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開 会

○田島分科会会長 定刻でございますので、ただいまから第５回総合食料分科会を始めた

いと思います。

最初に、総合食料局長からご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくどうぞお願いし

ます。

総合食料局長挨拶

○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。

食料・農業・農村政策審議会の総合食料分科会、今日が第５回目ということでございま

す。何かとお忙しい折ご出席を賜りまして、まずもって御礼を申し上げたいと思います。

また、委員の皆様、最近、何かと農林水産行政、いろいろな面で課題を抱えております。

日ごろからご支援、ご協力を賜っておりますことを、この場を借りて御礼を申し上げたい

と思います。

私ども、特に昨年９月のＢＳＥ患畜の発生以来、食の安全の問題について改めて対応を

痛感させられている状況でございます。検査体制の整備は当然のことですが、併せて消費

者の皆さんにどう正確に情報を提供し、消費者に選択していただくかということの重要性

を痛感している状況にございます。

そういう中で、先月来、個別のいろいろな問題が出てきております。表示に関する問題

については、ＪＡＳ制度を私どもが直接所管しておりますけれども、いろいろなご論議を

経て、一つの枠組みが出てきたところですけれども、今、それに対する信頼性が失われる

というような状況が出てきております。これを取り返すことは大変至難の状況でございま

すけれども、私ども、野間農林水産副大臣に本部長になっていただいて表示問題に関する

本部も先週設置しまして、表示、情報提供に関して改善、強化に早急に取り組んでいこう

ということで、省を挙げて取り組んでいる状況にございます。

そういう点で、食料の量の問題、質の問題、いろいろな局面で課題が出てきている状況

にございます。本日の分科会では、そういう状況の中で２つの議題をご論議いただく予定

をいたしております。

１つは、食料安全保障マニュアル小委員会において、既に３回にわたって調査審議いた
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だいております不測時の食料安全保障マニュアル（案）について、ご審議をいただく予定

でございます。これはもう委員の先生方ご案内のとおり、食料・農業・農村基本法に基づ

く基本計画の中でマニュアルの策定がうたわれております。私ども、政府として講ずべき

対策の基本的な内容、根拠法令、実施手順等、そういう点では地味でございますけれども、

実施手順等をご論議いただきながら整備してきたつもりでございます。本日、小委員会の

検討結果を踏まえて、分科会でご論議いただければ大変ありがたいと思っております。

２つ目は、私ども、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針を５年に１度制定

することになっております。平成３年、９年と制定してまいりまして、今年が５年目に当

たっての改訂作業ということで、私ども、いろいろな関係者から意見も伺ってまいりまし

た。本日ご論議をいただいて、来月開催予定しております次回の総合食料分科会で諮問申

し上げ、ご意見を承りたいと思っております。

食品流通をめぐる状況について、皆様ご案内のとおり、いろいろな技術進歩、品質管理

技術、それを支える情報技術、あるいは特に、冒頭にも申し上げましたが、当然のことな

がら安全・安心への関心の高まり、それに対応した品質管理や対応について、流通にかか

わるところが挙げて取り組まなければならない課題でございます。最近の情勢も踏まえて、

基本的な方向を政府として示していき、関係者の努力をお願いするということかと思って

おりますが、それぞれにいろいろな面で食品の流通にご関心、ご見識をお持ちの委員の先

生方のご意見を賜りながら、時代に即した形で整理していきたいと思っておりますので、

よろしくお願い申し上げます。

本日は、以上２点でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

配布資料の確認等

○田島分科会会長 では、事務局の方から委員の出席状況等についてご報告をお願いしま

す。なお、資料の簡単なご説明もお願いいたします。

○臼杵食料政策課長 初めに、１月８日付で事務局に人事異動がございました。

今ちょっと遅れておりますが、北原審議官に代わりまして山本審議官でございます。

それから私、岡島課長に代わりまして臼杵でございます。よろしくお願いいたします。

本日の出席状況でございますが、畑江臨時委員、福島臨時委員についてはご都合がつか
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ず、ご欠席でございます。その他４名の委員と11名の臨時委員ご出席でございますので、

