷も含めまして、全体として

コストダウンをする中で、国産の需要を確保していくことができるんじゃないかと考えて

おります。全体的に野菜対策を今年見直しましたので、来年度から、実施に向けてもう既

に動き出しておりますけれども、対応していきたいと考えているところでございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。それでは、その他いかがでしょうか。

武見さんどうぞ。

○武見構成員 すみません。今、野菜のことになりましたので、ちょっと細かいことなん

ですけれども、加工用って必ずしも飲料だけではないと思うのですが、輸入を国産にとい

うのは、もちろんわかるんですけれども、一方で生鮮の野菜がやっぱり摂取量が伸びない

１つの要因は、飲料で飲んで安心している人たちが手軽に出てきているという問題がある

と思います。私も今、自分の管理栄養士さんとか栄養士さんとかの研修会のときに、野菜

を350gっていう数字ばっかり知識として広めるような栄養指導にしないでくれと、それが
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頭に残っているから、その数字だけが一人歩きして、じゃあこの飲料を飲めばいいじゃな

いかみたいな消費行動が起きていて、手軽じゃないか、安いじゃないかというようなこと

が起きてきてしまうことがありますので、これは消費者側の問題ですけれども、やっぱり

こういう問題ってすごく難しくて、一方で野菜の飲料が増えれば、さっきの牛乳の飲料が

減るというふうなことにつながってくると思いますので、そういう意味では、本当に、一

つ一つの課題を、ある意味では焦点を絞ってやることが他との関係でどう動いていくのか

というふうなことも十分全体を視野に入れていかないと、私の立場は、さっきありました

、 、けれども 決して食料自給率の向上のためだけに食べることを考えていくわけだけれども

やっぱりいかに健康で豊かな生活ができるかのためと考えたときには、そういうことだと

思いますので、ちょっと一言申し上げたいと思いました。

○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。

それでは、女性経営者会議、よろしくお願いします。

○全国女性農業経営者会議 今井と言います。

今ほどの中嶋構成員のお話の中に、規格外といいますか、ロスについてのお話あったん

ですけれども、私も、その点でぜひ考えていただきたいことがあります。

それは新規就農者の方が農作物をつくるときに、規格外が大変多く出て、なかなか経営

が苦しいんだという話を聞いています。それを救う意味でも、ぜひ考えていただきたいな

と思います。

それから、各品目ごとの説明で先ほど食料消費面の説明もいただきました。望ましい食

料消費の姿の実践、促進ということでのお話の中にもあったんですけれども、多分、その

中に含まれているとは思うんですが、我々組織の北海道のメンバーの話で酪農家なんです

が、牛乳普及協会というのがありましてそれに、各農家の人も出資をして、消費拡大に向

けての活動ということをいろいろ取り組んでいて、それに協力しているというような話が

あったんですが、その活動の中にレシピ付きの料理教室をやっているということでした。

そのレシピ付きの料理教室は、特に北海道ですと、周りが全部生産者で広がりがないと言

うんですね。ぜひ、人口の多い東京のようなところで、そういったことをできたらいいな

という話がありましたので、ぜひ、この構成員には入っていませんが、そういった各品目

ごとの普及協会みたいなのがあると思うんですが、そういった人たちとの連携もうまくと

っていただきたいなと思います。

それから、米に関しても、農協の販売促進費の中に入っているのか、ちょっと私詳しく
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わからないんですけれども、米１俵につき幾らか多分出していると思うんですね。その中

