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平成19年度第１回食料自給率向上協議会議事録

日時：平成19年５月28日（月）１４：００～１６：００

場所：農林水産省 講堂

○企画評価課長 定刻になりましたので、ただいまから平成19年度第１回食料自給率向上

協議会を開催いたします。

この度、生源寺眞一さんが退任され、新たに東京農業大学教授の小泉武夫さんが就任さ

れましたので、ご紹介いたします。

また、これまで会長を務められていた生源寺さんの退任に伴いまして、会長が選任され

るまでの間、私が司会進行を担当させていただきます。

それでは、協議会規約に基づきまして、会長の選出を行いたいと思いますが、どなたか

ご意見はございますでしょうか。

。 、○西藤委員 食品産業センターの西藤でございます 就任されたばかりではございますが

食料の消費から流通、加工、農業に幅広い見識をお持ちであり、また地域の活性化につい

ても熱心に取り組まれている小泉先生が適任と思いますので、ご推薦申し上げます。よろ

しくお願いします。

○企画評価課長 ただいま、会場から、小泉先生に会長をお願いしてはどうかとのご意見

がございましたが、いかがでしょうか。

（異議なし）

、 。○企画評価課長 ご異論がないようでございますので 小泉先生が会長に選出されました

それでは、小泉会長、会長席にお移り願います。

（小泉会長、会長席へ移動）

○企画評価課長 早速ではございますけれども、小泉会長からごあいさつをいただき、ま

たこれからは会長に議事をお進めいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○小泉会長 ただいま会長に就任ということで、大変僣越でございますが、お引き受けさ

せていただくことにいたします。
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私は、これまで官邸の「立ち上がる農山漁村」有識者会議の委員や、全国地産地消推進

協議会の会長を引き受けてまいりました。

そのほか、大学では10年ほど前から、食文化という講座をつくることになり、それまで

の醗酵学から食文化の方に移りまして、国立民俗学博物館の石毛館長の教室で、食と民族

という研究もやってきまして、外から見た日本の食の現状や、民族としての食のあり方な

どについて学び、数年前から実践してみようとやってきました。現在の日本を取り巻く問

題というのは非常に多く、特に食料自給率の問題は大変深刻な問題であります。日本だけ

ではなく、海外からもさまざまな圧力が加わってきており、ある意味では21世紀には、食

料は戦略兵器になるんじゃないかと思われるほど非常に重要なものだと思います。１億2,

000万近い人間が毎日食べていく、そういう中において、国民が自ら食べ物を作るという

ことは当たり前なことであります。海外に食料をゆだねることには、異常気象の問題、安

全性の問題など、さまざまな問題が山積しているわけであり、次の世代の日本を背負って

立つ子供たちのためにも、今、我々が国を挙げて、構成団体の皆様方は代表として参加し

ているこの会議は、非常に意義が大きいものであると思います。これからの日本が本当に

強くなっていくのか、それとももう海外に頼らなければいけないのかの瀬戸際のところで

この会議が今、これから行われると、私は考えておりますので、皆さんのご協力をいただ

きながら、国民のために、また大切な日本のために、一致協力して進めていきたいと存じ

ますので、よろしくご協力のほどをお願い申し上げます。

簡単ですがあいさつをさせていただきました。

それから、副会長の任命についてですが、私も初めての会でありますので、今まで副会

長を続けておられました消費科学連合会の大木美智子さんに引き続きお願いしたいと思っ

ております。

いかがでしょうか。ご異議ございませんでしょうか。

（異議なし）

○小泉会長 それでは、副会長の大木さん、よろしくお願い申し上げます。

まず、議事に入ります前に、農林水産省の方からごあいさつを頂戴いたします。

○総合食料局長 総合食料局長の岡島でございます。事務次官が所用により出席できませ

んので、私から次官のあいさつを代読させていただきます。

食料自給率向上協議会の開催に当たり、一言御挨拶申し上げます。

現行の食料・農業・農村基本計画が策定され、また、この協議会が設立されてから、
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早くも３年目を迎えました。この間、生源寺前会長のリーダーシップの下で、本日お集ま

りの関係者の皆様が、食料自給率の向上という大きな共通の目標の達成に向けて、生産・

流通・消費の各分野において様々な取組を進めてきて頂いたことに、この場をお借りして

御礼申し上げます。

さて、この協議会の目的が食料自給率を実際に向上させることであることは、言うま

でもありません。しかしながら、食料自給率は８年連続40％で推移してきており、基本計

画の折り返し地点に差し掛かろうとしているのに、上昇基調に転ずる兆しも見えません。

最近、バイオエタノール原料需要の増大、途上国の経済成長など食料をめぐる世界情

勢に変化の兆しが見られる中で、国内農業生産の拡大、食料自給率の向上が今まで以上に

求められているところです。

一方で、食生活や農業の現場に目を転じれば 「日本型食生活」の普及が思うように、

進まず、また、農業従事者の減少・高齢化や耕作放棄地の増大等が進行しております。こ

のままでは、食料自給率の平成27年度目標45％の達成はおろか、食料自給率が低下してし

まうことにもなりかねません。

そのような事態になれば、農林水産省は政策当事者としての信用が失墜し、何のため

の役所なのかという存在意義すら問われかねないと、大きな危機感を持っています。

また、ここに会している農政関係者も、それぞれの分野で食料自給率の向上に取り組

んでいるところですが、計画の策定や会議の開催などの数値目標をいくら達成しても、実

際に食料自給率の向上に結びつかなければ、単なる徒労であり全く評価されません。

取組を徹底的に再点検し、何としても食料自給率を向上させて、自分達に能力がある

というところを見せていかなければなりません。

本日御議論を頂く平成19年度の行動計画については、具体的な取組を担当局長から説

明させますが、現行基本計画の残り３年間で確実に成果が上がるように、常日頃から緊張

感を持って自らの取組を徹底的に点検・検証し、効果の上がらない取組は年度途中でも廃

止・見直しを行うなど、施策の推進に最大限の知恵を絞っていかなければいけないと考え

ております。

協議会の皆様におかれましても、本日新たに会長に御就任された小泉新会長の下で、

常に自らの行動を点検・検証しながら、それぞれの役割分担の中で食料自給率を向上させ

ることについて、危機感・緊張感を持って取り組んでいただきたいと存じます。

以上、協議会の開始に当たって、このことをお願いを申し上げ、私の挨拶とさせてい
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ただきます、というのが事務次官からのあいさつでございます。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

それでは、本日の議題を早速これから始めさせていただきます。

本日の議題は食料自給率向上に向けたこれまでの取組の評価と、平成19年度行動計画の

策定ということになっております。

お手元に資料が配られておりますので、まず担当局長の方から、平成19年度食料自給率

向上に向けた行動計画（案）及び品目別行動計画（案）を中心に、簡潔に説明していただ

き、その後、委員の皆様方から意見交換を活発に頂戴したいと思います。

それでは、よろしくお願いします。

○総合食料局長 総合食料局関連ということで、お手元の資料１－１をご覧いただきたい

と思います。

まず１ページ目の１、食料自給率向上に関する国民意識の向上につきまして、まさに国

、 。民の関心を高め 実際の行動に結びつけていくことが重要であるという認識でございます

このため、平成19年度の取組方針といたしまして、１つは、都道府県庁の食堂でありま

すとか、本協議会メンバーの皆様のご協力も得ながら、会員の食品企業などにおきまして

食事メニューなどへの自給率の記載の取組がなされるよう、理解を求めて働きかけを行っ

てまいります。

この働きかけに際しましては、現在、食事の自給率が計算できるソフト、具体的な料理

等を入れると、それが具体的に自給率何％かというようなのがすぐに出るようなものです

けれども、そういうものを開発しておりまして、近日中にも完成を予定しております。こ

。 、ういったものも使いながらできるだけ関心を深めていきたい 協議会の構成員の方々には

そのソフトが完成しました折には、改めてご案内したいと考えておりますので、それぞれ

傘下の会員の方々であるとか、あるいは周辺の方々にもご案内をいただいて、とにかく国

民全体が食料自給率についての意識を高め、その向上に向けた取組が行われるようにご努

力を賜ればと考えております。それが１点目でございます。

続きまして、２の食育の推進・国産農産物の消費拡大。そこに幾つかの○がありますけ

れども、２つ目の○、米の消費拡大でございます。

米の消費拡大につきましては、平成18年度から食育の一環として、米を中心とした日本

型食生活の実施を促進してきたところであります。特に若年層、あるいは中高年層、それ

ぞれ世代別の課題への対応でございますとか、朝食欠食の増加したこと、あるいは中食で
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、 、すとか外食に焦点を当てた取組 あるいは生産者世帯における消費の減少に対する対応策

あるいは米飯学校給食で目標を下回っている大都市地域での取組の強化、こういったこと

が課題であると認識しております。

このため、平成19年度の取組方針といたしましては、米の消費拡大が食料自給率の向上

のための重要課題であるということでもあり、６月と10月にごはん食推進のためのコマー

シャルでございますとか、各種団体企業と連携した普及啓発、米の消費が減少している生

産者世帯への食事バランスガイドなどに関する普及啓発の強化でありますとか、米飯給食

の全国平均回数を週３回に向上させることを目標に 文部科学省や民間団体と連携した ご、 「

はんで給食フォーラム」であるとか、メニュー講座の開催などによる普及啓発、農政事務

所などによる普及啓発、こういったことを行って、ごはん食の推進、あるいは米飯学校給

食の推進に積極的に取り組んでまいりたいというのが取組方針でございます。

続きまして、３ページ目でございます。

先ほどのはどちらかというと消費面からですが、３ページ目に、ここは生産面からの取

組の２番目、食品産業と農業の連携の強化ということでございます。

ここの中の、現状認識及び課題の中の２つ目の○、食料産業クラスターでございます。

これまで組織化に取り組んできたところですけれども、今後は組織化された体制を活用

して、開発製品の販路開拓でございますとか、国産原材料の安定調達などを促進する必要

があると認識しております。このため、平成19年度の取組方針におきましては、１つは、

これは中小企業庁等とも連携しながらですが、今国会で制定された「中小企業による地域

産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」に基づく金融、税制措置のほか、マー

ケティング支援、ブランド支援の施策の活用、あるいは商談会情報の収集、発信による開

発製品の販路開拓によって、国産農産物の利用拡大を図ってまいりたいということでござ

います。

以上、総合食料局関係の取組方針をご説明したわけですけれども、先ほどの次官のあい

さつにもありましたとおり、やはり平成19年度新たな基本計画に基づく取組の３年目とい

うことで、結果をきちんと出していかなければいけないということであります。

総合食料局は、全体として食料自給率を担当している局ということであり、皆様方とも

よく相談しながら、成果が上がるようにきちんとやっていかなければいけないということ

でございます。特に米の消費につきまして、自給率への寄与度が極めて大きいということ

がありますので、改めて我々としても内部でもう一度、本当に何ができるかということを
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考えながらやっていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

