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午前１０時００分 開会 

○土居政策推進室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより食料・農業・農村

政策審議会食品産業部会を開催させていただきます。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しいところをお集まりいただきましてまことにあ

りがとうございます。 

 本日、議事に入りますまでの司会をさせていただきます総合食料局総務課政策推進室長

の土居でございます。 

 筒井農林水産副大臣に出席していただきましてあいさつの予定でございますが、少しレ

クチャーが入っており遅れるということでありまして、参りましたらすぐにあいさつとい

うことで進めさせていただきたいと思っています。 

 それでは、議事に入ります前に、本日の委員の皆様方の出席状況でございますが、事前

にご欠席というご連絡がございましたのは、三村委員、小瀬委員、佐竹委員、藤田委員の

４名でございます。それから、今日の朝、石渡委員、突然の急用で出席できないというこ

とで、５名の方がご欠席でございます。それから、新浪委員におかれましては11時ごろお

見えになるということでございますので、16名の委員のうち11名の委員の皆様にご出席い

ただくということになってございます。 

 農林水産省側の出席者は遅れている者もございますが、お手元の座席表のとおりでござ

いますので、省略させていただきます。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。お手元に配布資料……。 

 筒井農林水産副大臣がお見えになりましたので、早速でございますが副大臣、一言ごあ

いさつを賜ればと思います。 

○筒井農林水産副大臣 どうも皆様、おはようございます。 

 お忙しいときに、食品産業の将来方向の議論のために集まっていただき、本当にありが

とうございます。今までも既に２回ほど皆さんにご議論いただいているところもあわせて

感謝を申し上げさせていただきます。 

 食品産業がいろんな意味で極めて重要な分野であることは私から申すまでもなく、皆さ

んのほうがずっと詳しくご存じでございます。国内総生産の14％を占めるだけでも大きい

わけでございますが、今、菅内閣、菅総理が強調している雇用の関係でも、全体の13％を

占めるという非常に大きな比率を持っているわけでございまして、この食品産業全体の重

要性は、どんなに強調しても強調し過ぎることはないというふうに思っております。これ
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について、この将来方向につきまして今年度中に方向性をぜひ出していただきたい。あと

２回ほどの議論になるかもしれませんが、ぜひそのことをお願いさせていただきたいと思

います。 

 そしてこれは農水省にとって、日本の１次産業にとっても極めて大きな比重を占める問

題でございますので、ぜひ皆さんに引き続いてのご理解とご支援、そしてこの議論、この

ことをお願い申し上げまして、極めて簡単でございますが私のほうの御礼とお願いのあい

さつとさせていただきます。 

 どうかよろしくお願い申し上げます。 

○土居政策推進室長 どうもありがとうございました。筒井農林水産副大臣は次の公務の

ためにここで退席されます。どうもありがとうございました。 

○筒井農林水産副大臣 では、すみません。お願いします。 

○土居政策推進室長 司会に戻らせていただきます。 

 資料の確認の途中でございました。配布資料一覧ということで、表紙をつけて一通りの

資料がついてございます。委員の皆様方の名簿、将来方向（仮称）のたたき台、それから

参考資料、それからスケジュールという一連のものがついているかと思います。 

 それから、これとは別に毎回机上に置かせていただいておりますが、食品産業部会の規

約等をとじました薄緑色のファイルを置かせていただいております。 

 それから、本日ご欠席でございますが、藤田委員からご提出のございました意見、２枚

紙でございますが、これを置かせていただいております。 

 以上の資料で過不足等ございましたら、事務局のほうへお申し出下さい。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、以後、議事進行につきまして山口部会長、お願いいたします。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○山口部会長 おはようございます。部会長の山口でございます。よろしくお願いいたし

ます。座らせていただきます。 

 それでは、私の方からこれ以降、進行させていただきます。 

 ご出席の委員の皆様方、お忙しい中、まことにありがとうございます。このメンバーで

公開の食料・農業・農村政策審議会食品産業部会において、食品産業の将来方向（仮称）

に関して議論を行うのは本日が初めてでございます。これまでの内容等につきましては、

事務局より委員の皆様方に事前にご説明をしておりますので、皆様方は概ねご承知いただ
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いていることと思います。 

 確認のため、これまでの検討の流れを簡単に振り返りますと、本年６月からスタートし

たこの将来方向の検討は、本年８月に基本フレームを策定し、中間的な整理を行っており

ます。その後、委員交代に伴いまして10月に事務局のほうから新しい委員メンバーに対し

て、これまでの経緯や基本フレームの内容等についてご説明を行いました。本日は８月の

基本フレーム策定後から 近に至るまで、生物多様性条約名古屋会合や、包括的経済連携

に関する基本方針の決定など、 近の状況変化も踏まえて将来方向についての意見交換を

行いたいと考えております。このため委員の皆様から率直なご意見をいただきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、本部会につきましては、会議は公開とするということと、皆様のご意見等につき

ましては、議事録として取りまとめた上、公開させていただきたいと思っておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、意見交換に先立ちまして、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○新井食品産業企画課長 おはようございます。食品産業の将来方向のたたき台というこ

とで本日入れさせていただいておりまして、事務局のほうから簡単にご説明をしたいと思

います。 

 資料１のたたき台、それからそれに別紙という目標の数字がついております。 後にＡ

３のカラーの紙がございまして、基本フレームというものがございます。これが８月に前

委員のもとでまとめたものでございまして、これと対比しながらたたき台をご覧いただけ

ればと思います。 

 食品産業の将来方向のたたき台ということで、資料１、４ページの小さな字でございま

すけれども、コンパクトにまとめさせていただいております。 

 まず、今回の将来方向の「趣旨」でございます。これは前回の事前説明会でも説明いた

しましたが、私ども３月に閣議決定いたしました「食料・農業・農村基本計画」と６月に

閣議決定いたしました「新成長戦略」におきまして、農業の成長戦略の一環といたしまし

て、食品産業についても将来方向をつくるべしということが決められております。それを

踏まえまして、８月にこのＡ３の基本フレームをまとめたということでございます。 

 私どもの行政を振り返って見ますと、食品産業全般の将来方向を議論とするというのは、

1981年、これは昭和56年でございますけれども、それ以来ということでございます。まさ

に食の外部化が本格的になりまして、その後国民の成長、それからパイの成長に伴いまし
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て、自立的に成長を遂げてきたという食品産業でございますけれども、いろいろな意味で

今曲がり角にきているのではないかと思っているところでございます。 

 ２番目が基本的な考え方でございます。食品産業が食料の安定的な供給を初めとする国

民への価値提供を持続発展させていくためには、まず第１に個々の事業者の創意工夫、そ

れから経営発展ということでございます。 

 しかしながらということで３番目がございますけれども、先ほど副大臣のあいさつにも

ございましたが、食品産業は国民生活に及ぼす影響の大きさ、それから 近の国内外にお

きます急激な変化、これは川下それから川上を含めてでございますけれども、そういう変

化を克服するためには中小企業事業者が99％という産業構造を考えますと、個別の事業者

の自助努力のみでは解決には限界があるのではないかというのが問題意識でございます。 

 そのような状況を踏まえまして、食品事業者がそれぞれの判断を的確に行うためにとい

うことで、全体として目指すべき基本的な方向性を掲げながら、行政も含めた多様な関係

者の役割分担をもとに目標を達成するためにいろいろ努力をしていく、いろいろそれぞれ

がともに手を携えながら行動をともにしていくということが必要ではないかということが

趣旨でございます。 

 次が、「食品産業に期待される役割」でございます。これは８月に整理をいたしました

基本フレームの１枚目の中ほどに水色のパーツがございます。食品産業の役割ということ

で、（１）から（５）ということでまとめさせていただきまして、これは大枠につきまし

ては、この将来方向のたたき台でも踏襲をしたいというふうに考えているところでござい

ます。 

 タイトルだけ読ませていただきますと、国民に対する安全な食料の安定供給。それから、

国民に対して良質かつ多様な食料を供給し、食を通じた豊かな生活の実現に貢献する。こ

れは食生活のみではなく、やっぱり生活の豊かさというものにつながっていくということ

でございます。 

 それから、３番目が、国産農産物の 大の需要者として、国内農林水産業を支えていく

ということでございます。国産農産物の３分の２、67％は食品産業が占めているというこ

とでございますので、食品産業から農林漁業者に移転される、いわゆる売買的所得といっ

たもの、それが農林水産業の所得の確保につながっていくということでございますし、生

産者と消費者のニーズを仲介するということによりまして、よりよい国民のニーズに即し

た食品を提供していくというのが、食品産業の役割ではないかと思います。 
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 それから、次が国民経済、特に地域経済の担い手ということでございます。副大臣のあ

いさつにもございましたけれども、ＧＤＰのうち14％、それから雇用で13％、807万人と

いう形で支えているということでございます。また、特に地域産業というふうに書いてご

ざいますけれども、食品製造業を例にとりますと北海道、それから沖縄等におきましては、

出荷額の４割から５割程度を食品産業が占めるということでございまして、地域のいろん

な意味での活性化、農林水産業、それから観光等の業を携えまして、いわゆる６次産業の

担い手ということで活動が期待されているところでございます。 

 それから、生命をもとにする産業ということでございまして、資源の有効利用をきちん

と図っていく、それから環境への負荷の軽減を図っていくということが食品産業に求めら

れる大きな役割ではないかということで、整理をさせていただいております。 

 それから、「食品産業をめぐる状況変化」でございます。 

 たたき台の右肩の注のところに、点線の枠につきまして「特にご意見をいただきたい事

項」ということで明記をさせていただいております。これは私どもが考えています問題意

識、それから目標の設定等につきまして、今回特にご意見をいただきたいということで、

点線で囲っております。 

 まず、「食品産業をめぐる状況の変化」でございます。産業全体をどういうふうに考え

るかということにつきまして、私どもの認識でよろしいかどうかということで、今回特に

点線で囲ませていただいております。 

 我が国経済全体としては、需給ギャップが拡大をいたしまして、デフレが進行している

という状況でございます。食品産業も人口減・高齢化等によりまして、国内市場は量的に

縮小傾向にあるということでございます。国民のカロリー摂取量も減っておりますし、人

口も減っているということでございます。そういう中、過剰設備などの需給ギャップの問

題が顕在化しているのが産業の状況ではないかと思います。 

 他方、店舗にて直接出向いて商品を購入することが困難となる、いわゆる「フードデザ

ート」や「買い物弱者」と呼ばれる問題が 近顕在化をいたしておりまして、一部地域に

おいて食品がなかなか国民の手に届かないという需給のミスマッチ状況が見られるという

ことでございます。 

 このようにマクロ面での需給ギャップ、それから局地的な需要のミスマッチということ

が存在する、いわゆるアンバランスな状況にあると。この両面の問題をきちんと解決して

いかなければいけないという問題認識で、この将来方向の目標を設定していこうというこ
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とを考えているところでございます。 

