
- 1 -

 

 

 

第２回 

食料自給率向上協議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林水産省大臣官房企画評価課 



- 2 -

第２回 

食料自給率向上協議会 

 

日時：平成１９年９月２０日（木） 

場所：農林水産省講堂（本館７階） 

時間：１５：００～１７：０６   
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     ２ 平成１８年度食料自給率実績値を踏まえた対応について 

 

     ３ 意見交換 

 

     ４ 閉会 
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午後３時００分 開会 

○小泉会長 皆さん、こんにちは。今日は残暑厳しいときにお集まりいただきまして、大

変ありがとうございます。 

 食料自給率は国民の将来を左右する重要事項でありますので、これから実のある議論を

して、自給率の回復に向けて頑張っていきたいと思います。 

 今日は、第２回目ということですが、平成18年度の自給率の実績が出されましたので、

それを踏まえて、色々な質疑や建設的な意見を皆さんから出していただき、進めていきた

いと思います。 

 ご存じのように、自給率は既に40％を切ったということで、今、国民が大変大きな関心

を示しておりますが、これは逆に言えば、とても良いチャンスだと思います。国民にこの

ような状態を理解してもらい、自給率を上げるために一人一人の国民が自覚して、行動し

ていただければ素晴らしいことになると思います。これをチャンスとして考えて、今日の

議論を進めさせていただきます。 

 まず、初めに白須事務次官より、ご挨拶をお願いいたします。 

○事務次官 この９月７日付をもちまして事務次官に就任をいたしました白須でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 この食料自給率向上協議会は、農林水産省の施策の中でも最も重要な食料自給率の向上

に関する協議会でございまして、小泉会長をはじめ委員の先生方に大変熱心にご議論をい

ただいていることに、心から御礼を申し上げる次第でございます。 

 さて、現行の食料・農業・農村基本計画が策定されまして、また、この協議会が設立さ

れまして、３年目になるわけでございますが、この平成19年度もいよいよ半分を過ぎよう

としております。本日お集まりの関係の皆様方には、自給率の向上という大きな共通の目

標の達成に向けまして、これまで生産、流通、消費それぞれの分野におきまして様々な取

組みを進めてきていただき、この場をお借りしまして、重ねて厚く御礼申し上げます。 

 ご案内のとおり、小泉会長からもお話がございましたが、平成18年度の自給率は、39％

に低下しました。これは、米の大凶作に見舞われました平成５年度を除き、最低の水準で

す。今回の自給率低下は生産面での影響が大きいということもありますが、この食料自給

率が基本計画の目標に向かって、上がるどころか低下をしてしまった事態に対して、私ど

も大臣をはじめ農林水産省としましては、非常に深刻に受けとめているわけでございます。 

 そこで、この自給率の低下を受けまして、農林水産省としましては、これまでの取組み
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を検証いたしまして、何とかこの残りの計画期間で確実に自給率が上がるよう、米、飼料

作物、油脂、野菜の４つの自給率に大きな影響を与える品目に施策を集中しまして、消費

と生産の両面から早急に対策を打っていきたいと考えております。詳細は後ほど担当部局

の方から説明をさせますが、今後、危機感を持って、私どもとしても施策を全力で進めて

まいりたいと考えております。 

 一方、この自給率の向上というのは、ご案内のとおり政府だけではなく、関係の皆様方

の適切な役割分担というものが不可欠であり、皆様方とこの行政との間で、しっかりとこ

の危機感を共有し、一致団結して取り組んでいかなければ、自給率目標は到底達成できる

ものではないと考えております。 

 そこで、皆様方にいま一度、これまでの取組みが自給率の向上に貢献してきたかどうか

ということをしっかりと検証していただきまして、これまで以上に効果のある取組みをお

願いをいたしたいと考えております。 

 以上、協議会の開会に当たりまして、以上をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせてい

ただきたいと思います。ありがとうございました。 

○小泉会長 白須事務次官から、ご挨拶をいただきました、どうもありがとうございまし

た。 

 それでは、ここから議題に入らせていただきます。前回は様々な意見が出ましたけれど

も、今日も更なる意見をお願い申し上げます。 

 ここで、報道関係の方、カメラ関係の方は、ご退出をお願い申し上げます。 

 それでは、初めに平成18年度の自給率について、引き続き自給率向上に向けた今後の対

応について、各局の方から順次説明をしていただきたいと思います。皆様のお手元に膨大

なる資料があると思いますけれども、その資料も活用させていただきながら、進めさせて

いただきます。 

 それでは、岡島総合食料局長から、ご説明の方をお願い申し上げます。 

○総合食料局長 総合食料局長の岡島でございます。 

 まず、資料１に基づき、平成18年度の食料自給率につきまして、ご説明させていただき

ます。 

 資料１の表紙をめくっていただきますと、昭和40年度以降の自給率の推移の折れ線グラ

フがありますが、幾つかある食料自給率という概念をそこに掲げております。１つは生産

額ベース、それからもう一つがカロリーベースということで、平成18年度は、いずれも前
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年度に比べて１ポイント落ちて、カロリーベースでは40％から１ポイント落ちて、39％に、

生産額ベースでは69％から１ポイント落ちて、68％ということになりました。 

 世間では、カロリーベースでよく数値が出されておりますので、それに則して、以下ご

説明させていただきたいと思います。過去８年間、平成17年度まではカロリーベースで40

％ということで、横ばいでしたが、次の２ページをご覧いただきますと、実は40％という

のは、ご案内のとおり四捨五入の関係で、39.5から40.5未満までということでございまし

て、２ページの右上にありますが、基本計画等では整数で示しておりますから、あくまで

も小数点以下というのは参考値ではあるわけです。この８年間、随分上下したというのが、

これまでの８年間の40％の中身でございます。平成10年度には40.4％でありましたが、平

成12年度には39.6％ということになったわけですが、そこから少し上向きになって、40.3

％、平成16年度には39.5％になり、平成17年度は若干上がって39.7％、そこから0.6ポイ

ント落ちて、今回39.1％ということで、39％になったというのが推移でございます。 

 次のページをご覧いただきますと、具体的に品目ごとに見るとどうなのかということで

すが、左側がカロリーベースで見た場合、右側が金額ベースで見た場合です。黒い部分が

いわゆる自給されている部分、白い部分が輸入された部分、それから畜産物の黄色い部分

は、外国からエサを輸入して、それを国内で家畜に与えて、それが市場に出回ってくる分

ということですが、自給率のカウントでは、これはいわゆる輸入部分、つまり非自給の部

分であるということでカウントされております。 

 そういう中で、次の４ページですが、これまでもこの場で議論のベースになってきたわ

けですが、自給率がこれだけ落ちてきた理由の１つとして、やはり食生活の変化があると

いうことです。供給熱量の構成を見ていただくと分かるように、米を食べなくなってきて、

畜産物、油脂類が増えてきたということが、このグラフから伺えるかと思います。 

 次の５ページでございますが、平成18年度に限って言いますと、なぜ１ポイント落ちた

のかということで、それぞれの要因を分析すると、まず砂糖の生産量の減少ということが

あり、主として天候要因により、括弧内にありますように89万トンから82万トンに落ちて

いることが影響しています。 

 それにより、全体の自給率低下分を100％として、そのうちどの程度の影響を与えてい

るのかというと、29％分の影響を与えているということになります。その次に影響を与え

たものが、いも類・でんぷんの生産量の減少で、これもやはり天候要因によるものです。

それによる影響が、16％となります。それから、みかんの生産量の減少が、18年度は裏年
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であるということと、天候も良くなかったということが重なりまして、自給率への影響が

10％となっており、果実全体では16％ということになっています。それから、米の消費量

が減少したことが10％程度影響しているということで、全体として見ると、天候要因がか

なり大きな要因となり、自給率を低下させたいうことであります。 

 一方で、何か明るい兆しというものが見えないのか、自給率が上がった要因はないのか

というのが、次の６ページです。１つは輸出が増えたということで、これが自給率を0.1

ポイント強、押し上げる効果がありました。それから、食育等の効果だと思いますが、油

脂の消費量が減少したことにより、僅かながら引き上げの方向に働いたのではないかと思

っております。 

 以上が18年度の要因分析であります。 

 そうした中で、次の７ページですが、先ほどの次官の挨拶にもありましたが、農林水産

省としてもやはり危機感を持って、自給率をどうやって上げていくのかということを検討

していかなければいけないということで、18年度の自給率を公表した８月10日に、当時も

農林水産大臣であった若林大臣から御指示をいただき、省内で関係部長・審議官による会

議を開きまして、具体的に何をやっていくのかということを真剣に議論しました。それは、

後ほど御説明したいと思います。 

 それから、本日の自給率向上協議会において、出来るだけ皆様方とともに取組みを強化

してまいりたいと思っております。また、食料問題に関する認識を国民全体で共有してい

ただくため、７月17日から「食料の未来を描く戦略会議」を開始し、国民全体で問題意識

を共有して、自給率の向上につなげていきたいと考えております。 

 次の８ページですが、８月10日に18年度の自給率を公表するに当たり、大臣に御説明し

たところ、大臣の方から、きちっと対策を行っていくようにということで、白丸で書かれ

ている４つのポイントを御指示いただきました。 

 １点目が、まず、成果を意識した戦略的な取組みをきちっと行うということです。 

 それから２点目が、まさに重点品目として、米、飼料作物、油脂、野菜という自給率に

大きく影響を与える重点品目に集中するということです。それから、８月10日段階では概

算要求を検討している段階でございましたので、20年度予算も視野に入れて、また一方、

今年度中に出来る予算措置を伴わないものについては早急に、消費・生産の両面から危機

感を持って検討するということです。 

 ３点目として、その際に、やはり食料消費のあり方であるとか、栄養バランス等を含め
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て的確に情報を発信して、消費者・実需者の方を巻き込んだ国民運動を展開するというこ