本日の分科会は、審議会令第９条の規定によりまして成立しております。

それから、資料を確認させていただきます。

お手元に配付資料一覧がございますが、資料３が食料安全保障マニュアル関係で、それ

ぞれ資料３－１、３－２、３－３となっております。

資料４が流通関係でございまして、資料４－１から４－５までございます。ご確認いた

だきまして、もし落ちているものがございましたら事務局までお申し出ください。よろし

ゅうございますでしょうか。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

それでは、本日の議事進行につきまして簡単にご説明いたしたいと思います。

ただいま局長からもご説明がございましたように、本日は２つの議題がございます。ま

ずは食料安全保障マニュアル小委員会で調査、審議をしていただいておりますので、その

結果につきまして小委員会座長からご報告がございます。ご審議をお願いいたしたいと思

います。

続きまして、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針、これにつきまして事務

局からご説明をいただきまして、ご審議をいただきたい、このように考えております。

なお、この分科会のご案内の際に「12時30分まで」と書いてございますけれども、一応

12時を目途に議事を運営してまいりたいと思いますので、ご協力をお願い申し上げたいと

思います。

不測時の食料安全保障マニュアル（案）について

○田島分科会会長 それでは、議事次第の３、不測時の食料安全保障マニュアル（案）に

ついて、ご審議をお願いしたいと思います。

まず、検討をお願いしておりました食料安全保障マニュアル小委員会、第３回の総合食

料分科会で設置されたわけでありますけれども、その後３回の調査審議が行われましたの

で、この不測時の食料安全保障マニュアル（案）について事務局からご説明を受けた後

に、八木座長から小委員会での調査審議の結果についてご報告をちょうだいしたいと考えてお

ります。

では、最初に事務局からご説明をお願いします。



- 4 -

○臼杵食料政策課長 まず資料３－２、マニュアル本体をご覧下さい。

昨年11月の分科会におきましては、検討状況ということで、簡単なポンチ絵を中心とし

た骨子でご説明したかと思います。今回は小委員会で３回ご審議いただきまして、このマ

ニュアルの原案をつくらせていただいております。

構成といたしましては、３部構成になっております。まず、マニュアル本体の文章編で

ございます。それから、目次の３枚目を見ていただきますと別紙ということで、いろいろ

な情報収集項目でありますとか、備蓄、輸入それぞれの考え方や実施手順等を別紙として

整理させていただきました。それから最後に、やはり法令でありますとか、そういうもの

が手元にない

といけませんので、関係法令等の参考資料を一番最後に取りまとめたところでございます。

それでは、本体の１ページをめくっていただきたいと思います。

ここでは、第１といたしまして、このマニュアル策定の趣旨を書いております。

「２ 世界の食料需給の状況と見通し」ということで、農業の生産物は非常に生産量が

変動しやすい。また、自給を原則としておりまして、輸出に回る貿易量そのものが少ない。

それからまた、日本の場合は少数かつ特定の国からの輸入に依存しているということでご

ざいますので、今後とも異常気象なり、それからまた、これは小委員会でも議論がござい

ましたが、経済全体の先行きが不透明であることから、短期的な不安定性が高まるのでは

ないかと考えられます。

１ページの一番下の行でございますが、マニュアルの趣旨は、あくまで私ども行政の実

務担当者が講ずべき基本的な内容、根拠法令、実施手順等を示すものでございます。また、

２ページでございますが、このマニュアルにつきましては、これから適宜適切に見直して

いく必要もありましょうし、それからまた、災害対策マニュアルのように、もう少し詳し

いものもつくっていく必要があるということでございます。

４番目は不測の要因ということで、先般、分科会でもご議論いただいておりますが、国

内と海外と２つに分けて要因を整理させていただいております。

「注」で説明しておりますように、このマニュアルはあくまで安全性そのものというよ

りも、その安全性にかかわる規制等によって食料の供給が量的に減少するおそれがあるも

のを想定して、そういうものも盛り込んでいるところでございます。

３ページをお開きいただきたいと思います。

まず、平素からの取組でございます。
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これにつきましては申すまでもございませんが、農地でありますとか人材、それから技

術面、幅広く平素から取り組んでおく必要があるだろうということで、このように整理さ

せていただいております。

それから、５ページをおめくりいただきたいと思います。

不測時のレベルでございます。これは前回もご説明させていただいておりますが、まず、

レベル１を特定の品目の供給が平時の供給を２割以上下回ると予測される場合ということ

で、平成５年の作況指数が74でありましたときの米不足の事態、それから昭和48年の大豆

の価格高騰等の事態をレベル１と想定しております。

レベル２は、終戦直後と申しますか、昭和20年代後半における１人１日当たり供給熱量

である2,000キロカロリーを下回るような事態をレベル２と想定しております。

レベル０と申しますのは、場合によってはレベル１以上に事態が進展するおそれがある

ということで、前回も去年９月のテロ対策時のことを簡単にご説明させていただいたとこ

ろでございます。

７ページをご覧いただきたいと思います。

ここでは、対策の概要をざっと５点に整理しております。

まず（１）では、やはり一番は体制整備であろうということでございます （２）は情報。

の収集・分析・提供体制 （３）が供給の確保 （４）が価格・流通の安定 （５）はその他、 、 、

の石油の確保等の対策を整理しております。

８ページ以下、やや具体的にそれぞれの対策について書いております。

まず、８ページにつきましては体制整備でございます。

これまで農林水産省では、災害関係では、それぞれの災害類型ごとに幾つものマニュア

ルをつくっておりますが、今回、地方農政局も含めまして、このようなものをしっかりと

つくりたいと思っております。

９ページでございますが、やはり農林水産省だけでは限界がありますので、例えば交通、

運輸、物流関係等につきまして、それぞれ関係省庁にご助力を願うということで、政府一

体となった体制整備につきまして書いております。これにつきましては、食料安全保障に

関する関係省庁協議会を既に平成11年から設置しております。この原案につきましても適

宜協議をいたしておりまして、ご意見をいただいて、ここまでの案をつくっているところ

でございます。

10ページは、レベル０の対策でございます。
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ここのポイントといたしましては、基本的な考え方の真ん中あたりに書いてありますが、

やはり初動的・予防的な対策が重要であろうということで、情報収集につきましても、10

ページの下から３行でございますが、影響の程度をきっちり分析し、それを的確に、対策

も含めて情報提供することが一番ではなかろうかと思っております。

11ページにつきましては、備蓄でありますとか代替輸入先の確保、それから食品産業事

業者等の取組の促進でありますとか、価格動向等の調査・監視ということになろうかと思

っております。

13ページがレベル１の事態になった場合でございますが、特定の品目の供給が平時の供

給を２割以上下回るということで、ここに具体的なイメージがわかるように、小麦と大豆

につきまして供給の２割相当量の目安を載せさせていただいております。

このときの基本的な考え方は、２の下から２行目あたりでございますが、あくまでも市

場メカニズムを基本として、いろいろな対策を講ずる必要があるということです。規制的

な手法というのは場合によっては悪影響もございますので、必要最小限のものにする必要

があるのではないかということで整理いたしております。

このときには、生産関係では、必要に応じ緊急増産を行うことになろうかと思っており

ます。14ページにそれにつきまして具体的に書いておりますが、まず基本は、やはり不作

付地の解消でありますとか裏作の拡大でありますとか、そういう面的な問題。それから、

次には品目ごとに整理させていただいております。例えば、飼料穀物の輸入がもし止まっ

た場合には中小家畜について、やはりその飼料穀物の供給状況に応じた水準にしていく必

要があるのではないか等々を書いているところでございます。

それから、この場合に大事なことは、やはり生産資材の確保も必要であろうかというこ

とで、15ページにわたりまして書いております。

16ページにおきましては、国民生活二法の関係を整理させていただいております。

物価が高騰するおそれがある場合には標準価格等を設定するということで、ややガイド

ライン的な性格を有する手法等を用いまして、価格に対して規制を行うことになろうかと

思っております。

17ページはレベル２ということで、基本的な考え方といたしましては、市場メカニズム

に委ねていたのでは公平に配分できなくなるのではないかということでございまして、規

制的な手法を導入する必要があるのではないかということでございます。この場合、生産

面では、必要に応じて生産転換を行うこととしておりますが、熱量効率の高い品目に生産
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を振り向けていくことが必要ではなかろうかということで、例えば18ページの中ほどにあ