 それ以下の丸でございますけれども、これにつきましては８月の基本フレームを基本的

に踏襲しているということでございます。１つは、食品の安全性、品質に対する消費者の

関心は非常に高い状況である。アジア諸国を初めとする新興国の経済発展に伴う市場の拡

大というのは、現在も続いているということでございますし、これが大きなビジネスチャ

ンスになっているということでございます。 

 一方、川上の状況はということでございまして、国内の農林水産物について見ますと、

国内農林水産業の弱体化によりまして、国内農林水産物の供給量が低下している。質とも

になかなかしっかりしたものが手に入らないという状況が一部に見られるということでご

ざいます。世界的にはということでございまして、穀物の需要の増加や投機マネー流入を

背景にいたしました原材料の価格上昇・不安化というのが続いておりまして、また近時、

非常に顕著になっているという状況でございます。 

 それから、下から２番目でございまして、フードチェーンを見ますと、これは非常に長

くなり、かつ複雑になっているということでございます。加工賃の安いところに商品を供

給する、あるいは中間加工物を現地でつくって日本に輸入をするといった形で、非常に出

入りが激しくなっているということでございます。 

 このほか密接に関連する社会状況ということで、２ページにいっていただきまして、こ

れは食品産業のみならず全体的な産業を考えるときに着目しなければいけないということ

で、３つ挙げさせていただいております。 

 １つは、情報・通信の発展、それから環境負荷の低減や、この前、名古屋で行われまし

たけれども、生物多様性への配慮ということで、非常に企業の社会的責任に対する要請が

高まっているということでございます。食品産業につきましては、特に生物多様性等につ

いての配慮が今後、世界的に見ても重要になってくるのではないかということであります。 

 それから、もう一つは、地方経済の停滞に対して食品産業はどのように貢献できるかと

いうことでございます。 

 次の丸、点線で囲っておりますけれども、グローバル化の急速な進展ということでござ

いまして、特に11月の「包括的経済連携に関する基本方針」が閣議決定されまして、今後

日本の行く末について農林水産業が中心になっておりますけれども、ともに関係をいたし

ます食品産業についてもどう考えていくのかということで、３月に策定するというふうに

考えております将来方向につきましても、それらの考え方を盛り込んでつくっていこうで
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はないかと思っているところでございます。 

 次が、「食品産業の目指すべき方向」ということでございます。趣旨のところで、方向

性とそれから目的を共有しながら、それぞれの関係者が役割分担を進めていくべきではな

いかということで、この将来方向をまとめさせていただいております。目指すべき方向と

いうことで、幾つか夏のヒアリング等を踏まえまして書かせていただいております。 

 まず、大前提ということでございまして、食品産業事業者の経営体質強化を通じて、全

体として事業活動の持続性を高めていくということでございます。 

 ２番目が、現在顕在化しつつある国内市場の量的な縮小局面における課題に対応するた

めには、国内外の新たな需要の開拓に向けた創意工夫が必要であるということ。それから

２番目といたしまして体質強化等による企業の構造改革、それから、さらには必要に応じ

て産業全体の構造改革を進めていくことが必要だということでございます。各事業者は戦

略を明確にして、これらの課題に取り組むことが重要という基本的な認識を書かせていた

だいております。 

 具体的にはということで、需要開拓の観点につきましては、国内市場をきちんととらえ

消費者の需要に合ったものをつくっていくということ、それから海外市場を開拓していく

ということ、この２つではないか。 

 ２番目、企業の体質強化の観点では、ＩＴ技術等を活用した生産や物流体制の見直しに

よる効率化、競争優位な分野への重点化と競争劣位の分野から撤退をするという選択と集

中、それから企業結合、企業間連携といったものによる企業の規模の拡大を目指すという

こと。 

 それから、企業の戦略を明確化する際に着目すべき共通の視座ということで、これから

食品産業が戦略を描くに当たって特に注目すべき観点ということで、３つ書かせていただ

いております。 

 ライフスタイル起点ということで、消費者に対してさらにどういう訴求力を高めていく

か、付加価値・サービスを開発していくかという関係。それから、２番目は地域起点とい

うことでございまして、地域の関係者と連携をしながら、地元の農産物、それから地元の

歴史を生かした研究開発、マーケティングを行っていくということ。それから、３番目が

国際起点、グローバル化ということでございまして、国内外での合併・買収、いろいろな

活動をして収益性が高く効率のよい経営を実現していくということが、３つ方向性として

あるのではないかということで、提案をさせていただいております。 
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 それから、 後が食品産業全体の産業構造でございます。これは、日本の食品産業は今

申し上げましたけれども、食品産業といっても統計がありますのは製造業でございますの

で、製造業を典型にとりまして、各地域の産業構造を若干ご説明させていただきたいと思

います。 

 日本の食品製造業は産業規模にいたしますと35.2兆円でございまして、企業数は約５万

3,000事業所ということになっております。大企業の比率が0.9％、0.9％の大企業が

51.8％ですが、過半以上を生産しているという状況でございます。 

 他方、ＥＵでございます。ＥＵは産業規模にいたしますと日本で約110兆円ということ

になりまして、ＥＵ 大のいわゆる２次産業と言われております。企業数は31万事業所と

いうことで非常に多くございまして、ここにおきましても大企業比率は0.9％と統計上見

られております。中小企業の定義は若干違いますけれども、ＥＵのほうは中小企業の範囲

が狭いということでございます。この0.9％の大企業は52.3％の出荷をしているというこ

とでございまして、大きな規模の違いはございますけれども、大企業と中小企業の比率は

日本とほとんど同じということでございます。 

 他方、アメリカでございますけれども、これは大体42.5兆円が産業規模と言われており

まして、企業数はアメリカにまいりますと少なくなっていまして２万6,000ぐらいで、企

業数は少なくなっておりますけれども、ここでも大企業の比率は１％以下ということでご

ざいます。 

 食品産業、この将来方向でも書かせていただきましたけれども、やはり食の多様性とい

うことが非常に重要といいますか、国民から要望されているということでございまして、

この３つの地域をとりましても、やはり中小企業の比率というのは高く、それがある面で

農林水産業との結びつきを維持しながら、次に進んでいく道ではないかと思っているとこ

ろであります。 

 そういうことで、我が国の目指す方向性ということで書かせていただきました。１つは

①ということでございまして、企業結合や企業間連携を進めて、グローバル企業の一翼を

担う企業が形成をされていくことと並びまして、我が国の多様な農林水産物や食文化を背

景とする独創的な食品やサービスを生み出すということで、中小企業がきちんと活動して

いるという状況が国民にとりましてもよい状況ではないかということで、産業構造といた

しましては、そのような方向を目指すべきではないかということで提案をさせていただい

ております。 
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 それから、このような産業構造を生み出すために共通目標を設定いたしまして、関係者

の役割分担をしながら協働していこうということで、３ページの上から記述をさせていた

だいております。 

 個別の食品産業事業者の自助努力のみでは十分ではなく、生産から消費までのフードチ

ェーンの幅広い関係者が行政とともに目指すべき目標を共有しながら、官民が適切に役割

分担をして取り組んでいくことが必要である。さらには、行政も含めた関係者が連携しな

がら協働した取組を推進していくということで、目標の設定とともに、それぞれの役割に

ついて簡単に記述をさせていただいております。 

 2020年までに実現すべき共通の目標ということで提示をさせていただいています。 

 これはまず、なぜ2020年なのかというふうに申し上げますと、新成長戦略、政府として

の全体目標設定が2020年であるということで、食品産業につきましてもこの2020年という

のを当面目標に考えていったらどうかということでございます。 

 考えておりますのは３つでございまして、１つは、全体的な産業の規模でございます。

国民の飲食料の 終消費額及び食品産業の国内生産額というもの。それから、先ほど申し

ました地域起点あるいはグローバル起点につきまして考えられる手法ということで、２番

目、３番目を挙げさせていただいております。具体的にはということで、別紙で用意をさ

せていただきましたので、そこをご覧いただきたいと思います。 

 １番目が「国内市場の拡大」ということで、全体的な産業のいわゆるマクロの目標とい

うことで考えさせていただいております。これは今、低下傾向にある国内の飲食料の 終

消費額は73.6兆円ということで、平成17年の数字でございますけれども、５年前の平成12

年に比べますと約９兆円減少しているという状況がございます。これをやはり下げ止め、

さらには実質経済成長率を見込んだ数字として、やはり上昇させていくということが食品

産業全体の活性化に結びつくのではないかと考えております。 

 そういう観点から、下に書いてございます枠の中で計算をいたしますと、ＧＤＰの成長

に寄与するという観点からいたしますと、これを74兆円強、それから実際の産業の活動、

83兆円と申しますのは中間の加工物、それから輸出等を含めますと下にございますが、国

内生産額という数字になります。その実際の産業活動をベースにいたしますと、今82兆円

ということでございますけれども、それを83兆円以上に持っていくのが、新成長戦略の枠

組の中での食品産業の目指すべき数字ではないかというふうに考えているところでござい

ます。 
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 次、２ページにまいりまして、食品産業が参画いたしました６次産業化の取組でござい

ます。これは地域起点と特に関係をいたしますけれども、地域の農産物を使った活動、そ

れから農業参入をする数、そういうものを合わせまして地域との連携による食品産業の優

良事例というのを年間100件ぐらいつくっていきたいという目標を提示させていただいて

おります。 

 それから、３番目が「アジアにおける食品製造業の海外進出の拡大」でございます。こ

れは本来、食品産業全体での数字がとれればいいのでございますけれども、残念ながら統

計上、製造業の売り上げの数字しかないということで、ここでは製造業だけを目標に設定

をさせていただいております。今、アジアでの製造業の売り上げがちょうど1.1兆円とい

うことでございまして、2000年には0.4兆円でございましたが、それが非常な勢いで伸び

しているということでございます。これを今後2020年までには、2008年に対比いたしまし

て10億人以上増えると言われておりますアジアの中・高所得者層に対する販売、市場シェ

アを拡大するということで、２兆円規模に上げていくというのを目標として考えてはどう

かということで、本日のご議論に供したいというふうに思っていたところでございます。 

 それから、恐縮でございますが、たたき台の３ページ目のほうにお戻りいただきたいと

思います。このような目標を設定するために、それぞれの関係者が役割を果たしていこう

ということで書かせていただいておりまして、まずは食品事業者でございます。 

 基本的な食品事業者につきましては、安全性の向上を当然大前提ということでございま

すけれども、先ほど申し上げました社会的使命を意識しながら、戦略的な事業展開をして

いくということでございます。 

 それから、フードチェーンの関係者ということで、業界団体、農林漁業者、関係事業者、

消費者という形で簡単に書かせていただいております。業界団体につきましては、個別企

業では限界があるもの、例えば共同購入でありますとか、食育の問題でありますとか、そ

ういう問題について複数の企業が共同で取り組むことが有効ではないかということでござ

います。 

 それから、農林漁業者につきましては、加工、それから外食といった食の外部化が進ん

でいる中、それに向けた生産体制、あるいは６次産業化の取組に当たりましても、食品事

業者と連携し、そのノウハウを活用していくということが必要ではないかということでご

ざいます。 

 それから、食の分野、新しいビジネスも起きてきております。そういう中、周辺関連事
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業者と連携をして新しいビジネスをつくっていく。特に供給の分野ではまだ新しい可能性、

供給あるいは調理方法の分野で新しい可能性が残されているということでございまして、

このようなビジネスの開拓が必要ではないかということでございます。 

 消費者につきましては、食に対する理解を増進していく、それからバランスのよい食事、

食品ロスの削減といった消費面での工夫というのが、もう少しできるのではないかと考え

ております。 

 「協働」ということで掲げてございますけれども、これらの問題を解決するときに、や

はり課題から解決、それからさらにそれを改善していくという手法につきまして、多様な

関係者がともに手を携えながら、いろんな形で取り組んでいくという枠組みが必要ではな

いかと考えております。案件に応じてはということで書いてありますけれども、なかなか

利害関係者の意見が一致しない場合につきまして、政府が運営にかかわる場を設定しなが

ら、そういうものを発展させていくという共通のプラットホームを作成していくというの

が、政府のこれからの大きな役割ではないかというふうに考えているところでございます。 

 ３枚目の下では、「政府の役割」ということで簡単にまとめさせていただいております。

基本的には８月にまとめました基本フレームの２ページ目の真ん中の欄のところを書かせ

ていただいているということでございまして、政府は目標の実現に向けて企業が主体性と

創意工夫が発揮できるよう、制度面からの共通インフラの整備を行い、企業活動を側面か

ら支援をしていくということでございます。 

 このような考え方に基づき、１番目は、非関税障壁を含みます国境措置など、国家間の

取り決めが必要となる事項。２番目は、取引慣行、知的財産、競争政策、構造政策といっ

た企業の創意工夫が円滑に発揮できるような環境を整備していくこと。 

 それから、４ページをおめくりいただきまして、外部不経済など市場の失敗を招く事態

の対応ということで、地球環境問題、それから基盤技術、食の安全あるいは食育といった

ものにつきまして官民協働の枠組みを活用しながら、食品産業事業者、それから消費者等

を巻き込んだ運動を起こしていく。それから、もう一つは、投資促進、資金の調達といっ

たリスクを軽減する仕組みを構築していくというのが国の役目ではないかということで、

整理をさせていただいているところでございます。 

 以上、事務局からの説明を終わらせていただきます。 

○山口部会長 それでは、続きまして意見交換に入りたいと思います。 

 今、事務局からご提示いただいたたたき台、さまざまな論点が含まれておりますけれど
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も、どなたでも結構でありますので、資料の説明に対するご意見、ご質問も含めて、１人

