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開 会

○岡島食料政策課長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから食料・農業・農

村政策審議会第１回総合食料分科会を開催させていただきます。

私は、本分科会の庶務を担当させていただいております食料政策課長の岡島でございます。会長

が選出されるまでの間議事進行役を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

委 員 紹 介

○岡島食料政策課長 最初の分科会でございますので、お手元に配付してあります資料２の委員名

簿の順番に従いまして、御出席の委員の方々を御紹介させていただきたいと思います。

まず、坂本委員でいらっしゃいます。

○坂本委員 坂本でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 田島委員でいらっしゃいます。

○田島委員 田島でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 秋谷臨時委員でいらっしゃいます。

○秋谷臨時委員 秋谷でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 上原臨時委員でいらっしゃいます。

○上原臨時委員 上原でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 島貫臨時委員でいらっしゃいます。

○島貫臨時委員 島貫でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 津田臨時委員でいらっしゃいます。

○津田臨時委員 津田でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 中村臨時委員でいらっしゃいます。

○中村臨時委員 中村でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 畑江臨時委員でいらっしゃいます。
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○畑江臨時委員 畑江でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 馬場臨時委員でいらっしゃいます。

○馬場臨時委員 馬場でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 飛田臨時委員でいらっしゃいます。

○飛田臨時委員 飛田でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 藤原臨時委員でいらっしゃいます。

○藤原臨時委員 藤原でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 横川臨時委員でいらっしゃいます。

○横川臨時委員 横川でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 なお、八木委員、石坂臨時委員、杉谷臨時委員、橋本臨時委員は本日御都合

により御欠席されていらっしゃいます。

農林水産大臣あいさつ

○岡島食料政策課長 本日は、谷津農林水産大臣が出席する予定でございましたが、国会などの関

係でやむを得ず欠席いたしております。大臣からのあいさつを預かっておりますので、西藤総合食

料局長から代読させていただきます。

○西藤総合食料局長 おはようございます。総合食料局長の西藤でございます。

国会の方が衆議院での予算審議の大詰めを迎えておりまして、大臣が出席する予定でございまし

たが、国会の方へ行っておりますので、私からあいさつを代読させていただきます。

食料・農業・農村政策審議会第１回総合食料分科会を開催するに当たり、一言ごあいさつ

を申し上げます。

委員の皆様におかれましては、日ごろから農林水産行政の推進に御支援、御協力を賜り、

また、御多忙中にもかかわらず、本分科会委員への御就任を快くお引き受けいただき、心か

ら御礼申し上げます。

御承知のとおり、21世紀に向けた新たな農政の基本指針として、平成11年７月に「食料・

農業・農村基本法」が制定されるとともに、その基本理念を具体化するため、昨年３月には

「食料・農業・農村基本計画」が策定されたところであります。今後も、この基本法及び基

本計画に即し、新たな時代の食料・農業・農村政策を着実に推進していくことが求められて

おります。
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今後の農林水産行政においては、食料・農業・農村基本計画に掲げられた45％という食料

自給率の目標の達成が極めて重要な課題であります。そのためには、生産者、食品産業の事

業者、消費者等の関係者が一体となって取り組んでいくことが不可欠であり、生産面での対

策に加え 「食生活指針」の普及・定着を図り、食生活のあり方を見直す国民的な運動を展、

開するなど、いわゆる川中・川下面での取り組みが極めて重要となっております。

また、食料の安定供給に重要な役割を果たしている食品流通について、卸売市場の機能及

び体制の改善・強化、ＩＴの活用による流通システムの高度化への取り組みを通じて合理化

を進めるともに、食品産業について事業基盤の強化、農業との連携、食品廃棄物のリサイク

ルなどの施策を推進していくことが求められています。

本総合食料分科会におきましては、基本法の理念の中心となる「食料の安定供給の確保」

を図るための施策の基本的なあり方について御審議いただきたいと考えております。

当面のテーマとしては、食料需給予測のほか、第７次卸売市場整備基本方針や、食品循環

資源の再生利用等の促進に関する基本方針について御審議をいただくこととなります。

本分科会で御審議いただく事項は、いずれも今後の農林水産行政において極めて重要であ

り、かつ、国民の生活に密着したものであります。

各委員におかれましては、食料の安定供給の確保に向け、各般の施策が効果的に推進され

ることとなりますよう、忌憚のない御助言、御意見を賜りますことを

お願い申し上げまして、私のあいさつとさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

分科会長互選

○岡島食料政策課長 本日は、第１回目の分科会でございますので、分科会の会長の選出などにつ

いてお諮りする必要がございます。

食料・農業・農村政策審議会令によりますと、分科会長は本分科会に所属していただいておりま

す３名の委員の方々の互選により選出していただくことになっております。本日は坂本委員、田島

委員が御出席でいらっしゃいますが、いかがいたしましょうか。

○坂本委員 大変僭越でございますが、御提案させていただきます。

大変御苦労の多いお役目かと存じますけれども、前食品流通審議会の委員長をされ、また、その
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分野で大変御経験の豊富な田島委員にぜひこの分科会長をやっていただきたいと思いますので、御

提案申し上げます。

○岡島食料政策課長 ありがとうございます。

田島委員、いかがでございましょうか。

○田島委員 はい、わかりました。一生懸命やらせていただきます。

○岡島食料政策課長 よろしくお願いいたします。

それでは、互選によりまして田島委員が本分科会の分科会長となられましたので、大変恐縮でご

ざいますが、分科会長席にお移りいただきますようお願いいたします。

議事の進行をよろしくお願いいたします。

分科会長あいさつ

○田島分科会長 では、着席のままで失礼をさせていただきます。

ただいま分科会長にお選びをいただきまして大変恐縮かつ名誉に存じておる次第でございます。

食料問題、農業問題等々現在非常に重要な問題をはらんでおるかと思います。私の専門としており

ます流通の分野だけを考えましても、スーパーマーケットとかコンビニエンスストアがかなり飽和

してきたということが非常にはっきりしております。そこへ外資系流通業の参入で新たな時代の始

まりといいますか、あるいは前の時代の終わりといいますか、そういう世の移り変わりが非常に鮮

明になっております。

食料という人間が生きていく上で一番大切な品物の生産・流通をいかにやるかという問題でござ

いますので、皆様と一緒に勉強しながら議論をさせていただきたいと考えております。よろしくお

願いいたします。

では、議事次第に従いまして審議に入りますけれども、本日の委員及び臨時委員の出席状況につ

きましては、冒頭委員紹介の際に御説明がありましたように、16名中12名の出席でございまして、

食料・農業・農村政策審議会令第９条の規定によりまして本分科会が成立しているということを御

報告申し上げます。

農林水産省側からの出席者紹介

○田島分科会長 議事に入ります前に農林水産省からの出席者を御紹介願いたいと思います。課長
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の方からお願いいたします。

○岡島食料政策課長 先ほど農林水産大臣あいさつを代読させていただきましたが、西藤総合食料

局長でございます。

○西藤総合食料局長 西藤でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 会長の右側が北原審議官でございます。

○北原審議官 北原でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 河田流通課長でございます。

○河田流通課長 河田でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 戸谷消費生活課長でございます。

○戸谷消費生活課長 戸谷でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 内藤品質課長でございます。

○内藤品質課長 内藤でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 菊地食品産業企画課長でございます。

○菊地食品産業企画課長 菊地でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 木村食品産業振興課長でございます。

○木村食品産業振興課長 木村です。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 伊地知国際協力課長でございます。

○伊地知国際協力課長 伊地知でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 井上卸売市場室長でございます。

○井上卸売市場室長 井上でございます。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 櫻庭物価対策室長でございます。

○櫻庭物価対策室長 櫻庭です。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 大西食品表示対策室長でございます。

○大西食品表示対策室長 大西です。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 末松食品環境対策室長でございます。

○末松食品環境対策室長 末松です。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 岡田外食産業室長でございます。

○岡田外食産業室長 岡田です。よろしくお願いいたします。

○田島分科会長 ありがとうございました。
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分科会長代理の指名