りますように、花でありますとか工芸作物でありますとか、そういう優先順位で、こうい

うものから、より熱量効率の高いものに生産をシフトしていく。

それから場合によっては （２）でございますが、既存農地以外、例えば耕作放棄地であ、

りますとか採草放牧地等につきまして、食料生産をし得る態勢にもっていくことも必要か

と思っております。

19ページにつきましては、石油関係等について書いているところでございます。

それから、別紙の関係でございますが、若干工夫いたしましたのは、例えば23ページを

おめくりいただきたいと思います。情報収集の項目について別紙１で整理しておりますが、

例えば23ページ、情報提供の留意点ということで、ここに私ども、今、安全をめぐる問題

で大きな課題を抱えておりますが、できるだけわかりやすく提供するでありますとか、情

報の透明性、客観性をいかに確保していくか、それから今「リスクコミュニケーション」

という言葉がございますが、消費者との対話という形で、こういうことを心がける必要

があるのではないかという留意点を、ここに整理させていただいたところでございます。

別紙は以下、備蓄、輸入等、それぞれの項目について提示しているところでございます。

以上、簡単でございますが、概要を説明させていただきました。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

続きまして、食料安全保障マニュアル小委員会の座長をお務めいただきました八木委員

から、ご報告をいただきたいと存じます。

○八木委員 座長を務めさせていただきました八木でございます。

それでは、食料安全保障マニュアル小委員会での調査審議の結果について、ご報告させ

ていただきます。

この小委員会では、不測時において食料の安定供給の確保を図るための対策を機動的に

発動するためのマニュアルに関する事項につきまして、昨年６月、９月、12月と３回にわ

たって審議をさせていただきました。

この３回の審議におきまして各委員から出された意見を踏まえ、ただいま事務局より説

明がありました「不測時の食料安全保障マニュアル（案 」が作成されていることを報告さ）

せていただきます。

なお、マニュアル（案）については事務局から説明があったとおりですので、私の方か

らは小委員会での審議内容について、その概要を報告させていただきます。
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小委員会では、マニュアルの趣旨及びその内容につきまして、委員それぞれの専門的見

地からご意見をいただいたところでありますが、幾つかの主要な論点がございましたので、

そのことについてご報告させていただきます。

資料３－３に議論の概要を載せておりますので、併せてご参照いただければと思います。

まず１つ目は、平素からの取組についてでございますが、これに関しては、本マニュア

ルは不測時に対応するためのものであるが、不測時において的確に対処するためには、平

素からの取組が重要であるという指摘がございました。具体的には、短期間に食料増産を

図るための品種改良や、種苗の増産体制の整備、不測の事態に備えた農地の確保、農業技

術の習得等に平素から努めることが重要であるとのことでした。

２つ目でございますが、体制整備についてでございます。平時、不測時を問わず、対策

を的確に実施するためには体制の整備が重要であることは言うまでもありませんが、これ

に関しまして、不測時の体制整備については関係府省との連携が重要であり、また、緊急

増産等の実施に当たっては、平素からの体制づくりとして、不測時を想定したシミュレー

ションを行っておくべき等の意見がございました。

３つ目は、情報の収集・提供についてでございますが、まず情報収集については、平素

から世界全体の需給を把握しておくことが必要であり、今後は人工衛星からの情報の活用

が有効ではないか、また、国内生産量が著しく減少する場合においては、農協、農家など

の在庫量の把握が必要であるといった意見をいただきました。

次に、情報提供については、ＢＳＥの関係で国民への情報提供のあり方が問題となって

いることもありまして、情報は正確に提供すべきである、消費者が政府の提供する情報を

信頼していないことから、国民の視点に立った地道な努力が必要である、不安感を払拭す

るだけではなく、リスクについても公表することが望ましい等の意見がありました。

４つ目の供給の確保については、輸入の安定的確保の観点からは、主要輸出国との良好

な関係を維持することが重要である、輸入の多角化に当たっては、輸入農産物の品質や安

全性の確認など準備態勢が必要である、そして、増産に当たっては適地適作の考え方を整

理しておくことが必要である等の意見がありました。

５つ目は価格・流通の安定についてですが、主要品目の流通ルートについては、だれが

どこで扱っているか平素から大まかな量を把握しておくことが重要である、不測の事態に

おける家庭での食料の買いだめの把握、生産者に売り惜しみを行わないような協力依頼が

必要である、そして、レベル０において政府が過度に関与することにより、かえって流通
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業界に混乱を招く可能性があることから、当該レベルにおいては市場メカニズムを基本と