とです。情報発信に当たっては、対象を意識して、様々なメディアを組み合わせるなど、

効果的な手法を工夫していくということです。当時、若林大臣は環境大臣も兼ねておられ

まして、やはり環境省の広報のやり方と、農林水産省の広報のやり方を比較して、やはり

もう少し農林水産省の広報や情報発信の仕方を工夫した方が良いのではないかという御指

示もいただきました。それから、食品産業の需要に応じた生産・流通・消費対策の確立で

あるとか、輸出といったことも視野に入れて検討するということもありました。 

 ４点目として、自給率の向上は全ての関係者が一致団結して、国家としての長期展望・

戦略を持って取り組むべき重要課題であるということを再確認して、農林水産省としても、

引き続き危機感を持って最大限努力するという御指示を受けたところです。 

 次の９ページですが、具体的には、やはり消費面では、大きなポイントして、米の消費

を拡大するということがあり、一方で、油脂の摂取の抑制をするということであろうと思

います。 

 次の10ページですが、生産面での対応のポイントとしては、１つはやはり国産飼料の生

産の増大ということがあります。それから、もう一つが、消費者や食品産業の需要に的確

に対応した農産物の安定供給ということで、特に業務用野菜の生産というのには、もっと

力を入れるべきではないかということを考えております。 

 それから、最後のページに輸出の促進ということで、これは25年に１兆円という目標を

掲げておりますが、これも当然自給率に寄与してくるであろうと思われます。 

 こういったことを、先ほど申し上げたとおり、８月10日以降、部長・審議官会議を省内

で開催して、農林水産省としてどういう取組みをこれから行っていくのかを検討してまい

りました。資料２－１をご覧いただきたいと思います。全体の考え方として、一番左に従

来の取組みがあり、消費面と生産面からの取組みを行ってきたきたわけですが、最近にな

り食料をめぐる情勢に変化の兆しが少しあるのではないかということで、左中ほどのです

が、①として国際食料需給の引き締まり、②として食の安全に関する関心の高まり、③と

して環境に関する意識の高まり、④として栄養バランスの悪化、⑤として耕作放棄地の増

加、⑥として食の外部化の進展、⑦として海外における日本食ブームを挙げております。

こういった変化が、これまでも基調としてあった部分もありますが、最近になり顕在化し

てきた部分もあるということで、中ほど赤囲いしてありますけれども、食料自給率向上に

効果が高い４つの重点品目、６つの重点事項に取組みを集中してはどうかということを、
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本日これから御説明させていただきたいと思います。 

 取組みの強化として、右側にありますが、まず１点目として、食料自給率に関する戦略

的広報の推進ということで、先ほど大臣からの指示を御説明したところですが、やはり出

来るだけ多様なメディアを効果的に組み合わせた戦略的な広報活動を実施してはどうかと

いうことです。これは平成20年度予算として、現在、食料自給率戦略広報推進事業として

20億円を要求しているところです。 

 また、食育の推進ということで、食事バランスガイドや教育ファームの展開による食育

の一層の推進ということが挙げられております。 

 それから、米の消費拡大ということで、特に「朝ごはん」にこだわってみたいと思って

います。これは後ほど詳しく御説明したいと思います。 

 この他、油脂類の過剰摂取の抑制、飼料自給率の向上、野菜の生産拡大といった点につ

いては、詳しく各局から説明をさせていただきたいと思います。 

 それから、一番下に、その他として、「食料の未来を描く戦略会議」と連携して、国民

へのメッセージの効果的な発信をしていく必要があるということが挙げられております。

また、輸出の促進や耕作放棄地対策の一層の推進も必要です。さらに、来年度から大臣官

房に「食料安全保障課」を新設するというようなことを検討しているところであります。 

 次に、資料の２－２ですが、部長・審議官会議で議論をして、では具体的にどういう形

で集中重点事項を取り組んでいくのかということをまとめております。 

 １の趣旨の部分につきましては、今申し上げたことが書かれておりますので、説明を省

略させていただきます。以下、集中重点事項のそれぞれの項目について関係者の方から説

明させますので、よろしくお願いいたします。 

○総合食料局次長 それでは、資料２－２の３の部分の主な対策の内容につきまして、順

次御説明いたします。 

 まず、①の自給率に関する戦略的広報の実施についてです。平成19年度の取組みとして

は、大きく３点ございます。 

 最初に、食料自給率の現状やその意義などにつきまして、国民の間で共通認識を持って

いただくということを目指して、ホームページに情報を載せるとか、11月には新聞広告を

掲載するというような形で、情報発信をしていくということです。 

 それから、２点目は、国の取組みに加えまして、地方公共団体や生産者団体の方々にも

御協力をいただくということで、９月以降、都道府県、市町村、あるいは農業団体に働き
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かけを行っているところです。 

 それから、３点目は、来年度から戦略広報を実施するための基礎データといたしまして、

国民の意識調査を行っていきたいということです。 

 そして、平成20年度ですが、今年度のこのような取組みを踏まえ、戦略的な広報体制を

構築していきたいということです。ポイントは、（１）にありますように、食育とは異な

る、国民の関心が得られるような観点から広報をしていくということと、（２）にありま

すように、メディアミックスの手法を活用いたしまして、色々な手法を効果的に組み合わ

せていきたいということです。また、（４）にありますように、民間の方々あるいは関係

省庁、地方公共団体等と連携をしていきたいということです。 

 それから、次のページですが、米の消費拡大について、19年度の取組みとして大きく２

点考えております。 

 １点目は、米の消費が期待される「朝ごはんビジネス」の支援ということで、実は本日、

一部の報道にも出ておりますが、若い方々が朝食を摂られていないということで、11月か

らテレビＣＭなどを使い、広報活動を行っていきたいと思っております。その際、キーワ

ードとしまして、「めざましごはんキャンペーン」ということで、統一的なロゴを用いて

キャンペーンを行い、例えば、朝食を提供する事業者の方々の御協力も得ながら進めてい

きたいと考えております。 

 それから、２点目ですが、国民の消費動向に対応した消費拡大ということで、（１）か

ら（３）にあるように、お米を粒で食べるだけではなく、粉にして、パンや麺にするとい

うことを進めるため、米粉製品のイメージアップや需要拡大のネックとなる課題の解決を

一体的に行ったり、販売を促進していくといった対策を行っていきたいと思います。 

 それから、次の（４）のところですが、消費の純増を図るために、例えば輸出であると

か、大規模需要といった新しい需要がある場合には、今行っている米の生産調整を緩和す

る措置がありますので、こういった消費純増策をＰＲしていきたいと思います。それから、

米飯給食の実施回数についても、上げていただきたいと考えております。 

 平成20年度については、今申しあげたような取組みを予算的な裏付けをしまして、さら

に発展させていき、「朝ごはんビジネス」を進めるためのセミナーとか、新規米加工品の

普及・啓発といった活動を行っていきたいと思っております。 

 それから、８ページに飛ばせていただきますが、油脂類の過剰摂取の抑制の④について

ででございます。 
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 本年度の取組みとして、３点考えております。１点目は食育による脂質の過剰摂取の抑

制ということで、パンフレットなどを通じて、消費者に働きかけをしていきたいと考えて

おります。２点目は、業務用のフライヤーについてですが、減脂型のフライヤー、つまり

従来の油脂類よりも油の使用量を減らすことができるものを出来るだけ普及をしていきた

いと思います。それから、３点目は、油そのものの品質について、長時間使用しても劣化

しにくい油の開発についても進めていきたいと考えております。 

 20年度については、以上の取組みに加えて、先ほど申し上げた戦略的広報の中で、情報

発信をしていきたいということであります。 

 以上です。 

○生産局長 生産局長の内藤でございます。説明を続けさせていただきます。 

 生産局からは、飼料自給率の向上と野菜の生産拡大について、御説明したいと思います。 

 まずは、飼料自給率の向上ですが、資料の６ページ目を開いていただきたいと思います。 

 飼料自給率については、基本計画において、15年に24％であったものを、27年には35％

へ拡大していくという目標が掲げられております。18年時点で25％に止まっていますので、

一層の向上に向けて努力したいと思っております。 

 ２つの大きな観点がありますが、１つは飼料作物の生産拡大による粗飼料自給率の向上

です。もう一つは、エコフィードであり、これは食品残渣を飼料に使っていくということ

ですが、これによる濃厚飼料の自給率向上です。これら２つの観点から取り組んでいると

ころであります。 

 まず、19年度ですが、飼料作物の生産拡大については、（１）、（２）にあるように、

耕作放棄地を草地に転換する取組みに対する面積当たりの補助の実施、あるいは収穫作業、

堆肥の還元作業を受託するコントラクターに対する補助等を実施することによって、粗飼

料自給率の向上に努めているところであります。 

 それから、２つ目の観点であるエコフィードについて、改正食品リサイクル法において、

食品循環資源の飼料化を推進するため、食品関連の事業者とユーザーである畜産農家のマ

ッチングを進めるということを推進しております。法改正後、間もないということで、今

はその内容の周知徹底を行っているところであります。 

 20年度ですが、飼料作物の生産については、耕作放棄地における飼料作物の作付拡大に

対して、新たな助成制度を創設するということを柱にして、推進したいと考えております。

（１）にあるように、耕種農家が緑肥作物に代えて飼料作物を生産し、畜産農家が堆肥と
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して農地に還元するという取組みを支援するとか、耕作放棄地において、新規に飼料作物

の作付を行う取組みを支援する、又は、水田における主食用稲の裏作として新たに飼料作

物の作付を行うといった取組みを支援していきたいと思っております。 

 ７ページの中段に、飼料米の需要拡大の推進とありますが、飼料米については、どうい

う給餌方法が肉質等の面でいいのか、あるいは、価格面のネックをどうやって克服してい

くかということが課題であります。 

 まず、（１）にあるように、そういった飼料米を使っていく上で、どういう使い方が肉

質あるいは製品の面からいいのかということについて、実態調査、実証試験を実施し、そ

の上で、生産された飼料米を給餌されてできる畜産物をどのように売っていくかというこ

とについてのモデルを普及していきたいと思っております。 

 それから、もう一つのネックである価格面での課題ですが、多収性の新品種や直播等の

省力栽培技術を最大限組み合わせた低コストの生産モデルというものを確立しなければな

らず、それに対する支援等を行っていきたいと思っております。 

 ７ページの下の方に、エコフィードの増産についての記述があります。 

 改正食品リサイクル法において、食品関連事業者と畜産農家が一種のリサイクルの輪を

作るということが行い易くなりました。そのリサイクルの輪を作ることに対する助成や支

援を行っていきたいと思っております。当然、食品産業や関連産業と畜産農家とのマッチ

ングや飼料化事業者の育成を推進したり、地域の食品残渣を飼料として加工する業者と配

合飼料メーカーが連携して、エコフィードの生産量を増加させる取り組み、あるいは、安

全・安心なものを供給する観点から、その原料の品質を確保するために必要な集荷体制の

構築等について、連携を図っていきたいと思っております。 

 これらの取組みについては、具体的な数値目標を含めて、20年度の行動計画という形で、

今後、推進していきたいと思っております。 

 続きまして、野菜の生産拡大、特に加工・業務用需要への対応についてであります。８

ページ目の一番下からですが、野菜の自給率は下がってきております。その背景として考

えられるのが、特に国内の野菜需要の５割以上に拡大している加工・業務用需要の輸入シ

ェアが大幅に増加しているということであります。国産がこれに対応できていないという

ことがあり、こうした加工・業務用需要が増大しております。こういった需要に国産野菜

がきちんと対応して、そのシェアをもう１回奪い返していくということが重要であります。

このため、野菜産地と食品産業との交流会や、産地で加工・業務用需要に取り組む際に参
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考となる品目別・用途別ガイドラインを作成し、これをほとんどの野菜産地に配布・説明