以上でございます。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

次、お願いします。

○消費・安全局長 消費・安全局長でございます。よろしくお願いいたします。

資料１－１の１ページに戻っていただきまして、２番目にあります食育の推進の関係で

ございます。

２の一番上の○でございますが、食育の推進につきまして、これまで幅広い関係者と連

携しながら食事バランスガイド、この普及啓発に取り組んでまいりました。その結果、知

っているという認知度はある程度高まってきたわけでございますが、バランスガイドを参

。 、 、考に食生活を送っている人の割合は依然として低い状況にございます このため 今後は

国民の皆様に実践していただけるような効果的な取組を推進していくことが重要であると

考えております

平成19年度の取組方針のところでございますが、平成19年度におきましては、食事バラ

ンスガイドを参考に食生活を送っている方が今7.8％でございますが、これを15％に引き

上げるということを目標に設定して積極的な取組を行ってまいりたいということで、具体

的に５つそこに掲げさせていただいております。

まず１つ目でございますが、高市内閣府特命大臣が主催されております「食育推進有識

」、 「 」、 、者懇談会 同じく塩崎官房長官が主催されております 新健康フロンティア戦略 また

この６月からは 「健やか生活習慣国民運動準備会議 、厚生労働省を中心に発足予定とい、 」

うことでございますので、こういった場を活用いたしまして関係府省、またその関係団体

等に対しまして、食事バランスガイドや、米を中心とした日本型食生活に関する普及啓発

の取組、働きかけをしていきたいと考えております。

また、２つ目でございますが、本協議会のメンバーにも入っていただいております日本

米穀小売商業組合連合会さんと協力をいたしまして、バランスガイドの主食の部分の料理

をすべてごはんに差しかえました食事バランスガイドの説明と御飯のレシピを掲載いたし

ましたチラシ、これを米袋にシールで添付する取組を推進したいと考えております。こう

、 。いったことで 家庭におけます日本型食生活の実践を促してまいりたいと考えております

３番目でございますが、これも本協議会に参加いただいております食品産業センターさ

んの方で、スーパー、コンビニ、外食産業、中食産業等、13社の企業で平成18年度に実践
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いたしましたモデル実証事業の内容を例にいたしまして、食事バランスガイドの店頭にお

ける利用方法を示しましたマニュアルを作成、印刷中でございます。このマニュアルを、

食品関連事業者に配布して取組の一層の促進を図ってまいりたいと考えております。

４点目でございますが、多くの方々に食や農業に関する関心を持っていただく、また理

解を深めていただくためには、教育ファームなどの農林漁業体験の取組を推進してことが

重要であると考えております。このため、この教育ファームの取組を、来年度から本格的

に展開したいということで、５月18日に有識者の方々からなります教育ファーム推進研究

会を立ち上げたところでございます。今後、新たな教育ファームの推進方策につきまして

、 。ご検討いただきまして 平成20年度の予算要求等に反映させていきたいと考えております

最後でございますが、昨年から、毎月６月を食育月間としております。この食育月間中

に多くの国民の皆さんに自らの食生活を見直すきっかけとなりますように、６月16日から

22日までの１週間を食事バランスガイド実践週間と設定いたしまして、自分の食事をこの

食事バランスガイドでチェックすることを呼びかけることを予定しております。これに当

たりましては、まず、自らやるということが大事だと考えておりまして、農林水産省の職

員自ら、この取組を理解し実践していくということをやっていきたいと考えております。

これを見まして、職員全員がこの取組に参加することを目指して今いろいろと準備を進め

ているところでございます。

以上でございます。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

では続いて、生産局からよろしくお願いします。

○生産局長 生産局長の山田でございます。よろしくお願いをいたします。

資料１－１、１ページ目の２の食育の推進・国産農産物の消費拡大の項目の中ですが、

１枚おめくりいただきまして２ページ目でございます。

２ページ目の一番上の○ですが、チーズ向け等の国産生乳の供給の拡大でございます。

これにつきまして、右側の取組方針のところに書いてございますか、特に需要の伸びが

期待されるチーズ、生クリーム、発酵乳向けの国内生乳の供給、これを３年間で42万トン

拡大するという目標で、さまざまな対応をしていきたいと考えております。

それから、その下の３の地産地消の推進でございます。

現状、１つ目の○に書いてございますが、現状は、計画の策定地区の拡大が中心になっ

、 、 。ておりますが 今後は その地区内の具体的取組を充実させていきたいと考えております
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１つ右の欄で対応が書いてございますが、一番上の○では、地域の自主的な取組を定着

、 、 、 、させるということで そこのポツに書いてありますが 施設等の整備 あるいは商品開発

調査分析の推進が書いてございます。

それから、２つ目の○に書いてございますが、消費者の方々が地場の農産物を入手でき

る環境を整備する必要があるということで、これにつきましても、さまざまな小売り段階

等での取組が必要と考えております。

それから、３つ目の○ですが、学校給食における地場農産物の割合を増やしていくとい

うことで、平成22年度までに30％以上が地場の物で供給されるというようなことで学校給

食関係者等に働きかけていくこととしております。

それから、その下の４の国産農産物に対する消費者の信頼の確保でございます。

左から２つ目の欄、３つ○がございますが、いずれもＧＡＰ、ギャップと呼んでおりま

すが、ＧＡＰ手法の普及推進の必要性を書いてございます。

このＧＡＰと言いますのは、Good Agricultural Practiceという英語の略でございまし

て、ヨーロッパなどで積極的に取り組まれております。生産工程でチェック項目を設定し

て、自らその生産工程をチェックするという日本語に訳しますと生産工程管理手法と呼ん

でおりますが、いわば圃場におけるHACCPのようなものでございます。これを普及させて

いきたいと考えております。

右側、右から２つ目の対策の中身ですけれども、一番上の○に書いてありますが、ＧＡ

Ｐ手法自体を普及させるということで、平成19年度は300産地を目標としておりますが、

一番右の備考の欄に書いてございますが、23年度までに2,000産地においてＧＡＰの導入

を目指しております。そういう関係で、先ほどの右から２つ目の欄の一番上の○ですが、

省内に委員会を立ち上げて省全体で対応するということ。

それから、２つ目の○にありますが、生産者団体、あるいは流通団体等と一緒になりま

して、導入・推進会議を６月中旬に立ち上げたいと考えております。

それから、３つ目の○にありますように、今年の７月までに導入の手引きというものを

つくりましてお配りしていきたいと考えております。

それから、３ページ目、農業生産面の取組の２の食品産業と農業の連携の強化でござい

ます。

左から２つ目の欄の１つ目の○に書いてございますが、特に加工・業務用需要の野菜の

取組ということでございます。



- 9 -

これにつきましては、そこに書かれておりますように、加工向け野菜の出荷量は、最近

ずっと減ってきたわけですが、ここにきて下げ止まっている、あるいは若干増加というよ

うな傾向も見られておりまして、こういった状況をさらに一生懸命推進をしていく必要が

あるということでございます。ポツが２つ書いてございますが、特に１つ目のポツでは、

国産野菜の供給が不安定になる時期に外国からスポット的に入ってくると、こういった外

国産のものが定着する要因になっておりますので、こういったものへの対応、それから、

２つ目のポツに書いてありますが、契約取引を進める人材が不足しているというようなこ

とがございまして、右側の平成19年度の取組方針にも書いてございますが、一番上の○の

１つ目のポツとして、端境期における国産の供給体制等の強化、それから２つ目のポツに

ありますような、加工・業務用需要に対して、処理加工施設、集出荷施設等の整備、それ

から、３番目のポツに書いてあります人材育成を進めるということでございます。

それから、このページの一番下、３の効率的な農地利用の推進でございますが、１ペー

ジおめくりいただきまして４ページ目でございます。

、 、４ページ目の一番上の○でございますが 飼料作物の作付を増やしていくということで

耕作放棄地面積の拡大を防止する。あるいは、耕作放棄地に飼料作物を植えていくという

ことでございます。

右側の○の中で３つほどポツがありますけれども、１つ目のポツでは、水田における稲

醗酵粗飼料の供給、あるいは水田裏作の利用、２つ目のポツでは、寒冷地向けの新品種の

導入などによる青刈り用のトウモロコシの作付拡大、それから３つ目のポツで、コントラ

クターの育成・活用ということが書いてございます。

また、資料２－１で、後ほど説明をいたしますが、生産局としては、品目ごとにいろい

ろ課題なり目指しているところが異なっておりますので、それぞれの品目ごとにきめ細か

く対応を講じていきたいと考えております。

以上です。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

それでは、次に経営局の方からお願いします。

○経営局長 経営局長でございます。

お手元の資料１－１の３ページをお願いをいたします。

今、お話ございましたように、健康で豊かな食生活に対します消費者、国民の思い、こ

れを加工、流通産業等も含めてでありますけれども、こういうような求めに、的確に対応
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していくためには、それができるだけの農業生産が行われなければいけない。ただ、現実

の農業の実態、農山漁村の実態では、高齢化の進行等を初めといたしまして、このような

国民、消費者の思いにきちんと対応できるような農業生産を行うだけの形態というものを

今つくり上げないと、これは５年、10年後、本当にさまざまな意味で食生活の世界的な動

きも含めて変わってきたときに、実際こちらの供給サイドの方がうまく働かないというこ

とではどうしようもないと、まったなしの危機意識というもとで、今年の４月から、そこ

にございますように、品目横断的安定対策ということで、農業の生産、経営に対します新

しい政策を実施しているところであります。需要、国民、消費者の求めに応じた適切な農

業生産ができるだけの形態を全国にきちんとした形でつくり上げていく。これを今４月か

ら懸命に取り組んでいるところでございまして、この農業、品目横断的安定対策の導入に

伴って必要となりますこの担い手の育成確保について、平成19年度といたしましては、こ

の対策への導入の加入申請を図ると同時に、さらにこういったような担い手をつくり上げ

ていくということを目指しております。

参考欄にございますように、将来的に、国内で家族農業経営で33ないし37万、あるいは

集落営農を入れまして２ないし４万程度の、このような担い手をつくり上げていくという

ことに全精力を挙げているところであります。

また、そういった取組について、認定農業者なりの個別形態というものは、ある意味き

ちんとした、これまでの延長線上での取組で行っておりますけれども、新たに講じており

ます集落営農組織というものにつきましては１からつくり上げていくというのが非常に多

い現場実態でございます。これらの形態、集落営農組織も含めて、将来的により強固な経

営体に持っていく必要があるということで、例えば、法人になっていないような、集落営

農組織については、５年以内に法人化を図るなどの取組を行っております。今年からのス

タートにあわせて、さらなる形態の一層の次のステージへの強化ということについて予算

等の取組も行っておりますので、これらをきちんと進めてまいりたいと思っております。

それから、一番下の３番目のところでございますけれども、３ページの下段でございま

すが、実際、このような力強い担い手をつくり上げるということはいいわけでありますけ

れども、特に土地利用型の農業の場合、国内の農地の状況ということをご承知のとおり他

用途との競合ということもございますし、新大陸に比べて極端に小さい農地面積というこ

とで、ある程度担い手の経営規模というものは進んでいると言っても、実際の圃場の状況

が１枚の圃場から１枚の圃場に移動するのに何十分もかかるような、場合によっては１時
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間も２時間もかからないと、自分が経営している圃場間移動ができないというような、極