することが必要であるとの指摘もございました。

そのほか、近年、食品産業を通じた食料供給のウエートが増大していることから、生産

面と消費面だけではなく、不測時における加工食品の円滑な提供等、食品産業の役割につ

いての検討も必要との指摘もございました。

以上のご指摘等につきましては、ほぼマニュアル（案）の中に反映されておりますが、

今後、政府においては個々の対策の詳細な実施手順の作成を進めるとともに、日ごろから

不測時を想定した演習を行うなど、不測時においてマニュアルに基づく対策を迅速かつ的

確に実施し得るよう備えておくことが重要であると考えます。特に初動時の情報提供につ

きましては、その後政府が実施する対策の成否を左右する鍵になるという面を有しており

ますので、情報の透明性、信頼性、客観性をいかに確保していくのか、国民に提供する情

報の内容やその方法について、マニュアルの運用面での検討をさらに進めていく必要があ

ると考えます。

以上でございます。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

ただいま事務局からのご説明と、小委員会の座長からのご報告とございましたわけです

が、皆様このマニュアルにつきましてのご意見、ご質問等おありかと思いますので、どう

ぞご自由にお願いします。

○中村臨時委員 大変必要な対策だと思いますけれども、食料の安全保障ということにな

れば、政府全体、国全体の姿勢、取組が必要だろうと思うんです。その関連で２点だけ伺

いたいのは、19ページに石油について「政府は、農林漁業者等の国民生活の円滑な運営に

重大な影響を及ぼす事業を行う者に対し、石油の供給を優先的に確保するよう配慮する」

とございますのと、それから、その前のページの下の方で「既存農地以外の土地であって

比較的容易に食料生産を行い得る土地において」食料をつくる、こういうことなんですが、

例えば石油については、恐らく国民生活のいろいろな場が農林漁業以外にもいっぱいある

わけで、そういう点で、例えばこういう文書、これはまだ案ではございますけれども、ほ

かの省庁の、政府全体の合意があるのかどうか 「既存農地以外」と言うと、例えば学校の。

校庭とか、あるいは公園とか、そういうことが考えられると思うんですけれども、そうい

うときに、例えば文部科学省とか何かは「そういう場合にはやむを得ないよ」とか、それ

も一つの合意だと思うんですけれども、そういうことが今の時点であるのかどうかを聞か
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せていただきたいと思います。

○田島分科会会長 臼杵課長、ほかの省庁との横割り型調整の問題ですが、どうでしょうか。

○臼杵食料政策課長 先ほど委員がおっしゃったことにつきましては、具体的に突っ込ん

でまでは、やはり石油に関しましては49ページに条文がありますように、一般消費者、中

小企業者、農林漁業者、それから鉄道、通信、こういうものが公益性の強いということで

並列で書いてございますので、もう少し私ども具体的に、例えば園芸でこれだけ要るんだ

とか、やはり絞り込んで訴えていく必要があるのではないかと思っておりまして、これが

終わりましてから関係省庁の協議会がございます。これまでも縷々やっておりますが、ま

た具体的にこちらからの意見を伝えていきたいと思っております。

マニュアルにどこまで書けるかは、ちょっと難しいかなと思います。

それから、２点目の農地の関係でございますが、やはり平成５年の大不作のときも、復

田と申しますか、田んぼに戻すというのはなかなか、水関係だとか、それから生産調整が

続いている中で１年だけ戻すのはどうかということで、補助金をつけても戻らなかったこ

とがございます。ですが、やはり耕作放棄地などが中心になろうかと思っておりますが、

先ほど委員おっしゃった学校だとかゴルフ場などは、正直なところ、なかなか難しいので

はないかなと思っております。

○田島分科会会長 ほかにございますか。

○坂本委員 ご説明でよくわかりました。

ただ、私、農業がよくわからないもので１つ疑問があるんですが、このマニュアルの中

に時間といいますか、タームといいますか、期間といいますか、それがどこにもうたわれ

ていなくて、例えばレベル１になったというときに、いつの時点でこれが始められるのか。

例えば備蓄量がどれくらいあって、それでどのぐらいの期間、全国民が食していけるのか、

それから、簡単な作物を転換することによって何年間－－というか 「年」の単位ではない、

だろうと思いますが、その後、今度は水田の表作不作付地を中心に増産を行うとか、ある

いは小麦の裏作可能地でやる、これはかなりの年数がかかるだろうと思うんです。

そういう時間というものが、この中で見えてこないんですけれども、これはあくまでも

方法のマニュアルであって、具体的にはこの下にもう一つ具体的なマニュアルができて、

大体どういう状況になったときにはどういうことをやると。今の農業では作付面積が減少

していく中で、逆の方向へ行かなければいけないんですが、農業という非常に時間のかか

るものの場合に、ちょっとそこら辺が見えてこないので、教えていただきたいと思います。
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○臼杵食料政策課長 委員のおっしゃるとおりでございまして、やはり農業は、基本的に

１年１作でございますので、いつからということも大きな問題でございますが、私ども、

例えばレベル２でありますとか、レベル１でも深刻な場合はそうかと思いますが、やはり

２、３年ぐらいかかるのではないかといったことで、やはり農水省だけではできませんの

で、これから都道府県を通じて現場の意見を聞いたり、もちろん農協なり農業関係者の意

見を聞きまして、そういう時間軸ということで、例えばどのぐらいかけてこういうふうに

持っていくか。抽象的な議論だけではどこまで突っ込んで議論できるかわかりませんが、

それも詳細な実施手順の中で具体的に、県なり市町村といろいろ話し合っていきたい。

私ども、マニュアルをつくる大きな目的の１つとしましては、常にそういうことを考え

てほしいということでございますので、消費者に対してはもちろんのこと、生産者側にも

投げかけていきたいと思っております。

○八木委員 小委員会の中でも、この辺も大分議論といいますか、そういう感触はありま

して、特にレベル０のところが一番大事ではないかと。要するに、１あるいは２に移行す

る前のところで、どの程度正確な情報が把握できるか、あるいは国民に情報提供できるの

かというところが非常に大事である、そういう認識がございます。

もう一つ、技術なり種苗なりについては、やはり平素からの取り組みといいましょうか、

情報収集もそうですけれども、平素からの取り組みとレベル０での取り組みが最も基本的

な取り組みではないかという議論がございました。

○秋谷臨時委員 基本的には、これで進めていくことは賛成なんですが、ちょっとご質問

とお願いがございます。

備蓄についてですけれども、毎年予算の頃になりますと、この備蓄を本当に必要として

いるのかどうかという予算サイドからの話が出てきて、いろいろなやり取りがあるんです

けれども、これはもう今の備蓄制度が前提となったマニュアルなんですね。ですからその

点、どういうふうに考えておられるのかということ。

２点目は、先ほどのご意見と同じようなことなんですけれども、ちょっと不勉強で、ど

こに何がどのぐらいあるかという備蓄の全貌が私、わかりませんので、後ほどでいいです

から、後学のために教えていただきたいと思います。

○臼杵食料政策課長 やはり備蓄は金利負担と申しますか、倉庫料など相当なお金がかか

りますので、例えば食品用大豆の備蓄も、常に財政当局から効率化を指摘されているとこ

ろでございます。ですから、その議論は議論として今後していく必要があると思っており
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ますが、先ほど委員おっしゃったように、このマニュアルでは現行制度を前提にしている