○田島分科会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして進めてまいりますが、まず、分科会長

代理について御相談を申し上げたいと思います。これにつきましては、分科会長が食料・農業・農

村政策審議会令第６条５項に基づいて分科会長の代理を指名させていただくということになってお

りますので、分科会長代理といたしまして、上原臨時委員にお願いしたいと思いますが、いかがで

しょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○田島分科会長 では、お願いいたします。

分科会の運営について

○田島分科会長 それでは、今回は最初の分科会でございますので、まず、本分科会の運営につき

まして事務局から御説明をお願いしたいと思います。

○岡島食料政策課長 座って御説明させていただきます。

お手元の「別添参考一」の「食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会関係法令集」をごらん

いただきたいと思います。７、８ページ目をごらんいただきたいと思います。食料・農業・農村基

本法に基づきまして食料・農業・農村政策審議会が設置されております。その審議会のあり方を定

めておりますのがこの審議会令でございます。

８ページの分科会というところをごらんいただきたいと思いますが、この食料・農業・農村政策

審議会には５つの分科会がありまして、その一番最初に出てきますのが総合食料分科会、本分科会

です。本分科会の所掌事務としては、１と２と分かれておりますが、一つ目は、食料の安定供給の

。 、確保に関する施策にかかわるものを調査審議していただくということになっております 二つ目が

卸売市場法、エネルギーの使用の合理化に関する法律などの個別の法律によりまして審議会の権限

に属させられた事項を御審議いただくことになっております。

なお、注に書いてあります「食品環境資源の再生利用等の促進に関する法律 、通称「食品リサ」

イクル法」と呼んでおりますが、これは本年施行されますので、その施行にあわせて当分科会の対

象とする予定にしております。

この分科会の運営に関する規定につきましては８ページから９ページに書いてあります。分科会

長につきましては９ページの第６条第３項にありますが、当分科会に属する委員の互選により選任
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するということで、先ほど田島委員に分科会長になっていただいたところでございます。

また、５項のところで、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理するということで、上

原臨時委員に分科会長代理に御就任いただいたところでございます。

また、当分科会での議決につきましては、食料・農業・農村政策審議会そのものの議決とするこ

とができることになっておりまして、先日開かれました審議会におきまして、分科会での議決は、

特別の場合を除き、審議会本体の議決とするということが決定されております。

議事の進行につきましては、９ページの第９条をごらんいただきたいのですが、委員及び議事に

関係のある臨時委員の３分の１以上の出席ということで、会議の開催、議決ができることになって

おります。

そのほかの審議会の運営規則などにつきましては11ページからですが 「食料・農業・農村政策、

審議会議事規則」がありまして、２月16日に開かれました本審議会で決定したことですが、この規

程が分科会の議事運営にも適用されるということになっておりますので、この議事規則に従ってこ

の分科会につきましても進行をさせていただきたいと思っております。

その中で一つ御説明させていただきたいのは、11ページの第３条第２項に「会議は非公開とし、

会議の運営に支障がないと認める範囲内で、議事録を一般の閲覧に供するものとする」ということ

になっておりますので、この分科会につきましても、この議事規則によりまして非公開、支障がな

いと認める範囲内で議事録を閲覧に供するということになっております。２月16日の本審議会にお

きまして、会議は非公開ではなく公開することにしてはという御意見もありましたが、この点につ

きましては、３月中に再度予定されております次回の本政策審議会におきまして再度御検討いただ

くことになっております。そういう意味で、再度検討はされますけれども、現在のところ、非公開

で議事録を一般の閲覧に供するという形になっておりますので、当分科会につきましても同様の取

り扱いにさせていただきたいと思います。

この分科会におきましては、部会なり小委員会の設置をすることができますので、これにつきま

して簡単に御説明させていただきたいと思います。

。「 、 」９ページの第７条です 審議会及び分科会は その定めるところにより部会を置くことできる

ということになっております。具体的には、後ほど食料需給予測部会の設置について御相談させて

いただきたいと思っております。

また、12ページの第９条ですが 「分科会長は、必要あると認めるときは、特定の事項を分科会、

長の指名する委員、臨時委員及び専門委員によって構成する小委員会に付託し、調査審議させるこ

とできる」となっております。特に専門的な事項が中心になるかと思いますが、分科会で小委員会
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を設置することができることになっております。この関係では、後ほど食品リサイクル小委員会の

設置についてお諮りしたいと考えております。

以上が本分科会の運営に関する御説明でございます。

○田島分科会長 ありがとうございました。

ただいまの御説明で何か御質問等、例えば会議の公開云々というところでは何か御意見がおあり

かもしれませんが、どうぞ御自由にお願いいたします。いかがでございますか。

飛田委員、どうぞ。

○飛田臨時委員 私は消費者の立場から出席させていただいておりますが、会議はできるだけ公開

でしていただいた方がよろしいのではないかと考えておりますので、御提案申し上げます。

○田島分科会長 会議を公開するということになりますと、傍聴人が入るということですよね。私

の経験で申しますと、大店法の廃止答申をやった折には、50人の方が出席しておられまして、しか

も、抽選でございました。そうすると、相当威圧感を受ける委員もおられますのと、もう一つ難し

い問題は、昔のように食品流通審議会とか米価審議会とか分かれておりますと、その審議会それぞ

れの事情で、これは非公開だとか、これは公開だとかと決めやすいのですが、これが全部一緒にな

って、しかも、その審議会に共通の部分という形で決めて、そのときに審議というのは一般に公開

で傍聴人が毎回入るという形にしておくと非常にやりにくいといいますか、例えば農水の場合はな

いと思うのですが、ほかの場合など、国家試験の委員会などがありますね、これは絶対非公開でな

ければいけないわけです。ですから、原則は非公開にして、これは公開してよかろうというときに

傍聴を許すというやり方の方が現実的かなという感じがします。

ただ、先ほど課長から御説明がございましたように、本審議会で３月末に決めると言っておりま

すので、そちらに従うということでよろしゅうございますでしょうか。

○飛田臨時委員 はい、結構でございます。

○田島分科会長 どうもありがとうございました。

そうしますと、議事録は公にすることになりますが、これは別に発言者のお名前を出ししても構

わないでしょうね。

○岡島食料政策課長 御同意がいただければ。

○田島分科会長 どうぞ。

○藤原臨時委員 私は結構だと思います。議事録は公開した方が、皆さんによく知っていただくと

いうことでいいと思います。

○田島分科会長 では、議事録は発言者名を付して公開する。ただし、分科会そのものは本審議会
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、 。の最終決定に従うけれども 一応原則非公開とするということでよろしゅうございますでしょうか

〔 異議なし」の声あり〕「

○田島分科会長 では、そのように決めさせていただきます。

食料供給をめぐる現状と課題について

○田島分科会長 続きまして、この分科会で取り扱うことになっております分野の現状と課題につ

きまして、事務局から御説明をお願いいたしたいと思います。予定されている議事が結構多いよう

でございますので、簡潔に御説明をちょうだいしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○岡島食料政策課長 それでは、資料３「食料供給をめぐる現状と課題について」という資料に沿

って簡単に御説明させていただきたいと思います。

まず、１、２ページ目をお開きいただきたいと思います。平成11年７月に旧農業基本法が「食料

・農業・農村基本法」という新しい基本法にかわりまして、その中で食料・農業・農村全体の基本

理念が定められました。食料の安定供給を確保していくということ、農業が持つ国土の保全とか水

源の涵養といったような多面的機能を十分に発揮させていくことが大事であり、そのために農業の

持続的な発展が必要であり、そして、農業の生産の場であり、農業の担い手の生活の場である農村

の振興が大事であるということで、食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発

展、農村の振興、この四つを基本理念として定めたわけでございます。

そして、この基本理念に沿いましていろいろな施策を進めていくため、昨年の３月に「食料・農

業・農村基本計画」が策定されました。４ページをごらんいただきたいのですが、３に食料、農業

及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策ということで、食料の安定供給の確保に関する施

策、農業の持続的な発展に関する施策、農村の振興に関する施策の基本的な考え方、基本的な方向

が示されております。施策を進めていくに当たっての目標という意味で食料自給率が定められてい

るわけでございます。

食料自給率につきましては、13、14ページをごらんいただきたいと思います。14ページの右上の

表ですが、我が国の食料自給率の推移というグラフの太い線をごらんいただきたいのですが、この

太い線はカロリーベース、供給熱量の自給率です。昭和35年に79％、平成11年には40％とずっと下

がってきております。その下に諸外国、イギリス、ドイツ、フランスがありますが、先進国中最も

低い水準となっております。

なぜこのように下がってきたかということにつきましては、食生活の変化があります。かつては
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ご飯を３食食べていたのが、ご飯といった穀類の消費が減り、畜産物や油脂の消費が増えてきた。