をして、その推進を図っていこうと考えております。 

 加工出荷数量については、減少傾向でありましたが、この17年、18年と増加してきてお

ります。その動きをさらに促進していきたいと思っております。そのため、従来の全国一

律的な政策ということではなく、モデル産地を中心とした重点的・集中的な支援というこ

とに転換して、生産拡大を図っていきたいと考えております。 

 ９ページ目ですが、19年度の取組みとして、公募により、全国で12カ所のモデル地区を

選定して、特に端境期で国産野菜の供給が不安定な時期のスポット輸入が周年輸入につな

がっているという品目、又は国内生産が不十分で輸入が多いという品目に重点を置いて、

加工・業務用向けの新たなモデル野菜産地を形成していきたいと考えております。 

 それから、産地強化計画において、加工・業務用需要に対応した取組みを推進していき

たいという地区がありますので、そういう産地に対して取組み状況を点検・分析した上で、

モデル地区に準じて、交流会への出展や研修会への参加等を支援していきたいと思ってお

ります。 

 さらに、食品産業と産地との連携強化という観点から、連携して国産野菜の利用を進め

る取組みを表彰するような仕組みを創設していきたいと思います。 

 それから、食品業界ごとに求められている品種特性等の項目を整理して、それを種苗会

社又は産地へ情報提供を行っていくということや、産地による食品産業等への野菜の品種

特性に関する情報発信も促進していきたいと思っております。御参集の関係業界の方々に

も御協力をお願いしたいところであります。 

 平成20年度からですが、皮むきやカット等の一次加工の取組みが遅れているために、特

に中国にシェアを奪われていると言われている、さといも、かぼちゃ、ごぼうといった品

目についてもモデル産地を設置して、強い農業づくり交付金等を活用して、支援をするこ

とで、加工・業務用需要に取り組む産地をさらに増加させていきたいと考えております。 

 こういった取組みにより、加工・業務用需要を中心に生産拡大を進めていきたいという

考えであります。 

 以上です。 

○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。 

 10ページですが、⑥食育の推進について、取組み状況や今後の取組みを説明させていた

だきます。 
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 農林水産省においては、食の生産・流通・消費といった一連の流れを担っております。

こういった特色を生かしながら、幅広い関係者の皆様方や関係省庁と連携しながら、この

食育を推進しているところであります。 

 19年度の具体的な取組みということで、２つ御紹介させていただいております。 

 １点目は、民間企業の食堂又は福利厚生施設といったところにおける食育の推進です。

こういった食堂等において、「揚げ物は１日１品にしよう」とか、「ごはんと野菜をしっ

かり食べて脂質をおさえよう」といった具体的なキャンペーンを実施することにより、先

ほどより話に出ている重点品目にターゲットを絞って、自給率の向上に重点を置いた食育

の普及・啓発を実施していきたいと考えており、秋以降も引き続き実施していきたいと思

っております。また、これまでの事例や成果につきましては、関係団体や個別の民間企業

に直接お願いをし、働きかけを行いまして、自主的な取組みを推進していただきながら、

一層の効果が上がるよう努めていきたいと考えております。 

 ２点目は、外食又は小売業者等の品目別の消費拡大対策への取組みとその効果の検証・

改善です。外食事業者や小売業者等におかれましては、ごはんの割合が高くてバランスが

とれたお弁当ですとか、メニューやレシピの提供を行い、品目別の消費拡大対策に資する

ような取組みを行っております。また、こうした取組みの効果を把握して、今後の効果的

な取組みに結びつけていきたいと考えております。年度内にはこういった効果や課題を把

握・整理した上で、今後の取組みに反映させていきたいと思っております。 

 20年度の取組みですが、食育に取り組む省内関係部局が担うべき役割を明確にした上で、

効果的な食育の推進を図っていきたいと考えております。具体的に申しますと、食育全体

への横断的な取組みと、先ほどより話に出てきている、まだ望ましい食料消費の水準に達

していない米や野菜などの消費拡大対策の２つに分けて取り組んでいきたいと考えており

ます。 

 １点目の、食育への横断的な取組みについては、県や市町村あるいは商店街の単位で、

食育に熱心に取り組んでいるモデル地域において、重点的・集中的に食育活動を推進し、

その効果を他地域に波及させていきたいと思っております。 

 また、品目別の消費拡大対策の取組みですが、食事バランスガイドを活用しながら、何

が足りて、何が摂り過ぎているかを具体的に示しながら、10品目を中心に消費量等の目標

設定をして、外食産業、小売業、教育現場といったところにおいて普及・啓発を図り、

「朝ごはんをしっかり食べよう」とか、「野菜嫌いを解消しよう」といった取組みを推進
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していきたいと思っております。 

 また、農産物への理解を進めるため、いわゆる出前授業等を行っておりますが、こうい

ったことも引き続き推進していきたいと考えております。 

 この食育の推進を通じて、食料自給率の向上に寄与していきたいと思っております。協

議会メンバーの皆様には、これまでも食育の推進に御協力をいただいておりますが、この

問題は、それぞれのお立場から積極的に一体的に取り組むことが大事だと思っております。

私どもとしても一生懸命やりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○総括審議官（国際） 引き続き、輸出の関係につきまして御説明申し上げます。 

 資料では11ページの下のところですが、その他の取組みの大きな丸の１つ目のところで

ございます。 

 輸出につきましては、平成25年までに輸出額１兆円という目標を掲げておりまして、今

年の５月に、「我が国農林水産物・食品の総合的な輸出戦略」を作りました。これにより、

各団体や行政機関等が参加した全国協議会が形成されており、各分野からの協力をいただ

けるようお願いをしているところであります。具体的には、輸出環境の整備とか、品目別

の戦略的な輸出促進、意欲のある農業者等に対する支援、日本食の良さや食材の良さにつ

いての情報発信といったことを行うこととしております。 

 これまでのところ、平成18年の輸出額は対前年で13％ほど伸びており、3,739億円とな

っております。今年に入り半年ほど経ちましたが、対前年同期比で20％強の伸びというこ

とになっており、今のところは何とか高い伸び率を維持しているところであります。 

 この自給率との関係で言うと、先ほど総合食料局長から御説明がありましたように、輸

出がポイントを押し上げる効果を持っておりまして、この平成25年の１兆円という目標に

加えまして、自給率を上げていくという取組みも意識しながら進めていきたいと思ってお

ります。特に、カロリーということになると、先ほど具体的に出てまいりました水産物と

か、お米といったところが大きく効いていくかと思いますが、水産物が大きく伸びている

一方、農産物の伸びがまだまだですので、今後力を入れてまいりたいと思っております。 

 特に、今年からは、生産者の方々と輸出業者の方について、国内にいる方も、外国から

来る方も、農政局単位ぐらいでマッチングの会を作り、セミナーと一緒にどのように取り

組めば良いのかや、どのエリアでどのような可能性があるのか、どのぐらいの値段なら売

れるのか、輸送の方法はどうしたら良いのかといった御相談を具体的にできるような形で
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の取組みを各地域で進めていくこととしております。 

 私どもの方にも色々な御相談があり、一つ一つ丁寧に対応しております。ハウスみかん

で腐り易いのだが、どうしたら良いのだろうかとか、少し自給率の話からは離れますけれ

ども、この盆栽をどうやってヨーロッパに輸出したら良いのだろうかなど、様々な御希望、

御相談がございまして、一つ一つ丁寧に対応するようにいたしております。 

 これから具体的に各生産関係の原局とも協調しながら、それぞれの品目について伸ばし

ていきたいと思います。それにより、自給率の向上に貢献できればと思っているところで

ございます。 

 以上です。 

○小泉会長 各部局から、今後の食料自給率向上に向けた戦略的な対応についてお話をい

ただきました。 

 これから早速、皆さんから今の説明に対しての質問、ご意見を承りたいと思います。資

料３についてですが、これは平成19年度食料自給率向上の各構成員の取組み状況について

ですので、これも踏まえたうえで、活発なご意見をお願い申し上げたいと存じます。 

○全国農業協同組合中央会 先ほどご紹介がありましたように、自給率、カロリーベース

は40％を下回ったということにつきましては、我々農業団体としても大変ショックといい

ますか、今後の不安や懸念が全国にあるというのは事実であります。そういった中で、39

％という水準は、それだけ海外に依存しているという実態ですけれども、逆に言うと、こ

れからいろいろな面で、安定的に輸入できるのかどうかが、心配な一面です。 

 １つは温暖化の問題とか砂漠化の問題、バイオエタノール需要の拡大により、穀物の需

要が拡大していまして、価格の高騰が起きていることを考えると、安定供給という面が果

たして将来的にどうなるのかと。その反面、やはり国産で、国内の生産の基盤体制を確保

していくというのが、１つ必要になってくるのではないかということであります。その中

で、自給率向上という観点がやはり必要なのではないかと思います。 

 何点か申し上げたい点は、まず１つは原産地の表示の問題であります。最近、消費者の

関心も非常に高まっております。その一方で、消費者が口にするもの、表示を見ますと、

必ずしも十分ではない事例が見受けられることがあります。 

 例えば、米などは、小売段階で品種なり産地なり表示制度ができておりますけれども、

逆に業務用とか外食用あるいは加工用については、ある意味では表示義務がありませんの

で、自分が食べているものが果たしてどちらなのかという認識がなく消費されているとい
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うことを考えますと、これは結果的に食用にも影響を与えているのではないかと思います。 