に学校給食の支援向けの何かもあったかと思いますので、そういった品目ごとの、組織の

具体的な活動をやっている人たちとが情報交換とか、連携とかというのもぜひ考えていた

だきたいなと思います。

それから、もう１点なんですが、私たちは地元の方でいろいろ活動している組織がある

、 、 、 、 、んですが 農村女性というと 自分たちでとった旬の野菜を 例えば 今であれば夏野菜

ナス、トマト、キュウリですが毎日がナスづくしであったり、トマトづくしであったりす

るんですが、そういったものを創意工夫でいろいろな料理をつくって毎日の生活に提供し

ているわけです。そういった普段我々が生活に何げなくやっていることを、普及指導セン

ターが、企画と誘導ということで、自慢料理コンテストというのを企画しています。そこ

に食育について料理研究家の講演をセットで予定しているんですが、そういった、連携と

いうのが、これから大事かな。企画をして、誘導してくれるような、そういった取組を進

める側、更に一歩進めた取組に持っていくような、そういった人たちとの連携というのが

確実に進む１つの方法かなと思います。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。

それでは、全青協お願いいたします。

○全国農協青年組織協議会 資料２の１のところの、行動計画に基づいた話の中に、経営

感覚にすぐれた担い手による需要に即した生産の推進というふうにうたってあります。確

かに、経営感覚にすぐれていて、今売れるのはこういう品物なんだよなんていう情報のも

とで、ころころと切りかえていけるような生産環境が整っていればいいんですけれども、

普通、農家の側から言わせていただくと、１つの品物をつくっていて、それを次の作物に

、 。切りかえていくなんていうことは なかなかやっていきにくい部分があると思うんですよ

特に、今、牛乳が余っています。で、豚肉が足りませんとかいう話になっても、酪農家の

方が急に養豚農家にはなれないという大きな壁があるということを、まず大前提に考えて

こういうところをやっていただきたいなというのが１つと。

その下の２番のところにあるんですけれども、豚肉、鶏肉の消費とありますけれども、

消費よりもむしろ生産の方をもうちょっと、私たち生産現場から言えば頑張ってやらなく

ちゃいけないんじゃないかなと。これだけ輸入に頼っているような食べ物の中で、消費を

、 、 、頑張るよりも もっと生産の方を頑張っていくべきじゃないのかなということと 反対に
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次に生乳の生産とあるんですけれども、生乳の生産なんていうのは、今どんどん推進して

もらっても、消費がこれだけ落ち込んでいる中で、もっと牛乳を余らせるんですかという

ような何か、ちょっと何ていうんですかね、これシナリオに沿っていけばそういう発想に

なるのかもしれませんけれども、現状とは、ちょっと違うんじゃないかなということが非

常に気になりました。

あと、先ほど生協の方からだったですかね、農家の方で自給率向上のために農業をやっ

ているんじゃないですよという言われ方をされましたけれども、いや確かにそれが前提に

はないんですけれども、やっぱり気持ちの中に、少なからず、特に多くはないんですけれ

ども、１割なり、２割なり、気持ちの中には、私も、やはり生産をする上で、自給率を上

、 、げなくちゃいけないという気持ちを持って毎日営農に取り組んでいますし 私の周りにも

そういう気持ちで毎日頑張っている人もいるということを考えておいていただきたいなと

思います。

生産側から言わせてもらえば、農産物が高ければ、生産というのは、自然と増えてくる

んですよというのがありますが、海外から安い農産物が入ってくるという一方でのわだか

まりの中で経営をやっているわけなんですけれども、極端に言わせていただければ、先ほ

どの野菜にしても、ハウスの中で生産されている野菜の６割ぐらいは出荷されているかも

しれませんけれども、４割ぐらいはもう捨てられているというのが現状ですし、やはりこ

ういうのをうまい具合に使っていけば、確かに自給率というのは上がってくるんじゃない

かなというふうにも思います。

以上です。

○生源寺会長 ありがとうございました。その他いかがでしょうか。

べんとう協会お願いいたします。そのあと、食品産業センターお願いいたします。

○日本べんとう振興協会 質問が２つございます。

食料自給率の昨年度の実績につきましては、正直そんなもんだろうなというような感じ

が実はしております。何をどういうふうにしたら上がるのかということがこの場になるわ

けですけれども、自給率向上の我々の活動というのは、一口に言って啓発活動、これが消

費面から言いますと大部分を占めているような気がします。

そういうような簡単からしまして、１つ質問は、米を中心とする自給率向上というよう

なことをねらっているわけですけれども、その米の消費で、大体年齢層別にどういう消費

動向を示しているのか、統計資料があれば、推計資料がありましたらお教えいただければ
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ありがたいというふうに思います。

それから、２つ目の質問は、単純ではありますが、資料２の食料消費面の（１）の望ま

しい食料消費の姿の実践の推進ということで、①に、最後の方に食事メニューに食料自給

率を明記するよう依頼すると、こういうことがあるんですが、これは具体的に、どういう

イメージなのか、ちょっと教えていただきたい。

以上、２つでございます。

○生源寺会長 ありがとうございました。

それでは、食品産業センターどうぞ。

○食品産業センター 食品産業センターでございますが、先ほど中嶋先生がおっしゃった

ように、私どもいろいろなことをやっておりますが、地産地消というか、小さな、ローカ

ルな分野ではいろいろな取組があって、それなりに進んでいると思いますが、やっぱり自

給率向上ということになると、中嶋先生がおっしゃったように、ナショナルブランドとい

うか、そういうところでいかに国産を使うかということが大事だと思います。

そういう観点から言うと、やはり、先ほど総合食料局長もおっしゃったように、我々実

務者サイドから言うと、いかに一定量を安定供給してもらうかというところがポイントで

あります。もちろん価格の問題もありますが。そこで、個々の農家の方々ではなくて、ま

さに生産者団体なり、あるいは最近聞くところによると、地方の卸売市場では結構加工用

の生産を地場でやってもらうようにいろいろと開発部の方々が動いているというような話

もよく聞くんですが、大手の中央卸売市場何かで加工向け、業務向けの供給というのをど

。 、 、んなふうになさっていただいているのか 要は 大量にさばいていくということになると

個々の事業者の取組ではなくて、生産者団体なり、あるいは流通の特に卸の部分の働きで

すね。生産者団体ですとリレー出荷とか、いろいろなさっていますけれども、もうちょっ

とそのあたりを強化していただければというのが流通者サイドのお願いであります。

。 、○生源寺会長 ありがとうございました 予定の時間がそろそろ参っておりますけれども

若干延長をお許しいただきたいと思います。

その他いかがでございましょうか。

それでは、これまでのところ幾つかご発言があった点、あるいは質問もあったかと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