畜産物や畜産物を生産するのに必要な飼料であるトウモロコシ、油脂の生産に必要な大豆とかなた

ねといったものは外国からの輸入の割合が高い。また、食生活の変化に国内農業生産が十分に対応

できてこなかった。こうしたことから自給率が下がってきたわけです。また、食生活の変化は、一

方で脂質のとり過ぎといったような栄養バランスの乱れとか、食べ残し廃棄が増えてきたといった

ような問題も引き起こしているところでございます。

自給率の目標は、現在の40％を45％に、平成22年までに引き上げようということですが、引き上

げるためには食生活の見直しや、農業者については生産コストを引き下げるとか、消費者や食品産

業のニーズに合ったものを生産することなど、生産から消費にわたる全般の取り組みが必要という

ことになっているところでございます。

次に、農業の現場から消費者、食卓に届くまでの間、これは食品産業、食品の加工、流通、外食

等々あるわけですが、その現状がどうなっているのかにつきまして簡単に御説明させていただきま

す。

16ページの右上のグラフを見ていただきたいのですが、飲食料費の支出、平成７年度で80兆円あ

ります。これがどういうところに振り向けられているかということを試算したものがこのグラフで

す。農林水産業からは約２割、食品製造業から３割近く、流通業３割、外食産業２割という試算が

あります。これは試算ですので、ほかの数値との整合性が必ずしもとれていないところがあります

が、大体このような状況になっております。

そして、下の表ですが、就業者総数に占める食品産業の割合も、総就業者の12％ということで、

我が国の経済に占める重要性もあるわけです。農業の現場から消費者の食卓のところまで、消費者

のニーズに合った形で食品を提供するという意味で、食品産業の重要性はますます高くなっていく

ということが言えるのではないかと思います。

17ページ以降に食品製造業がありますが、食品産業につきましては経済的な脆弱性とか、中小企

業が多いとか、あるいは先ほど田島分科会長のごあいさつにもありましたけれども、流通をめぐる

状況が変わっているという中で、いろいろな課題を抱えているところでございます。

そういった中で、27、28ページをごらんいただきたいのですが、国民への食料の安定供給をどの

ように確保していくかという施策です。まずは、消費者のところで、消費者の視点を重視した食料

消費に関する施策を充実していく必要があるのではないか。安全性とか品質に対する問題、あるい

は食生活の問題といったようなことについての施策を充実していく。あるいはただいま御説明して

きましたように、食品産業、これは消費者に食品を提供するという意味で非常に重要な役割を果た
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しているわけですが、その食品産業の健全な発展を図っていくことが必要となっています。

また、我が国の農業だけでは食料を安定的に供給することができませんので、農産物の安定的な

輸入の確保など農産物の輸出入に関する適切な措置を講じていく。また、いざというときに、国民

に最低限必要な食料の供給を確保できるような、不測時における対応も考えていく必要があるわけ

です。

また、国際的には、人口が増加する中で世界の食料需給は厳しいという見方もありますが、そう

いう中で国際協力を推進することによりまして、世界の食料需給の安定、あるいは環境問題へ対応

していくことが重要なのではないかということで施策を講じているわけでございます。

具体的なことにつきましては29ページからです。食料消費につきましては、脂質のとり過ぎとい

ったような栄養バランスの乱れとか、あるいは食べ残しとか廃棄が増えていることで環境への悪影

響といった問題もありますので、今後望ましい食生活のあり方として、30ページの右上にあります

「食生活指針」を昨年の３月に文部省、厚生省、農林水産省で策定し、これを政府全体で進めてい

く、あるいは国民運動として進めていくこととしています。

31、32ページですが、食品の安全性や品質について消費者の関心が非常に高いということで、こ

れにつきましては、従来から農林水産省、厚生労働省と連携しながら、安全な食品の生産、輸入、

加工、流通、消費ということを進めてきているわけですが、中小企業が多い食品産業におきまして

も進めていく必要があるということで、ＨＡＣＣＰ手法導入のための支援なども進めているところ

でございます。

33、34ページですが、消費者の嗜好、価値観が多様化するということもありますし、また、食品

そのものにつきましても従来のものとは違う、新しいものができている中で、表示を適正化する、

規格制度を充実することにより、消費者に適切な情報を提供し、消費者自ら適切な判断ができる、

商品選択ができるということが重要となっています。平成11年にＪＡＳ法を改正しまして食品につ

いての表示制度を格段に充実したところでありまして、生鮮食料品の原産地表示、あるいは遺伝子

組換え食品に関する表示の適正化等々を進めているところでございます。

36ページの上の表をごらんいただきたいと思います。これは全製造業と食品産業につきまして、

事業所数、従業者数、製造品出荷額の中で占める中小企業の比率ですが、全製造業と比べて、従業

者数、製造品出荷額等々食品製造業分野が高くなっているということでおわかりのとおり、食品製

造業につきましては中小企業の比率が高い。そのために経営基盤が脆弱とか、あるいは技術開発力

が弱い。36ページの下のグラフにあるように、売上高に対する研究費の割合が、食品産業につきま

してはほかの工業部門に比べて低くなっているという状況にあります。そういう中で、中小企業に
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対する技術開発、組織化等について支援を講じているところでございます。

また、38ページの上の表ですが、これは国内で生産された食用の農水産物につきまして、それが

どういうところに仕向けられているかということを表にしたものです。一番右側の平成７年の欄を

見ていただきたいのですが、国内で生産された農水産物のうち直接消費仕向け、家庭で買って、家

庭で調理するということをイメージしていただければいいのですが、それが64％、食品産業に向け

られている部分が36％になっております。食品製造業である加工仕向けが26％、外食を通じて、レ

ストラン等を通じまして消費者のところに届くのが１割という状況になっております。

このような状況ですので、食品産業と農業との結びつきというのは非常に重要だと考えておりま

すので、この両者の連携を図っていくための施策を講じているところでございます。

39、40ページですが、ただいまのところは食品産業のうちの製造部門、外食部門についての御説

明でしたが、生産現場から食卓を結ぶものとして流通は非常に重要な役割を果たしています。流通

につきましては、コストの低減、あるいは物流の効率化等を図る必要がありまして、ＩＴの導入、

その他いろいろな形での支援を行っているところでございます。

また、生鮮食料品の流通の基幹的なシステムであります卸売市場の役割も非常に重要なわけです

が、これにつきましては後ほど御説明をさせていただきたいと思います。

41、42ページですが、最近の課題として廃棄物の問題があります。42ページの中段をごらんいた

だきたいのですが、食品廃棄物がどういうところから出てくるかということを簡単にまとめたもの

です。まず、製造段階、例えばトマトジュースの絞り汁といったものをイメージしていただきたい

のですが、そういう動植物の残さがあります。これは産業廃棄物ということになりまして、平成８

年度で340万トンほど出ております。それから流通段階での廃棄物、売れ残りとか食品廃棄が約600

万トンあります。それから、家庭、外食などの消費段階での調理くずとか食べ残しといったものが

約1,000万トンあります。リサイクルの状況を見ますと、製造段階での廃棄物については半分近く

が再資源化、リサイクルされているわけですが、それ以外の流通段階、消費段階での廃棄物の再資

源化等がまだ十分ではない、ほとんどされていないという状況にあります。

そういう中で、食品リサイクル法が昨年成立しまして今年施行される予定になっており、関係の

事業者に再利用なり削減を義務づけて進めていくこととしております。

43、44ページをごらんいただきたいのですが、食料の安定供給という意味では、６割を輸入に頼

っているわけですので、安定的な輸入を確保するということが大切なわけで、食料輸出国との良好

な関係を維持するとか、世界的な需給状況も含めた情報収集・交換を進めていくということが重要

になっているということでございます。
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一方で、輸入が急増するような場合、国内農業に悪影響もあるわけで、そういったものについて