５分程度で頂戴できればと思うのですが、広くご発言いただきたいと思います。 

 どうぞ。 

○西委員 ２点質問があるのですが、「2020年までに実現すべき共通の目標」のところ

に、食品産業としては金額の目標というのがかなり設定されていると思うのですが、食料

自給率設定については食品産業としてはどう考えられておられるのかというのが１個の質

問としてございます。なぜそういうことを言うのかというと、恐らく食品産業として、国

内の食料として考えるのであれば、非常にこの金額というのは一つの指標になっていくと

思うのですが、農業全体というふうなことを考えたときに、恐らくこの目標設定値だと国

内の中小規模の農家さんですとかというのはなかなかうまくいかないという現状が恐らく。

なかなか今のこの役割とかを見ていると、消費者自身の味覚を損ねてしまうようなことと

いうのは結構書かれていて、例えば消費者の方々が例えば土にさわる機会をもうちょっと

増やすとか、国内で食品流通の中でいかにそのトレーサビリティがとれているのかという

ところをきっちりと書いていくというよう目標があってもいいのではないかなというふう

に思ったのが１点です。 

 やはり今回のＴＰＰの問題に関してですが、一番私が怖いと思っているのは、消費者が

無知になってしまって味がわからなくなってしまうこと。今の農家さんは消費者のおいし

いという声でほとんど頑張っているというのが現状で、もうかるからやっているという

方々はほとんどいないというふうに思っていますので、その消費者のありがとうが聞ける

ような形の食品産業の構造にするべきではないかというのが１つと、では消費者の意識が

上がってきたときにライフスタイル起点ということがあったと思うのですが、ここの文章

の一文だけを読むと、業者側から消費者側に対して何かを働きかけるというような内容に

なっていると思うのですが、恐らくライフスタイル起点にするのであれば、消費者がもっ

と知識をつけて自分たちの選択の余地を持つ必要があると思うので、食育ではないかもし

れないですが、農業教育のようなものも食品産業としてもやっていくべきではないかなと

いうふうに、私は感じているのです。 

 したがって、言いたかったことは、消費者の方々に対しても何か食品産業として取り組

んでいくような指標と具体的な行動目標というのがあればいいんではないかというふうに

私は思っています。 

○山口部会長 事務局のほうから国外市場の開拓についての目標値、基本目標があったわ
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けですが、その目標についての多分しっかりした理解をするためのご説明と、それから、

その大目標の中身としての要因別といいましょうか、そういう目標設定も必要なのではな

いか、それを考える時点で特に消費者意識、特に生産部門に対する消費者の意識を念頭に

置いたような要因、目標設定が要るのではないかというご質問というか、ご意見だと思い

ます。 

 事務局、ご説明をお願いします。 

○新井食品産業企画課長 今いただきましたのは、ご質問というよりはご意見ではないか

というふうに思っておりまして、ここの中でそれぞれの役割だということで、３ページに

消費者の役割、それから生産者の役割ということで書かせていただきました。それから、

地域起点とか地域の農林水産業との関係におきましては、先ほどありましたけれども、目

標の２というところで、地域と取り組んだ優良事例あるいは農業参入のものを年100件以

上ということで提示をさせていただきました。 

 今お話のありましたとおり、食品産業の方も、いわゆる食育という言い方がいいのかど

うかわかりませんけれども、生産者の方との取組、それから消費者への具体的な働きかけ

という動きが非常に多くなっております。いろんな食品活動もございますし、工場見学等

を通しまして、どういうふうに食ができているのかということを消費者に広く開示してい

る企業というのは非常にふえております。それは大企業のみならず中小企業でも、やはり

地域の方との連携の動きというのは大きくなっておりまして、そのことにつきまして非常

に重要だという認識は共有しております。それが目標として設定できるのかどうかという

ことは、皆様のご意見を頂戴しながら、事務局としても考えさせていただきたいところか

なと思っているところでございます。 

○髙橋総合食料局長 ちょっと補足させていただきます。 

 西委員の今の企業の食品産業の目標として、もう少し大きな枠組みの中に考えられな

いかという。何点か例示もされたのですけれども、まず自給率につきましては、これは産

業別自給率ということではなくて、その食品、食料としての自給率目標というのは、これ

は既に50％という形で、食料・農業・農村基本計画の中で大目標が立てられております。

したがって、カロリーベースあるいは金額ベース、両方ありますけれども、ここのところ

は既に前提として大きな枠組みがあって、その中で当然、消費者に対して農産物が直接届

くのもあれば、加工・流通の過程を経ていくのもあるわけですけれども、食品産業であれ

結果としての食料自給率に資していくというのは基本でありますから、ここのところはま
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ず１つあると思っています。 

 それから、実はこれも後でちょっときちんと事務的にまとめましてお出しする必要があ

ると思いますけれども、食育でありますとか、あるいは消費者、これも食に関連して食育

基本法の中で消費者に対してどのような目標設定をしていくのかというのが基本計画の中

にございますし、また、消費者のほうの観点、これは消費者部門の中の食ですけれども、

消費者基本計画の中でこれも大きな枠組みとして出てきております。これは安全の問題と

かも含めてなんです。 

 ですから、そういうような今回、食品産業をめぐりますさまざまな行政的な枠組みがあ

るのですけれども、既にある枠組みの中で、実は産業政策的な部門を切取り、新成長戦略

みたいに、我が国の国内産業全体の方向性の中で食品産業をどのように見ていくのか。食

品産業自身については食への提供者であると同時に、地域経済の雇用の場の設定者であり、

我が国の経済成長を牽引していくという、この大きな３つの役割がございますので、１番、

産業に特化した部分が実はある意味切り出されていないという部分があったと思うのです。

消費者対策の中の食とか、食育も食そのものですから、あるいは自給率もそのものでござ

いますので、これは従来から切り取って大きな目標として掲げてきたのですが、産業政策

としての切り取りの中で、この食品産業というところに今回視点を当てる。 

 ですから、西委員が言われたような幾つかの対策は、これは前提としてまずあるとい

うことが１点だろうと思っております。 

○山口部会長 私も食育の関連で別の委員会に参加をしているのですけれども、そちらの

ほうでは今お話しになったうちの幾つかの資料、つまり消費者がそういった食全般、ある

いは食のうちの特にそういう農産生産部門、そういうところへの理解度をどう上げていく

かなんていう指標は、その中でやはり議論されたりもしています。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○大野委員 今回の食品産業の将来方向のそのものについての論点とか方向性は概ね理解

できましたが、せっかくの機会ですので、青果卸売会社の立場で申し上げると、食品産業

の役割、そして食品産業が国民の食生活、あるいは我が国の農林漁業の健全な発展に重要

な役割を果たしているということは、我々業界も明確に認識しているところでございます。

その中で今、安全な食物を安定的に供給するという立場にある青果卸売市場は生鮮青果物

を食卓に届けるという役割として考えておられる人が一般国民の中に多いと思います。そ

の中で市場関係者の中でも食品産業の方々が卸売市場のお客様と捉えていない業者が、私
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ども業界の中にもいますが、これまでの卸売市場業務の中で食品産業向けのウエイトが小

さかったことも、私ども青果業界では事実と思います。 

 しかしながら、国民の食生活が多様化する中で、国産青果物を国民の食生活に提供して

いくことを使命としている青果卸売市場としては、食品産業の方が重要なお客様と、今後

考えていかなければならないと十分理解しているところでございます。そういう中で、食

品産業向けに利便性の高いものを提供できる業務改善に今、卸売業界も取り組んでおりま

す。 

 そういう中でお話ししたいのは、卸売市場の役割として需給のバランスを保つ役割があ

りますが、その需給関係で、市場価格で形成されており、これは消費者の方々には価格の

透明性を確保する重要な仕組みになっているわけですが、食品産業の方々にとっては不安

定で原価コストをはかり難いものとして、卸売市場を敬遠するような理由になっていない

かと、私どもは考えているところも一部ございます。 

 そういう中で、今の卸売市場では全体的に契約取引と、一定期間の包括的な取引が行わ

れるような仕組みがございます。これを活用することで食品産業の方々にも安心してお付

き合いいただけるものではないかと考えております。そういう中で、もう一つは一番心配

なところでございますが、卸売市場はコールドチェーンが途切れるのではないかと。確か

にまだこれまで十分という状況ではございませんが、各市場とも急速にその整備を進めて

おりますから、食品産業の方々にも不安を抱かれるような状況にないと考えています。ぜ

ひこれは理解していただきながら、私ども産業部会の中でもそういう問題を話し合ってお

ります。 

 また、食品産業の方々が希望される大ロットの要請が増える中、産地も大型化しており

ます。そういう中で業務用を意識した生産をしてきているという産地が多くなっておりま

す。そういう中で、１つの産地で対応できる部分もありますが、卸売市場には複数の産地

が出荷しておりますので、周年にわたり量的・質的品ぞろえも可能であると思います。そ

れと、卸売市場としては、食品産業の方々は主要なお客様ととらえて、私どもはその体制

づくりに努めているところでございますので、ほかの流通ルートと比べて次のようなメリ

ットがあるということを、ぜひご理解いただきたいと思います。 

 青果卸売市場は日々産地と情報交換をしており、食品産業の方々の事業のヒントになる

のではないかとも考えております。卸売会社に情報を求めていただければ迅速に情報収集

する体制になっております。青果卸売市場は全国に配置されており、近年はその総合力発
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揮を目指しております。そういう中で卸売市場間のネットワークをつくっており、これを

活用することで物量、品質、時期の注文にも応え得るのではないかと考えております。 

 それと、今後重要になる６次産業化の推進においても、産地と食品企業のマッチングの

支援、流通ルートとしての機能高度化を発揮する役割も私どもは担えるのではないかと、

協調していただける青果物の流通ルートとして、食品産業に役立つことで、基幹的な役割

を担っていけるものとして、あえてここで卸売市場にそういう期待をしていただきたいと

思います。 

 以上です。 

○山口部会長 ありがとうございます。卸しの立場から食品産業に対して、いわば原料供

給についてのその価格なり、質なり、あるいは物量の安定化なり、そういうことについて

十分に機能できるというご意見を頂戴したというふうに思います。 

 ほかにいかがでしょうか。先ほど山根委員ですが、どうぞ。 

○山根委員 恐れ入ります。まず、今ごろお伺いするのもあれかもしれないのですけれど

も、食品産業ということですから、これは大企業のみならず食品関係の産業事業者すべて

を含めてということでよろしいわけですよね。それをまず再確認したいと思います。 

 文章の中に、事業者であるとか企業であるとか、改めて中小企業とか、いろいろな言葉

が出てきたので、ちょっとわかりづらくなるときがございまして、ちょっとしっかり読ん

で確認したいというふうに思っているところです。 

 それと、順を追って気がつくところを述べたいと思いますけれども、まず１ページの

「食品産業をめぐる状況変化」のところですけれども、これは現状を示しているところだ

と思うのですが、規制緩和によって大きな店舗が、大企業が地域に店舗を展開して、それ

によって小さな家族経営のものが廃業に追い込まれてシャッター通りができたという現状

があると思っています。それによって高齢者に買い物難民のようなものができたり、地域

経済が衰退をしたりという現状があると思いますが、そのあたりが文章から読み取れるの

かなという気がしました。 

 それに対応するものとして、 近ネットスーパーというか、宅配なども大変進んでいる

と思いますけれども、なかなかそれもネットを使えない高齢者にはどうなのかという問題

でしたり、高齢社会の実態にきちんと対応できていないという現状があると思っています。

そのあたりも解決していくべき問題だろうと思っています。 

 それから、２ページ目でライフスタイル（消費者）起点、これはこういった発想は今と
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ても必要なものだというふうに思っています。消費者のニーズは本当に多様ですけれども、