 また、表示制度という問題は、何も海外のものを駆逐するという考え方ではなくて、国

産をいかに活用してもらうか、食してもらうかということが基本的な観点ではないかと思

っております。消費してもらわないと自給率が上がらないわけですので、外食なり中食に

ついても、消費者が選択できるというか、共感を持って国産の農産物を消費していこうと

いうような表示のようなものができないのかどうかというのが、１点であります。 

 ２点目は、先ほどもありましたが、飼料作物の生産拡大という観点からすると、国内の

飼料作付の面積が減少しているという実態を聞いております。輸入の粗飼料に頼っている

ということですけれども、20年度の予算要求にもありますように、やはり自給飼料、これ

を確保するための総合的な対策の強化という観点をぜひお願いしたいということです。 

 また米の生産過剰は、構造的に発生してきているわけですので、飼料の自給率向上とい

う点からも、この飼料用米の生産拡大の仕組みづくりについてもご検討いただきたいとい

うことであります。 

 最後にもう１点ですが、この協議会の枠組みを活用した個別団体間での協力体制といっ

たものもやはり必要と考えております。より一層連携を図るという観点で、場合によって

は実務者レベルの会議も必要になってくると思いますが、この枠組みを利用したより深い

団体間との連携というのが、今後も必要になってくるのではないかということであります。 

 以上、３点、感想とそれから要望ということで。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

 非常に重要な言葉が出ましたが、海外の農産物を駆逐するということではなく、国内の

農産物のすばらしさをもっと国民に知っていただいて、そういう方向からもいろんなこと

ができるのではないかということです。まず、３つの要望、考え方が出てまいりました。

１つは原産地表示の問題、それからいま１つは飼料作物の問題になります。それから、こ

の協議会全体の枠組みをいかに生かしていくかということ、これも非常に重要な問題だと

思いますが、まず原産地の表示については、消費・安全局、それから総合食料局からご説

明をいただきたいと思います。 

○消費・安全局長 それでは、表示制度の充実についてご意見をいただきましたので、ご

説明をさせていただきたいと思います。 

 まさにお話をいただいたとおり、消費者に食品に関する情報を正確にお伝えするという

観点からお話がありました。原産地の表示を充実するということを大変重要だと考えてい
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るところでございます。 

 これまでも、生鮮食品につきましては、原料、原産地まで含めて、表示を義務づけてい

るわけでございますが、加工食品につきましても、厚生労働省と共同会議ということで、

関係者の皆様のご意見を伺いながら昨年１０月に品目を20食品群に拡大しており、引き続

き努力をしていくということです。 

 ただ、全部が全部、義務づけるということは難しいという面もございますが、自主的な

取組みをいろいろと業界が取り組んでおりますので、私どもも必要な支援をしていきたい

と考えております。 

 また、業者間取引のお話もございました。食品表示をめぐりまして、最近不適正な事案

が多いということは残念でございますし、牛ミンチ事案につきましては、私ども農林水産

省の対応も十分ではなかったという点がございました。そこは私どもも反省していかなく

てはいけないと思っております。 

 現在、加工食品の業者間取引につきましては、関係の皆様にお集まりをいただき、義務

づけるかどうかにつきまして検討をいただいております。10月末を目途に取りまとめを行

っていきたいと思っております。 

 表示によって、国産と外国産で差別をしてはいけないという大原則はあるわけでござい

ますが、できるだけ多くの情報を表示によって正確に消費者に伝えていって、選択をして

いただくということは重要でございますので、情報提供に努めてまいりたいと考えており

ます。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

 総合食料局はいかがでございますでしょうか。 

○総合食料局次長 外食産業の関係につきまして補足いたしますと、資料３の34ページの

ところでございますけれども、12番、日本フードサービス協会の取組みの中の、上から３

つ目の丸のところに、国産農産物に対する消費者の信頼の確保ということで、「外食にお

ける原産地表示に関するガイドライン」に関する説明会を開催等の記述がございます。外

食産業につきましては、その使う食材につきまして、そのときどきでいろいろなものを使

うということがありますので、一律の表示義務はなかなか難しいわけでございますけれど

も、自主的な取組みといたしまして、外食産業者で原産地表示をやっていただくという取

組みをやっていただているところでございます。 

 具体的な実施状況につきましては、業者数から言いますと、外食産業は非常に裾野の広
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い産業でございますので、すべての業者が取り組むということはなかなか難しいわけでご

ざいますけれども、大手の方々に協力をしていただいておりますので、店舗数で言います

と、相当のカバーがされていると認識しております。 

○小泉会長 日本フードサービス協会から補足がございましたら。 

○日本フードサービス協会 外食産業の表示のガイドラインにつきましては、一昨年の夏

に、研究会を農林水産省で開催していただいて、なるべく幅広い企業が取り組めるような

形で、前向きにやろうということで取り組んできたわけでございます。今、農林水産省か

らご説明いただいた資料にもございますように、フードサービス協会といたしましては、

全国での説明会も何度も開催しておりますし、また、昨年も今年も取組み状況、概要につ

いて、調査もしてございます。大体、店舗数でいきますと、７割ぐらいのところで何がし

かの原産地表示をしているということで、特に先ほどの政策面でのご紹介もございました

けれども、国産の野菜とか畜産物はこだわりの食材として、それぞれの企業が活用させて

いただいております。そういう産地との連携をますます深めることによりまして、その産

地の名前だけではなくて、例えば、地鶏でもいろんなのがございますし、冬の霜降りの白

菜の大変おいしいのも、そういうのも外食を通じて知れると、国内農業のＰＲにもなると

思っているわけでございます。 

○小泉会長 ガイドラインの説明会を実施されて、その効果というか、実際に説明を受け

た方々の対応はいかがでございますか。 

○日本フードサービス協会 大きなチェーン店でございますとか、メニューが固定してい

るようなところだと、こだわりの食材を特定の産地と契約して仕入れておられるわけです。

そういうところは自信を持って、店舗にも掲示ができますし、ホームページにも載せてお

られ、また宣伝にも使っておられるという一方で、個人で経営をされているところでは、

なかなか難しい面もあるかと思います。 

○小泉会長 私は別の農水省の会議で、「本場の本物」の選定委員をやっているんですが、

あれで国がお墨つきをすると、全然効果が違うということを言っていましたので、表示を

するというのが非常に効果があるんだなと思いました。 

 それでは、飼料作物について、生産局からお願い申し上げます。 

○生産局長 自給飼料の拡大、なかんずく飼料米の生産拡大の仕組みということでござい

ます。もう既にご案内のとおり、原油価格の高騰、バイオエタノール需要の増大等を背景

としまして、輸入のトウモロコシ価格が上がっているということであります。したがいま
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して、国内でできる飼料基盤を活用いたしまして、国内の飼料自給率を高めるということ

は、非常に大きな課題でございます。資料の中にも既に述べておりますように、耕作放棄

地の活用、あるいは水田、そういったところでの放牧の利用、あるいは国内での食品残渣

を使ったエコフィードの推進などについて進めております。 

 飼料米につきましては、現状、作付面積がそう伸びているわけではございません。これ

は、コストが輸入のトウモロコシと比較しますと、相当大きな開きがあります。飼料米生

産を進めるためには、まずコスト面の課題を克服しなければいけないわけですから、単収

が非常に高い新品種を開発しなければいけません。 

 それから、栽培コスト、生産コストを低減するためには、新たな栽培技術、規模拡大に

ついても行わなければいけません。他方、それを使ってつくられた畜産物については、で

きるだけ高く売っていただくということも必要であります。こういった課題にもこたえな

ければいけないと思っておりまして、本年度から既に、学識経験者あるいは生産者、それ

から消費者の方々に集まっていただきまして、検討委員会を開催して、検討を始めており

ます。 

 まず、実際に飼料米を使っておられる養鶏あるいは肉用牛で、肉質あるいは畜産物の品

質面でどういう使い方の工夫が要るのかということについての実証的な試験を始めており

ます。それから、実際にどういった飼料米が使われているのかということも、実態調査を

しなければいけないと思っているところでございまして、調査を始めているところでござ

います。飼料米を生産すること自体については、産地づくり交付金というものも活用でき

ますので、そういったものを活用していただければと思っております。現に、例えば山形

県あるいは青森県で飼料米を使いまして、豚あるいは養鶏に活用していただいている例も

あるわけでございまして、こういったいい例を参考にしながら、どういった仕組み、支援

策があると、飼料米の生産、利用拡大に結びつくのかということについて、検討をしてい

きたいと思っております。 

○小泉会長 ありがとうございました。 

 協議会の枠組みのいろんなこれらの体制等につきましては、私も会長でありますので、

これからいい方法で対応していきたいと思っております。 

 それでは、そのほかにご意見をいただきたいと思います。 

○消費科学連合会 今、原産地の表示のお話がありましたけれども、私どもの会では、外

食産業の原産地表示ができてから、目の前の食べ物というものの生産過程を意識するとい
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うことが必要だと思いまして、一声運動というのを行っております。 

 それは、例えばお蕎麦屋さんに行ったときに、このお蕎麦はどこの産地かというふうに、

いろいろ聞くんです。私たちがスーパーでお買い物をするときには原産地表示がきちんと

してあるので、消費者としては選びやすいわけです。でも、近ごろ、もしかしたら表示を

したら売りにくいというものもあるのではないか、それが外食産業では義務づけられてい

ないので、そちらに流れているということはないかという不安の声が私たちの会で出てき

たんです。国産のものにももっと目を向けてもらいたいということもあるし、原産地表示

の調査をしてみましょうということで、今年の８月から半月間、わずか38店舗だけの調査

ですが、例えば、原産地表示の調査をしてみましたら、38店舗のうち22店舗、つまり58％

は全くしておりませんでした。その理由をお聞きしてみて、皆さん丁寧に答えてくださる

んですけれども、食材が多すぎるとか、食材が毎日変わるとか、原産地表示する義務はな

いとか、本部とか親会社から指示がないからしないんだという、こういう答えが返ってき

ているんです。 

 私たち、1,200人のアンケートをいたしまして、85％近い人がやっぱり外食産業にも原

産地表示が欲しいという答えが出ました。もっと外食産業さんにもご協力いただいて、消

費者というのは本当に原産地表示を外食産業にも望んでいるんですよということを示して

いきたいということもあり、一声運動というのを始めたんです。そして、その調査の結果、

まだまだしていない、でもやらなければいけないということも、外食産業の方もおっしゃ

っていただいているので、ぜひもっと発展させていただきたいと思っています。 

 それには、産地でも、この畑にはこういうものがつくりやすいんだという種子の研究な

どについて、国としてもっと力を入れていただくことが１つと、もう一つは、加工向け野

菜について、国産のものでは煮崩れしてしまったりで難しいという話も聞きますので、加

工向けのものが上手にできるように、研究に力を入れていただければ、外食産業の方も、

もっと表示に積極的に取り組んでいただいて、外食を使う消費者も安心できます。 

 これが将来的にも自給率の向上につながっていくのではないかなと思いますので、私た

ちの本当にささやかな活動ですが、報告をさせていただきました。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