の対応も必要になっている状況かと思います。

また、不測時における食料の安全保障ということで、46ページをごらんいただきたいのですが、

、 、食料の安定供給をどのように確保していくかということが大きな課題ですが 平時におきましては

まず国内での自給率目標達成に向けまして国内生産を増大させていく。そのためには農地の確保と

か担い手の確保といったことを進めていく中で、国内の食料の供給力を高めることが重要なことで

す。また、平常時からの情報収集も必要ですし、いざというときに国内での生産転換とか、流通が

うまくいくような体制をつくるといったことも必要だと考えているところでございます。

49、50ページですが、農林水産業分野における国際協力の推進ということで、途上国において食

料の生産の拡大を図っていくということ、そして、地球環境問題に貢献していくということが、我

が国にとっても食料需給の安定につながると考えまして国際協力を推進しているところでございま

す。

以上、大変簡単でございますが、食料の安定供給をめぐると現状と課題について御説明いたしま

した。

○田島分科会長 ありがとうございました。

、 、 。ただいまの食料の安定供給に関する現状 課題について何か御質問 御意見等ございましょうか

格別ございませんようでしたら、本日審議予定の議事のうち７番目の食料供給をめぐる現状と課

題を終わりましたので、議事次第８番目の食料需給予測部会の設置についてという議事に移りたい

と思います。

食料需給予測部会の設置について

○田島分科会長 まず、事務局から資料説明をお願いいたします。

○岡島食料政策課長 資料４をごらんいただきたいと思います。１枚おめくりいただきますと概要

図がございますので、それをごらんいただきたいと思います。２段目に総合食料分科会とあります

のが当分科会です。先ほど御説明いたしましたように、食料・農業・農村政策審議会令第７条の規

定に基づきまして、本分科会の決定により部会を置くことができることになっております。そうい

うことで食料需給予測部会を置いたらいかがでしょうかという御提案でございます。

実を申しますと、今回、全省的に審議会等が統合になっているわけですが、かつて、農林水産統

計観測審議会の農業観測部会というものがございました。これは生産の状況を予測するといいます



- 14 -

か、農業の生産の状況などを把握していくということが中心の部会でございました。食料の安定供

給という観点から見ますと、生産状況あるいは海外の需給動向を把握する、あるいは予測するとい

うことは重要であろうということで、当分科会でこの機能を持つということになっております。

そういう意味で、当分科会そのもので御議論いただくのも一つですが、かなり多岐な項目に分か

れますし、専門的なところもございますので、食料需給予測部会を設置していただきまして、そこ

で食料需給見通しの作成、あるいは食料の需給予測につきまして御議論いただいたらどうかという

ことでございます。

１枚目の（案）を読み上げさせていただきたいと思います。

食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会における

食料需給予測部会の設置について（案）

第１条 食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会（以下「分科会」という ）に、食料。

需給予測部会を置き、その所掌事務は分科会の所掌事務のうち、食料の安定供給の確保に関

する施策としての食料需給見通しに関するものを調査審議することとする。

第２条 食料需給予測部会の議決は、分科会の議決とみなす。ただし、同部会の議決に関し

他の分科会若しくは部会との調整を要するとき又は同部会の議決が食料の安定供給の確保に

関する施策に係る重要なもので分科会において審議すべきものであるときは、この限りでな

い。

２ 分科会長は、同部会の議決が前項ただし書の場合に該当すると認めるときは、その旨を

同部会長に通知するものとする。

３ 分科会長は、前項の通知をしようとするときは、食料需給予測部会長の意見を聞かなけ

ればならない。

以上でございます。

○田島分科会長 ありがとうございました。

ただいまの部会設置に関連しまして、この位置づけ等につきまして御意見、御質問等ございませ

んでしょうか。
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○中村臨時委員 以前の農業基本法のとき、需要と供給の長期見通しというのが段階ごとに出て、

、 。 、大体10年ぐらい先をめどにして それを改訂されてやってきたわけです 出すことは出すのですが

予測がなかなか合わなくて、しかも、私の記憶では、相当後半になってくると若干励ましの数字を

入れるということがあって、励ましの数字だから、何年かたてば合わないわけです。そういうこと

を繰り返して新しい基本法になって、今度は10年をめどに自給率の数値目標と、生産予測と、消費

の予測が今のところ出ているわけです。ですから、そういうものとうまく整合性を持って需給予測

的なものをやっていくということであれば、私は非常に意義があると思います。

、 、 、 、ただ かつて どうしても数値に合わなかったというのは 途中の段階で政治的な思惑もあって

こんな情けない数字を公表できないというようなこともあって、だから、何を出しているのか全然

意味がないような、そういうことにはしないような配慮をすれば私はいいと思います。しかも、例

の基本計画というのは見直していくということが決められているわけですから、そういうことも踏

まえて、そういうものをバックアップするというか、プッシュするような形の作業ができればよい

のではないかと思います。

○岡島食料政策課長 私の御説明が十分ではなかったのかと思いますが、過去の長期見通しは、概

ね10年後を見越して策定していたということでございます。今回の基本計画は、新たな基本法に基

づきまして自給率目標の前提となる生産努力目標という形で検討したわけでございます。基本計画

自体は５年ごとに見直しますので、長期的な需給見通しにつきましてはそういうところで検討され

るというふうに理解しております。

むしろ今回御提案させていただいております需給予測部会につきましては、半年なり１年間とい

いますか、短期的な、今年の野菜の生育状況、生産状況あるいは需給状況はどうなるかといったよ

うな、あるいは国際的なトウモロコシの需給状況はどうなっているかといったような、比較的短期

的な需給状況の見通しをやるということで御提案をさせていただきたいと思っております。

○中村臨時委員 では、前の観測ですね。

○岡島食料政策課長 はい。

○西藤総合食料局長 若干補足させていただきますと、中村委員おっしゃるとおり、かつての長期

見通し、旧基本法の８条だったと思いますが、政策見通しというような感じでありました。今度の

基本計画もある面ではそういう状況があるわけですが、ただ、生産、消費、あるいは作物ごとにそ

れぞれ課題を明示して、この課題解決を前提にして一つの目標という形になっております。かつ、

10年という目標の中で、５年ごとにローリングしながら見ていく。そういう中で、今御提案してい

るものは、かつての観測を組みかえていこうと思っておりますが、短期的な需給展望、しかし、そ
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れは長期的ないろいろな政策課題から一歩出ているわけですから、そういうものとの関連を常に見

ながら、消費の動向や生産の動向に対して、それぞれの担当部局、あるいは関係者に、短期的なも

のを見ながら、長期的な課題の状況との関連を提言していけるのではないか。また、そのことによ

って、短期のものと長期のものが組み合わされて具体的な政策立案につながっていくというふうに

考えております。

、 「 」 「 」それと今日御説明しませんが お手元に 食料自給率レポート あるいは 農産物貿易レポート

をお配りしていますが、いわば各年の実績が出ていく中で、基本計画との関連で課題が提示してい

けるということで、基本計画が一番のマスタープランであることは間違いないわけですが、短期的

なものの結果分析の中で、基本計画が実現できるようないろいろな提言につながっていく、そうい

う運用をできればやっていきたいと思っております。

○田島分科会長 ありがとうございました。

ほかに御意見、御質問等ございませんか。

○馬場臨時委員 従来の観測の延長といいますか、あれは逆に言うと、モノ別に短期ですから、あ

る意味では統計情報部の持っているデータから推測したものを出して、あまり議論の余地はないわ

けです。数字の確認という感じのものが多かったわけですが、食料需給見通しなるものを新しい部

、 。会で議論するときは それを踏み出す形のものになるのかどうかということを伺いたいと思います

今のお話ですと、やや踏み出すような感じにも聞こえるし、その辺もう少し御説明いただければと

思います。

○西藤総合食料局長 これからの実際的な運用になっていくわけですが、長期の目標、それを実現

するための課題を生産面、消費面で明示しながら基本計画がつくられているわけです。短期の動向

を踏まえ、短期の見通しを出していくわけですが、そういう課題との関連でどういう状況になって

いるのかという分析をすることで、政策部局だけではなくて、関係者に対して一つのサインを送れ

るような形の運用ができないかなというふうに思っております。

○田島分科会長 ほかにいかがでしょうか。

では、ただいま事務局から御提案の食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会における食料需

、 。給予測部会の設置について この案につきまして皆様から御賛同をちょうだいできますでしょうか

〔 異議なし」の声あり〕「

○田島分科会長 ありがとうございました。

、 。では そのような形で今後の食料の需給予測に関する権限を部会の方へお願いしたいと思います

また、この食料需給予測部会に所属していただく委員につきましては、八木委員と坂本委員にお
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願いしたいと思います。

坂本委員、よろしゅうございましょうか。

○坂本委員 承りました。

○田島分科会長 ありがとうございます。

また、臨時委員及び専門委員の指名につきましては、追加任命が予定されているということです

ので、それを待ってということで御一任願ってよろしゅうございますか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○田島分科会長 ありがとうございます。