なかなかそのニーズにまだ対応し切れていない部分がたくさんあるのだろうと思います。

例えば、これだけ経済的にも厳しい中でもデパ地下の惣菜など、大流行して売れている、

そういった原因は何なのか。あと、よくテレビなどでもＢ級グルメの選手権など、あるい

は駅弁祭りであったり、ラーメン店の行列であったり、食品事業者の発想の切替えですと

か、新しい付加価値などでこれからも進んでいくところはたくさんあるというふうに思っ

ています。楽しさであったり、お得感であったり、高級感であったり、体にいいとか、環

境にいいものを買うということの満足感であったり、いろいろな付加価値というか、新し

い視点があると思いますので、調査・研究が進むとよいというふうに思っています。 

 それから、地域起点ですけれども、これも大変な重要な視点で、まだまだ例えば地域の

女性たちが創意工夫を凝らしたり、また伝統的なものを使っていろいろ努力してつくって

いるもの、たくさんそういった技術や製品も埋もれていると思いますので、そういったも

のの発掘などを積極的にやられるべきだというふうに思っています。 

 それから、３ページの消費者の役割として、理解の増進ということが出ていますけれど

も、正しく理解をするためには正しい情報というのが必ず必要になってくることだと思い

ます。なかなか情報が溢れている中で選び切れないという現実がありますので、そういっ

た現状から結局、産地だけに注目したり、消費期限とかブランド名だけを見たりというこ

とも出てくるので、そのあたりマスコミの情報のあり方とか、あとメーカーのＣＭとか、

表示のいろんなあり方を考えていくべきだと思っています。 

 それから、 後に４ページ目の技術革新と消費者理解との調和というところですけれど

も、これはちょっと難しい言葉で一瞬どういう意味かなと思ったのですけれども、恐らく

遺伝子組換えですとか、食品添加物ですとか、放射線の照射とか、クローンとか、そうい

った新しい技術に関して正しく消費者が理解して調和をしていくというような意味かと思

いました。ここでもやはり情報のあり方とか、コミュニケーションのあり方が十分かどう

かを検証していく必要があるわけで、ただし、十分なリスク評価とか理解の共有が図られ

たとしても、それで安全だというふうに結論づけられたとしても、それでも安心かどうか

を判断して選択するのは、消費者一人一人の判断ですので、その選択する権利を守るため

にはやはり選別するためのきちんとした表示であるとか、情報というのが必要になってく

るというふうに思っています。 

 以上です。 
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○山口部会長 ありがとうございました。 

 冒頭のお話は食品産業の中のプレーヤーに関して、大企業と中企業その他もろもろの言

葉が使われておりましたが、いわばそれの定義づけをしっかりしてほしいというご指摘か

というふうに思います。 

 それから、小売り段階における変化、買い物弱者に関連してご指摘が出ましたけれども、

この辺はもう少し記述が必要なのではないかというふうなご意見だったかと思います。 

 それから、地域視点あるいは消費者の役割に関して、あるいは 後のその技術革新なの

ですが、いずれについても特にその情報がしっかりと消費者に伝わるような伝え方が大事

で、そういう意味ではメーカーのコマーシャルなり、あるいはメディアのあり方というこ

とも着眼する必要があるというご指摘かと思います。 

 それから、技術革新の 後の部分は、新しいそういった食品の技術、これは食資源の確

保等からも非常に必要だというふうに思いますが、その科学的な安全性の確認プラスどこ

までその安心を、消費者の方に安心感を持っていただけるような、やはりこれまた情報伝

達ができる場所の重要性をご指摘いただいたかというふうに思っています。 

 ほかにいかかがでしょうか。 

○根本委員 それでは、まず数値目標についてなのですけれども、低下傾向にある国内の

飲食料の 終消費額と食品産業の国内生産額について実質成長率を１から1.5％見込み、

伸びてゆくと見るのは、やはり無理ではないかという感じが正直言っていたすわけです。

低下傾向にあったわけですから。そして食料消費は結局のところ人口減少、特に生産年齢

人口の減少によってほとんど説明されてしまうという感じをもっております。 

 下の点線で囲った枠にある農林水産政策研究所の予測も、興味を持って読ませていただ

きました。この予測は、2005年を基準年にして、2025年までの予測値を家計調査、全国消

費実態調査をベースに出しているわけですが、その20年間に人口が6.7％減る中で、食料

消費は1.9％しか減らないという予測です。ただこの予測は１人当たりＧＤＰが 初の10

年間は1.6％伸びて、後の10年間は1.5％伸びることを前提にしています。それくらいは

低限伸ばしたいのはやまやまですが、予測としては、もう少し保守的な立場に立つことも

必要ではないかとも考えるわけです。 

 もちろん、希望なきシナリオは描けないと思います。しかしシナリオのエッジを効かし

ていくためにも、その目標には、シビアな部分も入れておいた方がいいだろと思うわけで

す。これまで傾向的にも下がってきてしまったものが、将来はどうなるかということにつ
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いて、多分３つぐらいは目標値というか、予測値をもっておくことが必要だと思います。

減少傾向が続いたらどうなるのか。これすら実は相当希望的なシナリオだとも考えないと

ならないと思うのですが、フラットにできたらどうなるのだろうか。さらに相当な努力の

結果到達できるといった非常に高いハードルを越えるシナリオといったような具合に、３

つぐらい持っておかないと、危ない感じがいたします。個人的には、日本の食品製造業な

り、卸売業なり、小売業なりが、このままでもつかというのが正直なところでありまして、

予測数字の問題というのを、もう少しシビアに出すべきであろうとういふうに考えます。

少なくとも実成長率をプラスで見込んだだけの予測を１本で出すだけだと、場合によって

はミスリードになりはしないかとも思うわけです。 

 そしてたたき台も全体としてはよく出ていると思うのですが、危機を克服するという感

じのシナリオの強さがもう一つ出てきていないような気がいたします。例えば、資料１の

たたき台の一番下のところで、その需給ギャップがあるというわけです。ということは非

常に厳しい状況にあるわけですが、さらにその次に食品の安全性と品質に対する消費者の

関心が高い状態は継続とある。これも非常に厳しい状況に実はあるということですよね。

このようなところからしても、危機を乗り越えていくためのシナリオを出していきたいわ

けです。今までどおりやっていて、革新しない事業者が徐々に競争に敗れていく状況は想

定せざるを得ないでしょう。そこまでも護送船団ふうに持っていくことが、この国全体に

とっていいことだと、あるいは続けていけることだとはなかなか考えにくくなっていると

いったことは、示していきたい気もいたします。 

 他方、例えば食品産業の 終段階については、今まで人々が買いに来て持って帰って料

理をつくるということを基本にしている部分が大きいわけですが、高齢化が進み、お店に

来られない人たち、場合によっては料理が自分ではできない人たちが出てくるようなこと

も想定して、食品産業の一角が食品・食事の提供サービス産業化していくといったような

ことは、どうしても考えていかないとならないわけです。そういう要請にこたえるような

新たなセクターの成長を促していきたい。 

 新成長政略ということから、成長しないといけないと思いますが、全員のハッピーな成

長というのは考えにくく、次の時代に対応するための新たなセクターを成長させるという

ことを、一つ目標に置きたいというふうにも考えるわけであります。2010年代が検討する

期間だと思いますが、10年代前半は団塊の世代がリタイアしていきますから、小売業など

はこの人たちの家庭需要をとることで何とかなってくる部分があるかも知れない。ただ、
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後半は後期高齢者しか増えない相当ディープな高齢化社会がやってきますから、そのとき

には、自分でお店に行ったり料理ができなくなってくる人たちが猛烈に増えてくるという

ことを前提に、食品産業の少なくとも一角の組替えをしていかないといけないだろうと思

うわけです。 

 そのときに国に非常に大きく期待するのか、補助金を前提にやっていくのか、それとも

事業として成り立たせることを考えるのか。新しいサービスが要るとすれば、新たなコス

トの追加が必要になってきます。そのサービス、コストについてはやはり事業者が工夫を

重ねて転嫁できる仕組みをつくらないとならない。他方、消費者もそれを一定程度負担す

るのだということでやっていかないと、世の中が回らなくなってくる。商品をスーパーマ

ーケットでピッキングして運んでくれて、今までと同じ値段で買いたいということは、ス

ーパーマーケットで働く人、運ぶ人の人件費、配送費をゼロにしてやれということになる。

これは到底無理なわけです。やはり一定のコスト負担というのを消費者側も考えるべきで、

その転嫁が適正に起こるような環境づくりもしていかないといけないだろうとも思うわけ

です。 

 あるいはそのサービスの中に、安全とか品質があって、これらも極めて重要で、何とか

この国として確保してはいきたいわけです。ただ、それにも無視できないコストが、制約

条件としてかかってくる。それらを含めて新しい国民的な合意をつくっていかないといけ

ない。それも相当厳しい状況に向けてつくってかないといけないというふうに考えており

ます。 

 そういう点から、数値目標については、複数想定した上で、危機を克服するという強さ

をもった一種の危機シナリオをつくった方がいいのではないか、またそうすべきところに

あるというふうに考えている次第です。 

○山口部会長 ありがとうございます。非常に本質的な問題提起が、まとめますと２点あ

ったと思います。 

 １点は数値目標を３つ掲げられていますが、そのうちの１つの総額83兆円、成長率１か

ら1.5％という部分についての疑問提示、楽観的過ぎるのではないかという疑問提示があ

りました。２点目はそれと連動するわけですが、今、日本の食品産業全体が遭遇している

危機というものを、もう少ししっかりとらえて、その危機を克服するための視点というの

が必要で、それを越えて成長戦略あるいは国民全体の合意というものを得るためには、政

府サイドのサポートするための政策が必要なのではないか。大きくこの２点だというふう
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に思います。事務局からここまでの検討経緯、それからこれからのその辺の問題について、

ご説明をいただきます。 

○新井食品産業企画課長 大変本質的な意見をいただきありがとうございました。 

 まず、国内市場の拡大の目標でございます。これは冒頭ご説明いたしましたけれども、

一番高位といったら変ですけれども、高い目標をここで掲げさせていただいております。

今まで低下傾向にあったものが、今後の経済成長率に伴ってリバウンドすると。委員がお

っしゃいましたとおり、食品産業、国内の人口、それから高齢化、さらには国民の摂取カ

ロリーといった、高齢化と摂取カロリーはほぼイコールかもしれませんけれども、大きく

国内の人口、それから高齢化に大きく左右されるということはそのとおりでございます。 

 人口を見ていただきますと、これから大体、毎年2020年まで4.4％削減をするというこ

とになっておりまして、今まで国民の胃袋も実は摂取カロリーの 盛期が1995年でござい

ますけれども、それから既に2008年まで8.6％ということで、摂取カロリー自体も相当減

っているということでございます。 

 さはさりながら、その摂取カロリーの割合ほどには実は国内生産額は減っていなという

ことも事実でございまして、やはり食の高度化の形で付加価値をつけて消費者に提供する

ということで、産業規模は実は胃袋とは比例をしていないというような状況にあると思い

ます。 

 先ほどお話ししました政策研の調査は、さらにそれに加えまして、今後の効果とかいろ

いろなものを分析いたしまして、高齢者のほうがエンゲル係数が高く、食の消費割合も高

いということを念頭におきまして、このような試算を出しているということでございます。 

 目標として設定するときどういう目標値がいいのかという、これは皆様委員にもご議論

いただきたいのですけれども、そういう目標がいいのか、まさに人口でも高位推計・中位

推計・低位推計という３つのものを出しておりまして、幅がある目標を提示しているとい

うのがございます。新成長戦略のほうではほかの産業もそうなのですけれども、これは高

いものを１本で提示をするというような形で、それに向けて引っ張っていくという形をと

っています。そういう中、どういうものを目標として掲げていけばいいのかというのは、

ご議論いただいた中で私ども考えていきたいなというふうに思っております。これはまさ

に高い目標であるということは、委員ご指摘のとおりでございます。 

 それから、そういう中でも、今申し上げましたけど人口とか胃袋の量ほどには落ちてい

ないというのは、やっぱりそこで新しいビジネスができているからだと思っております。
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食品自体の付加価値を高めるということとともに、先ほど山根委員からありましたけれど