端に零細、あるいは分散しているような状況にございますので、こういったような状況で

はいかに面積を大きくしましても効率は上がらないと、そういうような実態を踏まえて、

今後担い手の育成確保の場合には、単なる量的な規模拡大だけではなくて、これら分散し

ておりますような圃場を１つの面的にまとまったあるものにした上で、こういう規模拡大

のメリットが享受できるようなものにしていく必要があるだろうということでございま

す。

10年後、先ほど申し上げましたような形態の中で、大体日本の農地の七、八割程度を担

い手に集積したいと思っておりますが、さらに、その中の７割程度は、一定の面的なまと

まりを持ったものにしてまいりたいと、こういうことで、現在実践的な活動をやると同時

に、制度的な見直しも含めて、農地政策全般について見直しを進めてまいりたいと。これ

をまた早期に提供してまいりたいと思っておるところでございます。

○小泉会長 どうありがとうございました。

続きまして、農村振興局の方からお願いします。

○農村振興局 農村振興局長でございます。

引き続きまして、効率的な農地利用の推進でございますが、４ページをお開きいただき

たいと思います。

現状認識及び課題の下の○のところでございますが、私ども、限られた資源でございま

す農地の有効活用は極めて重要と思っているところでございますけれども、一昨年、2005

年のセンサスで、耕作放棄地の面積が38万6,000haに達しているということ、それから、

昨年、私どもの局で調査しました結果、農振農用地区域内の耕作放棄地面積が15万3,000h

aに達しているということ、こういうことが調査結果としてわかっております。ただ、総

量としては、一応つかんでおりますけれども、具体的になりますと都市近郊、平場農村、

それから中山間、それぞれ数字の背景が異なっておりまして、やはりこのあたりをしっか

りと、しかも早急に把握する必要があるだろうと考えております。

そこで、平成19年度の取組方針でございますけれども、まずは農振農用地区域内の耕作

放棄地15万3,000haを解消するためとしまして、まず、国も動くという前提で、農政局、

それから都道府県、連携いたしまして、この５月以降、ですから今月既に動いております

が、耕作放棄地、そちら耕作放棄地面積、これを勘案して、早急に取組が求められます20

0余の市町村、これを重点的に選定いたしまして、遊休農地の解消計画の早期策定の働き
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。 、かけを行っているところでございます 全部で1,800余の市町村があるわけでありますが

この200余の市町村だけでおよそ現在の耕作放棄地の半分程度がカバーできますので、ま

ずはそういったところを重点的に取り組んでいきたいと思っております。

そして、その後、②にございますように、８月以降残りの市町村についても、遊休農地

解消計画の策定の働きかけを行っていきたいと思っておりまして、その後は、この計画の

フォローアップを行っていきたいと考えているところでございます。

なお、平成19年度から、農山漁村活性化プロジェクトの交付金もお認めいただきました

し、それから農地水環境保全向上対策も実施しているところでございまして、私ども持っ

ておりますいろいろなツールを全部集中いたしまして、耕作放棄地の解消に向けて取り組

んでまいりたいと、このように考えております。

以上でございます。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

それから、皆さんのお手元の配付資料の中に、２－１というのがあると思うんです。平

成19年度品目別行動計画（案）というのが資料２－１でございますけれども、これにつき

まして、山田生産局長さんの方から説明をお願い申し上げます。

○生産局長 生産局長でございます。それでは、資料２－１をごらんいただきたいと思い

ます。

今、会長からお話がありましたように、品目別の行動計画（案）ということでございま

す。

これにつきましては、主な品目についてまとめております。この主なと申しますのは、

食料・農業・農村基本計画の中で、生産努力目標というのを決めておりますが、その生産

努力目標を掲げた品目を挙げております。

時間の都合もありますので、先ほど資料１－１の方で説明があった品目は省略をいたし

まして、それ以外の品目で、特に取組を強化するものを中心に説明をいたします。

それでは、資料２－１でございますが、１枚目の米につきましては、先ほど資料１－１

の方の資料の中で総合食料局長からご説明がありましたので、省略をさせていただきまし

て、２ページ目、麦からごらんいただきたいと思います。

麦の左側から２つ目の欄の消費面でございます。消費面の一番目の○のところに書いて

ございますが国内産の麦については、需要者ニーズに応じた生産がなされるよう、取引の

あり方について検証、見直しを実施するということでございます。
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右側の欄にございます一番上の○でございますが、こういった観点から20年産の麦につ

きましては、１つ目のポツにありますように、各主産地での需要者と生産者の情報交換の

結果が一層反映されるような入札スケジュールの見直しを行う。

また、３つ目のポツにありますが、需要者と生産者の結びつきの強化、こういったこと

に取り組んでいきたいと考えております。

それから、真ん中、点線の下、生産面でございますが、そこの○に書いてありますけれ

ども、小麦については、近年需要が高まりつつありますパン用品種の作付が増加をしてお

りまして、そういった意味では、ここに書いてあります良品質な新品種の作付が伸びてい

るということですが、需要に応じた供給がまだ不十分であります。また、大・はだか麦に

ついては、小麦と比べて収益性が低いということで主食用、焼酎用の需要の伸びに十分対

応できていないということがございます。

したがいまして、右の欄の一番上の○にありますが、小麦についてはさらに良品質な新

品種へ転換する。大・はだか麦については、収量の高い新品種への作付転換をしていくと

いうことで、その下の３つほどポツが書いてございますか、産地強化計画の活動実績の検

証・評価、さらに、２つ目のポツにありますが、農業者団体と実需者の情報交換、３番目

にございますが、実需者のよる新品種の評価をしっかりしてもらうというようなことをや

っていきたいと考えております。

それから、３ページ目ございます。馬鈴しょについてでございます。

馬鈴しょの消費面に書いてございますが、消費面では、馬鈴しょについては、青果用の

需要が伸び悩んでいる中で加工用の需要は堅調に推移しておりまして、この加工用の国産

馬鈴しょの需要を安定的に確保する必要があるということでございます。

点線の下の生産面でございますが、こういった観点から、１つ目に書いてあります省力

栽培技術を計画的に普及していく必要がある。

それから２つ目の○にありますが、馬鈴しょについては、特にシストセンチュウという

害虫の被害が非常に大きいわけでございますが、この害虫に抵抗性を持つ加工適性の高い

品種の普及ということが課題でございます。

右側に対応方針が書いてございますが、１つ目の○に書いてありますのは、省力栽培技

術、ソイルコンディショニング栽培技術と呼ばれておりますが、平成17年度から実施して

おりますこの技術の現地実証をさらに進めていくということ。

それから、２つ目の○に書いてございますが、先ほど言いました害虫の抵抗性品種につ
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いて、新品種の啓発パンフレットの作成等によりまして、周知を図っていくということで

ございます。

それから、４ページ目でございます。大豆についてございます。

大豆の消費面でございますが、消費面については、特に○の一番最後の行に書いてあり

ますが、豆腐、納豆等の需要拡大を図っていくということが基本でございます。

生産面につきましては、そこの○に書いてございます気象条件、土壌条件に応じた安定

生産技術、これは大豆300Ａ技術ということで、単収を300ｋｇにするような技術というこ

とでございますが、この技術の普及が進んでいないということがありまして、台風による

被害、あるいは播種時期の降雨による播種の遅れ、あるいは生育初期の降雨による湿害等

が生じております。

右側に対応策が書いてございますが、この新技術の普及面積を増やしていかなくてはい

けないということで、１つ目のポツに書いてありますが、農政局ブロックごとに都道府県

の普及目標あるいは普及推進方針を決めるというようなきめ細かい対応をしていきたいと

考えております。

それから、そのページの真ん中あたりに野菜がございます。野菜につきましては、先ほ

ど加工・業務用需要等を中心にご説明をいたしましたので省略をいたします。

次のページ、５ページでございます。

５ページの真ん中より下に生乳がございます。資料１の方でチーズ等向けの供給拡大に

ついて説明をいたしましたが、特に消費面について若干補足をしたいと思います。

消費面に書いてありますが、生乳について、消費の減少が続いておりまして、これに対

して相当頑張っていかなければいけないということでございます。右側の方に、牛乳乳製

品の消費拡大を図るということで、ＰＲや機能性等に関する調査研究、それから酪農への

理解の醸成等がございますし、それから牛乳の表示について２つ目のポツに書いてありま

すが、ビタミンやミネラル等を添加したものについても牛乳という表示ができないかとい

うようなことも含めて検討をしていきたいと考えております。

それから、６ページでございます。食肉の関係でございます。

。 、食肉全体を通じた消費面について一番上に記載をしております 食肉の消費については

特にＢＳＥの問題等がありまして、米国産の牛肉の輸入停止措置等によって、牛肉の供給

量は減少する一方で、代替需要ということで、豚肉、鶏肉が増加しているという状況がご

ざいます。
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これは、ある程度また回復しつつある、戻りつつあるという状況にあります。