 非表示ということで、消費者に直接近いチェーンストア協会のお考えはいかがでござい

ますか。 

○日本チェーンストア協会 食品の表示でございますけれども、生鮮食品の方はＪＡＳ法
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の品質表示基準に従いまして、きちんと表示をしているところでございます。 

 加工食品については、日用食品群は当然やっておりまけれども、私ども、できるだけ消

費者にわかりやすい表示ということで、日用食品群以外であっても、例えばプライベート

ブランドだとか、自社でわかるものは産地表示をするように、努力を積み重ねているとこ

ろでございます。 

○小泉会長 ありがとうございます。 

 表示の問題、こればかりやっているわけにはいきませんが、日本生活協同組合連合会は

いかがでしょうか。 

○日本生活協同組合連合会 私どもプライベートブランドをつくっておりまして、加工食

品における表示においては、国内産で、特に原料で強調するようなものは積極的に表示を

していっております。むしろ、前回ご報告させていただいたように、国内生産者とともに

つくって、そのことが消費者に非常に受け入れられる商品であれば、積極的に国内産とい

うことをうたって、そのことをどんどんアピールしていくという形で、取り組ませていた

だいているということです。 

○小泉会長 どこも積極的に協力や努力をされているということで、今後とも取組みをお

願い申し上げます。 

 種子の研究の件で先ほどお話がございましたけれども、技術会議からよろしくお願いし

ます。 

○農林水産技術会議事務局長 種子につきまして、ご質問がございました。 

 種子の研究は幅広くやっておりますが、特に、加工用途の関係でございますけれども、

例えば小麦につきましては、今、自給率が14％程度でございますけれども、全部を賄うこ

とはもちろんできないわけですので、一定の用途について狙って、国産を向けていこうと

取り組んでいるわけでございます。 

 特に、日本麺用の小麦につきましては、国産の対応を増やしていこうという観点から種

子の開発に取り組んできておりまして、一番の主力の産地である北海道におきまして、日

本麺用の品種として非常に優れている新しい新品種の開発、「きたほなみ」の開発が昨年

できたところでございます。これを、北海道のＪＡと連携をとりまして、今後、年次計画

を作って普及をしていこうと考えております。 

 品種交代には若干時間がかかりますので、時間の段階を踏んで、需要者サイドの認知を

得ながら増やしていく試みをしております。 
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 また、大豆につきましても、豆腐、納豆あるいは味噌といったような加工用途向けは国

産でということで取り組んでおり、地域の需要におこたえできるように、低コストで生産

できる、それぞれの地域に合った生産方法についての研究プロジェクト「大豆300Ａプロ

ジェクト」というのをやっております。また水田に入れる場合が多いわけですので、湿害

に強い大豆生産に取り組んでいけるように、品種または生産の方法も含めまして、研究を

行っております。一応の成果が出ましたので、これを今年から普及段階に移していくとい

うことをやっております。 

 ほかの作物につきましても、同様にそれぞれ加工用途あるいは国産で賄うべき用途とい

うものを念頭に置いて、取り組んでいるところでございます。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

 それから、先ほど食料自給率に関する戦略的なこれからの取組みについて、各局からそ

の考え方なり方策が発表されました。その中で特に、広報活動、米の消費拡大は、食料自

給率を向上するための大きな問題であるということもあって、それに対する戦略的な方法

について説明が行われました。油類の過剰摂取の抑制も含めてそうなんですが、まず、非

常に大きな問題は、国民が今この食料自給率が40％を割ったということに対して、あまり

国民が危機感を持っていないんです。これでいいのかと思うぐらいに危機感を持たないん

です。 

 といいますのは、私なりですが、この問題は非常に我々今の日本の将来にとって大変な

問題なんだと。だから、我々の時代だけではなくて、次の子どもの時代にまで、これが大

変な状況になってくる。だから、みんなでこれを考えて自給率を上げなければだめだとい

うことを、ＮＨＫの「視点・論点」という番組で二、三度お話したんです。この間は、朝

日新聞の「私の視点」というところで、私は、ものすごく強硬な意見を出したんですけれ

ども、国民からほとんど反応がありません。そこが、一番怖いのではないかと思うんです。

みんなも諦めているというのではなくて、親も子も危機感を持たないんですね。 

 だから、これから一体どうなるのかということを考えたときに、民族性が変わってしま

ったのかなと思うぐらいに深刻だなと思っているんですが、そういうときにやはり一番重

要なのは、マスメディアを駆使して、この状況を国民に教えるということがものすごく重

要だと思うんです。国民の力が総意になってくると、国は動いていきますから、そういう

意味からしますと、先ほどの戦略の１つに広報活動の強化がありましたけれども、こうい

う方法もあるのではないかと考えています。 
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○日本食生活協会 日本食生活協会でございます。 

 私ども、まさに普及・啓発をする団体でございますので、各都道府県すべて50県協議会

を持っております。昨年19年度に、「食事バランスガイド」を各市町村すべてにつくりま

しょうという形で、この「食事バランスガイド」の普及・指導に当たりました。 

 これを境に、市町村に配置されております栄養士も一緒になって取り組んでくれまして、

2800余りの配布をいたしました。これは旧市町村の数であり、現在は合併により1500ぐら

いの市町村になってしまいましたけれども、より地域に密着するためには、旧市町村ぐら

いの広さが適当ではないかということで、全国の旧市町村でやりました。2800余りの旧市

町村に配りまして、2500余りの回収率があったんですが、今度はこれをいかに地域に定着

させるかということで、平成18年度に皆さんの町でできる地元の素材を使った形で各市町

村版「食事バランスガイド」をつくっていただき、これをＤＶＤにまとめるという形で現

在取り組んでおります。 

 もちろん、まだ「食事バランスガイド」が完璧にできていない市町村もあって、これで

いいのかという部分のものもありますが、とりあえずつくりましょうということで、もう

じき完成する予定でございます。 

 そういう中で、やはり先進国を見てみますと、食料自給率60％ぐらいは確保しておりま

す。そういう中で、先日発表がございました、39％という数字はちょっとショックでござ

いました。 

 それで、私どもは19年度になりまして、地域に啓発するときに、39％と言ってもあまり

ピンとこないため、逆に、61％をよその国に頼っているんですよという形で言いながら、

あなたの県はどれぐらいの自給率がありますかというふうに申し上げています。そうする

と、みんなびっくりするわけです。調べてみますとほぼ16県ぐらい、各県ベースで食料自

給率の数値目標を掲げているところがあるようでございます。先生がおっしゃったように、

皆さん本当に実感がないんです。東京は１％ですよ、北海道は200％ですよというふうに

申し上げると、その差にみんなは唖然とするわけですが、それを自分の町で、自分の県で、

それをしっかりと受けとめる必要があると。 

 特に、食育という問題については、知育、体育、徳育からなる学校教育の中に食育がな

かったのは、家庭で当たり前に教えていたということも含めながら、私どもは今、親子の

食育教室の拡大を図り、小さいころからの徹底と、朝食ごはんというような、ちゃんと１

日に１回は親子で面と向かってお食事をしましょうというキャンペーンを取り組んでいま
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すし、食育の日には、全国一斉に、毎月19日、この「食事バランスガイド」の普及という

キャンペーンをやっているところでございます。 

 野菜の普及に対しましては、野菜をとりましょうと言っても、若い方々はコンビニなど

で、野菜サラダの洋野菜だけを食べればいいという感覚があるようですが、中国産が多く

なっているとお聞きしましたけれども、重量野菜の生産については、高齢になった農家の

方々が重いからあまりつくらない。やっぱり軽い洋野菜類にするというようなお声を、地

元に行くと聞きますので、やはり若い方々にそういう重量野菜の利用法というのも教えて

いく必要があるなと思った次第でございます。 

 時代が少しずつずれて、以前は１日30品目とかという話が皆さんにあった時代から、今

ようやくコンビニとかデパ地下あたりにも、このサラダには20品目、30品目含まれており

ますという時代にようやくなったと。そういう中で、食育がみんなで語られるようになっ

たということは、もうちょっとそのスピードを加速させれば、自給率の挽回というものも

望めるのではないかと思った次第でございます。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

 いろいろな消費者に対するアピールとか案内の仕方というのが、やっぱり自給率を高め

るのには非常に大きな効果があるんだなということも、今のご報告でわかりました。 

○全国学校給食会連合会 学校給食に関係しているという観点から、集中重点事項という

ことで、自給率を上げるための施策をお聞きしたわけでございますけれども、内容を見て

みまして、学校給食というような言葉がほとんど出て来ておりません。この食料自給率を

上げるという点に関して、少なくとも学校給食というのは毎日子どもに給食を供給すると

いう組織需要という観点から見たら、自給率の向上のための１つの大きな起爆剤というこ

とで考えていかなければならないと思っているわけです。 

 と申しますのは、ここにある戦略的対応の強化ということは、すべて学校給食との関連

の中で考えられるべきことであって、例えば、飼料自給率の向上というのがございます。

これは今、学校給食では平均約６％前後の残渣が出ておるわけでございますけれども、か

つては、これを養豚業者あたりが引き取りに来て、無償で引き取ってくれました。ところ

が最近は、逆に引き取り料を払わなければ持っていってくれないということで、それぞれ

の市町村でもいろいろ考えながら、エコフィードというような考え方で、残渣をそういう

飼料あるいは肥料に転換をしております。学校給食ではそれほど多い残渣ではございませ

んけれども、やはり飼料の輸入という面から見れば、少しでもリカバリーできるというよ
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うな、こういう問題をやはりもっと全体で考えれば、学校給食のそういうものを利用があ