も、消費者にどうやって届けていくかということで、新しい宅配でありますとか、今、移

動販売車みたいなものも始まっています。おっしゃるとおり、そこに行きますとやはり価

格は若干高くなっているのが事実でございます。サービスを付加価値として消費者にまさ

に受け入れていただかないといけないということも事実でございまして、そういうものを

含めながら消費者の選択をふやしながら、新しいサービスを産業としては付加価値として

とらえていってはどうかと、それによって高位の目標を設定していってはどうかというの

が事務局の考え方でございまして、今までのままでトレンドとすればどうなるか、それか

ら、持ち上げたらどうなるかということで、いろんな数字は事務局としては計算できるこ

とはできますけれども、目標としてどう考えるかということは、委員のさらにご意見をい

ただければありがたいなと思っております。 

○髙橋総合食料局長 根本委員がおっしゃられた点ですけれども、今ちょっと自己紹介み

たいなことも言及いたしましたけれども、要は見通しとそれから目標というのを組んでい

ます。ですから、見通し自体をきちんと上位、下位、中位、あるいは危機的なもの、回避

目標についてみたいな形でやっていくことが非常に重要ですから、その辺のところについ

て、もう少し私どももこの目標数値を一応例としてご提言させていただいておりますけれ

ども、これは非常に全般的に厳しいと言われている中で、こういったものができないかと

いう若干思いもあって、これを提出されていただいていますが、今申し上げた幾つかの、

それは目標にするのか、推定にするのか、あるいは先ほどやったように回避すべき目標と

言えばまた同じことだと思いますけれども、そういったところについては、議論をさせて

いただきたいと思っています。 

 それから、あとは若干平板にしているつもりはなかったのですが、やはり新たなビジネ

スではそのエッジを効かせてどのように克服をしていくのか、その方向性についてという

認識は持っております。何となく平板に書き込んでしまったが故に、フードデザートの話

にしましても、さらっと書いておりますが、そこのところの意識は既存の業態の変革と、

今のままでいいというふうにはだれも思っておりませんので、その辺のところもきちんと、

もう少し丁寧に議論をいただければと思っております。 

○山口部会長 ちょっと議長役から一委員として、私も今のご指摘には非常に理解できる

ところが多いというふうに思っております。 

 例えば１点目の数値目標、この83兆というのを設定する際に、今日、事務局からいただ
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いた棒グラフがありますけれども、つまりマーケットの中をどういうふうに一番基本軸で

分けるのがいいのかと。その軸で分けたらば、そのそれぞれのパーツについてこういう予

測なりをする。したがって、こういう全体で足し算する、差し上げれば数値が可能ではな

いかという、そういうものがもう少しできると、それぞれ関係の人が腹に入るということ

ではないかというふうに思います。 

 それがもしできれば、当然そのそれぞれの軸に対して、いわば民間のプレーヤーベース

だけでそれがやり切れるとは言い切れなくて、そこに政策的なサポートが必要であれば、

それが加わっていくというようなことが必要なのではないかというふうに私も思っており

ます。 

 新浪委員が来られましたが、ご出席の時間は限られているということですので、ここで

新浪委員さんのほうからご意見を頂戴したいと思います。 

○新浪委員 社用のため遅参し、また途中での退席、申し訳ございません。 

 私の問題意識としましては、食品産業が目指すべき方向性は、この中でも特にグローバ

ル化というところが大変重要だなということが一つ、そして、もっと詳しく考えていかな

ければいけないのかなというのが一つです。それについて後ほどお話しいたします。 

 他に、医食同源を考えていかないといけないと思います。この高齢化に向けて食品産業

においては大変苦戦をしていると感じております。高齢化に向けての対応、これは実はグ

ローバル化にも通じまして、例えば隣の国の中国は10年したらどういう問題が起こってく

るかということを考えますと、マーケットも大変あるという中で、医食同源的な発想、こ

れが高齢化対応できていないということです。どうしたら良いかという問題点です。 

 それと、もう一つが、この国際化の中にあって、一方で今後、大変厳しいなと思ってお

りますことは、私たち小売業からの立場で申し上げますと、メーカーさんは買い負けして

しまうのではないかということです。新興国の人口は1.5％とか1.3％増えている中で、こ

れが例えば２桁成長するとなるとどれだけ購買力が増えてくるか。そうなりますと原料が

買えなくなってしまうのではないかと。いわゆる国内の産業としてどう生きていくかとい

う、国内マーケットだけを見るよりも、もうグローバルに全体を見ていかないと大変なこ

とが起こってくるのではないかと感じております。ＴＰＰ等のこともあわせて考えなけれ

ばいけないことではありますが、視点をもっとグローバルに捉え、食品産業が生きていか

れる道を考えなければならないのではないかと思います。 

 例えばダノン社やネスレ社といった国際企業がアジアに行くと大変商品を並べておりま
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すが、私たちの日本の商品、ジャパンブランドというのは大変な人気があるものの、まだ

まだ入り込めていないと思います。どうもそれは国内指向に、内向き指向になり過ぎてい

るのではないでしょうか。そういう意味で、私が思いますには、国が出来ることは、それ

ぞれの食品産業が何をするにも自由にやれば良いとすることではないでしょうか。むしろ

流通や原料の確保といったところが大変重要なことであると思いますが、その中で特に買

い負けに関してはどう対処していったら良いかと。例えば、５年毎に砂糖はこれだけ上が

り、小麦も上がりと、特にコーン等は別の使用で上がっている２つのポイントがございま

して、一つが実需で、その実需が２つに分れています。例えば油価が88ドルだと考え、

100ドルを目指していくかどうかは別にしまして、これだけ高値になってきている中で、

ほかに活用されていくとなりますと、人口増とともに、燃料といった他の分野からの実需

も増加し、大変厳しくなってくるのではないでしょうか。中でも、私たちは来年度に向け

てどうやって原料のところを見ていったら良いのかということが１点です。 

 それと、流通と申し上げましたけれども、先ほどのご意見の中にあった、価格転嫁の方

法というのが大変厳しいと。どうやってお客様にこの価格転嫁を理解して頂くか。今のよ

うに84円の円高がずっと続くとも思えません。どうなるかはちょっとアメリカの金利も上

がりますと、今後84円が90円位になってくることも考えられます。そうなりますと、尚更、

我々としてどうやって確保していったら良いか、それを今度は逆にお客様にどうご理解頂

いて買って頂くかといった問題が起こって参ります。 

 例えば、私どもも輸入を随分しておりますが、お客様に転嫁できないと思うと原料を買

う際に逡巡いたします。やはりこの価格で買ったら、でも先は上がるだろうなと、しかし

買えない、買って転嫁できないと。やはりこの辺のところを、お客様にどうご理解頂くか

というのは難しい問題です。例えば私どものマーチャンダイザーという商品をつくってい

る社員は大体20代から30代で、物は下がるものだと思ってこの会社生活をしてきた人たち

ですが、世界へ一歩出ると物は上がっていると実感します。こういう中で、やはり食品産

業が国際競争力をつけていくためには、これをどう助長していくかということになるので

はないか、もう少しこの点を考えなければいけないと思います。 

 更に少し詳しくお話しますと、まさにここに書いてございます「それにしては企業数が

多過ぎる。」と、私たち小売りも多過ぎるとは思います。これは地域密着型で多くなって

いるのは当然のことだと思う面もございますが、やはり企業の集中をどう進めていくかと

いうあたり、これもすごく大切なことだと思っています。これをどういう力を持ってやっ
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ていくか、株主の力でやるのか、国の政策でやるのか、考えなければいけないところだと

思います。 

 次に、高齢化についてお話しさせて頂きますが、まだまだマーケットはございます。私

は日本のとは言いつつ、海外に向けても世界で初めての超高齢化を経験していく中で、医

食同源的なこういった付加価値をつくることによって、この食品産業がより価値の高いも

のをつくっていかれる付加価値産業になっていけるのではないかと思っています。それが

イコール、インドやインドネシア、ベトナムのように平均年齢が20歳代のところもござい

ますが、今後の中国のように高齢化が間違いないところに対する、より一層の国際化に向

けての大きな試金石ができるのではないかと、このように思います。 

 後の一言。水資源は大変重要だと思っています。こちらの資料にも水資源のことが書

いてありますが、私は色々なところの審議会にも出ておりますが、今日良かったなと思い

ますことは、この席に日本の飲み物が出てきて良かったなということです。エビアンやボ

ルビックといったように、国の会議に出席しても海外の水を飲むことがすごく多いのです。

これだけ日本に良い水があって、なぜ国の会議で、しかも総理がいる会議でも海外の水を

出さなければいけないのか、水の資源をいかに守っていくか、そしてまたこれを有効的に、

例えばフランスがダノンで守っているように、水の源泉を国として規制し、きちっと確保

しておくことが大切だと思います。 

 この間、アブダビに行きまして、アブダビのプリンス２人と会いました際、神にもう一

つ欲しかったものを言えば、お水が欲しかったといわれました。逆に日本は水に恵まれて

いるわけです。この水の産業そのものも、もう一回見直して、そして国がこの水を守ると

いうことをやっていく必要があるのではないかなと思います。 

 雑多な意見でございますが、そういうふうにこの資料を読んでいて思いました。以上で

ございます。 

○山口部会長 ありがとうございました。大きく２つの側面だったと思います。 

 １つはグローバル化の観点であり、２点目は医食同源のことだったと思いますが、グロ

ーバル化に関しては、メーカーが国際資源争奪戦の中で、日本のメーカーが食資源を確保

できるのかという、その視点がやや不足しているのではないかという側面であり、あるい

はフードチャンネルの中でもって価格転嫁を末端にでき切れないという悩みであり、それ

から、どう日本の食品が国際競争力をつけるかと、こういったポイントだったと思います

が、いずれも事務局からこのような考え方は説明をしていただきたいと思いますが、恐ら
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く私も思いますに、まず食資源の確保という視点は必ず必要なわけで、ややこのたたき台