右側の方の対応に書いてございますが、特に今年の３月に和牛等の食肉の表示に関する

ガイドラインというものをつくりましたので、この普及啓発を図っていきたいということ

でございます。

それから、生産面のところでございます。

まず、牛肉について左側の１つ目の○に書いてございますが、牛肉の生産については、

高齢化や離農が進んでおりまして、この結果、肉用牛繁殖雌牛の飼育頭数が減少するとい

うようなことが生じております。

それから、２つ目の○に書いてありますが、業務用・加工用需要への対応もしっかりや

っていく必要があるということでございます。

右側の取組方針でございますが、１つ目の○に書いてございますが、平成19年度におい

て肉用牛繁殖雌牛の増頭計画をつくっておりまして、これも農政局等のブロックごとに目

標設定をするとともに、２つポツが書いてありますが、酪農家等を活用して酪農家で肉用

牛を生産していただくとか、あるいは、２つ目のポツにありますような公共牧場、あるい

は遊休農地を活用するというようなことをやっていきたいと思っております。

それから、この欄の一番下の○でございます。業務用・加工用の需要に対しては、食肉

加工施設等の整備を支援していきたいということでございます。

それから、真ん中あたり点々の下に豚肉がございます。これにつきましても、１つ目の

○にございますように、生産性の向上、省力化が必要でございまして、それから２つ目の

○でございますが、業務用・加工用の需要への対応ということが重要でございます。

右側の取組方針のところでは、能力検定の実施や種豚の選抜利用、それから、特に豚で

病気等で死んでしまうというようなこともございますので、事故率の低減を図る。あるい

は人工授精の普及・定着を図っていくということ。

それから、２つ目の○、これは先ほどの牛肉と一緒ですが、業務用・加工用需要に対応

した施設の整備に支援をするということでございます。

それから、次のページ、７ページをごらんをいただきたいと思います。てん菜、さとう

きびがございます。

消費面では、特に砂糖の消費、これはやはり砂糖の消費が減退をしておりますので、こ

れを維持をしていくというようなことでさまざまな活動をやっていく必要があります。

それから、その下に生産面がございます。てん菜については、直播栽培の普及を進める
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。 、 、 、 、ということ それから さとうきびの方は 特に収穫面積 単収とも減少しておりまして

収穫面積、単収両方とも、増やしていく必要があるということでございます。

右側の取組方針のところの２つ目の○にありますが、特にさとうきびにつきましては、

ポツが３つほど打っておりますが、その一番上のポツでさとうきび増産プロジェクトとい

うことで、省内で取り組んでおりますけれども、この中で各県、あるいは各島ごとに増産

計画をつくっておりますが、これについての検証するということ。

それから、２つ目のポツにあります生産組織の育成。

それから、３つ目のポツにあります土壌害虫の防除体制の確立を進める必要があるとい

うことでございます。

、 、 、 、 、それから ８ページ 一番最後のページ 飼料の関係でございますが 飼料については

粗飼料の関係は先ほど資料１－１で説明をしました。真ん中より下に濃厚飼料というのが

ございます。特に食品残さの飼料化、エコフィードと呼んでおりますが、この推進が必要

でありますけれども、そこに３つポツで書いてありますが、やはり消費者の不安感がある

ということ、それから、情報の入手が容易でない。また、エコフィード利用の技術普及が

まだ十分でないということがございます。

右側の取組方針に書いてありますように、エフィードの安定的利用促進のためにやるべ

きことはここにさまざまなことがありますけれども、こういった取組を推進していきたい

ということでございます。

、 、 、今 お話しをいたしましたように 品目ごとに非常にその状況が異なっておりますので

私どもとしては、やはりそれぞれの品目ごとに対応を考えて対処していくということでご

ざいますので、何とぞまたご協力のほどをお願いいたします。

以上でございます。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

各担当部局の局長さんの方から要点を非常に的確に説明していただきました。

これから、今の説明に対しましてさまざまなご意見を交換したいと思います。

その前に皆さんのお手元に青森国産リンゴ100％という、これ日本生活協同組合連合会

さんの方ですかね、これをいただきましたので、ごちそうになります。どうもありがとう

ございました。これをまたお飲みになられてからお進めしていきたいと思います。

今までの取組がすべてうまくいったらこれはもう大変な状況になって、もう、これから

日本も豊かに明るくなっていくのでしょうが、これはなかなか実践をするに当たっては大
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変ですね。ですから、こういう方法がいいんじゃないかとか、こういうようなことはどう

なんだとかという、そういう皆さんのお持ちになっている意見も含めて、またご質問があ

りましたらご質問も含めて、これから活発な意見交換をしたいと存じます。

まず、今までの説明に関しまして、ご意見なり、質問なり、また自分の意見なりござい

ましたらどうぞ活発に挙手をしていただきまして、こちらからご指名しますので、どうぞ

進めてください。

何かございませんでしょうか。

はいどうぞ。

○日本農業法人協会 法人協会の長谷川です。常日ごろお世話になっています。

今の食料自給率を向上させるというのは我々法人協会としても全くこのようにしていか

なくちゃならないと努力しているところです。今、いろいろな手段、方法なり、施策なり

が示されて、まさにこのとおりかと思います。

こういう中で、そういうことは念頭に置いてこういう計画が立てられているかと思いま

すけれども、もう一度、きちんと考えておかなくちゃならないということは、やはり農産

物も１つの商品であると。生産物からお客さんに渡るときは商品になるんだということが

大切なことなのかなと。自給率を上げていくということは、要するに国民に安全で安心で

おいしく食べていただければ一番いいわけです。農産物が商品になった場合には、これは

値段、量、これだけの選択肢ではないと思います。当然、値段、量の選択ということも必

要な要件でしょうけれども、そこに品質というものが加わる必要があるのかなと。やはり

米なら米にしても値段と量だけじゃなくて品質というものが。今後農業を１つの産業にし

ていくという視点からいけばやはり品質の向上というものも我々は努力したいと。そのよ

うに考えています。

また、物が流れるというのは、信頼関係の中で流れる。我々農業経営者が一生懸命つく

って、それを消費者に理解していただく。信頼していただくことによって物が流れる。じ

ゃあその消費者に対して、信頼を得られるような商品づくりをどうしたらいいのかという

ことが１つのテーマになろうかと思います。当然その中には、先ほどもとらえられました

ように、ＧＡＰ、こういうものはやはりいち早く取り入れて、もちろん生産現場でもそれ

なりの努力はしますけれども、そういう制度的なものは、やはり公的機関がきちんとリー

ドしていただければ幸いなのかなと考えます。

また、加工食品にしても、もちろんいろいろな表示の仕方はあろうかと思います。例え
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ばめん類にしても、あるいは、豆腐だとか、納豆だとか、いろいろな原材料を使って加工

食品という形になっていると思います。そういう加工食品になった場合に、消費者から見

て、わかりやすいような表示の仕方はできないものなのかなと。一目見てああこうなんだ

というようなわかりやすい表示の仕方、例えば、国産大豆使用豆腐だというような表示が

あれば、消費者から見れば、じゃあ国産大豆使用と書いてあれば、まるまる国産の大豆を

使った豆腐なのかというようなとらえ方もするでしょうし、じゃあ本当にどのくらい使っ

てあるのかというようなとらえ方もするでしょうから、だから大豆を使った商品にしろ、

あるいは小麦粉なり、あるいはそば粉なり、消費者が見て、一目瞭然に選択が可能な表示

の仕方はできないだろうかと、そうすることによって、消費者は品質でもって商品を選ぶ

ようになるんじゃないかなと考えています。

、 、 、それと同時に ここでも取り上げられていますように 食育という視点から見ましても

農産物の自給率が下がったというのは、いろいろな要因はあるでしょうけれども、１つに

は、生産現場と消費現場の乖離、これがあろうかと思います。それを詰めることがお互い

の理解度を深める、信頼度を深めるというようなことで、今いろいろな形でそういう食育

という視点から取り組まれることに対しては敬意を表したいと思いますし、また、我々法

人協会としても、1,700以上の会員が、その地域、その現場で、いろいろな食育という問

題に対しても取り組んでおります。それは、やはり法人協会といたしましては、そういう

、 、 、いろいろな類型 例えば学校と提携しているよと あるいは食品会社と提携しているよと

あるいはこういう理解をいただくようなことをしているんだということを１つの類型ごと

に取りまとめて、それを全国的に広げていきたいというようなことも考えています。自給

率を向上させるということは、我々生産する現場にとっても非常に大切なことですし、そ

れと同時に、消費者に対してどう選択肢を与えていくか、明確な選択肢を与えていくかと

いうことも必要でしょうから、生産コストを下げると同時に、農産物の品質を向上させた

いと、その努力も怠りなくやっていきたいと考えていますので、今後とも、いろいろな面

でご指導、ご鞭撻のほどがいただければ幸いと考えております。

以上です。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

農業法人協会の方から、特に農産物の品質の問題とか、表示の問題で、消費者にもっと

アピールすべきだということ、これに関しましては、消費・安全局長さんお考えはどうで

しょうか。



- 19 -

○消費・安全局長 表示のことと食育のことと、大変貴重なご意見をいただきありがとう

ございました。私どもは、やはり消費者の方が商品を選択するときに一番直接的に見るも

のは表示でございますので、表示につきまして、できるだけわかりやすいような形で提供

していくということが大事だと考えております。

、 、 、加工品の 先ほど例がありましたが 昨年10月に原料原産地表示の類型も増やしまして

より多くのものを対象としたところでございますが、できるだけ生鮮食品に近いような、

そういったものについては、現在きちんとやっていくということで取り組んでいます。

また、この問題については、厚生労働省さんと一緒にやっていくということが大事だと

いうことで、表示の問題は共同会議という形で取り組んでいるところでございます。

また食育のこともありましたので少しだけ触れさせていただきますと、先ほどの話しま

したように、教育ファームということで、今、地域で法人協会の会員さんも含めて大変ボ

ランティア的に取り組んでいただいているところがだんだん広がっているものでございま

す。これをさらに広げるということで、酪農教育ファームさんは認証制度というようなこ

とがありますので、そういったものを教育ファーム全体に広げていけないかということで

今検討を始めたところでございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

やっぱり国がそういう方向で品質を保証するなりアピールしていくことは、やっぱり消

費につながることですので、よろしくお願いします。

ほかにございますか。

日本生活協同組合連合会の方からりんごどうもありがとうございました。これから飲ま

、 、せていただきますけれども りんごジュースをいただいたからというわけじゃないですが

今までのご説明の中でご意見があったらお願いします。

○日本生活協同組合 ご指名ですので少しお話させていただきたいと思います。

私どもの取組、資料３の中の46ページ以降に出ておりますのでこれをご参照いただけれ

ばということで、１つは、私ども食品流通の団体であるという視点もありますので、生産

面との取組と、それから消費者団体という側面からの取組と２つ大きく分けてやっており

ます。

生産面の取組ということでいきますと、私ども産直活動などを通じて、国産の農産物は

広く昔からかかわっていたんですが、今回皆さんにお出しさせていただきましたりんごジ

ュースみたいな加工品を意識して国産でつくってみようというふうにチャレンジしたのは
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10年ぐらい前からです。