○総合食料局長 それでは、米の消費量、年代別に見た場合どんな感じかということでご

ざいまして、私ども、これから米の消費拡大をする上で重要だなというふうに感じており
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ます。

今、手元にありますのは、例えば平成15年で見ますと、30歳未満で53.5kg、30歳から49

歳で61.1kg、50歳から69歳で62.2kg、70歳以上が60.1kgということでございまして、若年

層やはり低いのかなということでございます。

それも、我々としては、過去からのトレンドとか、そういうことも含めながら、今分析

しているところでございます。

それから、２点目の、都道府県庁の食堂、あるいは食品産業に食事メニューに食料自給

率を明記するように依頼するということで、これも、農政局なり、あるいは今日来ていた

だいています食産センターなり、そういうところとご相談しながら、お願いしていくとい

うことを考えているところでございます。

質問としては以上かなと。

○生源寺会長 今のは、具体的なイメージとしてどういう形で提示されるかという、こう

いうご質問だったわけですかね。

また、計算は、これはソフトを使っておやりになるということです。

○総合食料局長 そういうことになると思います。

○生源寺会長 はい。

この地下の食堂にも、そのサンプルのようなものがあるかと思いますけれども。

○日本べんとう振興協会 質問の趣旨は、食事メニューに食料自給率を明記すると。食料

自給率をカロリーベースで40％ですよというようなことをメニューに単純に書いて、実態

そのものを知らせようとするのか、目的とか形とか、そういった、ちょっと姿、形の具体

的なイメージが浮かばないもんですから質問いたしました。

○生源寺会長 それは、このメニューの食材を使った場合に、それが自給率として何％に

なっているかという、こういう形の表示でございます。

その他役所の方からございますでしょうか。

それでは、構成員の皆様からのご発言その他ありませんでしょうか。

それでは、消科連。

○消費科学連合会 いつも自給率向上に向けた行動計画というのでファクスでこんなにや

っていますよ、こんなにやっていますよ、次々次々ファクスをいただく。随分すごく広が

ってきたんだなというのを感想を持ちますけれども、それでも、自給率は横ばいだという

ことで、何かみんながっかりというところも、一生懸命やっている方にとっては、そうだ
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ろうと思うんですよね。

私どもの消費者大学講座の中で、今年１年食育ということの中で、自給率とはというの

を今取り組んでいるところなんですけれども、たとえば、本当に、そのテーマの中でも身

近なもの、アレルギーとはとか、それから健康な食品とはどういうもの、そういうものを

やったときには講座にたくさん見えるんですけれども、自給率とは、農村の高齢化とかと

いう問題になると一歩引くんですね。参加者が少ないのです。恐らく日本の国の中で、私

のところの周りだけですから、それは他と比較はできないかもしれませんけれども、どう

してかというと、直接関係ないという気持ちがとても多いということが１つあると思うん

です。ですから、もう少しこういう中で、取り組んでいる中の１つに、いつでもどうして

そういうものをしなければならないのかなというのが、消費者にわかるようなことが絶え

ずあるといいなというふうに思います。なぜこういうことをしなきゃならないんだろうと

いうのがわかるような施策、そこのところがもう前からずっとやっているじゃないのとい

うんじゃなくて、何回も何回もあるということが大事なのかなというふうに思います。

それから、もう一つは、自給率のところで、飼料作物、これも非常に重要なことだろう

と思って、ここにも重点的に具体化に実施するというふうになっていますけれども、今ま

でやってきて、なぜ、どんな点がだめだったのか、こういう点を改善することによってど

、 、 、うなるんだというのが もうちょっと生産者の側にもわかるような そういう書き方とか

実行の仕方とかというのをおやりになっていらっしゃるのかなというのが私たち消費者に

は見えてこないものですから、そういうところがわかると消費者もじゃあ応援しようとか

となってくると思いますので、その点も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。その他ございますでしょうか。