食品リサイクル小委員会の設置について

○田島分科会長 では、議事の９番目ですが、食品リサイクル小委員会の設置についてに移りたい

と思います。まず、事務局から資料の御説明をお願いいたします。

○岡島食料政策課長 資料５をごらんいただきたいと思います。先ほどと同様に２ページ目の参考

をごらんいただきたいと思います。

先ほど審議会議事規則第９条を御説明しましたけれども、第９条の規定に基づきまして、分科会

長の御判断で小委員会を設置しまして、小委員会に特定の事項を付託し、調査審議させることがで

きることになっております。

そういう意味で、本年施行予定の食品リサイクル法におきまして、食品リサイクルに関する基本

方針を農林水産大臣が定めることになっておりまして、その際、食料・農業・農村政策審議会の意

見を聞くことになっております。具体的には当分科会で意見を聞くことになりますが、技術的な問

題も多うございますので、まずは、食品リサイクル小委員会を設置していただきまして、そこでい

ろいろ御検討いただいた上で本分科会で御議論いただいたらどうかと考えております。

先ほど食料需給予測部会の設置につきましてお諮りいたしましたけれども、この部会と小委員会

の違いを簡単に申しますと、部会の議決は分科会の議決とすることができることになっております

が、小委員会での調査審議事項は必ず分科会にお諮りしまして、そこで御了解を得るなどが必要に

なります。

このような性格をもつ小委員会である食品リサイクル小委員会の設置につきまして御提案させ

ていただくわけでございますが、１枚目の案を読み上げさせていただきたいと思います。
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食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会における

食品リサイクル小委員会の設置について（案）

第１条 食料・農業・農村政策審議会議事規則第９条の規定に基づき、食料・農業・農村政

策審議会総合食料分科会（以下「分科会」という ）に、追って指名する臨時委員又は専門。

委員からなる食品リサイクル小委員会を置き、食品循環資源の再生利用等の促進に関する事

項を調査審議させる。

第２条 追って指名する同小委員会の座長又は座長代理は、調査審議の結果を分科会に報告

するものとする。

以上でございます。

○田島分科会長 ありがとうございました。

ただいま御提案の食品リサイクル小委員会につきまして何か御意見ございますか。

よろしゅうございますか。

それでは、御賛同いただけますでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○田島分科会長 ありがとうございました。

このリサイクル関係について小委員会を設置して調査審議をお願いするわけでございますが、小

委員会の構成につきましては、専門委員の任命を待って、その上で指名をさせていただきたいと考

えておりますので、先ほどの部会と同様でございますが、どういう方々にお願いするかということ

につきましては、御一任いただけますでしょうか。

〔 異議なし」の声あり〕「

○田島分科会長 ありがとうございました。

食品流通審議会卸売市場部会の論点整理

○田島分科会長 では、続きまして、本年３月に本分科会に諮問される予定の第７次卸売市場整備

基本方針に関連しまして、一昨年から旧食品流通審議会卸売市場部会で御審議をいただいておりま

した内容が昨年12月にとりまとめられております。
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そこで、議事次第の10として、食品流通審議会卸売市場部会の論点整理を事務局から御紹介いた

だきまして、また御議論をいただければと思います。

では、論点整理を事務局の方からお願いいたします。

○井上卸売市場室長 卸売市場室長の井上でございます。資料６に基づきまして御説明をさせてい

ただきます。座って説明させていただきます。

まず、論点整理のとりまとめまでの経緯につきまして若干御説明をさせていただきます。御案内

、 、 、 、のとおり 東京の築地市場や大田市場に代表されます卸売市場は全国各地に配置され 野菜 果物

水産物などの生鮮品の基幹的な流通機構の役割を果たすことが期待されております。このような卸

売市場の重要性を踏まえまして、卸売市場法では、審議会の御意見を聞き卸売市場整備の基本方針

を農林水産大臣が定めることとされております。このため、先ほど会長からもお話がございました

ように、食品流通審議会卸売市場部会におきまして、平成11年12月以降、基本方針の策定に向け、

卸売市場の現状と課題、今後のあり方等につきまして御検討いただきました。本日御出席の田島会

長を審議会長とし、馬場委員を卸売部会長とし、また、資料の９ページにありますとおり、本日御

出席の委員の多数の方々に卸売部会の委員として御参加いただいております。

このような中で、昨年12月には中央省庁の機構改革に伴う審議会の再編によりまして、議論が食

品流通審議会から食料・農業・農村政策審議会に引き継がれることが予定されましたことから、今

後の基本方針の策定のもととなるよう、本日配付しております論点整理という形で、それまでの議

論のとりまとめをしていただいたところでございます。

なお、このたび策定を予定しております基本方針は第７次方針と呼んでおります。これは昭和46

年以降、概ね５年ごとに見直しを行い、これまで６回の方針策定を行ってきていることによるもの

でございます。

それでは、論点整理の内容につきまして御説明をさせていただきます。

１ページの「はじめに」では、先ほど御説明いたしました卸売市場の位置づけと、食品流通審議

会卸売市場部会での御議論の経緯が整理されております。卸売市場の位置づけとしては、冒頭にあ

りますように、卸売市場は、生鮮品流通の大宗を担っており、基幹的流通機構として大きな役割を

果たしてきている。我が国の食生活は伝統的に生鮮品を重視する食文化を有しているが、卸売市場

はこれを支えてきたといえるであろうという位置づけの整理がなされております。

次に、第１章、食品流通の変化と卸売市場流通の課題でございます。

（１）ですが、生鮮品の流通につきましては、卸売市場を経由するものが相当の割合を占めてい

るわけですが、長期的に見ますと、卸売市場を経由しない、生産地と量販店の直接取引などによる
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流通がシェアを広げているところでございます。

しかしながら、２ページの最初の段落にありますように、卸売市場は、消費者に対する効率的な

生鮮品の提供あるいは生産者に対する生鮮品の確実、迅速な販路の提供というような、ほかのチャ

ネルでは代替することのできない生鮮品流通の基盤をなすシステムとして機能しておりまして、生

、 、鮮品流通のさまざまな変化に対応し 今後とも基幹的な生鮮品流通機構として役割を果たすことが

我が国の生鮮品流通全体の発展に貢献するものと考えられると整理されております。

（２）では、人口のピークや少子高齢化などの人口変動により、将来的に生鮮品の消費量が規定

されてくることから、市場関係者はこうしたことを踏まえて、長期的な経営戦略の構築を進めるこ

とが必要というふうに整理されております。

（３）は経済が成熟化する中での対応について整理されております。生鮮品流通は、既に売り手

市場から買い手市場に転換していると見られます。市場関係の事業者にありましては、消費を起点

とした流通への的確な対応が必要になると考えられます。

また、消費者におきましては、生鮮品の鮮度感などだけではなく、使い勝手を重視した食生活の

簡便化志向が強まっていると見られます。こうした中で、最後の行にありますように、リテールサ

ポートなどによりまして消費者ニーズに応えることが重要であると整理されております。さらに、

こうした消費者ニーズに応える商品づくりなどのためには、サプライチェーンマネジメントによる

取り組みが必要と整理されております。

（４）にまいりまして、大手量販店、外食産業、外資系大規模小売店の進出など新たな動きが生

じております。生産サイドを見ましても、自らマーケティングに取り組もうとする動きも強まるも

のと考えられます。市場におきましても、こうした動きに対処するため、流通の専門事業者集団と

して、より高度なサービスを適切なコストで提供していくことなどが必要であると整理されており

ます。

（５）は表示についてであります。ＪＡＳ法が改正されまして、一般消費者向けのすべての生鮮

品が原産地表示の対象となったところでありまして、卸売市場におきましても原産地表示の徹底な

どに努める必要があると整理されております。

（６）は消費の変化への対応について整理されております。生鮮品と区別があいまいな一次加工

品の増加、商品の小口化、有機農産物への志向などがありまして、それらへの対応をしていく必要

があると整理されております。

第２章はＩＴの進展と卸売市場流通の今後の方向です。

（１）ではＩＴへの取り組みの重要性が整理されております。４ページの「こうした中で」から
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始まる第２段落にありますように、卸売市場におきましては、情報の収集・提供にとどまらず、分