ところでございます。

それから、備蓄がどこにどのようにしてあるか、具体的にはそれぞれ品目ございますの

で、また追ってご説明なりしたいと思います。

○大澤臨時委員 小委員会の議論の内容をもうちょっと教えていただきたいんですが、概

要のところで、情報の収集ということで、平素からいろいろ取り組みを進めるというくだ

りがあるんですけれども、食料の安全保障ということの中で、特に中国と我が国の問題で

すね。中国は非常に人口が多いですし、経済的にも非常に大きく変わっているということ

で、予見として、我々に与える影響は非常に大きいと思うんです。そういうことについて

は小委員会では何か議論があったのか、あるいはこれから何かそれについて、こういう取

り組みがあるというご意見がもしあれば、少し教えていただきたいんですが。

○八木委員 中国ということで、特定国を名指しした議論は特にございませんでしたけれ

ども、しかし、世界全体の食料需給ということを考えたときに、中国あるいはインドとか、

あるいは生産の方では新大陸の部分は欠かせないということを前提として議論してきたと

思っております。

それからもう一つ、情報収集のところでは、食料需給予測部会というのがこの分科会の

下に１つございまして、そちらの方で常時、需給関係については検討しておるわけですけ

れども、その情報収集力をもう少し高める、その辺のところをぜひこの場でもお願いした

いところですけれども、その中で、中国の問題も含めて把握していくということは非常に

大事ではないかと思います。

○飛田臨時委員 このようなマニュアル（案）をおつくりいただいたことには、基本的に

は賛成でございますけれども、幾つかお尋ねやら、ちょっと残念な点もございますので、

述べさせていただきたいと思います。

まず、残念な点から申し上げますと、以前にも申し上げたことなんですが、特に食品関

係におきましては、水、例えば干ばつの被害とか、あるいは異常気象等、その他の要因に

よる問題も起こるということで、気象情報の的確な把握と、それから水の確保、そういう

ふうなことを中に入れていただく必要があるのではないかと思いましたのと、それと、自

然エネルギー等の利用ですね。石油の問題について触れられておりますけれども、当然、

石油をどのようにということはご検討いただかなければならないわけですが、その前に、

現状においては大変省エネに反するようなと申しましょうか、そのような批判も起こって
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おります農業の形態も多々見られますので、そういうことに対する日頃からの備えという

ことが入っていてもいいのではないかと感じております。

それから、具体的な中身につきましてですが、例えば、平素からの取組の中に入ってく

るかと思いますけれども、不測の事態に対応した農業技術の研究・開発の促進という中に、

この分科会でもいつか触れられていたと思いますけれども、私ども心配いたしますのは、

最近のバイオ技術の進展ということでございます。これは人間にとって大変プラスになる

反面、慌てて導入したりいたしますと生態系を破壊する可能性も多分に秘めておりますの

で、特に不測の事態においては慎重な導入が必要だと思いまして、種ですとか苗ですね、

そういったものの取り扱いについての配慮をお願いしたいと思っております。

それから10ページ、レベル０における対策のところで、真ん中あたりに①不測の要因に

即応した情報の収集・分析・提供とございます。これについてはぜひお願いしたいところ

ですが、その場合に、もう既にやっておられるかもしれませんけれども、例えばＪＥＴＲ

Ｏさんですとか、その他、海外にたくさん支部を持っている民間の方たちですね、消費者

等の民間レベルの多様な情報を収集していただく必要があるのではないかと思いまして、

もしそういうご検討をいただけるならと思っております。

それから、たしかレベル１のところにありましたが、13ページで「あくまで市場メカニ

ズムを基本としつつ」これは、情報を持っているから市場メカニズムということを、いた

ずらな混乱を避けるために、ここで基本にするんだというご説明がございました。そのと

おりではあると思うんですけれども、一面では、市場メカニズムというのは消費者にとり

まして相反する場合が多々ございます。消費者、国民の方に目が向けられていない場合、

事業者間の競争ということになりますと、措置の中で欠ける部分が生じるのではないかと

思いますので、きめ細かな配慮をしていただければと思います。

それから、作付の基本的考え方が14ページにありますが、この③あたりにありますのは

レベル１で、レベル２になると既存農地以外の土地の利用というのが18ページに出てきて

おりますが、これについて思いますことは、そのような形をとっていただくようになる、

また、私たちもそのような心構えが必要だろうとは思うんですが、昨今、土壌汚染が全国

的に随分問題になってきております。これは農林水産省だけが対応なさることはもちろん

不可能なことだと思うんですが、このような不測時において広く農地として活用するため

には、土壌汚染問題の根本的な解決が日頃から重要ではないかと思いましたので、そうい

ったことをご配慮いただくような対策を、あらかじめ講じていただければと思っておりま
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す。

あとは全体的なところで、ここにありますことは具体的な、一消費者、国民の手に野菜

とか農産物等として渡るところの具体的な手段までは書かれていないんですけれども、こ

のような対策を考えていただく場合に、バリアフリー、例えば交通関係その他でバリアフ

リーというのがこの頃、大変急ピッチで進められてきておりますが、ユニバーサルデザイ

ン、バリアフリーの視点でどのような形が考えられるか、こういった緊急事態に対応する

マニュアルの中にも、ぜひ各方面のいろいろなご意見を入れていただければと思っており

ます。

○田島分科会会長 ありがとうございます。

２つの部分があったと思うんですが、１つは、残念な点とおっしゃっておりますご批判

でございます。それから後半は、いろいろな点におけるご要望であったかと思います。す

べてについてのお答えは時間的に無理だと思いますが、総括的にご回答を。

○臼杵食料政策課長 貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。

今、私も見直してみましたが、最初の、例えば気象情報の点だとかは、22ページの「③

その他必要な情報」の項が単に原油価格の動向とか為替だけに留まっておりますので、し

っかり、今もエルニーニョ現象が問題になりかけておりますので、書き込ませていただき

たいと思います。

それ以外の項目、安全性の問題でありますとか土壌汚染の問題でありますとか、最後の

ユニバーサルデザインにつきましては、詳細な実施手順をつくるときにしっかり受けとめ

てつく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。

○杉谷臨時委員 緊急時の増産対策ということで、説明の中に、例えば耕作放棄地を活用

するという話があったんですが、１度耕作を放棄された農地を農地として復帰させるのは、

そう簡単なことではないと判断しているんですね。特に、生産条件の不利なところから耕

作が放棄されていくということがありまして、生産性の高いところは後まで残るというこ

とでありますから、特に中山間地等の耕作放棄地をもう一度もとに戻すというのは、大変

なことだと思うんですね。

そういう意味で、平素からの取組の中に、農地を農地として維持していくという観点を

ぜひ取り入れていっていただきたいと思っております。

○田島分科会会長 ただいまのはご要望だと思いますので、どうぞテイクノートしておい

てください。
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○藤原臨時委員 この取りまとめも大変よくできていると思いますけれども、ただ、我が