全体の中で、日本国内の農産物を含めた原料をどう食品産業が使いこなしていけるか、そ

ちらからの視点は非常にしっかりとあったのですけれども、仮にそれの自給率が半分確保

できたとして、やはり残りの半分は海外から調達をするわけですから、そうすると、これ

をどう安定的にできるかというのがもう一つ、半分の重みで日本国にあるわけです。その

視点は、ご指摘のとおり必要があるのではないかというふうに思います。そういったこと

を含めて、事務局のほうからグローバル化の視点についての補足コメントをいただきたい

のと、それから、２点目は医食同源関連、 後にあった水資源もある。いわばその食資源

の究極の問題であろうというふうに思います。 

 それから、医食同源は日本の食品産業が老齢化で量が減っていく、その中でどう付加価

値をしっかり上げていけるか、その工夫がそれぞれのプレーヤーでまだ非常に不足をして

いると。これを目いっぱいこの政策の中でもやる必要があるということでございます。 

 事務局、それではまたお願いします。 

○新井食品産業企画課長 ありがとうございました。グローバル化の視点について少し弱

いのではないかというご意見をいただきました。私もこれのもとになりました食料・農

業・農村基本計画のところで、恐らく今まで初めてだと思いますけれども、食品産業の海

外展開を進めるということを、基本計画の中の一つ柱として書かせていただいております。

それに伴いまして今、食品企業の50社ぐらいに集まっていただきまして、全体として知見

を共有しながら海外展開をするにはどうすればいいのかということで勉強会というか、先

ほどの業界横断的な取組をやっているところでございます。 

 今回の目標の中でも、食品産業しかデータがないので、製造業だけを挙げさせていただ

きましたけれども、特にアジアを中心とした海外市場への展開の目標を設定させていただ

きたいと考えているところでございます。 

 グローバル化の中、食品企業がグローバル化するということはいろんな意味もございま

すけれども、まさに食料の安定調達という観点から非常に重要だと思います。食品企業が

調達するパイを大きくする、それからまさに顔が見える日本企業をつくっていくというこ

とで、食品産業構造の中でもグローバルの企業がやっぱりきちんと日本に育っていくとい

うことが重要だと思います。 

 委員の言及がありましたとおり、実はＥＵも非常に企業数が多くございます。31万企業

と言われておりますけれども、やはり顔が見えるまさに食品企業があると、そこが高い収
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益を上げているというのが日本の構造とちょっと違うと。数自体は同じですけれども、グ

ローバル企業が本当にグローバルになっているというところが、やはり大きく違うのかと

思っておりまして、日本の目指すべき方向としてもここに書かせていただきましたけれど

も、でき上がりのときには、もうちょっときちんと明確な形で書かせていただければと思

います。 

 それから、高齢化のお話がございまして、これも 終の報告書の中では一応、国内市場

のでき上がる切り口ということで、３ページのところのところに健康・介護向け市場とい

うことを目標の中で書かせていただきましたけれども、これからの高齢化、それがまさに

アジアでの高齢化に先んじた新しい商品の開発になるということは、私どもも認識をして

おりますので、その辺につきましてもできるだけ詳しく書かせていただけたらありがたい

と思います。 

 それから、原料の調達のお話がございました。今回のたたき台の中では、Ａ３の紙、夏

にまとめました食品の企業が中長期的に取り組むべき課題、これは２枚目のピンクのとこ

ろにございますけれども、そこに掲げております具体的な課題につきましては、ちょっと

たたき台の中で省略をさせていただいておりますけれども、具体的な企業、それから国が

こういうイノベーションでありますとか海外の原料調達、それからフードチェーンといっ

た問題をどう取り組んでいくのかということは、これからの 終報告の中では個別的にど

う対応していくのかということを書かせていただきたいと思っておりますので、委員のご

意見も踏まえてやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○新浪委員 一言だけお話申し上げます。小売りも海外に出ていくことによって、日本の

商品がもっと出ていくということがあったりしますね。あるいは、私たち小売りも、海外

に出ていくということを一生懸命考えなければならないと思います。そして、差別化とし

て日本の商品を地元のお客様にどうアピールしていくかということはメーカーさんと小売

りが一緒になって外に出ていくことによって、こういう日本の商品、また顔が見える商品

というものが出来てくるのではないかと、そういう思いを持っております。 

 それともう一つ、医食同源を申し上げましたが、その実現のためには、縦割り行政では

駄目だと思います。法務省とどういうふうにこういう話をしていくか。サプリメントの話

から何から、そしてまた今後、言い方としては語弊があるかも知れませんが、ぴんぴんし

ているけど疾病を持っているという方が増えてくるわけですね。そういう方々用の食をど

う開発するかというのが付加価値にどんどんつながっていくと思うわけです。冷凍食品で
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はあるのですが、やはりチルド食品でおいしいものをどう出していくかということが大事

です。この辺を日本の食品メーカーは大変力を持っておりますので、私たち小売りとして

は期待をしているところであります。 

 そういった意味で、各省庁がつばぜり合いではなくて、一緒にここの付加価値をつくっ

て成長していくということが、食品産業並びに私たち小売りの付加価値をも高め、社会に

提供できるということになっていくのではないでしょうか。 

○髙橋総合食料局長 では私のほうから、今の医食同源の話も含めてですが、先般の新聞

記事でも出ておりましたけれども、ここの部分について今まで余り農水省として取り組ん

でこなかった分野でございますので、ここについてきちんと対応していくということで予

算措置も今回とっています。ただし、その際、私どもはもともと予防医学的な形でいきま

すと食育というのはその典型だったわけでございます。そのときから実は医療関係者との

間での意見交換というのは進めて参っております。さらに一歩進んで医療あるいは介護の

部分、介護食も含めて、この医療分野等については医療の現場の先生方ときちんと取り組

んでいきたい。 

 薬事とか添加物とか、そちらのいわゆる規制行政との関係、さらには医療一般行政との

関係については、まだまだ私どものほうも厚生労働省と別に縦割りでやっているつもりで

はなくて、もう少し知見をきっちり持ってその現場の状況を、例えば政府にどのように反

映してもらっていくのかということが大事ではないかなと思っております。 

 それから、小売りの海外展開につきましても、先ほど課長が申し上げましたように、現

状ではデータ的なものはないのですが、私どもも実例的に、欧米であろうが、あるいは中

国、東南アジアであろうが、進出企業の小売りの方々も含めて意見交換をさせていただい

ております。 

 食品産業全体について２つあると思っています。１つはやはりマーケットをどのように

考えていくのか。これは製品も原料もそうなのですけれども、それと同時にその日本ブラ

ンド、先ほどおっしゃられたようなこと、これをどのように浸透させていくのか。これは、

例えば経済産業省のクールジャパン戦略ですとか、そういったところとの連携というもの

も、きちんとこれから進めてまいりたいと思っております。 

 後に水の関係です。先般、私どもの林野庁のほうで、海外資本といいましょうか、外

国人によります水源地の取得の状況というものを、都府県のご協力を得てまとめておりま

す。まだこんなものかという程度なのですが、外国人土地法とか外資規制とかいろいろあ
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るわけですけれども、ここのところについてはやはりきちんと取り組むというものが10月

にできて、日本の場合は河川水というよりは地下水、河川のところは一部しか許可制にな

っていませんのでいいのですが、この地下水の水源涵養というところに、私どもも森林林

業を持っておりますので、しっかり取組たいと思います。 

○山口部会長 全体の部分は私、一委員としても大賛成でありまして、つまり自動車と部

品産業であれだけ日本軍団が出ていって成功したと。それをこの食品産業で当てはめると、

今おっしゃられたことになると思いますよね。つまり、この日本のマーケットで磨き上げ

た商品技術を持っているメーカーとか、それからやっぱりそれを鮮度が高いまま消費者の

ところまで届けている流通と、これがやはり一緒になって可能なところに出ていくという

ビジネスモデルになると思うのですね。その際に、今非常に心強く思いましたけれども、

例えば農水省、経済産業省が日本ブランドを仕立てて旗振りをしてとかいうふうにすると、

非常におもしろいモデルなると私も思っております。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。 

○柴田委員 全般的な私の意見であると思うのですけれども、今、食品産業の将来方向と

いうことで自立の認識、非常にいろいろな分野にまたがってなされていると思うんですね。

その上に立って価値判断をやる場合には、どういうふうな目標を置くというのは、私はこ

れは重要だと思います。だから、その際に一つの数値目標が出たわけですけれども、加え

て形成的な目標といった場合に、この２ページ目ですが、この目指すべき方向という、方

向がこれは目標かというと八方に向かっていて、なかなか一つに集約されてなくて、これ

を集約したものが数値目標１から1.5％の成長戦略であったり、食品産業83兆円、74兆円

の数字になっているわけですけれども、ここの間のロジックというか絞り込みのシナリオ

なり、論理がよく見えてこないという部分に若干不満がありまして、１つは、やはり私は

フードチェーンというところに注目すべきかと思っております。フードチェーン、食料市

場の川上から川下まで見た場合に、実は過去ちょっと遡って見ますと、農産物の生産額と、

消費の一番 終の消費市場とを比較をして見ますと、80年が、たしか農産物が20兆円で、

消費市場というのは44兆円で、90年、10年後は17兆に対して64兆で、2000年が10兆に対し

て80兆。私の疑問だったのは、農産物の生産市場が縮小する中で、 終消費市場がどんど

ん大きくなっていったという、こういう過程があるのですが、これはよく私も生産者と話

をする場合に、自分たちの市場がどんどん小さくなって、マーケットがでも大きくなって

いくと、こういうふうな話で結構不満の意見を言われた記憶があるのですけれども、これ
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はやはり付加価値の面で随分違ってきているのだろうとは思うんですよね。 

 ただ、問題は、2005年になりますと挙げられていますように、生産市場は８兆円になっ

て、いよいよその 終消費市場が74兆円にしぼみ出したというところがあるんですね。そ

れが2020年ではこのレベルは市場は維持するのだと、こういうふうなことなので、これは

先ほどの根本委員の話ともつながるのですが、なぜ維持できるのかというような問題であ

ります。 

 私は、これはやはりフードチェーンを考えた場合に、今までは日本の視点に立った場合

には、日本人の購買力が高まってきたがゆえに、どんどん遠くから海外から物を買うよう

になった。結果的に日本の農業についても離れる農業というんですね。これは３つの意味

で私は離れてくる。こちらの報告書ですと、フードチェーンの延伸化と複雑化という書き

方がなされていますが、輸送距離が離れるとか、あるいは付加価値面で、現地で１次加工

なり２次加工されたものが入ってくる面で離れたり、実際に食するまでの時間的に離れて

いくと、こんなところの離れ方が現実だと。 

 結局、しかしここ数年のところでいきますと、いろんな薬物・毒物の混入の問題とか、

表示の問題とか、離れていくといってブラックボックス化される、この離れる中身が非常

に不明確になってきている。情報の非対称性というのですが、もう際立ってきて、この反

動が１つは国内の農業の見直しであり、地産地消なり、医食同源とか、あるいは直売所の

見直しとか、こういう話になってくると思うのですけれども、したがって、この流れの一

つ国内農業を見直しいくというのと。 

 あともう一つ、先ほど新浪委員の話でありますけれども、アジアのマーケットは非常に

今度は大きくなってきて、今まで余りフードチェーン、地産地消の中の食生活が、これま

で日本がたどってきたフードチェーンの延伸化と複雑化というところを、これからまさに

経験しようとしてきて、購買力がもうついてきているわけですから、こちらに向かってや

はり日本の農産物も輸出する機会が随分出てくるのではないかということでありまして、

国内の農業関連の資源というのはフル活用をするような、そういった目標設定というもの

をすべきではないか。 

 例えば、米でも水田のフル活用で輸出を狙いとすると。資源をフル活用すれば、実際に

それができるかどうかというのはなかなか水の問題も、人材の問題もありますし、地域の

社会の問題が難しいかと思うのですけれども、そこを10年先の将来像として描いていくと。

単に農地を保全するというだけではなく、そのためには水資源もそうですし、森林資源も
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そうですし、地域の生活者、住民もそうですし、地域資源を丸ごとやはり保全していくと