析・総合を通じまして高度な情報の創造を行い、これを市場利用者に的確に提供することが重要に

なると整理されております。

（２）は電子商取引についてです。その普及がさまざまなところで進みつつある中で、第３段落

にありますように、電子商取引の利便性などを取り込んで、卸売市場における電子商取引等につい

て今後検討する必要があると整理されております。

（３）につきましては、卸売市場内におけるＬＡＮシステム整備の推進の必要性が整理されてお

ります。

（４）はＥＤＩについてです。これらを活用いたしまして、取引の電子化に取り組む必要がある

と整理されております。

５ページ、第３章は、施設整備などハード面での卸売市場整備の今後の方向です。

（１）は、農林水産大臣が設置を決めます中央卸売市場と、都道府県知事が設置を決めます中央

卸売市場の現状について整理されております。基本的には卸売市場の全国的な配置が進展した状況

になっておりますが、高速道路網の整備、物流システムや技術の高度化の進展により生鮮品流通そ

のものが広域化し、市場間での競合が生じておりまして、こうした状況に対処するための取り組み

が重要であると整理されております。

（２）は中央卸売市場の施設整備です。老朽化、過密・狭隘化の著しいものが多いことから、中

核的な卸売市場につきましては重点的な整備が必要であると整理されております。 （３）は地方

卸売市場についてです。地方卸売市場は取り扱い規模が小さく、経営の不安定なものが多いことか

ら統合が進められているところですが、目標に達していないことから、引き続き統合を進める必要

があると整理されております。

（４）では、生鮮品の品質、安全性への対応として、衛生管理施設や低温卸売場などを整備する

必要があると整理されております。

６ページにまいりまして （５）では、卸売市場の集分荷・物流機能をはじめとするさまざまな、

機能につきまして、少量多品目の品揃えを求めます専門小売店・業務店のニーズ、大量の品揃えを

求めます量販店のニーズなどそれぞれに対応いたしまして、各機能を強化する必要があると整理さ

れております。

（６）では、卸売市場の施設整備に当たりましては、コストと便益の関係を十分に踏まえた投資

が必要である。また、民間資金の活用についても検討する必要があるとされております。

第４章は市場関係事業者の経営の今後の方向です。
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二つの項目からなっておりますが、１番目は統合大型化等経営の合理化です。

（１）では、卸売価格の低迷、産地・出荷者による選別、市場間競争の激化などにより卸売業者

の経営が悪化している状況などについて整理されております。

（２）では、多くの卸売業者は営業利益が低い状況にある中で、経営規模の拡大が基本的に重要

であると整理されております。また、経営体質の強化に努めますとともに、戦略的な統合大型化の

取り組みを進める必要があると整理されております。

（３）は、卸売業者の業務の関係です。業務全体のシステム化を行うことにより、ローコストオ

ペレーションを徹底する必要があるとされております。また、サプライチェーンマネジメントやマ

ーケティングの強化によりまして、集荷・販売力の強化を図る必要があるとされております。

（４）では、経営悪化に直面している卸売業者につきましては、卸売市場法に基づきまして経営

改善命令が出されることになっております。出荷者の信託に応えるため、経営の早急な改善が求め

られると整理されております。

（５）は仲卸業者についてであります。仲卸業者は、卸売業者から生鮮品を買い取り、小売店に

販売する業者でありまして、リテールサポートなどに取り組むことが必要であると整理されており

ます。また、複数の仲卸業者が連携して、量販店と対等な取引関係を構築するほか、配送や調製を

共同で行ってコスト低減をするなどの取り組みが必要とされております。

（６）ですが、仲卸業者につきましては赤字経営となっているものが多い状況にあります。この

ため、統合大型化などの措置に取り組む必要があるとされております。また、仲卸業者の組合にあ

りましては、リタイアを余儀なくされる仲卸業者の円滑なリタイアを助長するための仲介・あっせ

んなどの取り組みが必要であるとされております。

２番目の市場の競争力強化のための総合的検討は、卸売市場部会の中で論点となりました手数料

問題について触れたものです。全文を読まさせていただきます。

「卸売市場の競争力の強化の観点から卸売手数料問題について論点の提起があったが、本問題に

ついては市場関係者の経営問題等も含めた総合的検討をまず市場関係者及び行政が深めることが適

切であり、その取り組みを求めるものである 」とされております。。

現在、この整理に基づきまして、市場関係者及び学識経験者からなるワーキンググループを開催

し、検討を深めていただいているところでございます。

８ページ、第５章はその他です。

（１）は、一昨年卸売市場法の法律改正がありましたが、行政におきましては、こうした改正の

効果を把握し、今後の施策の検討に役立てる必要があると整理されております。
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（２）は環境問題です。卸売市場におきましても、食品廃棄物や不要となった包装容器などのリ

サイクルへの取り組み、また、通い容器の導入等を進める必要があると整理されております。

（３）は労働環境についてです。卸売市場におきましては、労働集約型の業務が中心となってお

りますので、従業員の資質の向上を図る観点からも、研修・体験制度の充実、快適な職場環境の形

成など労働環境の整備に努める必要があると整理されております。

（４）は卸売市場に関する情報です。広く消費者に対し卸売市場の役割、生鮮品に対する知識な

どについて普及するため、インターネットなどを活用し、卸売市場に関するさまざまな情報を幅広

く公開・提供することが望ましいとされております。

以上が内容でございます。

今後の予定といたしましては、３月中に第７次の基本方針を作成したいと考えております。よろ

しくお願いいたします。

資料の後半の部分は、データ編でございますので、後ほど見ていただきたいと思います。 以上

でございます。

○田島分科会長 どうもありがとうございました。

第７次の整備基本方針の策定の前提となる論点整理という位置づけかと思いますけれども、御質

問、御意見等ございましたら御自由にお願いいたします。

、 、 。○藤原臨時委員 この論点整理は 昨年 部会長ともども随分苦労してまとめたものでございます

この間、北海道で道の卸売市場審議会が立ち上がりまして初めて参加いたしましたけれども、道の

説明の中でこの論点整理の内容が説明されまして、なるほどなあと聞きながらいろいろ勉強してき

ました。

そこでちょっとお聞きしたいのですが、最近、成田空港等に毎日生鮮品が相当な量、水産物、野

菜、その他食品が毎日海外から入ってくるわけです。特にサーモン系統で、いわゆるキングサーモ

ンと言われるものですが、これが全国に随分流れているのですが、その価格形成がどこで行われて

、 。 、 、いるのか その辺の構造が見えて来ないわけです よく市場に行って これはどこなんだと聞くと

仙台から来たとか、あるいは東京から来たとか、いろいろな流れの中で、価格も全国的に統制がと

れていればいいのですが、北海道価格とか東京価格とか言われており、消費者に対してもそういう

流れが見えてこないという感じがするわけです。

どのくらいの数量が毎日成田に入荷しているのか、その価格形成はどうなっているのか、今後第

７次卸売市場整備に当たっての問題として、そういうことも勉強しておきたいので、その辺いかが

なものでしょうか。できるならば数量的なことをお聞きしたいと思います。
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○河田流通課長 今、手元に数字を持ってきておりませんので、次回までにその辺整理してお出し

するようにしたいと思います。

ただ、野菜については去年のデータがあるのですが、ここのところセーフガード等でも話題にな

っておりますが、非常に増えていることは事実なので、今成田の話も出ましたので、その辺もう少

し調べてお出ししたいと思います。

○藤原臨時委員 成田での価格形成がどのようになっているのか、また、その数量的なものがど

う変化していくのか、それがなければ第７次を検討しても、我々も言うのは難しいわけです。その

辺基本的に調べてほしいと思います。

○河田流通課長 卸売市場の価格と、例えば小売価格とか、今北海道価格と東京価格とおっしゃい

ましたが、そういう感じですか。

○藤原臨時委員 それもそうですが、いわゆる卸と商社との関連があるのか、例えば卸売業者が成

田に直接行っているものなのか、その辺もきちんと整理していただきたいと思います。

○田島分科会長 ほかにいかがでしょうか。

成田市場ができているという話も聞きませんので、しかし、データとしては……。

○河田流通課長 週刊誌によりますと「成田市場」なんていう言い方もありますので。

○田島分科会長 こういう問題はどうでしょうか。大体外資系流通業が参入してくるときには、そ

の後ろに世界中から適所適品を調達して、日本の品物とあわせて品揃えをするという、いわゆるグ

ローバルマーチャンダイジングと呼ばれる手法とシステムを持っているわけです。従来、日本に出

てきている外資系流通業というのは、例えばおもちゃをやるとか、あるいはオフィスの用品をやる

とか、非常に限定された、専門化されたところだったわけです。

今盛んに出てきておりますのは、食料などの取り扱いの非常に大きなハイパーマーケットなどが

だんだん多くなってきて、今後さらに増えると思うのです。ここら辺は大体海外で商品を調達する

ということを得意にしておりますので、例えば中国からの野菜が急に増えるとか、繊維の世界で、

タオルなどでセーフガード発令の要請があるとか、そういう事態になっておると思うのですが、こ

こら辺は効率供給という点からは非常に重要なのですが、片一方では安定供給という二つの視点で

我々は食品流通を見ていかなければいけない。そういう意味では、最近、生鮮品で海外からの輸入

が急速に増えて、それがセーフガード問題とか、そんなことに発展しているような事例はありませ

んか。つまりこれを書いたときと少し違う国際情勢になってきているということはないですか。

○井上卸売市場室長 農産物に関しまして、特に最近野菜で輸入が増えているという現状はござい

ます。そのような中で、急激に野菜の輸入が増えて、生産者に影響が生じていると考えられるもの
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につきまして 昨年の12月22日 ねぎとか生しいたけとか 食料品ではありませんが たたみ表 い、 、 、 、 （