国の食料事情といいますと、既に自給率が40％だということははっきりしているんですね。

ですから、なぜこの中に自給率を高めるということが出ていないのか不思議でならないん

ですね。その辺、ただいま各委員から出ていますけれども、農地を休耕した場合、それを

生かすということになると大変な時間がかかるんですね。そうしますと、やはりもっと自

給率を高めることが最大の懸案でないかと思うんですよ。

私も農家ですが、農地を休耕すると復帰させるのは非常に時間がかかるんですね。そう

いう面からいくと、やはり農地の扱い方が、すぐ適応できるような状態をつくるとか、特

に自給率を高めるためには、やはり少なくともこれが40％ではなく60％ぐらいにしておき

ますと、備蓄する問題だって変わってくると思うんですよ。これが逆転することによって

常に国民に安心感を与えるのではないか、このように私、思いますけれども、その辺の、

自給率を高めるということがどこかでちょっとならないものかなと考えていますけれども。

○臼杵食料政策課長 先ほどの杉谷委員のご意見も同じでございますが、３ページの２行

目にさらっと「我が国の自給率を高めるとともに」ということで、ここに農地のことも書

いておりますが、委員おっしゃるように、ちょっとインパクトに欠けた表現でございます

ので、ここをもう少し骨太な書き方ができるか、表現を工夫してみたいと思います。

○田島分科会会長 ありがとうございます。

今、いろいろなご意見が出ましたので、事務局において受けとめていただければ大変あ

りがたいと思います。

では、まだご議論があるかと思いますが、スケジュールの関係で、次の議題に進ませて

いただきたいと思います。

食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針（案)について

○田島分科会会長 議事次第の４、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針

（案）について、ご議論をお願いしたいと思います。

食品流通構造改善促進法におきまして、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方

針をおおむね５年ごとに定める、こういうことになっておるわけでありますが、これまで

平成３年、それから９年と策定してまいりまして、今また見直しの時期に来ておるわけで

ございます。そういうことで、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針につきま
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しては、皆様のご意見を伺いながら、来年度早々の策定を考えておるわけでございまして、

この分科会に諮問がなされる予定でございます。

では、事務局から報告をお願いいたします。

○河田流通課長 資料４－１から４－５までありまして、本文は資料４－３でございます

が、非常に長くなっておりまして、時間の関係もありますので、資料４－１と４－２を中

心にご説明させていただきます。

今ご説明がありましたように、食品の流通部門の構造改革を図るための基本方針（第３

次）ということでございまして、５年に一遍つくることになっております。

２番に基本方針の構成がありますが、４つの柱になっております。いわゆる流通部門の

構造改善の基本的な方向、実施に関する基本的な事項、それから重要事項と配慮すべき重

要事項という形になっております。

内容的には資料４－２にありますので、３のところは後で資料４－２でご説明したいと

思います。

「４ ポイント」に書いてありますけれども、先ほど局長の挨拶にもありましたように、

食品の流通をめぐる環境の変化、大分いろいろなところで変わってきておる。例えばＩＴ

の話、コールドチェーンの話、いろいろありますが、そういうことを新たに盛り込んでい

く。当然、今、当省で問題になっておる安全性だとかトレーサビリティだとか、そういう

ところについて配慮していかなければならんだろうと思っています。

資料４－２になりますが、この前文は、基本的に本文からそのまま持ってきております。

これが我々の基本的な認識の部分であります。

まず、最近の景気の悪化ということもありまして、平成11年以降、緩やかなデフレとい

うことであります。その中で消費が減少して、食品価格も下落しておる。これはもう通常、

毎日の生活の中で委員の皆様方もおわかりのことだと思います。そういう景気の低迷を

背景に、非常に低価格志向、そういうものがはっきりしてきておるということであります。

また、ＢＳＥの問題、過去のＯ-157の問題等もありますが、いわゆる安全・安心、これ

は重要なことではあるんですが、特に最近、こういうことが大きな関心事項になっている。

それと、女性の社会進出だとか高齢化の進行、それと単身世帯の増加ということで、こ

れは前回もお話ししましたが、例えば、家で調理する時間が短くなっている。それと外食

や弁当等、調理済みの食品を買ってくる、いわゆる中食への依存というふうな利便性を求

める志向になってきています。
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それと、健康にいいものを食べたいんだ、おいしいものを食べたいんだということで、