いう方向で、向け先はやはりアジアの成長をする分野に出口を求めていくような、国内等

が輸出と一体になるような戦略図を描く必要があります。幾つかほかにも描くことができ

れば、やられればいいと思うのですが、とりあえず１点に絞るとフードチェーンという観

点から海外の市場を見直す中で、国内の農業というのを見直していくということが重要か

と思います。 

 以上です。 

○山口部会長 ありがとうございます。大きく２点あったと思いますが、１点目の全体の

大きい目標と部分目標の整合性の話は、さっき前段に議論しましたので、これは今後に当

然入ってくるだろうと思います。 

 それから、２点目のフードチェーンで、ご趣旨は特に日本の生鮮部分を中心にした、そ

この部分についてのご意見だと思いますけれども、これはまさにＴＰＰとの関連も含めて、

ああいう３つぐらいの会議体が設けられていますけれども、あそこの主要課題になるんだ

ろうというふうに思いますが、事務局、何かありますか。 

○髙橋総合食料局長 まず、 終消費と、それから１次産業、いわゆる帰属の議論ですけ

れども、ちょっと幾つか、これはいい悪いではないのですが、私も留意しなければいけな

いのが何点かあります。ちょっと過去のときの比較をやった場合には、はっきり言って政

策的なバイアスがかかっている部分が相当ございます。お米でいけば昔の生産者米価と消

費者米価の差、要は生産者米価が高くて消費者米価が安かった時代というのは、お米の市

場価格よりも生産者の手取りのほうが高かったわけです。それが米にとどまらず、今消費

者負担をしているようなもの、関税も含めてそういったものについては若干バイアスがか

かっている部分が相当あろうかと思います。当然この議論は食品産業にとってみれば、す

べての業界全体に通じるわけではございませんけれども、やはりかなり個々のそれぞれの

業界にとってみては非常に大きな影響を被る部分があるのだろうと思っています。ＴＰＰ

の話も含めて、ここはもうちょっときちんとした分析が絶対必要な場面でございます。た

だ、おっしゃるのは、当然付加価値を上げてきていましたので、このトレンドは全然変わ

ってない、これは大きな流れとしてはあろうかと思っております。 

 それから、あと先ほどの新浪委員の話もあったのですが、原料の調達のところについて

は、やはり真剣にもっと考えていく必要があろうと思っています。国とあるいは個々の企

業との間の役割分担も含めて、どのような形がいいのかどうかというのは、現在の制度の
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見直しの議論も含めて、相当きちんとして必要があるというふうに思っているところでご

ざいます。 

 柴田委員のお話は、まだまだこれからご議論いただきたいと思っていますが、とりあえ

ず。 

○山口部会長 ほかに、まだご意見を。どうぞ。 

○大塚委員 大塚と申します。ローカルのスーパーマーケットに勤務するものでございま

す。 

 新浪委員のグローバル化ないしはグローバル戦略とは大変重要なことでございます。私

どもにとりましても根は同じだとは思いますが、食はかなりドメスティックなものという

観点から、スーパーマーケットの今抱えている問題及びこれに関して意見を述べさせてい

ただきます。 

 需給ギャップ云々の問題がございましたし、デフレの進行という問題がございました。

スーパーマーケットは、2008年は非常にいい成績でございました。ところがリーマンショ

ック以降、大変な状態になってきた。2008年はなぜ良かったかといいますと、売価が少し

ずつ上がった状態だからだと思うのです。ところがリーマン以降、百貨店、総合スーパー

を初めてとして成績を落としたものですから、結果として価格戦術といった、価格で戦う

という局面に入ったということだと思います。 

 必要以上に価格を下げてしまったという状況に今なっているのではないかなと思います。

そして、ここに書いてあります過剰設備なども需給ギャップとありますが、ある意味でこ

れはオーバーストアのことを指しているのでしょう。しかし、オーバーストア状況の中で

も動きが出てまいりました。地方のスーパーマーケットと首都圏ないしは都会のスーパー

マーケットではあり方が変わり始めてきています。地方は残存者利益が享受できるような

状態で生き残ることを必死になって考えなくてはならなくなっておりますし、お客様を選

べる状況ではなくなって来ている。都会部は人口が多いということも後押ししているので

しょうけれども、出店意欲が高いですし、いいお店をどうやってつくろうか、あるいはお

客様に対して差別化をどうしようかというような状態が、まだまだ続いているというのが

足元だと思います。 

 と同時に、記載のあるフードデザートの問題、これは地方だけではないのですが、多く

の意味では地方がこんな状態になってきております。スーパーマーケットも生き残りもか

けての戦略として宅配などに取組はじめておりますが、正直な話うまくいっていない。特
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に利益の面では課題を残しています。利益が上がらないものをずっと続けるというのは問

題がございますし、補助金でという意見もありますが、補助金が切れると同時にだめにな

ってしまうというような事例も多くあるものですから、もう少し時間をかけて、例えばイ

ギリスのコミュニティコープ・ヴィレッジショップ型の組織を形成したりと、いうような

ことをやっていく必要があると思います。 

 食品産業の目指すべき方向ですが、マーケットは物離れの時代に入ってきております。

物余り、ないしはその前は物不足という時代があったのですが、物離れの時代になってき

たとき、新しい需要をどうやって創起させるのかというのが大変重要でございますし、生

産者の立場でのマーケティングアプローチをどうやって推進していくかということだと思

うのです。一生懸命に作るだけではなく、誰に売るかを意識した生産、また、お客様と売

り場、生産者間をリレーショナルにジョイントとするということが今後、大変大事なこと

になってくると思います。効率をずっと追求してきた時代から、効果を追求しない限り売

り上げがつくれないというような状態になってきております。この辺のところは真剣に私

どもも取り組んでまいらなくてはならない課題だと考えております。それは大きくいうと、

一つは食材の加工度をどう高めていくのかということであると思いますし、もう一つは食

品スーパーとしてＩＴの活用、いわゆる受発注、物流に関するアプローチ、解決をどう図

っていくかということになろうかと思います。 

 それと数値目標ですが、１の国内市場の拡大に関する数値はいろいろな委員の方からも

お話がありました。相当な努力をすることで工夫が生まれるということもあろうかと思い

ます。私が申し上げたいのは、２の食品企業が参画した６次産業化云々ということで、優

良事例100件。100件という件数には異論ありませんが、問題はその中身だと思います。こ

れらに関係するいくつかの会議に出させていただき、商品化を目指して作り出されたたく

さんのモノを拝見させていただいておりますが、本当に拡販できる内容になっているのか、

あるいは、食品スーパーに全部を売るということではないのでしょうけれども、スーパー

での拡販に繋がりそうも無いような感じのモノが多いように思います。その辺の指導をぜ

ひお願いしたいと思います。また、これら成功事例がどんどん横に広がっているのかどう

かという観点も、ぜひチェックをいただけたらと思っております。 

 後でございますが、共通の目標としてもおっしゃるとおりで、食料に関するいわゆる

数量的な意味を含めての安全保証を食品スーパーとしては大変危惧しております。と同時

に、今の生活者は非常にシビアでございまして、少しのことでもすぐクレームになります。
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事例として申し上げますが、イチゴ入りヨーグルトの中に、イチゴの“へた”が入ってい

たというクレームがありました。「この青いのは何だ」というものです。お客様のある意

味ではシビアさだといったらいいのでしょうが、間違ったシビアさだと私どもは思います。

この辺のことを国民的合意ではありませんが、いわゆる食料の危機を迎える中で緩めろと

は言えませんが、状況を把握して納得ができるように、教育といったらいいのですか、指

導といったらいいのですか、そのようなことが必要になってくるということだと思います。 

 もう一つは、希望があるときに需要が高まると言われておりますので、その希望、原点

は家族なのかもしれません。日本の食文化を守り、育てるアプローチになるのでしょうが、

大変重要なことだと思っております。食料原材料確保に関する問題、お客様の食に対する

態度の問題、それから将来に対する希望創出の問題、これらが政府に対してのお願いとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○山口部会長 ありがとうございました。前段の部分は、それぞれこのたたき台に入って

いる幾つかのポイントについての、現場からのヒントを頂戴したということだろうという

ふうに思います。 

 それから、後段にありました数値目標の２点目について、初めてのご指摘だと思います

が、６次産業関連での２点目の数値目標についての少し疑問提示もあったように思います

けれども、少し解説をいただけますか。 

○新井食品産業企画課長 いまお話のありました優良事例100件ということでも今日新聞

にも書かれておりましたけれども、６次産業化、これから新しく法律ができまして本格的

に取り組んでおりますし、これに先立つものといたしまして農商工連携という形で、いろ

いろな商品開発にお金を投じてまいりました。委員ご指摘のとおり、今この厳しい市場の

中で売れるものをつくっていくというのは非常に大変だということを、実際の農商工連携

に取り組んでいる方々はまさに意識をしています。これから商品開発とともに、やはり売

り方をどうするかということで、６次産業化を本格的に取り組むときに、私どもはいろん

な方の助言を得たいというふうに思っておりまして、来年の予算に６次産業化プランナー

という方を多く各県に発掘しようというふうに思っております。 

 その中で、マーケティングも含めまして、きちんとした売れる商品をつくっていくとい

うことで、今後今までの失敗例も踏まえながら、成功に学びながらやっていきたいと思い

ますのでぜひ、まさに生活者の方の、かかわっていらっしゃる方のお知恵をさらに拝聴さ
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せていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○山口部会長 概ね回ったかと思いますが、ありますか。はい、どうぞ。 

○古谷委員 私は消費者の役割というところを中心に話をしたいと思っております。まず、

２ページのところで、例えばライフスタイル（消費者）起点というふうに書かれていると

ころについてお話をしますと、当然これは消費者のニーズに見合った商品の提供というこ

となので、これ自体は問題はないかと思いますが、実はもう一方で、これが新たな問題を

生むということも現実にはあることに注意が必要です。例えば資源という観点でいうと食

品のロスの問題、あるいは環境負荷の問題が生じることもあります。また食生活が変わっ

てしまうことでのさまざまな影響も生じます。そこで消費者のニーズという面を中心に置

いた書きぶりが少し気になります。 

 これに関しては、事業者側の大きな意味での責任というのもありますし、消費者側の役

割、責任というものもあるのではないかと思います。これを少し書き加えたらどうかと思

います。 

 次に、３ページ目の役割分担・協働というところですが、消費者を視野に入れていない

のではないかなというふうに感じました。どちらかというと事業者あるいは行政が消費者

に理解してもらうという視点が強いと感じています。むしろ食に関しては、消費者がまさ

に役割なり責任を果たすことで問題解決していくということもありますので、そういった

ところも一つ入れていきながら事業者としてどうするのかと、あるいは政府としてどうす

るのかといったところが必要だと思います。 

 例えば、「協働」というところで、多様な関係者がというところも消費者ではなく、事

業者と政府が協働していくということと、政府が官民協働の枠組みを構築していくという

ところがありますが、消費者との関係が弱いように感じます。 

 協働に関しての書きぶりですが、新たな仕組み、枠組みを構築していくというニュアン

スに読めますが、実は私と山根委員もかかわっていますが、今、「社会的責任に関する円

卓会議」というのが今年から本格始動しておりまして、これはまさにマルチステイクホル

ダーの方々、政府も入っていますが、いろいろな社会の課題を解決していこうという取組

が始まっています。少し論点が外れるかもしれませんが、なかなか政府自体が主体的にか

かわっていないというようなこともありますが、政府が消費者団体や事業者団体、労働と

か、マルチステイクホルダーで、持続可能な社会をどう構築していくのかというところで、

この食の問題も取り組んでいくことができると思います。従来の枠組みを活用するのは、
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新たに仕組みを構築するよりも効果的なのではないかと思いますので、そういった官民協