るのではないかと思います。少なくとも、例えば１つのセンターで年間ほぼ20トン、30ト

ンの飼料が出てくるわけですので、そういうものをうまく行政が利用しながら、リサイク

ルループの中でうまく持っていくことを考えていただくということも、大変大事なことだ

ろうと考えておるわけでございます。 

 自給率を高めるというのは、やはり学校教育の中で子どものころから教える必要があり

ます。例えば、残渣をなくすということは、ある意味では自給率の向上に役立つんだとい

うことで、やはり学校給食ではできるだけ残渣をなくしていこうと。それはどういうこと

を意味するのかということを、やはり食育の一環として当然教え込んでいく。それが残渣

を減らす、ある意味では飼料が非常に少なくはなるものの、やはり自給率の向上につなが

ってくるというような面で、それぞれ対応を図っておるわけでございますので、縦割りと

いうだけではなく文部科学省との連携というものを、予算的にもお考えいただければ、も

っと子どもを教育し、さらに子どもを通じて、学校・家庭・地域という広がりの中で、こ

の理解というものがより高まっていくのではなかろうかという気がして、先ほどの説明を

させていただいたということでございます。 

 特に、米飯学校給食というのは、ある意味では非常に自給率を上げるという意味におい

ては大変大事なことでございますけれども、残念なことに、昭和51年に制度として導入さ

れて、60年に文部科学省で週３回という目標数値を設定しておりますけれども、現在、平

成14年度以降、2.9回という数字で推移をしています。 

 実は、農林水産省と文部科学省、さらには私ども、あるいは全中さんと一体となってい

ろいろ事業を展開する中で、この２年間、17、18年度の事業を終えた時点で、３回をクリ

アするのが新たに３県出てきて、やはり大都市の東京、神奈川、大阪、埼玉、ここはかな

り実施率が悪いわけですけれども、こういうところも、コンマ１ポイント上がってきてい

るというような実態もあるわけでございますので、その辺も我々としても、やはり米飯学

校給食の推進ということで、今後やはり一層の努力をしていかなければならないのではと

思っているわけでございます。 

 それから、先ほど、食料自給率をどうＰＲしていくかという中で、いろいろな会合に出

てきて話を聞く方はそれなりの理解というのは深いんでしょうけれども、無関心層をどう

いうふうに引き上げていくかという、むしろそういう陰の部分も考えていかなければなら

ない問題なのではという気がいたします。 
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 もう１つ、学校給食では今、例の中国産の野菜の安全性という問題でかなり深刻な問題

がございまして、中国産のものは使えないというようなところも増えておりますし、国内

産の野菜に切りかえています。ただ、そのときに、安定的な供給なりきちんとした規格の

ものが納入されなければならないというようなことで、その面についても供給サイドへの

一層の対応をお願いしたいと思います。 

 それから、もう１点。実は、私どもの全給連というのは、各都道府県にございます財団

法人、各都道府県の学校給食会というものが会員になっておるわけですけれども、そこが

それぞれの各県の地産地消でいろんな団体を、お米の関係、野菜の関係、いろんな関係で

団体をつくっております。しかし、給食会も会員としては加盟しているけれども、名目上

の会員であって、本来やはり給食会というのは50年の歴史があって、学校給食というもの

についてのノウハウも非常に持っておるし、そういう面から、やはり生産者と消費者をつ

なぐコーディネーター的な部分として十分活用をいただくような、そして、組織において

も、ある程度ご発言の機会が出てくるようなところまで、持ち上げていただければ大変あ

りがたいと思っております。 

○小泉会長 今、学校給食連合会さんから、非常に貴重な意見をいただきまして、まさし

く私もそこがポイントになってくると思うんです。 

 これから将来この国を背負って立つ子どもたちなんですから、そこで、例えば和食のす

ばらしさとか、米のごはんを食べることの意義とかというものが、そこで非常に大きく人

生の中で左右される、そういうことが非常に重要なことだと思うんです。 

 今年の３月に高知大学で食感シンポジウムにいった際、隣に南国市という市がありまし

て、ここは、小学生がごはんとおかずについて、みんな南国市の農家がつくったものを食

べて、その統計をとっていたんです。和食中心の食事をずっとやってきたそうですけれど

も、そうしたら大変な効果が出て、１つは、いじめがなくなったというんです。それから、

２番目は、子どもたちの欠席が少なくなり、病気がちだった子どもも学校に来るようにな

ったと。３番目は、成績がよくなったと。４番目が、僕はすばらしいなと思うんですけれ

ども、食べ残しがなくなったというんです。だから、そんなに違うものか思って驚いたん

ですけれども、みんながそういうすばらしさをあまり知らないんですよね。だから、こう

いうのも事実として出てくるのだから、和食を食べたり、米を食べる子どもたちについて、

どういう結果が出ているのかを、国は把握しておいて、それを知らせていくというのも非

常に重要なことではないかなという感じがするんです。 
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 例えば宮崎市とか盛岡市とか山形でも、どこでもいいんですが、夕方の学校から帰って

きた駅の周辺にいる高校生とか中学生に、あなたは盛岡が好きですか、あなたは宮崎が好

きですか、あなたは山形が好きですかと、そういう調査をした人がいるそうですけれども、

８割の子どもが答えられないんです。好きでも嫌いでも、わからない。尺度がないから知

らないというんです。２割の子どもたちははっきり嫌いだと言うそうです。これは今、日

本全部がそうだと思います。日本を好きな子っていないのではないですかね。ところが、

調べてみると、やっぱり地元のものを食べていないからかなということが、出てきました。 

 といいますのは、南国市の中学生の子どもたちに、あなたたちは南国が好きですかと聞

きますと、打ち合わせも何にもないのに立ち上がって、南国が好きだってＶサインするん

です。私は日本一幸せな子どもたちがそこにいるのではないかなという感じがしまして、

いかに学校給食というものと米の力といいますか、地産地消の地元の食べ物の力というか、

こういうのはすごいなということが本当によくわかったわけですから、案外そういうもの

も広報のテレビかなんかで入れて、みんなにすばらしいことなんだということを伝えてい

くことも重要ではないかと思います。 

 いま一つは、子どもに対する教育が食育ではないということを、やっぱりみんな自覚を

持たれていて、食育というのは大人に対する教育であって、そこの南国の大人たちは10年

前からもうそういうことを知っていたということですね。だから、10年前の日本はすばら

しかったんですよ。そういうようなものをやっぱりみんなに知らせていくことが必要だと

思いますが、学校給食で米ということになりますと、総合食料局のお考えはいかがでござ

いますか。 

○総合食料局次長 米飯給食でございますけれども、実態を申しますと、大変増えてきて

おりまして、昭和51年ごろは米飯給食を行っている学校の割合というのは36％ぐらいしか

なかったものが、現在99％以上が米飯給食をやっていただいております。その回数も、昭

和51年当時は週に0.6回だったものが、今は2.9回ということで、平成に入りましてからも

徐々に増えているということだと思います。 

 やはり子どものときの経験というものが、その後の食生活にいろいろ影響を及ぼすとい

うこともあると思いますので、先ほど、学校給食会から前向きのお話がございましたので、

学校給食における米飯の取組み、あるいは食育の取組み、こういったものをぜひ進めてい

ただきたいと思っております。 

 先ほどご説明いたしました９月以降、各都道府県に我々回りまして、そこで、この食料
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自給率のお話をしております。その中で、やはり学校給食への取組みについても、先ほど

お話がありましたように、県によって取組みの状況にかなり差がございます。したがいま

して、そういう取組み状況が比較的他と比べて低いようなところにつきましては、我々も

いろいろ資料を準備して、対応をしているところでございます。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

○ＪＡ全国女性組織協議会 先ほど、地域の「食事バランスガイド」を作成するとおっし

ゃっていまして、非常にうれしいと思っております。私どもは、もうずっと以前から自給

率も頭に置きながら地産地消運動を一生懸命取り組んでまいりました。地域、地元の食材

を使って、子どもたちのクッキングスクールを開いたりしながら、子どもたちを含めた食

の教育も一生懸命取り組んできたところです。 

 それで、言いたいのは、身土不二、いわゆる地産地消、健全な食材が本当に心身の健全

な子どもたちを育てていく。そういったことを考えますときに、まず、自給率の向上で１

つ、国産品の価格ですよね。輸入品と比べて国産品の価格、生産者は一生懸命低価格で提

供するよう努力はいたしております。ですけれども、価格差は確実に出てまいります。今、

特にバイオエネルギー、エタノール等々によりまして、飼料価格がものすごく高騰してお

ります。それで、畜産農家はあと何カ月もつかというような状況の中に追い込まれており

ます。そういった中で、課題は消費者にも十分に理解していただいて、共有していただい

て、日本の食料を守るということを一緒に取り組んでいただきたいと思うんです。そのた

めに、やはり国産品がいかに重要であるかということも、あわせて、国民の皆さんに理解

をいただくような、広報的なものも行っていただきたいなと思います。 

 それともう１つ、こういったいろいろな角度からいろいろな取組みを行って、積み重ね

て自給率向上を目指しているわけですけれども、今のＷＴＯとかＦＴＯ、ＥＰＡ等との交

渉結果次第では、自給率が12％にまで落ちてしまうんです。そういった状況の中ですので、

農水省とされましても、ぜひそちらの方でも頑張っていただきたいなということを、お願

いいたします。 

○小泉会長 ありがとうございました。 

 今の国産品と輸入品との価格の問題も非常に重要な問題だと思います。それと、今、外

国との農業交渉をしておりますけれども、これからの日本の自給率を大きく左右してしま

うということになってくると思うんですけれども、そのことも含めて、後ほど部局の方か

らお答いただきたいと思います。 
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○主婦連合会 先ほど学校給食の話が出ておりましたけれども、私どもも、全国すべての

県にというわけではありませんが、私どもの参加団体がありますところで、米飯給食がど

のくらい実施されているかということを調べまして、東京と大阪と神奈川が低かったとい

うことで、それぞれの地元で働きかけをして、できるだけ米飯給食の回数を少しでも増や

す方向にということでの働きかけなどをしております。 

 それから、もう一つは、表示をできるだけ実施、外食にしろ加工品にしろ広げてほしい

と。広げるのはいいんですけれども、少なくともその偽装表示がないように。表示をいく

らしても、嘘つき表示だったら何にもなりませんし、「ミートホープ」とかあるいは「白

い恋人」のような偽装表示が出ますと、表示に対する信頼というのが根底から覆されてし

まうんです。ですから、これは残念ですけれども、恐らく内部告発以外に、今、表に出て

くることはないと思うんですけれども、ぜひ抜き打ちの検査とか、そういうことを積極的

にやっていただいて、表示の信頼性というものを回復していただきたいということをお願

いしておきたいと思います。 

 それから、今、消費者もわかってほしいとおっしゃいましたけれども、私どもは消費者

団体が50近く集まりまして、年に１回消費者大会というのをやっておりますが、そこで、

今年の11月にあるんですが、食の分科会とか社会保障の分科会とか分かれておりますが、

今年の食の分科会でバイオエネルギーと食料の争奪戦というのが１つの課題。それから、

日本の農業というのはこれからどうなるんだというのがもう１点。それから、グローバル

化の中で日本の食料は大丈夫なんだろうかと、その３点に絞って議論をしようと。これは、

生産者の方も参加してくださっています。ですから、ささやかですけれども、私どもから

もそういう働きかけをしておりますので、ぜひ生産者の方と連携を取り合いながらやって

いきたいというふうに感じております。 

○小泉会長 今の３つの、グローバル化の中の日本の農業の問題とか、それから、バイオ

エネルギーの問題とかというのも、今、一番国民が関心事を持っているところなので、ぜ

ひそれをまた独自に主婦連で推進していただいて、本協議会にもデータをいただくと大変

助かると思いますし、また、先ほどの安全表示の問題は徹底して、危機管理として会社が

本当に徹底してやらなければいけないことでもあります。それもまた後から、食品安全流

通関係の方で、ちょっとお話しいただきたいと思います。 

 では、吉水委員、お願いします。 

○吉水由美子氏 伊藤忠ファッションシステムというマーケティング会社です。 
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 マーケティング見地から申しますと、やはり自給率の向上というのは、最終的には消費