消費者それぞれで、例えば年だとか収入だとか、ライフサイクルだとか、そういうふうな

ところでいろいろな志向が、１つの志向でくくり切れない、いわゆる重層的な様相を呈し

ていると認識しております。

今度は売る方の話になりますが、非常に競争が厳しい。オーバーストアという話もあり

ますが、競争が非常に厳しい。ご存じのように、食品スーパーとかコンビニエンス・スト

ア、これは店舗数が非常に増えております。特にコンビニが顕著であります。この中でお

もしろいのは、全国的な展開をしている大規模スーパーは余り元気がないんですけれども、

地域スーパーは非常に元気があるという状況にあります。その一方、中小専門小売店、い

わゆる八百屋さんとか魚屋さん、肉屋さん、そういうところが減少している。これをどう

見るかという問題はあるんですけれども、業態はそのままでいてくれた方がいいと見るの

か、例えば酒屋さんがコンビニに転換する例は非常に多いんですけれども、魚屋さんをや

っていた方が地域スーパーをつくる、そういう形で、世の中は変わっていますから、いつ

までも同じ形ということはないだろうと思っております。

それで、いわゆる流通面で言うと、現在でもいろいろご批判はありますが、卸売市場、

これが中核的な市場である。野菜では75％、魚では70％ぐらいが全体でも卸売市場を通っ

ておると認識しております。ただ一方、産地直送といいますか、いわゆる多元的な流通、

これが出てきておると考えております。

次に、先ほどもちょっと申し上げましたが、取り巻く環境がこれだけ変化している。特

に著しいのが、いわゆるＩＴ、つまり、情報通信技術の話であろうと思っております。そ

れと、いわゆる生産から製造、流通、消費ということで、ロジスティクス、特にこれは企

業の方が役所で考えるよりも進んでおる。そういう流れの中で、サプライチェーンマネジ

メント等を活用した流通の高度化が起きておると考えております。

特にＩＴで期待しているのは、中間経費といいますか、流通マージンが高いのではない

かということで、考えてみれば人件費と設備費といいますか、資本費の固まりでありまし

て、ＩＴが上手に使えれば当然人件費等の削減とか、結果として流通経費の削減につなが

るだろうと思っております。

それと、トピック的に①から④まで書いておりますけれども、いわゆる貿易の自由化、

先ほど食料安保マニュアルの中でも話がありましたけれども、いろいろなものが外国から

入ってきておるということであります。これは③にも関係します。今までは、そのものの
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形で入ってきたんですけれども、例えば中国、東南アジア等から加工品だとか半加工品の

輸入が増大しております。一方、これは安全にも関係しますけれども、いろいろな国際的

な基準の標準化、いわゆる国際的ルール、ハーモニゼーションと言っておりますが、そう

いうものがコーデックスだとかＯＩＥの関係でつくられてきております。

それと、外国資本の日本への進出。これはカルフールだとかコストコを見ていただけれ

ばおわかりになると思いますけれども、いわゆる外国の量販店が入ってきている。この秋

にもメトロですか、ドイツ資本ですが、それが進出を予定されている。また、特にスーパ

ーの方々は気にされていると思いますが、アメリカの大資本がいつか入ってくるのではな

いか。最近ちょっと止まっているようですけれども、そういう話もあります。

そういう流れの中で、どうやって国内の農林水産業を維持しつつ、また国民、消費者に

合理的に食料を供給していくかというところが非常に大事なんだろうと思っております。

そういう流れの中で、コストの低減だとか効率化を進めるといった流通機構の合理化、そ

れと品質管理機能の向上、こういうものが大事なんだろうというところが前文であります。

２ページでありますが、今、私の方で説明したことをもう少し具体的に書いてあります。

まず、流通機構の合理化、流通機能の高度化というのはどんなものだろうということな

んですが、先ほども申し上げたように、ＩＴ技術といったもの、それと、例えば卸売市場

で言えば場内での情報機能の高度化が必要なんだろう。それとロジスティクス。それから、

先ほど言いましたように産直、市場を通る、または消費地の立地の話もありますが、多元

的な流通経路、こういうものを形成していかなければならん。それと（４ 、非常に大事な）

話だと思いますが、例えば、安全・安心の意味のＨＡＣＣＰだとかＩＳＯ９０００シリー

ズ。それと今、牛肉の関係で非常に大きな課題で、我々も早急に取り組まなければいかん

と思っておりますが、トレーサビリティ。フロム・ファーム・トゥ・テーブルといいます

か、どこで何ができて、例えば牛で言えばどんな育てられ方をしただとか、野菜で言えば

どういう農薬を撒いただとか、一気にできるとは思いませんが、具体的な話で言うと、当

面まず牛から入っていかなければいかんだろうと思っております。

２番は、各段階における構造改善の基本的方向。

いわゆる小売店を大きく３つに整理させてもらいました。まず専門小売店、いわゆる八

百屋さんだとか魚屋さんの世界でありますが、ここに書いてあるようなことをやっていか

なければいかんだろう。特に、いわゆる専門小売店というのは対面販売が基本だと思いま

す。ここがいわゆる「売り」であると思いますので、顧客サービスの充実といったところ
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が大事だろう。

量販店の場合でいくと、中の経費の構造等を見ますと、野菜などが顕著なんですけれど

も、販売ロスが非常に大きい。そういう意味では、コールドチェーン等の形を使って販売

ロスを縮減するだとか、そういうこと。また、高齢者等が増えておりますので、そういう

ところへの配慮、こういうものも必要なんだろう。

外食産業については、それぞれ厳しい競争が続いておりますので、当たり前の話ですが、

その特徴を生かした店舗の経営なり運営なりが必要なんだろうと思っております。

卸売の世界で言うと、市場の関係は、昨年、第七次卸売市場基本方針等を決めさせてい

ただいておりまして、５年計画ですが、その中に入っているものを抜き出して、①から⑤

まで整理させてもらったということでございます。

食品製造、農林漁業生産については、ここに書いてあるとおりであります。

第２の基本的な事項、これは構造改善計画をつくってもらって、結果として、その計画

に従ってこういうものをやりたいというときに、融資を受けたりする－－制度金融が用意

されておりますので、ここら辺に関しては、いわゆるそういう制度融資とセットでござい

ますので、前回と同じ書き方をさせていただいているということであります。

３ページの第３、重要事項ということですが、取引関係の改善というのは、要は取引慣

行が不透明である。これは外から言うのはなかなか難しくて、ケース・バイ・ケースみた

いなところがあるんですが、当然の話として、役所側から言えば取引慣行の公正化が必要

なんだろう。それと交通問題、次の環境問題とも関係しますが、多頻度小口配送だとか日

付管理、この辺が現実の話として非常に大変でありまして、そこらのところで何らかのも

のを出せないだろうかということで、書かせてもらっております。

環境のところでいくと、これも当然のことながら、廃棄物の排出抑制だとか、将来トラ

ック輸送でスピードリミッターが導入されることになっておりますので、いわゆるトラッ

クだけではなくて、コストの問題はありますが、遠隔地であれば鉄道輸送に一部転換でき

ないかということで、モーダルシフトというようなことを書かせていただいている。

第４、配慮すべき事項でございます。ここは見てのとおりでございますけれども、特に

表示の適正化、これは現在、雪印などでも大きな問題になっておりますし、安全性の確保、

これはもう当然の話なんだろうと思っております。そういうふうなところが大事なんだろ

うということを意識しまして、書かせてもらっております。

その他として、適正な競争の確保でありますが、いわゆる量販店等による優先的地位の
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乱用、いわゆる仲卸業者が卸売業者に対していろいろな、センターフィーだとかリベート