それでは、法人協会ですね。

○日本農業法人協会 法人協会であります。

自給率が８年据え置きということにつきまして、法人協会の執行部としては非常に深刻

に受けとめております。

とりもなおさず、法人の経営努力と言いますか、販売努力をしているにもかかわらず、

結果的に、お客様というか、消費者、実需者を問わず、輸入品を打ち負かすことができな

いというだめ出しを受けていると言いますか、そういう通知表を連続して受けているとい

うことですので、協会の会員も、みなその辺は問題視持っておりまして、いろいろ販売努

力をやっているわけであります。ただ、昨年あたりの協会の会員の経営概要の調査なんか
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、 、 。を見ると やはり経営課題として 販路の拡大ということが非常に課題となっております

４年ぐらい前にやった同じ調査でも、そのころは販路の拡大というのが余り経営課題に乗

ってこなかったわけでありますが、昨年あたりやった調査で見ますと、農作物の価格の低

迷ですか、これが一番を占めているわけですけれども、それに次ぐぐらいの課題として販

路がなかなか拡大できないというのが上がってきております。

今年法人協会も、10周年を迎えまして、法人協会として一体会員サービスか何ができる

のかということで、会員に今いろいろなアンケートをとっている最中ですが、そういう回

答を見ても、要するに営業努力を補うような活動であるとか、端的に言うと、ビジネスマ

ッチングなんかの会員サービスをするべきではないかというような会員からの指摘も受け

まして、ここ数年いろいろビジネスマッチングなんかをやっているわけでありまして、今

年も、農水省の方からお誘いを受けまして、野菜の実需者との交流会なんかにも会員を参

加させたり、また、このフーデックスにも出さして、そういう取組をやっております。た

だ、そういうビジネスマッチングの取組の量も、質もということですが、最近やっている

わけでありますが、その成約状況でありますとか、そういうマッチングに参加して、それ

がどういう成果になっているのかというフォローがまだ足りなかったのかなということで

すんで、今年の取組一覧にでも、今回書き直しをさせていただいたんでありますが、少し

そういうフォローを徹底的に協会としても取り組みたいなと思っております。

また、会員の中には、大型な実需者とうまく販売が結びついた優良なビジネスモデルも

できつつありますので、そういうものの分析をして、少し食品産業の皆さんとの提携につ

いて、具体的な取組を深めていきたいと思いますので、本日、せっかくこういう協議会で

ご一緒させていただいております食品産業の皆様と、今後連携を密に、また改めていろい

ろな面でお願いをしたいと思っ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。その他ございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

今、稲垣さん、大木さんの発言に対して何かございますか。

よろしいですか。

○総合食料局長 はい。

○生源寺会長 それでは、時間も少し超えておりますので、このあたりで議論については

閉めたいと思います。

それでは、今、資料の２の形で、ご提案のございました食料自給率向上に向けた今後の
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対応についてでございますけれども、特にこれについての異論というものはなかったとい

うふうに考えておりますので、こういう形で進めるということでよろしゅうございましょ

うか。

（ はい」の声あり）「

○生源寺会長 それでは、こういう形で進めさせていただきたいと思います。

最後に次官からご発言があるということでございます。

○事務次官 本日は、皆様方のお忙しいところを長時間熱心なご議論をいただきましてあ

りがとうございました。

私ども、平成17年度の自給率の結果を見まして、非常に危機意識を持ったところであり

ます。初年度とは言いながら、この協議会立ち上げに関しては、新たな基本計画の策定に

向けて二、三年議論してきており、またいろいろな協議会を初め、立ち上がりに向け作業

をしてきた結果であります。また、中身を見ても、先に向けての足がかりすらなかなか見

えないということでして、それらを吟味いたしまして、今日お示ししましたような、今ま

、 。での実績の評価と今後の対応方針ということで とりあえずまとめさせていただきました

いずれにしましても、これはいわゆる工程管理という形でやっていく、その中の今後の取

組が１つのポイントになりますので、引き続き、こういった協議会等々、またそれぞれ現

場の皆様方のところで、今日の提案はこれはあくまでも例示ですから、より効果のある、

もっといろいろなものを考えていただいて取り組んでいきたいと思っているところであり

ます。

また、今日和牛の話等も出ましたけれども、表示とか、こういったいわばシステムとし

ていろいろ考えなくてはいけないところがありますので、そういったところを、我々とし

ても一生懸命取り組んでいきたいと思っております。

また、今日のご意見伺っていますと、我々、資料を消費面と生産面という形で分けて一

応考えているんですが、やりとりは生産も消費も裏腹でありまして、そういう意味で、そ

れぞれの立場からいろいろな参考になるご意見もいただいております。我々も、これから

生産面と消費面が一体になった絵などを取りまとめていくのを考えていきたいと思ってい

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。

今日はどうもありがとうございました。

○生源寺会長 どうもありがとうございました。

それでは、本日の会議は、これにて閉会いたします。どうもありがとうございました。