働といった、従来の取組などの活用など入れていただければと思います。 

 それと３点目ですが、これ全体の方向性が先ほど西委員がおっしゃったと思うのです

が、事業者が一方的に何かをするというような感じのニュアンスがあって、やはりこれも

消費者側の役割責任というところが弱いと思います。確かに皆さんがおっしゃるように食

育など別のところでやっていると思いますが、これは消費者に理解してもらうという観点

です。 

 そうではなくて、消費者の協力だとか、あるいは消費者団体も巻き込んだ形での取組と

いった観点がやはりないのではないかと思います。事業者なり政府が努力するというとこ

ろも非常に必要ですが、やはり消費者側に役割を果たしてもらうような仕組みをつくらな

ければ、問題解決はしていかないのではないかと思います。そこのところをもう少し踏み

込んで書き込んでいただくと、持続可能な社会、あるいは経済発展というところで位置づ

けられるのではないかと思います。 

 後、４点目になりますが、細かいところですが、基本フレームのところの取り組むべ

き課題のところで、７番目のところの 後に、企業の社会的責任（ＣＳＲ）の遵守と書い

ていますが、これは遵守と言ってはいけないと思います。つまり法令とは違います。ＣＳ

Ｒはご存じだと思いますが、持続可能な社会のために企業が何を責任としてなすべきかと

いうのがＣＳＲです。したがって、これは遵守ということはあり得ないので取組とか導入

とかにすればいいと思います。 

 以上です。 

○山口部会長 ありがとうございます。食品ロスなり環境保全にかかわる視点が弱いので

はないか。それから、全体に消費者という視点からもう少し強めてほしい。特にステイク

ホルダーという観点では、既存の消費者団体を含めて、既存の団体もあるわけだから、そ

ういうところの活用も含めて考えてほしいと。 後の部分はＣＳＲの考え方についての言

葉の使い方に問題があると。 

 事務局お願いします。 

○新井食品産業企画課長 ありがとうございました。消費者の方への視点が弱いというご

意見をいただきまして、これはご意見としていただきたいなと思っております。今、食品

の事業者の方からの、この食の危機に当たって消費者とどういう関係をつくっていくのか、

協力関係も含めてつくっていくのかということでご意見をいただきまして、まさにいろい
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ろなフードチェーンを築いていく中にあっては、消費者の協力なしにはできないというこ

とで書かせていただいておりますけれども、視点とそれから消費者の役割というところが

弱いというご意見は拝聴いたしまして、報告書の中できちんと書かせていただきたいなと

思っているところでございます。 

 それから、ＣＳＲのところはまさにそのとおりでございまして、これは私ども書き直さ

なければいけないというふうに思います。 

 それから、既存の協働の新しい円卓会議の枠組みというのは、私どもも参考にしており

ますので認識をしておりまして、環境でありますとか食育の分野でまさに来年度からいろ

んな自主事業を起こすということは聞いておりますので、そこの中でのコミュニケーショ

ンというのもきちんと活用しながら、食品産業全体として消費者の理解を得ながら、いろ

いろこの危機という単語が出ましたけれども、この危機を克服していくということで、こ

の報告書に結びつけたいと考えております。 

○山口部会長 青山委員からご意見を。 

○青山委員 １つだけ申し上げたいと思います。 

 国内の生産の７割が食品産業に向けられているという説明を聞き、国内農業と食品産業

との関連の深さを実感しました。それだけに、このたたき台で国内の農業に対して、もう

ちょっと踏み込んだ言及があってもいいのかなと思いました。例えば、３ページの役割の

ところに、農林漁業者として「加工・外食への生産体制の確立」とか「連携の促進」とい

うのがありますけれども、実は、意欲的な産地ではこれらのことは既にやってきたわけで

す。ところが今、壁にぶつかっているわけです。外食とか加工に向けるには１産地だけで

はロットが少な過ぎる、コストが合わない。産地をまたいで需給調整をしてくれるような

つなぎ役が必要とかです。このためどの産地ももう一歩踏み込めないというところにきて

いると思います。「加工・外食への生産体制の確立」をするには、現状をどう打破するか

という次の段階まで踏み込んで書いていただくと、産地にとっては参考になるかと思いま

す。 

 それと、６次化とか事業者との連携、農産物直売所、農産加工、あるいは農村レストラ

ンなど産地では様々な取組が進んでいますが、「次はどうするか」という答えを探してい

る段階です。直売時にしても、藤田委員が書面に残されているように、専業的な生産者が

直売所に出荷するには単品の品目しかつくっていないので直売所とマッチしないというケ

ースはよく聞きます。既にやってきたことを踏まえ、課題をどう克服するかという踏み込
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んだ記述があるといいかと思います。 

 農業を今まで以上に産業として確立するには人材の育成が欠かせないと思います。マー

ケティングの感覚を農業にもっと導入することも重要です。これがないと、今までやって

きたことから抜け出せないのではないでしょうか。食品産業の７割を賄っている国内の農

業が、この先はこうあるべきというビジョンが記述の中にあるべきではないかと思います。 

 以上です。 

○山口部会長 ありがとうございます。国内農業についての、その現状打破のコメントな

り施策が欲しいだという視点だと思います。 

 事務局、コメントありますか。 

○新井食品産業企画課長 ありがとうございました。今回たたき台なので、すごく短いと

ころで書かせていただいておりますので、なかなか全体を盛り込んではいないということ

はご承知おき願いたいと思います。 

 まさにお話ししました６次産業化ということで、本格的にさらに農林漁業者の加工・販

売の活動を私どもはやっていこうと思っております。先ほど申し上げましたように、そこ

の中の今までの成功例、失敗例からきちんと学んでいくということでございまして、農林

漁業が発展していかないと食品産業も真価を発揮していかないということでございますが、

そこの点はこことはちょっと違う場所ではございますけれども、６次産業化を進めるに当

たって、これからきちんと文章を踏まえながら仕事をしていきたいなと思っております。 

○山口部会長 時間が大分迫ってきていますので、渡辺委員からのお話で、ぼちぼちまと

めに入りたいと思います 

○渡辺委員 すみません、 後になりましたが。皆さんのご意見をお聞きしておりまして、

ますます食品産業とか農業については、大変将来性があるなということを実感しておりま

す。私からは、少し違う側面から２点だけお話をさせていただきたいと思います。 

 食品産業というのは生産者と消費者を媒介するといいますか、ちょうど真ん中にいて、

ここが改革すれば前後がうまくいくのではないかということを大変印象を強く感じました。

そのために、これは事務局の方にぜひお願いしたいのですけれども、農業や食品産業の課

題を分かりやすく整理をしていただきたいと思います。開発・生産・販売・サービス・マ

ーケティングといった各段階や、それを支える人材という切り口、あるいは規模別とか業

種別とか地域別という切り口でとらえて、何が課題なのか、なぜそうなっているのかとい

うことを整理していただきたい。 
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 それがベースになって次の手がきちんと打てるのではないか。恐らく農林水産省の中に

はそうしたデータはたくさんあると思いますので、それを今のような切り口で整理をして

いただくと、私どもは大変わかりやすくなりますし、オールジャパンとしてどうやってバ

ックアップしていくのか、国としてどうするかというヒントがいっぱい出てくるのではな

いか。今は農業にとってＴＰＰやＦＴＡやＥＰＡの問題が大きな課題になっていますが、

それとは直接関係なく、農業や食品産業としての課題は何で、その理由はこういうことな

んだと明確にしていただくと大変ありがたい。そうしたデータや分析が根拠となって、今

後の日本の農業を引っ張っていく一つの方向づけに繋がるのではないかというように思い

ました。 

 それから、２つ目は数値目標でございますけれども、数値目標に限らず目標というのは

やっぱり大変大事ですから、こういうのはしっかりと掲げていただきたい。新成長戦略も

あり、その中の農業というのは大変大きな位置づけを持っているので、目標の提示はぜひ

やっていただきたい。但し、その際に明確にしていただきたいことがあります。例えば、

国内市場の目標83兆円の中では、どこにウエイトを持って拡大しようとしているのでしょ

うか。目標達成に向けて構造改革というものはどういうふうに織り込んでいるのでしょう

か。マーケットの変遷や環境の変化はどういうふうにとらえていらっしゃるのでしょうか。

このように、全体目標と同時にその根拠となる条件や取組を明らかにしていただきたいと

思います。先ほど言いましたような、開発のところでどういうことをやろうとしているの

か、生産のところでどういうことをしようとしているのか。例えば、規模拡大のための連

携をどういうふうにインクルードされようとしているのか。開発・生産・サービスすべて

の面で、環境変化や取組についてこの目標の中にこんなふうにインクルードしているとい

うことを、ここでの議論においては大ざっぱでもいいから腹の中におさめて置くべきでは

ないかというふうに思います。それがないと、絵にかいた餅の目標になるのではないかと

いうことが懸念されます。 

それから、２つ目の目標として掲げられている６次産業化については、これこそ私は農

業を強くする大きなキーだと思います。農商工連携という言葉はありますが、将来のこの

目標を達成するために、具体的にどういう連携プレイで、どういうテーマで進めていくの

かということを、政府主導で引っ張っていくことが必要ではないかと思います。我々はほ

かの産業とも、どんどん協力しようという気運をここで生み出しておくことが大変大事な

ところではないかと思います。 
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 それから、３つ目の目標である海外進出ですが、日本のお米や果物や野菜は大変素晴ら

しいものがありますから、輸出産業としての農業という観点もぜひ入れていただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○山口部会長 ありがとうございました。大きく２点だと思いますが、２点関連をしてい

ると思います。 

 １点目は、まず食品産業全体についての機能別あるいは規模別の課題の整理を、しっか

りとやってほしいという事務局へのお願いであり、２点目の目標の明確化ですが、当然そ

の課題の整理とリンクをした目標設定をしてほしいと。八十数兆円というものについてど

ういう構造でどういう重点をしていくのか、これは前段にあった議論だと思いますが、そ

のこと、あるいは６次産業化については政府主導でしっかり取り組んでほしい、それから

食品産業、特に農業分野については輸出という視点が入っていいのではないかというよう

なことを、もう少ししっかり記述してということだろうと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 非常にたくさんのご意見あるいはご質問を頂戴しました。活発なご意見、ありがとうご

ざいます。 

 今日の議論を踏まえまして、これからのスケジュールについて事務局より説明をお願い

いたします。 

○新井食品産業企画課長 どうもありがとうございました。既に時間を超えておりますけ

れども、今後のスケジュールにつきましては、資料３ということで配布をさせていただい

ております。 

 冒頭、筒井副大臣から申し上げましたけれども、年度内、来年の３月ということでござ

いますけれども、将来方向につきまして取りまとめをしたいと考えております。そういう

ことでございまして、来年１月から２月にかけまして、１回か２回程度、原案ということ

で文章化したものをご提示いたしまして、それについてご議論いただき、３月に取りまと

めをさせていただければというふうに事務局としては考えています。 

○山口部会長 ありがとうございました。こうしたことを踏まえて３月末までにこの将来

方向をまとめるというのが事務局の要望であります。 

 しかし、各メンバーの方のご多忙なスケジュールを調整して，こうしたミィーティング

を数回開くというのはなかなか困難でありまして、できましたらば、今日、随分網羅的な
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ご意見を頂戴したと思います。これをベースにして少数メンバーでの起草委員会を設置を

し、そこでさらに中身を詰める。もちろんこれは固定メンバーではなくご希望があればそ

の方にも入っていただく、あるいはその方はご多忙であれば代わりの方からいろんなご意

見もいただくというオープンな形を取りながらでありますが、そういったスモールグルー

プでの起草委員会というもので検討を進めたいというふうに思いますが、進め方について

いかがでしょうか。 

（異議なしの声） 

○山口部会長 ありがとうございます。それでは、皆様の意見を踏まえて、この起草委員

会を設置することにしたいと存じます。 

 メンバーについて、あるいは開催時期を含めて。詳細については私にお任せをいただけ

るでしょうか。 

（異議なしの声） 

○山口部会長 ありがとうございます。それでは、各委員に事務局経由で後日ご連絡をさ

せていただきますので、ご了承いただきたいと思います。 

 それでは、予定の時間を多少超過して、私の不行き届きで申しわけありませんでしたが、

本日の部会を閉会したいと思います。 

 まことにお忙しいところありがとうございました。 

午後０時０８分 閉会 
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