それは、今日持ってきたんですが、こんなソースなんですけれども、ソースの原料をす

べて国産品でつくったらどうなるかとか、そんなのをつくってみました。このソースは１

本298円ぐらいするんです。私ども安いソースもつくっています、それは178円です。100

円以上のプレミアムがついていますが、発売以降10年たってもまだ売れています。で、こ

れは国産に対する消費者の意識が高いのかなと思いまして、いろいろな切り口で開発しま

した。これは日本の野菜果実ソースという名前なんですけれども、日本シリーズというふ

うに名前をつけまして、どんどん開発をしたり、国内麦、国産乳シリーズとかといういろ

いろな国内素材を使った商品を100アイテム以上開発してきまたけれども、だんだん淘汰

されて、やっぱり二、三十アイテムぐらいになってしまった。

、 、 、 、先ほども 法人協会さんからのお話があったように 品質ですとか おいしさですとか

、 、そういうものに消費者はプレミアムを出して ですからこれも100円高いんですけれども

やっぱりおいしいということでリピーターがついている。ただ国産ということだけでは、

やはり1.5倍ぐらいの価格差のプレミアムは理解していただけないということなんだなと

改めて思ったところです。

ですから、そういう意味で、今回皆さんにお配りさせていただいたのは、これ１本128

円なんです。１ℓのパックが158円とかで売っている世の中で、こんな１本128円のこんな

高いものでもストレートの青森のりんご果汁を品質のよいものを選んでつくると。瓶もち

ょっと幅広につくりまして、香り等を楽しんでいただけると、そういうふうな工夫をすれ

ば、国産の価格が高くても、非常に支持を受けるんだと思っています。

そういう意味では、産地づくりですとか、本当にプロの生産者の方と一体になってつく

っていく国産の加工品が、今でもずっと残っていくもんなんだなあということで、何でも

かんでも国産でチャレンジしてみようというのは別に捨てているわけではないんですけれ

ども、そうではなくて、品質のよいものを農家の方と一緒になってつくっていくというふ

うな形でやっています。

ちなみに、このジュースのシリーズは、信州の桃とブドウと、瀬戸内のみかんというの

がありますけれども。ほかに、瀬戸内のレモンの果汁、ポッカレモンなんかと比べると非

常に高いんですが、それも支持を受けていますし、余った皮を使ったマーマレードみたい

。 。 、 、なのもつくっております そういうのも非常に高い支持を受けています 品質 それから

味覚、味というものがあれば、輸入品の安さなどに負けずに、消費者は、多少高いプレミ
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アムでも買い続けてくれる。ただ、国産ということだけでは買い続けるということはでき

ないんだなというのを、この10年間私どもこういう加工商品をつくってきて理解してきた

ことです。ですから、そういう意味では、生産者の方と１つ１つ商品を吟味しながらつく

っていくというのが今改めてやっているところでございます。

消費の面からということで、皆さんの方にお配りさせていただきました「たべる、たい

せつキッズクラブ」という封筒に入ったものをお配りしているかと思いますけれども、こ

んな取組もやってみていますということです。

実は、ここにお集まりの団体の方々もいろいろな形で食育の取組というのをやっていら

っしゃるかと思います。ただ、食育のイベントとか、産地との交流とかに来れる方という

のは非常に意識が高く、ある意味アクティブに自分で能動的に動かれている方、そうでは

なくて、そういうものには参加できない人たちにどうアプローチするのかということで、

通信型の食育プログラムというものをつくってみました。

これは、見ていただいてひらかなが多いから大体小学生だと思っていただいて結構なん

ですが、ターゲットは明確にしておりまして小学校３年生ということでターゲットをして

います。ですから漢字類も全部小学校３年生に準拠してつくっているんですけれども、例

えば、この特徴は、４ページ見ていただきたいんですけれども 「バランスよく食べる」、

ってどんなことということで、自分だとかというふうに書いてワークをさせることなんで

す。実はこの中身は、家族の人たちにインタビューをしながら、自分の栄養バランスを考

えてみよう。そのときに食事バランスガイドを使ってみようと、そんな形につくっていま

す。

目的は、気づきや発見であり、家庭の中で食に関する話題がのぼることということを１

つのテーマにしてワークをつくっておりまして、そんな中身で、昨年は関東地方の生協だ

け実験的に展開して500人ほどでやってみました。今年はちょっと広げて2,000人ほどにし

ておりますけれども、最終的には１万人ぐらいの小学生を組織したいと思っております。

このときに、昨年実験に参加された人にアンケートをとりましたら、家庭内で食の会話が

増えたかというふうな質問をしたところ、１年たって86％の家庭で増えたというふうな形

になっています。こうしなさい、ああしなさいではなく自発的になぜ、こういうふうなも

のを食べたんだけれども、それは栄養バランスがいいのかどうか、そういうことを家族の

中で会話する。そういうことが大切なんだろうなと思っております。

それで、これは、一枚入っておりますけれども、サポーターからのお便りとかって、レ
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ポートを書いて出してもらうことにしているんですが、このレポートの添削を実は地域の

組合員にさせています。添削といってもただお便りを書いてくるだけですので、その中で

頑張ったねとか、そういう言葉なんですが、その地域の組合員が子供の目線でいろいろ言

ってきた言葉に対してどういうふうに活動を組み立てるのか、ある意味そういうふうなＰ

ＤＣＡのサイクルを回すような活動を組み立てたいということでしております。やはり、

多いのは、こんな食べ物を見てびっくりしたとか、産地、おばあちゃんちに帰ってこんな

体験をしてよかったとか、そういうことですので、そういう意味では、組合員が産地見学

ツアーをつくってみたり、農業試験場とか食品工場を尋ねるツアーをつくってみたりとい

うのをつくって、子供たちと一緒に尋ねるみたいな、そんな活動をこのクラブから派生し

てつくっているというふうな中身になっています。

最後に全然違う点なんですが、１点だけ意見を言わせていただきたいと思います。

今日お配りいただきました我が国の食料自給率レポートという冊子があります。こちら

の中に、この協議会のことが触れられているページが、実は16ページにあります。一番最

初に局長の方からご紹介いただきました次官のごあいさつで非常に危機感が伝わってきま

した。国の施策を縦糸だとすると、我々の地域の取組だとか、それぞれの団体の取組は、

ある意味横糸になって、それがうまく絡み合うことによって自給率を何とか上げていこう

というのがこの協議会の趣旨なんではないかというふうに、私などは受けとめておりまし

た。

ただ、この冊子を見て、ずっと先ほどから見ているんですけれども、協議会のことにつ

いて触れているのはこの16ページだけでして、それ以降は国の施策をただ淡々と書いて、

地域の取組についても、別に、この協議会のメンバーのことについて書いているわけでは

ないのかなと思っております。この３年間、いろいろな団体がそれぞれの取組について報

告をしたり、ある意味、資料３にあるようにそれぞれの団体が数値目標を掲げながら国の

施策に対応するような形で自分たちの施策をくくり直してお話をさせてきたんだと思って

おります。こういうふうな資料をまとめる際には、ぜひこの協議会のメンバー等、先ほど

の局長のお話にもありましたけれども、協議会のメンバーと一緒になってこんなことをや

っているというようなお話もあったのであって、ぜひ、それぞれの国の施策だけをばらば

らに述べるのではない、地域だけは優秀事例だけばらばら述べるのだはなくて、一体とな

って資料をまとめて、国と民間が食料自給率向上のために、ある意味真剣に努力している

んだということを、こういう資料でも本当にメッセージとして発信するような編集をぜひ
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心がけていただきたいなというふうに思っております。

以上です。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

こういう運動は消費者まで参加して、それでもって理解をしていただくということが大

切だということ。それから、やっぱり国と我々消費者が一体になってこの運動を進めてい

くといようなことをもっとアピールすべきだということ、全くそのとおりだと思います。

じゃあ、局長さんからちょっと今お話しをさせていただきます。

○総合食料局長 最後の点全くそういうことだと思います。

実は、その前の年は、一応もうちょっと詳しく書いていたんですけれども、ちょっと今

回薄くしようというようないろいろなことで、こういうことになっていますけれども、ご

指摘の点本当にまさにそういうとおりだと思いますから、ちょっと次回の平成18年度の食

料自給率レポートを出すときには、そこは気をつけてまいりたいと思いますし、よくご相

談させていただきたいと思います。それは日生協さんだけではなくて、ここの各会員の方

々とよくご相談させていただきたいと思います。

○小泉会長 ありがとうございました。

ほかにお願いいたします。どうぞ。

○全国農業協同組合中央会 富士と申します。よろしくお願いいたします。

最初の事務次官のごあいさつにありましたけれども、２年、３年というふうにやってい

て、平成22年が中間の５年目の目標でございますので、実際にやっぱりいろいろな取組、

生産段階、流通段階、消費段階でやってきて、それが数字に結びついて、生産量の増大、

消費量の拡大、減少率に歯どめがかかるとか、そういう具体的な数値の評価になってあら

われてくるということは大事だということで、どうして、さらにどういうふうな取組をし

ていったらいいかということなんですが、私も入っていますけれども、１つ評価できるの

は、飼料の自給率向上の取組で、粗飼料自給率100％、エコフィードの取組をやっていま

すけれども、ここなんかではやっぱり稲わら100％利用とか、それからホールクロップサ

イレージを5,000haとか7,500haとか、放牧を何頭するとか、青刈りトウモロコシをどうす

るかと、細分化して、地域実態に取り組めるような、そういう細かい数値目標を出して実

際に取り組んできて、行政と一緒になって連携して取り組んでいると。これは、数値的に

はちょっと前にしか進んでいませんけれども、しかし確実に前に進んでいる取組だと思う

んです。そういう意味で、もう少し今までの取組を検証した上で掘り下げた数値目標と言
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いますか、数値目標になじむものとなじまないものがあると思いますけれども、そういう