ぐさ）につきまして、セーフガード発動に向けての政府調査を開始したところでございます。現在

は調査中でございまして、４月後半ぐらいまでにいろいろなデータをそろえて、その後、その取り

扱いを検討していくという段階になっております。

ほかの野菜につきましても急激に輸入量などが増えているものもありますので、そのようなもの

は、その動向を詳しく監視するという体制をしいておりまして、輸入と国内生産の安定がともに図

れるように努めているところでございます。

○西藤総合食料局長 若干補足しておきますと、近年の野菜の輸入の動向を見ますと、たしか平成

７年をピークに生鮮野菜の輸入量自体は対前年マイナスで推移していたのが、平成10年は国内産が

不作だったということでドッと増えました。11年、12年と国内産が比較的潤沢に出て、価格が平年

に比べれば低い水準で推移しているにもかかわらず、平成12年においても、年計をとってみれば、

前年よりも生鮮品の輸入が増えているという状況にあります。ただ、増え方自体は、平成10年、11

年に比べれば伸びは鈍化しております。正確な数字は頭に入っておりませんが、一桁の伸びだった

と思います。

ただ、従前と若干中身が変わっておりまして、従前一番量的に多いのはたまねぎ、平成10年のと

きも大変論議があったのはキャベツ、レタスの葉ものの緊急輸入という形だったのですが、セーフ

、 、 、 、 、ガードで議論されているねぎのほか 果菜類 トマトとかピーマン ナス キュウリというような

従前はほとんど100％国内産で供給されていた分野について輸入が入ってきております。量的には、

トマトという形で見ても、たしか国内供給量の１％前後、ナスで見てもそういう状況ですが、ほと

んどゼロだったものがそういう形で一定のシェアを占めるような状況になってきております。

今後、どこまで、どういう状況で、果菜類は主に韓国からの供給ですが、その供給体制及び今後

の動向について、先々週ですか、ＮＨＫの「クローズアッフ現代」で大々的に報道されておりまし

たが、私どももその状況をもう少ししっかり見ていきたいと思っております。これが本当にずっと

いくのかどうかというのは、いくというのは、先ほど会長がおっしゃいましたように、効率的とい

う観点と、安定という観点、それと当然のことながら安全・安心という視点、品質管理の視点も重

視したことを考えていかなければいけないので、現在そういう点も含めて内部では注視している状

況です。まだセーフガードを含めて方向を明確にできる状況にはございません。

○田島分科会長 ほかにございますか。

○津田臨時委員 私もよくわかりませんが、食料品の付加価値の中で、いわゆる農業者の取り分と

いうのは２割とか言われておりまして、８割近くのものは流通、加工段階の付加価値で、輸入品価
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格の問題もむしろ流通、加工に問題があるのではないかと思うのです。もちろん原料そのものも安

いのでしょうが、流通、加工段階についての工夫、効率度いかんが価格形成上のウェイトが高いの

ではないか。どうも食料問題というと、農家云々という話が出るのですが、実際は流通の問題がウ

ェイトが高いので、卸売市場の問題も相当深刻な問題なのではないか。これが食料品価格の中でど

ういう役割を果たしているのかということを考えなければいけないのではないかと思うのです。

○田島分科会長 何か事務局の方からございますか。流通課長。

。 、 、○河田流通課長 耳の痛いお話です 生産者がどれだけ取っていて 中間の経費がどれだけあって

、 。 、小売りマージンがどれだけあるかというのは 我々も一応データとしては押さえております ただ

時期によって違ったり、野菜でいえば、生産の時期によって違ったり、非常にとりづらいという感

じがあります。

それを前提に御紹介しますと、レタスでいうと、平成９年、10年、11年の各11月の平均ですが、

生産者が42～43％、中間の経費が24％、小売りマージンが34％となっております。これを高いと見

るか低いと見るかという話ですが、関連で、日米の流通マージン比較をやっておりまして、これは

12年度ですが、レタスでいうと、アメリカの場合には生産者が21、中間が28、小売りマージンが52

ということで、ほかのものも幾つかあるのですが、数字だけ見る限りでは、それほど農家の手取り

が低いとも思えないわけです。

ですから、一概にこうだということを言えないのが辛いところではあるのですが、もちろん我々

、 、 、としても できるだけ消費者が安心して 安価に買ってもらうという方向は志向していくのですが

現段階において、それほど不当ということはないのではないかという感じを持っております。

○津田臨時委員 不当ということではないので、先ほど食料政策課長が説明された16ページの表、

経済企画庁が言われている内外価格差の問題になると、詰めていくと、実は生産者の問題ではなく

て、流通、加工の部分が非常に大きな問題なので、決して簡単な問題ではなくて非常に重要な問題

だということです。別に不当に云々ということではございません。

○西藤総合食料局長 津田委員おっしゃるとおり、16ページのところですけれども、国民の飲食料

費 80兆円のうち、外国を含めて一次産業の取り分が４分の１、20兆程度、流通を含めた食品産業

が８割ということです。ただ一方で、流通業、製造業、外食産業、農林水産業という従事者の状況

で見ていきますと、それなりの人が従事しております。ただ、おっしゃるとおり、こういう生鮮食

料品一つ見ても、品質管理技術、物流技術、情報技術がものすごく変化してきている中で、そうい

うものがあったからこそ、さっき御説明したように、生鮮野菜がかなり入ってくるという環境変化

があるわけです。そういう中で効率、安定あるいは安全というようなことも考えながら、今後の、
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特に流通部門のあり方をどうしていくかというのが今度の方向の一つでありますし、その中で触れ

ていただいておりますように、いろいろな変化の中でいかに効率的、安定的に状況変化を踏まえて

対応していくかということを、今後の市場整備の方向で出していかなければいけないのだろうと思

っております。

○畑江臨時委員 間違いかもしれないので、自信がないのですが、去年あたりフランスで食料品に

売り値と生産者の値段と両方を表示するという法律ができたとか、できないとか、できるとかとい

う話を聞いたことがあるのですが、それについては多分そういうふうにする理由があったと思うの

です。その後、その効果というのがだんだん出てきて、それを続けるのか、取りやめるのかよくわ

、 、 。からないのですが そういうことというのは もしも効果があるのであれば日本でも可能かどうか

これは間違いだったら申しわけないのですが、そういう話を聞いたのですが、いかがでしょうか。

○田島分科会長 事務局の方で何かつかんでおられますか。

○河田流通課長 勉強不足でございまして、少し調べさせていただきます。

○西藤総合食料局長 私も断片的には知っているのですが、正確な状況と、それの今後の取り扱い

については正確にわかりませんので、次回までに整理いたします。

○井上卸売市場室長 こちらの方で調べさせていただきたいと思います。

○櫻庭物価対策室長 フランスの農業法の中に、指定する産品については仕入れた価格と小売価格

をスーパーに掲示するというのが法律上定められております。実際問題として起きたのは、イタリ

アとかＥＵの中から、例えばピーチであるとか、そういったものが安く入ってきたりとか、国内品

と非常に差があった場合に、スーパーの中に看板みたいなもので掲示して、消費者の皆さんにそれ

を選択していただきたいという形で、すべてのものを二重価格にするというわけではなくて、要す

るに暴騰のおそれ、あるいは低落すると申しますか、価格変動が著しい場合に限って指定するもの

というぐあいになっているようでございます。ただ、現状において、それがどのくらい効果がある

のかどうかというのは、まだはっきりしたところはないという状況と聞いております。

○畑江臨時委員 多分去年くらい、割と最近ですよね。

○櫻庭物価対策室長 昨年だったと思いますけれども、たしかフランスの農業法の中に明記されて

いるというふうに記憶しております。

○畑江臨時委員 もしかして、それが農家の保護とか、日本の産業の保護になるようだったら、日

本でも検討する価値があるのかなと思ったのでお伺いいたしました。

○櫻庭物価対策室長 今後もう少し勉強したいと思います。

○田島分科会長 私もうろ覚えですが、フランスはどちらかというと、独禁法制その他の整備等々
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はやや遅れぎみでしたけれども、例えば差別対価等々の問題については、ロワイエ法の中に規定が