者に国産の米、野菜、農産物やお肉やお魚というものを選択してもらうということかと思

います。逆に言うと、生産者側、供給者側の立場に置きかえますと、選ばれるものを提供

するということにほかならないと思います。消費者がみずから選べない状況、先ほど来お

話が出ていますように、中食とか外食というときはとても選びにくい状況にあるわけです

が、そういった場合は中間にいらっしゃる方々、中食・外食産業の方々が国産のものとい

うのを採用されてということが重要かと思います。 

 先ほどいただいたデータによりますと、この平成２年から平成17年で、主要野菜の加工

業務用に占める国産の割合が、88％から68％、約20ポイント下がっているという事態を見

ますと、この問題というのが大きいかなと思います。逆に言いますと、生産者の方々とい

うのは、中食・外食産業の方々が使いやすいような形、コストですとか数量ですとか、あ

るいは味ということもあるかもしれませんが、使いやすい形で供給なさるということが重

要なのではと思いました。 

 今、トピックスとしては、消費者に対する広報・ＰＲということですが、いろいろな消

費者調査をやっていますと、どうも消費者にはシンク型とフィール型がいるのではないか

なと思います。 

 シンク型は頭で考える。環境ですとか健康を考えて、割と有機ですとか生産者のはっき

りわかったものを選びがちですので、この方々は、生産地表示をしっかりすればついてき

てくださる方々です。 

 対して、フィール型というのは、食べることをコミュニケーションとかエンターテイメ

ントとしてとらえる。先ほど、無関心層がいらっしゃるとおっしゃったかと思いますが、

このフィール型の方々が、無関心ではないんですけれども、表示をしただけでは反応しに

くい方々。この人たちもやはり巻き込むということが重要で、もちろん今の食育とか広報

活動はとても貴重なことですけれども、どうも頭で考えるシンク型の人にしか到達しにく

いアプローチではないかと感じています。 

 ですので、もう少しムーブメントを大きくするには、例えば、頭を使うのではなくて、

じかに肌身で感じる、おいしいと感じたり、こんな人がつくっているんだということを実

感するような生産者との交流の機会とか、家族イベントとして収穫とか何かに参加できる

といったような、体験型・参加型の機会というものを、たくさん増やすことが大事なので

はないかなというふうに感じております。 
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○小泉会長 貴重な意見をありがとうございました。 

○日本生活協同組合連合会 食育という文脈で自給率向上をどう考えるのかということで、

私どもの取組みを少しご紹介させていただきながら、少し意見を述べたいと思っています。 

 幾つか資料をお配りさせていただいたんですが、カラーで「たべる、たいせつホームペ

ージ」と出ている資料がありますが、８月に、私ども東京都を初め関東の主な生協と一緒

に食育の大規模なイベントを取組みました。農林水産省初め食育推進の行政等からも、後

援やご出展をいただきまして、出演や出展に協力していただいた団体、160団体というか

なり大規模のイベントになったと思っております。 

 食べることの位置づけが、大分低下してきているのかなということを思っておりまして、

「たべるたいせつ、いきるたいせつ」ということで、食べることが生きることの基本なん

だというようなことに重点を置いております。２日間で参加者が２万7,000人という、か

なり多くご来場いただいた中身になっています。 

 同時に、生産者側との協働という意味もありまして、全農さんに「つくる・たいせつフ

ェスタ」というのが近くの会場で行われ、両方で会場を行き来し合うみたいな形で総合的

に食について考えようという位置づけでした。 

 入り口等で、1970年から80年の食卓と今の食卓を出しまして、ちょうど自給率が比較的

高くて、ＰＦＣバランスがとれていたころの食卓と今は何が違うのかと。囲む家族や調理

器具も違い、かつ食べる食卓の中身が違うんだということを、実際に目で見ていただいた

り、食生活シーンについて、自分でセルフチェックをしてもらったりというというような

ことをして、みずから今の食生活の問題点について、発見、自覚してもらうというような

イベントにしています。 

 それで、自給率向上という切り口から食育をどうとらえるのかということでいきますと、

こうした食事のバランス、主に主食をきちんととらない、そこからカロリー摂取が低くな

っているんだということが自覚されて、その結果として日本型食生活が見直され、米の消

費拡大につながっていくんだと、そういうふうなある意味良い循環をつくっていくという

ことが大切なのかなと思っています。 

 自分の食事のバランスが、主食が少し不足しているのではないかということを尺度的に

確認できる非常にいいツールだと思っているのが、「食事バランスガイド」でございまし

て、「食事バランスガイド」をうまく使いながら、主食の米であるとか野菜の不足だとか

を自覚してもらおうということを、私どももかなり実践してきました。 
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 フェスティバルの会場でお配りした「たべる、たいせつフェスティバル2007キッチンシ

アター公式レシピブック」というのがあるんですけれども、会場にキッチンを設けまして、

料理の先生方に来ていただいて、料理をつくったりということをしているんですが、その

中にも実際に「食事バランスガイド」をつけてみたりとか、それから、子どもたちに向け

て、「食事バランスガイド」の駒を使ったスタンプラリーをしてみたりということで、使

うシーンをイメージしながら「食事バランスガイド」の活用を意識してやりました。 

 出口でアンケートをとりまして、1,995通集まったんですけれども、この中で、このイ

ベントを通して「食事バランスガイド」をどういうふうに使いますかというアンケート結

果ですが、以前から理解しているので活用を引き続きしたいというのが15％、よく理解で

きたのでぜひ活用してみたいというのが64％ということで、全体の８割近い人たちが、こ

のイベントを通しながら「食事バランスガイド」を１つの目安として、自分の食生活を振

り返ってみようというきっかけになったかなと思っています。 

 こうしたイベントを通して感じたことは、教えるとかではなくて、改めて自分自身が気

づき、発見し、普段の暮らしの中でどういうふうにしようかというきっかけをつくること

なのではないかというふうに思っているところです。 

 そうしたこともありまして、この小さいリーフレットみたいな「食事バランスセット」

というのをお配りさせていただきましたけれども、実は明日から発売なんですけれども、

冷凍食品で「食事バランスガイド」に準拠したお弁当をつくってみました。開発担当者に

聞いてみると、野菜をうまくお弁当の中に取り入れるというのは非常に難しかったと言っ

ています。明日から発売ですので、実績はまたご報告できるかと思っておりますが、そう

した中で、ごはんって１食分でいくとこれぐらい食べるのが、ある意味必要な量だという

ことを、食事づくりの中、食卓の中で気づいていただければと思っています。 

 「食事バランスガイド」を重点的に位置づけようと生協で考えたのは、１つはこの委員

でもあります武見ゆかり先生のご指導をいただきながらやったということで、今回、武見

先生と一緒につくりました本もお配りさせていただきました。生協の食生活の問題提起等

もありますので、後でごらんいただければと思っております。 

 あと、感想について、一言二言、言わせていただきたいのと、質問をさせていただきた

いんですが、資料２－１のところで、食料自給率向上に向けた戦略的対応の強化というこ

とで出ています、緑の方が消費面、それ以外のところが生産面というふうに思っています

が、ぱっと見、消費面の方がやたら多いなというような気がしています。もう少し生産面
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として意識することはないのかと。例えば、食の外部化の進行で野菜のことを書いてあり

ますけれども、先ほど、消費者はもっと国産品を大切にということを、いろいろご意見が

あったかと思いますが、消費者は結構国産品は大切にしていると思うんです。今、スーパ

ーに行って大体見ると、野菜売り場は国産品ばかりです。果物もほとんど国産品なんです。

魚は確かに半分ぐらいになっていますけれども、そうした中で、普段買うものは輸入と国

産があれば、国産を買おうかなという人は結構多いと思います。むしろ、なぜこういうふ

うに自給率が下がってきたのかというと、食の外部化が進んでいく中で、その中間の加工

業者にちゃんと対応できるような生産体制としてできていたのかどうかも関係あるのでは

ないかと思っています。 

 そういう意味で、ぜひ生産の人たちへの応援という意味と自給率向上という意味から言

っても、私、輸出はぜひ頑張っていただきたいと思っています。なぜ輸出が頑張っていた

だきたいかというと、日本の適した農産物で、自分の得意な作物で、本当に世界に打って

勝負ができる。今、中国とか、それから台湾とかでいろいろ売っていますけれども、高い

評価をいただいている。やはり、日本の農産物の高い品質を世界の人々が認めてくれてい

るということを自信を持って、ぜひ自給率の向上という視点からも取り組んでいただけれ

ば、ここに出ているような耕作放棄地がさらに拡大していくということも、中長期的には

食い止めることができるのではないか。特に、お米を本当に輸出できるぐらいの力強い対

策を打っていただいて、それが結果として自給率向上に資するというふうな形になると、

もし何かあったときも、それだけ生産面積が維持されていて、日本の消費者に向けてもち

ゃんと食料がつくれるという基盤が維持されるということであります。今のままですと、

耕作放棄地が増え続け、生産基盤もどんどんなくなっていきますし、それだけ多面的な機

能もどんどん薄れてしまいますので、そうした視点で考えていただきたいと思っていると

ころです。 

 最後に１点質問をさせてください。資料１のところの６ページのところに、自給率を押

し上げる方向に働いた要因ということで、自給率への寄与ということで、輸出の増加0.1

ポイント強と書いてあります。同じように、５ページの方を見ると、自給率への影響度と

いうことで、砂糖とか幾つか記述があります。これは多分、指標の書き方が違うと思うん

ですけれども、影響度とこの0.1ポイントというのは同じスケールで見ているのか、そう

でなければ、自給率の影響度ということで考えると、何％ぐらいの影響があるのかについ

て教えていただきと思います。 
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○小泉会長 今、日本生活協同組合連合会の説明で、国産が仕方によっては評価されるの