取組をしていくことが大事なんじゃないかと思います。

例えば、米なんかでも、朝食の欠食の問題が出ていますけれども、例えば欠食率、大人

もそうですし子供もそうです。欠食率を何パーセント減らすことによって、米が何万ｔ増

えるとか、その欠食率を低くするためにはどういう手立てが要るのかと、それは保健医と

か学校でのいろいろな取組だとか、家庭での取組とかあるんだと思うんです。そういう朝

御飯をちゃんと食べると、それを御飯で食べると、そういう欠食率を数値目標で示して、

具体的な生産、流通、消費段階の取組をしていくとか。

牛乳なんかも、チーズとか、乳製品の伸びているところに焦点が当たっていますけれど

も、減少している飲用牛乳、これを義務教育が終わっても、高校、大学でも、飲む機会を

増やしていくためのいろいろな自動販売機とか、いろいろなそういう流通面での努力とい

うのはどういうふうにするかとか、具体的なそういうもっと掘り下げたところの目標をし

ていくということが大事なんじゃないかと思います。

それから、もう一つは、今度は逆に大きな話で、事務次官のごあいさつにありましたけ

れども、エタノールとか、中国の需要増大で、世界的に穀物の需給が変動している。それ

から、価格が大豆も含めて上昇しているという中で、当初目標を定めているわけですけれ

ども、例えば、自給率を上げていくための戦略的な作物ということで自給飼料作物とか、

大豆、そういったものを一層取組を強化して、戦略的に位置づけていくんだということも

また大事なんじゃないかと思います。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

この間、大分県に行ったら、大分県の米の生産量と麦の生産量の、それから換算してパ

ンをどのぐらい食うと米をあと１杯県民が食べると、これだけ自給率が上がるんだという

、 、ことを非常にわかりやすく何か書いてあったのがあるんですが やっぱり国全体としても

今、お話しされたように、国民がわかりやすく目標をつくってあげると非常にそれに対し

、 、てチャレンジする気持ちが出てくると思っておりますし 私は地産地消の向上というのは

、 、 、ある面では愛国 国を愛するということにつながると思うんで そういう意味からすると

わかりやすい愛情を持って教えてあげるということは非常に重要だと思います。

それから、あと、１つの重点作物としての大豆の話がちょっと出ましたけれども、日本

という国は、奈良時代の風土記にも既に水田では米をつくって、あぜ道では大豆をつくれ

という、そういうような風土記の中にも日本の食の原風景がもう、みそ汁はあぜ道で御飯
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は水田だという、そういうようなことからすると、やはり、できることからもうみんなで

やっていくこと、あぜ道まで使うという、そういうような日本人の知恵をいま少しどんど

んと入れていってわかりやすくしていただくとありがたいと思います。

どうぞ。

。 、 、○消費科学連合会 消費科学連合会でございます 先ほど 農業法人協会さんの方から

消費者に、特に加工食品でわかりやすい表示をというご意見がありましたけれども、そし

て、お豆腐のことで国産と書いてあっても、どれぐらい使っているかわからないというご

意見がありましたけれども、昨年、確か、ガイドラインができて、国産の大豆を使った場

合のお豆腐、納豆は100％と括弧して書くようになっているんですよね。だけれども、そ

れを期待していたんですけれども、いろいろなスーパーを見ても、なかなか書いていると

。 、 、ころはないんです これは きっとガイドラインだからそういうことなのかなと思いつつ

やっぱり気になっておりますので、ぜひ、ガイドライン、義務ではなくても、やっぱりそ

うなっていたら消費者にわかりやすいように、それから品質というものを大事にするよう

にということで書いてもらいたいなと思っておりますので、さらに普及していただきたい

なと思っています、それが１つです。

それから、もう１点は、私どもの会でも１年間食育というテーマで、22回の講演会とか

シンポジウムとか、昨年、一般消費者を対象にいろいろやってきたんですけれども。その

中で、テーマによってというか、例えば健康とか安全面で直接自分にあるテーマですと、

参加者は何かしらと思って参加してくださるんですけれども、自給率向上というのは非常

に重要なことなので、それをやりました。農業のいろいろなこともやってみたんですが、

そういうときにはなかなか自分に直接関係ないと思うような感じがしてでしょうか、なか

なか参加者が、いいお話なんですけれども来ていただけない。これが自給率向上の面で大

、 、きな課題だなと思っていましたときに これをさらに推し進めるという今回の計画非常に

ぜひぜひ力を入れてやっていただきたいなと思うんですが、そのときに、今、先ほども何

かご説明で、ソフトができてすぐ自給率がわかる。それもそうなんですけれども、せっか

く農水省で外食産業のガイドラインで原産地表示をしましょうというのが、やっぱりこれ

もできましたよね。そのときに、私たちの会では、ああやっぱり外食というのは、自分が

、 、楽しみのために食べる人もそれはたくさんいらっしゃるでしょうけれども 本当に困って

必要に迫られて、自分で時間がないからそれを利用したいという人が結構増えているわけ

ですよね、特に若い人。その人たちのバランスとかいろいろ考えたときに、やっぱりでき
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るだけ外食産業のメニューに原産地表示、これがあるわけですからつけてほしいなと思っ

ているわけです。そういうものをあわせていくことによって、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、私どもの会では、外食産業について、ガイドラインができたけれどもどんなふうに

思っていますかというアンケートをしましたときに、いろいろな加工食品には原産地表示

ができるようになったけれども、外食はないし、ぜひ、ガイドラインですけれども、メニ

ューに原産地表示をしてほしいというのが84％あったんです。で、そこを考えたときに、

やっぱりみんなで協力していくということに関しては、連携をしていく。自給率のこれが

ぱっとわかるのも確か重要でしょうけれども、そのために、消費者が何で、ああこれも国

産使っているね、これも使っているね、じゃあ私は一生懸命ここのお店に行きましょうと

いう、そういう向き方、それは急にはできないとしても、無理なことかもしれないけれど

も、私、そこに行って、ちゃんとしたものを買いましょう、食べましょうという、そうい

う方向に消費者が向いていくためには、やっぱりせっかく農水省がおやりになったことで

すら、それも連携して、大事にどっちも育てていくというのが必要じゃないかと思うんで

す。

もう一つ、ちょっと長くなって言わせていただきますけれども、国産の食肉も使って、

一生懸命地場産地のものを使ってハムとかソーセージをやりましょうというの、これも確

か農水省さんが事業としておやりになって、実験的にやっていらっしゃることだろうと思

うんです。で、ハム、ソーセージ会社さんも、いつもハムとかソーセージは外国産のもの

を使っているけれども、いろいろな会社ができるだけ国産の消費拡大ということで一生懸

命研究していらっしゃるんですよね。それで、例えば、広島のなっ葉を使った、広島菜を

入れたウインナーとか、それから、サクランボの落ちてしまった、生では商品にならない

けれども、それを入れたウインナーとか、ソーセージとか、しょっつるとか、いろいろつ

くってらっしゃって、ただこれを実験的にやって、販売をするかどうかというときに、私

は販売をしてみたいですという声も出てきているんです。ところが、それを一気にスーパ

ーに持っていったとしたら、買ってもらえるかなと思ったときに、やっぱり地産地消とい

、 、 、 、うことを言われていますので 学校給食とか そういうところに 地元でつくった産物と

ハムソーセージを使ったものでやってみたよとか、持っていけるようなシステム、なかな

か学校給食でも自分たちが契約しちゃったもの以外はなかなか入れにくいというところが

あるようなんですけれども、そこを行政の力は、そういうものはなかなか難しいとは言う
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けれども、やっぱり使ってほしいという、そうでないと育たないと思うんです。せっかく

つくったのでも。だから、そこを大事にするというのは、やっぱり行政の力は大きいと思

うんです。それでみんなが協力していけば、ああみんなこれもやっているから私も使って

みましょうというふうに、じゃないと、幾らすばらしい計画ができても、なかなか難しい

と思いますので、そこら辺行政の方にもお考えいただいて、私どもも協力したいと思いま

すけれども、そこをやっていただけたらなと思います。

以上です。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

じゃあ局長さんお願いします。

○総合食料局長 ガイドラインの関係で、資料１－２のＡ４判ですか、それの23ページの

上の方をごらんいただければと思うんですけれども。

大木委員からありました、１つは外食におけるガイドラインです。

これについては、日本フードサービス協会の方帰られたんでありますけれども、日本フ

ードサービス協会なり、それぞれのところで、外食の原産地表示のガイドライン、説明会

なり、かなりやっていただいておりまして、現実に、右上にありますけれども、事業者ベ

ースでいくと42％の方が表示していただいていると。これをどんどんどんどん進めていか

なきゃいけないと。それはまた各団体ともよく協力してやっていきたいと思います。

それから、もう一つの豆腐、納豆の原産地表示ガイドラインですけれども、これは、ち

ょうどもうすぐ１年たちますので、そこの段階で実態調査をやってみようと思っておりま

すので、また、よくご相談させていただきたいと思います。

○小泉会長 ありがとうございました。

ほかにお願いします。

どうでしょうか。

いろいろと意見が出てまいりましたけれども、どうぞ、活発に。

どうぞ先生お願いします。

○中嶋委員 質問が１点と、それから、ちょっと私の考えを１点述べさせていただきたい

と思います。

１つは、自給率を向上させるという観点から、食をめぐる経済環境で懸念されることが

幾つかあるかと思うんですが、私は、水産物と、それからえさの価格というのが非常に心

配に思っております。
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それで、よく新聞などでも、海外で水産物を買い負けているという話が出ていると思う

んですが、海外から入らなくても国内物が手当てできればよろしいんでしょうけれども、

なかなかそれも難しいということになれば、当然のことながら水産物の価格が上がる。水

産物の価格が上がれば、多分魚を食べるのがちょっと控えられて、その分食肉消費に向か

って、それを国内で賄わなければ輸入の食肉が増えるというようなことが起きるんではな

いかと思っております。

それから、もう既にご説明の中にもありましたが、えさの問題もあります。えさの価格

が上がれば、国内の畜産農家は非常に苦しくなって、それが国内生産にどういう影響を与

えているだろうかということを心配しているわけでございますが、そういった、内外の食

をめぐる環境の変化というものをどのように踏まえて、今回の現状認識の分析と、それか

ら、方針策定を考えられていらっしゃるのか、そこら辺のところをちょっとご説明いただ

ければというのが１点。

それから、もう１点は、意見ですが、それは、ＧＡＰのことでございます。

ＧＡＰは、消費者の方の国内農産物の信頼を高めるためにも、それから、国内の生産者

の生産効率を上げて経営改善するためにも、非常に大事な手がかりになるんじゃないかと

思っておりますけれども、今は、海外でつくられたＧＡＰの基準を国内に一生懸命移植し

ようとしている。それによって、何とか近代化を図ろうということでございますが、この

手の基準というのは、年々改善されて、さらに向上、そして引き上げられていくという性

格のものだと思っております。そういう観点からしたときに、国際的な動向をきちんとに

らんで、それにきちんと日本がついていき、場合によっては、日本が主導権を握ると申し

ましょうか、基準づくりにもっと関与していった方がよろしいんじゃないかと。なかなか

こんなこと急に言っても難しいというのはわかっておりますけれども、そうしないと、海

外でＧＡＰをとった農産物がどんどん入ってきて、日本がそれにキャッチアップしていけ

ないと見劣りして、それでさらに国内の農産物が買われなくなるなんていうことが一番心

配されるわけです。海外の動きと歩を一にし、かつ場合によっては、それを主導していく

という、そういう取組も一、二年ではなく、長期的な取組として行われていけば、それが

、 。最終的に 自給率を上げていくことにもつながっていくんじゃないかなと考えております

ただ、非常に難しいことなので、それを農家の方に急にやれというのは難しいですので、

手厚いサポートもしていただきながら、導入していただければと考えております。

以上です。
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、 、 。○小泉会長 中嶋委員からの 最初の質問に対して 当局の方からの答えをお願いします