あって、過度に価格競争が行われることを禁ずるための法制を議論したとかつくったとかという話

を、ロワイエ法そのものの変化とともに我々も聞いておるわけです。例えば農業法の話とロワイエ

法及び差別対価問題、つまりこれは幾らで仕入れていて、確かに仕入れ価格を割ったような販売は

いたしておりませんとか、そんなふうな話が絡んでいると思うのです。そこら辺の法制の動き等を

スタディしていただいて、御紹介いただければと思います。

○畑江臨時委員 もっと消費者にアピールすることができるかなと思ったので、お聞きいたしまし

た。

○田島分科会長 ほかにいかがでしょうか。

○馬場臨時委員 我が国の食品の流通システムが従来のスタイルと輸入品中心のスタイルと多分違

ってきているのではないかということだと思うのです。ですから、卸売市場という狭い範囲ではな

くて、ことに外国から生鮮食品を供給するシステムというのはどうつくられているかということを

本格的に検討する必要があるのではないかと思います。従来は、生鮮品というのは地場のものとい

うか、鮮度が重要だから、外国からあまり来ないという発想だったのですが、最近は中国でも韓国

でも、生産現場からの流通システムがよくなってきて、日本がかなり技術指導したようですけれど

も、あまり内外の差がなくなってきたという問題があると思うのです。

それから、特定のものに限って非常に合理的に持ってくるというやり方と、日本の卸売市場のよ

うに多品目のものを集めてさばくやり方とシステムが全然違うわけですから、そういうシステムの

違いみたなものを明確にしていかないと、何となくみんな輸入品の方が安くていいという話にいっ

てしまうおそれがあると思います。

もう一つ、その裏にあるのは、この間のＮＨＫを見ておりましても、国が日本に向かって生鮮食

品を輸出するためにかなり助成をしていると、これも実態はよくわからないのですが、国家的に日

本の市場向けに産業を育成して、出荷させているようなシステムがある、それをどう考えるか。日

本に比べれば労賃に非常に差があるようなところが日本市場目がけて、国家的な態勢を組んでくる

ものをどう迎え撃つか、迎え撃つというのはちょっと乱暴な言い方ですが、その辺もう少し議論し

ていただいたらおもしろいと思います。

○田島分科会長 今いろいろな御意見が出ましたので、テイクノートしていただいて、今後の審議

に参照していただければありがたいと思います。
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そ の 他

○田島分科会長 その他というのが議事次第の11にございますが、何かこの際御提案になりたいと

いうことがございましたら、ひとつ御提起願いたいと思います。

○中村臨時委員 御提起ということではないのですが、４月から、例のＧＭＯの表示が義務化され

るというのは結構だと思うのですが、一つだけ心配しているのは、恐らく不分別という表示も非常

に少なくなって、遺伝子組換えを使っているというのはあまり登場しないだろうと思いますから、

そうすると、売り場は比較的平穏でありまして、大豆油にしても醤油しても表示の義務はありませ

んから、そうすると、あまりそういうものはない。

ところが、これは制度としてもある程度認められていますけれども、どうしても避けられない、

。 、 、意図せざる混入というのがあるわけです そうすると 今度は売り場で誰でも買えるわけですから

売り場で買って、検査機関に送って、今は組換え大豆が1,000粒の中に１粒入っていても検出でき

ますから、しかも、非常にぐあいの悪いことに、定量検査というのは難しいのです。ある程度はで

きるようになったと言っていますが、つまり５％以内だということが、一応それは許容されている

範囲におさまっているのかおさまっていないのかということがわからないわけです。そうすると、

たちまちそのメーカーは表示がおかしいじゃないか、量販店は何をやっているんだとか、そういう

ことが次々と起こってくるような気がしています。

せっかく義務表示として出発するわけですから、そこをどういうふうに対処するのかという考え

方といいますか、仕組みといいますか、一番いいのは、検査技術が非常に進むということが大事だ

と思うのですが、なかなかそれも急には期待できない。そうすると、若干の混乱が、あのスーパー

でも見つかった、このスーパーでも見つかったと、そういう話になりかねないようなことを心配し

ているのです。では、どうしたらいいかという提案はないのですが、そういうことについてどうで

しょうか、御心配はないですか。

○田島分科会長 同様の問題では、餌における抗生物質の問題とか、そこら辺、我々も消費者とし

て考えたとき非常に心配だと思うのです。ただ、そこら辺が、農水省は生鮮についても原産地を全

部表示するようにと言っておられるのですが、なかなか進まないということがあるようです。外資

系は意外にそこら辺ははっきりさせている。どこの水域でとれた魚で、誰が、どこの港に持ってき

たものだということで、漁師さんの写真まで出たと、どなたか御披露になっていましたね、食品流

通審議会で。ですから、表示問題とか、非常に地味なテーマでありながら意外に重要な問題がござ

、 。いますので 今後議論の中でも生かしていかなければいけないのではないかという気がいたします
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ほかにございますか。

○飛田臨時委員 今の分科会長、それから中村委員の御発言とも関連することでちょっと気になっ

ておりますのは、これは国の方針で、これから先、麦ですとか、大豆ですとか、あるいは飼料作物

等の増産を図るという方向づけがなされておりますけれども、最近、卵とか牛乳、肉類やその加工

品を購入いたしますと、表示の中に遺伝子組換え原料を使っていない、遺伝子組換えの飼料を使っ

、 、 、 、ていないとか 抗生物質不使用などの情報が溢れ 自信のあるところなのか よくわかりませんが

強調表示的に、健康志向に訴えるものが大変多くなってきております。

飼料作物等の生産動向というのは消費者も大変関心を持っておりまして、肉などもこのごろ生育

過程で麦を食べさせていますという表示があるのですが、周辺情報として、国産で、どのような形

で増産が図られているかという情報も欲しいですし、また、表示問題としては、書きたいところだ

けが書くのでなくて、具体的な表示基準として、生育過程の飼料作物、特に畜産物、酪農関係のも

の、鶏卵なども含めまして、どういうふうなものを使っているなどについて、標準的な表示の目安

が欲しいと思っております。

○田島分科会長 ありがとうございました。

そこら辺は農水省の方でお受け取り願って、今後我々にそこら辺の動きとか情報等を御提示いた

だくことをお願い申し上げたいと思います。

○内藤品質課長 ＧＭＯの関係ですが、４月以降表示が義務化されるわけです。私どもマーケット

から製品を買い上げまして検査を行いたいと思っておりますが、どうしても意図せざる混入という

ものがありますので、定性的には出るという可能性はございます。ですから、その公表の仕方をど

ういうふうにするかということはこれから考えたいと思っております。どういうふうな形がより消

、 、費者にとってよいのか 単に出ているということだけだと不安だけを増幅しかねないものですから

公表の仕方を至急考えたいと思っております。

○田島分科会長 ありがとうございました。

どうぞ。

○岡島食料政策課長 今御意見のありました麦とかの増産の件でございますが、今日お配りしてお

ります「食料自給率レポート」に、品目別に書いてございます。例えば14ページをお開きいただき

ますと、麦類につきまして簡単にまとめてございます。麦につきましては、生産量は58万トンを平

成22年度目標で80万トンに持っていこうというわけです。麦の自給率は１割を切っている水準でご

、 、 、 、ざいまして 今のターゲットとしては もともと日本にあったうどんとかめん それが今輸入もの

ＡＳＷなどに置きかわっているわけですけれども、そのあたりをターゲットとして、めんの需要に



- 31 -

合った品種を育成し、生産を増やしていこうとしております。実需者ニーズに応じた日本めん用の

小麦の増産を図っていますというような概要につきまして、品目別にそれぞれ書いてございますの

で、後でお読みいただければと思います。

○田島分科会長 どうもありがとうございました。

だんだん時間が迫ってまいりましたので、本日はこの辺で終わらせていただこうと思います。今

、 、 、 、日 委員の方から出していただきました御意見 さらには 後ほどお気づきの点がございましたら

来週いっぱいぐらいをめどに事務局へ御連絡いただきまして、それらにつきましては事務局で整理

していただいた上で、第７次卸売市場整備基本方針案の策定に当たって勘案をしていただく、この

ようなお願いをいたしたいと思います。

その他、事務局から何かございますか。

○岡島食料政策課長 次回のスケジュールでございますが、委員の方々の御予定が合うときがなか

なかございませんで、大変恐縮でございますが、３月26日、午後２時から４時ぐらいということで

開催させていただきたいと思います。年度末でお忙しいと思いますが、どうぞよろしくお願いいた

します。

○田島分科会長 ありがとうございました。

では、本日はこれで終了させていただきます。ありがとうございました。

閉 会