だなということがわかってきたので、非常に参考になりましたし、食事のことでも、食育

でも参考になりました。 

 それで、今の質問は３番目にお答えさせていただきます。 

 先ほど、ＪＡ全国女性組織協議会から出ましたけれども、ＥＰＡとかＷＴＯのこと、こ

れに関して国際部からご説明いただきたいと思います。 

○総括審議官（国際） ＥＰＡ、ＷＴＯの関係を簡単にご説明いたしたいと思います。 

 私どもは交渉に当たりまして、ＷＴＯにつきましては、多様な農業の共存というような

ことで、いろいろな国々がそこの国の農業を大事にできるようなことが大切だということ

を基本的な考え方にいたしまして、輸入国と輸出国、両方あるわけですので、これのバラ

ンスということが大変大切であり、そのためのルールをつくっていくんだということで、

交渉を続けてきております。 

 それから、ＥＰＡの問題でございますが、基本的にはそのＷＴＯの多国間の貿易体制を

補完するものというふうな位置づけで交渉しておりまして、現在まで、シンガポール、メ

キシコとか４カ国、協定が発効しております。それから、東南アジア中心にあと４カ国、

今、署名が済みまして、それぞれの国での手続が進んでおりまして、発効を控えているも

のがございます。それから、ＡＳＥＡＮ全体の領域を対象にいたしました、通称ＡＳＥＡ

Ｎ・ＣＥＰというふうに呼んでおりますけれども、その交渉につきまして、大筋合意に至

っているところでございます。これから幾つかの国が交渉を控えておりますし、中には少

し内容的に難しい国もありますけれども、食料の安全保障あるいは我が国での農林水産分

野の構造改革への努力ということがうまくいかないようにならないように、しっかりとし

た交渉の結果を出していきたいと考えているところでございます。 

 国民の皆さん方、それから、消費者の皆さん方からの支援があっての交渉でありますの

で、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○小泉会長 今、交渉は進行中でもあります。国民がすごく関心を持っているところでも

ありますので、またいろいろと発表があると思いますので、ぜひお話しいただきたいと思

います。最後におっしゃられましたように、やっぱり国民総意で結集した力が、日本の交

渉の立場を有利にするということは間違いないと思います。今例えば北海道では道を挙げ

てみんなで頑張っているようですが、構成団体の皆さんにおかれましても、それぞれ影響

力のある立場におりますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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 主婦連合会から、偽装表示のことが出ました。消費・安全局からお願いします。 

○消費・安全局長 委員の方から、全くごもっともなご指摘をいただきまして、本当にあ

りがとうございました。いくら表示制度を充実しても、それを守らなければ何にもならな

いということで、それが、ひいては表示に対する消費者の皆さんの信頼を失うと。全くそ

のとおりだと思っております。 

 私どもは総合食料局とも連携いたしまして、きちんと食品企業に行動規範をつくってい

ただく、また、何か問題があったときの対応はしておくといった自主的な取組みを促して

いるところでございます。 

 また、監視機能の強化ということで、抜き打ちの調査の話もいただきました。牛ミンチ

の問題もありましたので、食肉加工品につきましては、今、抜き打ちで買って分析し、調

査をやっております。引き続き、この監視機能の強化と企業の自主的な取組み、その両面

をもって、表示に対する国民の皆さん、消費者の皆さんの信頼確保を図ってまいりたいと

思います。 

 どうぞ、また引き続き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。 

 これも国民の最大の関心ごとの１つで、それを直接管轄している農林水産省にいろいろ

と影響が来るものですから、こういうことは地方地方によって、しっかりとやっていかな

ければいかんと思っておりますが、今のようなご説明でございました。 

 先ほど日本生活協同組合連合会からご質問がございました。総合食料局からお答えをお

願いします。 

○総合食料局次長 資料１についてのご質問がございました。５ページのところと６ペー

ジのところの数字の関係でございますけれども、まず５ページですが、自給率への影響度

合いというのは、前の２ページのところに詳しい食料自給率の推移があるわけですけれど

も、17年度と18年度の差というのが0.6ポイント下がったものが、四捨五入で40から39と

なったわけでございます。この0.6の下がった部分のその中での寄与度というものを分析

しましたのが、この５ページのところの、砂糖が29％とか、いも・でんぷんが16％という

ようなものでありまして、大体この４品目を合計しますと、この下がった部分の６～７割

の部分は、これで説明ができるという資料でございます。 

 それから、６ページの、輸出の増加で0.1ポイントとありますのは、自給率そのものの、

つまり39％というものにつきまして、0.1ポイント上げる効果があったということでござ
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います。結果的には下がっておりますので、寄与度というにはちょっと表現が適切でない

ものですから、0.6ポイント押し上げる効果があった。逆に言うと、これがなければ、先

ほどの0.6ポイントの減が、0.7の減になったような、そういうものがこの部分でカバーさ

れているんだということでございます。 

○日本生活協同組合連合会 その0.1を自給率影響度にもしあえて換算すると、何％なん

ですか。 

○総合食料局次長 0.6ポイント下がったものに対して、0.1ポイントの増でございますの

で、６分の１、つまり16％ぐらいが、反対方向に寄与しているというふうに理解していた

だければよろしいかと思います。 

○日本生活協同組合連合会 わかりました。ありがとうございました。 

○小泉会長 ありがとうございました。 

 それから、時間の関係で、最後の意見をちょっと１つ、日本フードサービス協会からお

願い申し上げます。 

○日本フードサービス協会 今日の話題の中心の集中重点事項の取組みについてという資

料の表現上の問題でございますけれども、10ページに食育の推進という項目がございまし

て、１番目が「揚げ物は１日１品にしよう！」というような趣旨のキャンペーンがある。

２番目が、外食・小売等におきまして、ごはんの割合が高く、バランスのとれた弁当、メ

ニュー、レシピをこれから進めていこうというような趣旨のことが書いてあるわけでござ

います。 

 実を申しますと、私どもの業界、いろいろ多様でございまして、ファーストフードから

ファミリーレストランまであるわけですけれども、１つ２つ例を挙げますと、最近拡大し

ているおむすびチェーンでは、自給率向上に貢献するためにお米から材料まですべて国産

のものを使おうということで、一生懸命やっておられます。また、居酒屋チェーンでも出

している食材の国産割合が従来40％だったのが、今は65％まで上げていると。そうやって

一生懸命やっておられる方がいるわけですけれども、この資料にあるような形で、少おか

ずお弁当ではないですけれども、フルコースのお食事だけがバランスのとれたものだと、

それを毎食こういう形でとることがいいことですというような印象を与えるような表現は、

ちょっと私ども対応が難しいのかなと思います。特にどんぶりもの、あと先ほどのおむす

び、カレー屋さん、大変お米を使っておりますし、消費者にもお昼ごはんとしては受け入

れられておるわけございますので、その点もご配慮いただけたらと思います。 
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○小泉会長 ありがとうございました。 

 今、町に出ますと、おにぎりをすごく並んで買うという時代になっています。もっとお

にぎり消費拡大をいろいろとやってもらうと、これまた非常に手軽なものでありますので、

どこでもみんな食べてくれると思います。 

 例えば、新幹線の車内におにぎりを、握りたてを持ってきてくれるというのはずいぶん

売れると思うんですが、まだやっていません。おにぎりに関しても、米の消費拡大に相当

つながると思います。 

 先ほど、日本生活協同組合連合会から、海外の輸出拡大ということに対して非常に重要

だということでございます。 

 最後に、佐藤総括審議官から、輸出について先ほど説明がありましたが、具体的なお話

をしていただければと思います。 

○総括審議官（国際） 輸出の関係でございます。今、生協からも支援する発言がござい

まして、心強く思った次第でございます。 

 それで、確かに自給率みたいなことを上げていくということになりますと、やはりお米

が一番、当然ながら効いていくところがございます。あとは水産物。今年は水産物が割と

効いて上がったということになっておりますけれども、こうしたものにつきまして、平成

18年のお米の輸出量というのが967トンということで、まだまだ少ない状態でございます。 

 これはちょっと出てくる前に電卓で叩いてきたので、計算が間違っているとかえって申

しわけないんですけれども、自給率を１％上げるには輸出を大体33万トンから34万トンぐ

らいしなくてはいけないのではないかということでございまして、現実と、大きく寄与し

ていくための目標というわけではございませんけれども、そういうものとの間にはまだ大

きな開きがございます。中国のマーケットは今、開きかけておりますけれども、そうした

こと、それからアメリカとかその他地域へも少しずつ出ていっておりますし、各地のＪＡ

さんが、うちのお米もぜひ海外に売りたいとい動きが動き始めておりますので、平成19年

にどのぐらいまでいくのかと。まだまだ低い水準だと思いますけれども、そういう努力を

支援するような、あるいは制度的な障害を克服するような取組みを省を挙げて取り組んで

いきたいと思っております。 

○小泉会長 どうもありがとうございました。 

 輸出拡大について、１つだけ最後に情報を申し上げますと、今、国内では日本酒が焼酎

に押されて大変だというんですが、アメリカ市場だとかヨーロッパで、日本酒が売れてい
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る。何でこんなに日本酒が売れているんだと思って、この間聞いたら、アメリカあたりは

チップ社会で、いい日本酒をどんどん持っていくと、それがシェフだとかボーイさんがお

客さんに説明して、すばらしいと言うと、ものすごくチップをくれるものだから、どんど

ん売る人が日本酒の勉強をしているそうです。今、日本の食というのもアメリカあたりで

ものすごく評価されていますので、そういう意味でもぜひ参考にしていただきたいと思い

ます。 

 皆さんの各組織の取組みが、実は、これが将来の日本、それからこれからの子どもたち

にとって、ものすごく大きなことに左右してくるんです。今後とも、食料自給率拡大、国

産品の消費拡大のためにご努力いただきまして、めいめいで取組みを推進していただきた

いと思います。 

 また次回までにはすばらしい報告ができるようにと思いますし、また、皆さんには広告

とかそういうところでも、意見をときどき会議以外に聞くこともあると思いますので、よ

ろしくご協力をお願いいたします。 

 今日はお忙しいところどうもありがとうございました。 

午後５時０６分 閉会 

 