、 、 、○総合食料局長 まず 水産物の飼料穀物なりとか 穀物全体ということかと思いますが

恐らくここにいらっしゃる方は皆様ほぼ問題意識が共有していると思うんですけれども、

、 。やはり 国内だけの需給だけではなくて世界の需給自体がかなり大幅に変わってきている

水産物については、欧米のいわゆる健康志向も含めた消費増でありますとか、お隣の中国

における消費増がある。そういうことで、供給量がある一定というか、限りがある中で、

かなり需給構造が変わってきた。穀物については、これまで食べ物とえさとの関係だけだ

ったのが、バイオエタノールというエネルギー面ということも出てきて、かなり構造が変

わってきているんではないかと。今年の白書でも、そういったことを触れながら、だから

やはり自給率というのは非常に重要なんだということを問題提起はしているということで

ございますし、世界の食料需給について、本当なのかということについては今国際食料問

題研究会ということで、専門家の方に来ていただいて議論している、そういう状況でござ

います。

○小泉会長 ありがとうございました。

質問なりご意見なり、いかがですか。せっかく一堂に会しているので、こういう機会で

ございますが。

はいどうぞ。

○日本食生活協会 日本食生活協会でございます。

私ども、全国の会員、各市町村ほとんどおるんですが、食事バランスガイドの認知度を

高めるということから、農林水産省の方では、県単位の食事バランスガイドの作成を指導

しておいでになるところだと思いますが、私どもは、平成18年度に、ほぼ平成14年の市町

村の大合併前の市町村数ですね、約3,258ですか、それぐらいの市町村に、職場バランス

ガイド、自分たちの地域でできる産物を使った食事バランスガイドをつくるようにという

ことで、会員と、それと地域で指導してくださいます栄養士さん、それから生産者の方々

も含めて、ほぼ平成19年度の３月で終わりまして、今、私どもの方に刻々と集まっている

ところでございます。私ども、この食料自給率というテーマを協会の方で取り組み始めま

したのは、平成13年のこちらの事業に参加しましてからでございますけれども、自給率ほ

、 、ぼずっと40％ということで これは一体どういうことなんだろうということで考えますと

分母も分子も変わらないんだろうかと、数字は変わっているけれども、約すると40％なの

かしらという思いで、生産者の高齢化、それから生産者の出すものと消費者の求めるもの
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とがマッチしているだろうかということ。

、 、 、 、それから よその国から入ってくる 食料自給率をテーマとして話すときに 輸入の率

もしくは輸入、そういうことを考えたテーマで、こちらでお話があったのはあまりないよ

うな気がいたします。どの作物がどうだと、この作目はどうだと。そういう形で、消費と

いうことは考えられているんですが、よその国に頼っているという部分というのも、やは

り、消費者にしっかり教えるべきではないだろうかというように思います。

特に、本日いただきました、この食料自給率のレポートの中の53ページを見ますと、ど

この県が一体この自給率を下げているんだろうという数値を見てみますと、やはり人口の

集中している都市部であったりというようなところがほとんどでございますので、そうい

うことも考えまして、国全体は40％であるけれども、やはり各小さなひょっとしたらグル

ープで、もしくは県、市町村の段階でこの食料自給率の問題をしっかりとテーマにすべき

ではないだろうかと、国がこれだけ考えている割には、なかなかこれは45％に向くにはど

、 、 、うしたらいいか それはやっぱり規模を小さくしながら 幾度となくそれを啓発していく

それも大事なことではないかと思います。普及啓発をしております私どもも、その方向に

向かいまして、食料自給率をテーマにし、そして食事バランスガイド、これに一層取り組

んでまいりたいと思っております。

以上でございます。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

食料自給率の低下がこの国民に何をもたらすかという危機感とか、そういうものがあま

り伝わっていないような感じもして、私もときどき視点論点なんていう番組でこの問題を

、 。言うんですけれども ほとんど反響がないことがかえって怖いような感じがするんですね

ですから、それをもっとアピールすることが非常に重要じゃないかなと思って、貴重な意

見をいただきました。ありがとうございました。

ほかに、どうぞ。

○全国農協青年組織協議会 全国農協青年組織協議会の坂元でございます。よろしくお願

いします。

私たち、この協議会において、今食の教育を重点活動として平成19年度の重点活動に位

置づけているところでございます。そういった中で、今までは推進ということで、活動を

させていただいたわけなんでございますけれども、今、各県で、いろいろな取組がなされ

つつあります。自主的な活動の中で行われているわけなんですけれども、本年度はそうい
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ったいろいろな食の教育もいろいろなタイプがございまして、そういったものの実態把握

なりをしていこうかなと思っているところでございます。

そういった中において、先進事例的に、今、宮崎県の方が農協が13ＪＡあるんですけれ

ども、13ＪＡ全ＪＡで青年部が取り組んでいるのがございまして、県内では53校で食の教

育に取り組んでいるということでございます。

そういった中で、それは出前授業であったりとか、稲作の体験学習を組み合わせた中で

食の教育を行い、そしてまた、その地場の、その地域の農業を知るという授業もいろいろ

と行われているそうでございます。

ここで１つお願いがあるんですけれども、そういった中で、いろいろとその取組が学校

給食の食材につながったという事例もございまして、今日、食料自給率向上をさせるため

に何か食事メニューへの食料自給率の記載という推進が挙がっていますけれども、ぜひと

も学校のメニューにおいて、そういった食料自給率の記載、そしてまた、都会ではなかな

か難しいのかなという気もするんですけれども、地方においては、農業が基幹産業でもあ

るし、経済を支えている一種の産業でもございます。そういった中で、地方においては、

でぜひともそういった食料自給率の記載等をお願いできればと思います。

そしてまた、米飯給食のさらなる推進もお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

○小泉会長 ありがとうございました。

この間、３月に高知大学で食感シンポジウムというのがありまして、その足でみんなで

南国市の食育と米飯の取組を見てまいりまして、市立の小学校では、お昼になると、教室

の後ろに大きな電気炊飯器があって、それがパチッと炊きあがると、子供たちがみんなそ

こに行って、炊きたての御飯を、小学校１年から自分で持ってきて食べる。そして、すべ

て食べる米も、それからジャガイモも何でも、ＪＡ南国が供給しているという、すごい取

組をしておりました。そういう体験をして中学校に行くんですが、その中学生達について

は、驚くべき数字が出ているんです。もう本当にいじめがなくなったとか、成績が非常に

よくなったとか、欠席率が少ないとか、病気が少なくなったとか、そういう実績が非常に

そこでは積まれているので、米飯に戻して、炊きたての御飯を食べさせたことが和食の底

力というんだか、そういうものをもっともっとみんなで利用しながら、食料自給率向上の

ため、そういう実践的な数字も利用していくことが大切なのかなと思いました。

中学校に行きましたら、中学生達に、みんな南国が好きですかと聞いたんです。そうし
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たら、今どこの地方に行って、例えば宮崎の市でも、盛岡でも、あなたは盛岡が好きです

かとか、あなたは宮崎が好きですかって通学の帰りの高校生とか中学生に、例えば駅の近

くで夕方聞いたとしたら、８割は答えられないです。なぜかと言ったら、地元が好きだか

好きでないかわからない。２割は嫌いだと答えるんですね、大体。ところが、南国の中学

生は、そういう自分たちのまちの食べ物を食べられてきて、和食の生活をずっとやってき

た、もうこれが６年、７年、８年続いているんですね。そうしたらみんな聞きましたら、

普通はだれか代表して南国好きですというわけですが、みんなで立ち上がってＶサインで

すね。南国は好きだって。こういうような私は実態が現実に地方で起こっていることを我

々は重視して重要だなと、こういうところを見て、みんなでそういうものを、いいものだ

から参考にしていくことが非常に何か実現にどんどん向かっていくのかなという感じしま

すですね。

南国市、高知県までぜひ一度見に行かれたらすばらしいと思います。

ほかに。どうぞ。

○全国農業会議所 ２点ばかり、ちょっと突飛なことを発言させていただくのを許してい

ただきたいと思います。

まず、１つは、行動計画なんでありますけれども、富士常務が言われましたように、何

となくベタと言いますか、感じがするんで、戦略的な順位とか、要するに一般の国民が、

そういうレベルから見て、何に意識したら、どのぐらい貢献するんだと、こういうような

ことが少しわかるような整理の仕方をしましたら、いろいろな場面で、濃淡をつけれるん

じゃないかと、そうすると、やっぱり効果も見えてくるんじゃないかという感じが１つ。

なかなか難しいです。トータルですからね。難しいんですけれども、何かそういう調整が

できないかということです。

もう一つは、これ見ていますと、自給率向上協議会ですから、それに操作するんじゃな

いんですけれども、地域でも、あるいは国家間でも、食料依存率と言いますか、逆転の見

方と言いますか、40％だけれども、じゃあ海外に水とか農地とかいろいろなものをお世話

になっていると言いますか、そういう観点での資料とか、そういうものがもう少しわかり

やすく、しかも日常的に出ていく、そういうようなセッティングが大切じゃないかと思う

んですねこれは、地域間でも、先ほどもちょっとご発言がありましたけれども、やっぱり

自給率は自分の力でどのくらいという話になってくるんですが、それとあわせて、もう一

回見方を変えますと、他人にと言いますか、お世話になっていると言いますか、依存して
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おるという、そういうところを出していくと、お子さんなり、若い方にはもう少し、今の

若い方ですから、理解していただけるような面も強まるんじゃないかなと、このように思

います。

ちょっと発言しました。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

本当に、戦略的に、目標を順位つけてということも非常に重要なことだと思っておりま

すが、今の、食料依存率というのは、逆転の発想的なところから持っていくという、これ

も非常に重要ことではないかなと思っております。

まだ、時間がございますので、どうぞお願いします。

○全国女性農業経営者会議 全国女性農業経営者会議の船ヶ山と申します。

この席には初めて出させていただきましたので、食料自給率向上協議会というのが有る

けど、どんなにしたら自給率が上がる？と何人かに聞きました。そしたら、一番簡単なこ

とを言ってくれました。現実的ではありませんが、外国から輸入しなきゃみんなお腹すか

せて、そこら辺におイモを植えたりとかするんじゃないのって。やはり先ほどおっしゃっ

たように、外国からなんでそんなに輸入しなくちゃいけなかったのか、そこら辺の原点を

もう少し見直さないと、幾ら我々農業者団体だけが一生懸命そのことを言っても、何か水

かけ論というか焼け石に水というか、そこら辺が見えてこないんじゃないかと、本当に外

国からは食べ物が入ってこなかったら私たち飢えるんだよと、じゃあ何でそういうふうに

なっちゃったのかというとこら辺までもう少し言わないと、無理なのかなと思っておりま

す。

先ほどから言われております、私、宮崎から来ております。宮崎っていうのは、やはり

日本の中では食料を供給する立場にある基地だと思っております。そういう中で、畑作と

か、そういうのに関しては、恐らく今回団塊の世代の方たちが、ある程度のノウハウがあ

ればできる部分に関しては、そういう方たちの努力なり自分の家の菜園なりでつくるとい

うことがやっぱり自給率を上げるということもなるんでしょうが、担い手の問題でいった

ときに、職人芸みたいな、ノウハウがないとできない、うちはお茶をやっておりますが、

そういうと、初期投資の多いところの担い手育成をどうするのかというところを、もう少

し、いろいろな制約の部分を見直さないと、多分法人化云々と言いましても、担い手を育

成しようと言いましても、安定しているような大きなところというのは割と少ないとは思

。 、 、 、うんです で そういう状態の中で ほかの産業から農業に入り込もうとしておりますが
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そういうところが来られたときに、農業ばっかりやっていた人間からすると、まず文章力

がない、計算力がない、そういう中で、危うい感じが相当いたしますので、そこら辺の、

力添えをしてくださるところが必要かなと、実際問題、今回、うちもうちでできない部分

を委託することによって、事業費の何％か委託料としての出費が有り、そういう負担とい

。 、 、うのがすごくあると思うんです でも そういうことをするよりも国からの会検が入る前

そういう部分がじゃあこういうふうにしたらいいんじゃないのといった、ちゃんとしたマ

ニュアルみたいなのを作成して、それに沿ってしていけばちゃんとできるような型とか、

やっぱり担い手を育成するための、もう少し何かあまりにも制約の多過ぎる、書類の多過

ぎる今の制度を少し見直し、簡単にしていただきたいなというのが今の私の考えでござい

ます。

それと、食育のことが先ほどから出ておりますが、食育というのは、もう農協青年部の

方がするときには、もちろんお兄ちゃんたちが一緒に遊び感覚でしてくれるからすごく喜

んでくれるし、一番その部分で得意とするのは多分女性だと思っております。全国女性農

業経営者会議の女性もそういうので協力しておりますし、全国の女性農業委員も、各地で

そういう協力はちゃんとしております。ただボランティアでやっていますと、とても自分

の経営プラスアルファのボランティアというのが今すごく重くのしかかってきております

ので、そこ辺の協力する体制というのがないと、食育もポシャってしまうのかなと、今、

思っております。

以上です。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

確かに外国から農産物を入れなければ、我々つくらなきゃいかんからもうそのとおりな

んでしょうけれども、そのあたりは非常に国の政策の問題でもありますし、また、法人化

の問題についても、これからいろいろと検討しなきゃいかん問題がいっぱいあると思いま

すけれども、いかに食料の自給率を向上させるためにどういう方策をするかというのは、

またこれからの我々の宿題でもあるわけですが、非常に貴重な意見でございました。

それから、特に食育も、現場で実際に子供さんたちに農を体験させるということも非常

に重要なんでしょうけれども、そこでいま一つ農を体験するということがそんなに楽しい

もんではないということを逆に教えるということも非常に重要で、そういう意味では、農

業体験もこれからいろいろとやり方を考えなきゃいかんのかなと、私ちょっと見てきたと

ころが、かなりそういうところがあったもんですから、そう感じますが。
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ほかにございませんか。

特に米の需給……どうぞ。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と申します。

今、輸入の話が出ましたけれども、要は、自給率の低さというのは、非常に構造的なも

のだとは思っておりますが、ここまで低くなるプロセスにおいては、恐らく食生活の多様

化に供給が追いついていかなかったということだろうと思います。

それに関連しまして、１つの方法として、我々、実需者と言いますか、流通にいる身に

とって１つの参考となりますのが、品目別行動計画、資料２－１の２ページに、麦類良品

質実用化・普及促進協議会における実需者の新品種の評価等を推進すると、こういうのが

ございます。この実需者による新品種の評価と、これは、新しい品種をつくり、あるいは

今までの品種を改良するというようなことを盛んにやっていらっしゃるわけですけれど

も、それを単純に供給と実需者との情報交換という枠の中ではありますけれども、この実

需者に評価させてみるというようなことは、非常に大切な部分ではないだろうかというふ

うに実は思います。

別の会議の要望がありまして、米の評価をいたしました。

実際の話をいたしますと、11年、12年くらい前ですからミルキークイーンという新品種

が突然変異でできたわけでございますが、それを、機械で炊いた場合どうなるかというよ

うなことをテストしてみて評価させてみたわけでございますけれども、非常に好評でござ

いました。11年前の品種なんですけれども、今、テストしてみてわかると、こういうよう

なことであります。

今、たまたま米の話をいたしましたけれども、自給率の高いそういう農産物について、

実需者の評価というふうなものを実際にやってみる、やらせてみるというようなことを１

つの手法としていろいろな品種に広げてみたらいかがなもんだろうかというようなことを

ちょっと一つご提案申し上げたいと思います。

それから、２つ目でございますけれども、資料３の、実は44ページに私どもの昨年度の

活動が出ております。コンビニエンスヒトアの店頭を使いまして約200万部ぐらいのチラ

シの配布をやったわけであります。このアンケートをとりますと、先ほどの資料１－１に

出ております認知度41％、平成17年度というようなものよりもちょっと高く50％を超えた

ような数字が出ておりますですが、割と今後使いたいというような意見も結構ございまし

た。アンケートの４分の１くらいはそういうような意見がございました。
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そこでなんですけれども、現在の食事バランスガイドは、非常に総花的にできておりま

。 、 、 。す 今 我々は 食料自給率の向上というような１つの目的に向かった行動をとっている

、 、あるいはとろうとしているわけでありますけれども 一番自給率の高いものというのは米

日本型食生活と結びつくわけですが、その日本型食生活をする上でのバランスガイド、こ

ういった形で、目的に合わせたリフォームの仕方、こういったものをやってもよろしいん

ではないだろうかと。こういう活動をやってみて思ったのは、なかなか総花的なもんです

から、一般消費者にはわかりにくいと、きちんと見ればそれなりの答えはあるんですけれ

ども、残念ながらわかりにくいというようなことがございますので、運動の中での使い方

というふうなものを工夫されてはいかがだろうかという、２つのことをご提案申し上げま

す。

○小泉会長 どうもありがとうございました。

特に日本型食生活なり、和食というものの定義は何だって言われたときに、じゃあ、和

食の定義とか日本型食生活の定義って何だっていう答えがなかなか出にくいということも

実は非常に大きなところじゃないかと思うんで、そういうことも含めて。

それから、私は最初のお話で、最近北海道の千歳空港でおにぎりを買って食べたんです

が、物すごくおいしいんです。そうしたら100％北海道産米だって、今まで考えられなか

った、私のイメージががらっと変わった。そうしたらすごくおにぎりが売れているという

んですよね。だから、やっぱり品質というものをいま一回見直すことが非常に大切なこと

になると思っておりますけれども。

もう最後になりますが、あと一方おられますでしょうか。

お願いします。

○日本米穀小売商業組合連合会 大変いいご意見をお聞きしてまいったんですが、今日の

このいろいろなお話を聞いていますと、前回の協議会とあまり変わらない。同じような意

見が出ているわけです。結局、ここに米から始まって、お茶まで13点ばかりここに出てい

ますけれども、この中で唯一日本で供給100％できるのがお米だけでございます。他のも

のについては、国産、国産とは言っていても、生産量が間に合ってないわけです。だから

外国から輸入されているわけで、日本人すべてが外国製品を好んでいるわけじゃないわけ

です。その求めている理由の大きなのは価格が安いから、もう国産でないのを承知でも価

格が安いからということでありますので、もう少し、国内の生産農産物について、価格が

いかに効率的な経営をして価格か安くできるかということもこれからの問題だろうと思い
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ます。

そういうわけで、お米の消費拡大を、私は米に関係しているから言うわけじゃないです

けれども、これをやってこそ初めて自給率が伸びていくんで、ひとつお米に、いわゆる食

育の中で米食を中心とした食生活ということを進めていかなければならない。そういうわ

けで、私事で恐縮ですけれども、平成18年度は、私の組合では、小学校の出前授業を77回

やって、小学校の子供に、この食育、いわゆる御飯食を中心とした朝飯を食べ、今言う食

育の授業をやってまいりました。それから15回お米のできている産地を見学に連れていっ

ていますけれども、やはり、小学校の子供から、こういう日本の食について、勉強するの

が私は一番手っとり早いなということを実感いたしております。本年も、小学校の出前授

業を1,000回やる計画を持っております。そういうことで、ひとつ実質的に、何をやれば

自給率の向上になるかということをこれから考えていくのが最も大事なことではないか

と、そんなような感想でございます。

以上です。

○小泉会長 ありがとうございました。

特に私も、今、それらを非常にあっちこっちで見ておりまして、子供のときからそうい

う日本型の食をもうつくっていかないと、なかなか途中で変わってしまったり何かするん

ですが、そういう日本型の食生活の子供たちを見ていると非常に豊かな生き方をしていく

ような気がします。

そういうことで、ぜひ米食文化、特に和食を中心としたそういうものを私も今あっちこ

っちでそれを話して歩いているんですが、ぜひこの会でも、この重点の１つとして米のそ

ういう消費拡大を進めていくことによって、自給率の向上が図れると、それが牽引になっ

ていけるような方向に行くと大変目標にも少しずつ近づくんじゃないかと思っています。

今日は大変貴重な意見をいただき、これから来年会ったときには随分よくなったなとい

う、そういうことでみんなで合言葉にそれをして進めたいと思いますが、ほかにもしご発

言がございませんでしたらば、平成19年度行動計画については今までの資料に載せられて

いたことを、また皆さんの意見を入れながら進めるということで決定させていただきたい

と思いますが、ご異議ございませんでしょうか。

（異議なし）

○小泉会長 異議なしということでございますので、みんなで、この国を本当に守って助

けて繁栄する、こういう協議会にしていきたいと思います。
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、 、 、次回の日程につきましては また 委員の方々には追ってご連絡が行くと思いますので

その節はまた何とぞよろしくお願い申し上げます。

今日はどうも長い時間ありがとうございました。

午後３時５８分 閉会