だとか、そういう問題がある。これも現実に探るのはなかなか難しいところではあるんで

すけれども、いわゆる適正な競争を確保するためには、独禁法を守っていただきたいとい

うふうなことであります。

非常に雑駁な説明でございますが、流れとしてこういうことで提示させていただいて、

今、私が述べたようなことを資料４－３の方で文章化してあるということであります。

説明は以上であります。

○田島分科会会長 ありがとうございました。

案文が非常に長いものですから、ただいま資料４－２の骨子案でご説明をいただいたわ

けでありますが、これにつきましては、皆様のご意見によっていろいろ修文等々を加えて、

その上で正式に諮問が行われる、こういう感じになりますので、ひとつ今日これからの時

間、皆様方からのご意見をちょうだいして、事務局にそれをいろいろ受けとめていただき

たい、このように思っております。

格別司会をいたしませんので、どうぞご自由にご発言いただきたいと思います。

○上原臨時委員 読ませていただきますと非常に漏れなくとっておりまして、それから、

新しい食品流通の展望が見えてきているんですけれども、ただ、ちょっと欲しいのは、何

をやりたいかという優先順位があればなおいいなと思っています。その優先順位があるか

どうかが、学者の論文との差別化が図れるところではないかと思います。

そのとき、私は日本の流通をずっと見ていまして、一番問題なのは、企業間の連携とか

流通段階の連携が、海外に比べて非常にとりにくいんですよね。これは、やはり取引条件

の標準化とか、それからあらゆる品質基準の確定とか、これから非常にＩＴ化が重要とい

うことで、やはり標準化を前提とした多様化ということを考えていただきたいと思うんで

すね。標準化を組み合わせることによって多様化が出てくるんだと。その辺について、ぜ

ひ推進していただければいいと感じております。

○河田流通課長 優先順位がないと言われると、そのとおりでございまして、役所という

のは、大体この横並びというのがありまして、非常に難しいと思います。

ただ、後段の方の、取引条件の標準化とか品質基準の標準化、我々も非常に重要だと思

っています。例えば、先ほどもちょっと申し上げましたＩＳＯの話でもＨＡＣＣＰの話で

も、今まで標準化するための手法といいますか、手段がなかったんですね。それでこうい

うふうなものが、すべて外国のものをとってきて、日本型はないのかという議論はあろう
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かと思いますが、非常にその辺のところは我々としてもやっていきたい。

ただ、物として見るやり方と、慣行みたいなものもありますね。そこらのところは、先

ほどもちょっと独禁法の話をしたんですが、現実の話、見ていて「おかしいな」と思うの

はあるんですよ。ただ、独禁法当局、公取と相談すると「個別に上げてきてください」と。

そうすると、Ａ社が巨大なＢ社の文句を言うと切られたりして潰れるとか、なかなか難し

い。やはり社会的な条件をつくりながら、そういう不当なといいますか、おかしいと思わ

れる慣行はお互いに直していく。あと、いろいろな組合とか業界団体がありますので、そ

こから言っていただくとか、そういう不断の努力が必要なのではないか。我々としても努

力していきたいと思います。

○大澤臨時委員 いろいろな要素が入っていて、難しい分野だと思うんですけれども、そ

の中で、最近、非常に直売所の売り上げが伸びている。それで、この骨子を見てもいろい

ろな難しい問題、これからどう動いていくかわからない問題がいっぱいありまして、多分

それが有機的に集約して定着していくんだと思うんですけれども、そういうことに対する

一つのテストプラントというか、そういう意味も含めて、直売所というものを、流通構造

を変えるに当たっての一つの優良なツールと位置づけるような考え方ができないかなと。

直売所を明確にそういう位置づけにして、場合によっては、直売所に関するものについ

ては農業生産・流通のあらゆる分野でかなり自由に規制緩和を認める。直売所が日本全体

の食品流通の何割を占めるようになるかわかりませんけれども、仮にそれが３割とか２割

とか、多分、少数派ではあると思うんですけれども、しかし、その中ではかなり自由に企

業家マインドを持ってやれる、規制も非常に緩和されている。その中で、例えばＩＴ化だ

とかそういうことも、地域の事情などを踏まえて地域的な解決策というか、そういうもの

を考えてもらう。流通構造はこれから多分、大きく変わると思うんですけれども、どこか

変わるに当たっての手だてというか、そういう窓が明確に開いている、そんな位置づけが

できないだろうかな、ちょっとそんなことを思います。

○河田流通課長 先生ご指摘のとおり、非常に大事なことだと思っています。

それと、直売所だとか道の駅だとか、最近、地域ごとに随分伸びているのは私どもも承

知しています。ただ、割と目につくんですけれども、先生もおっしゃったように、量的に

はなかなか難しいんだろう。伸びていくことは、もう伸びていくんだろうと思います。ど

こまで行くのか、ちょっとよくわからないんですけれども、そういう意味で、地産地消と

いうのは非常に大事だと思っています。
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規制緩和の話がありましたが、例えば、都会で八百屋さんを出すのでも田舎で直売所を

つくるのでも、基本的には自由でありまして、別に行政の言うことを聞く必要はなくて、

そこは当然もう規制緩和されておると認識しております。

○大澤臨時委員 規制緩和の意味なんですけれども、もうちょっと乱暴なイメージを持っ

ていまして、例えば直売所をやる人については、極端に言うと、農地法の縛りだとか、あ

るいは農協法の縛りだとか、そういうことについてもかなり、経済特区というか、そこに

ついては一種のテストプラントなので窓が開いている、そういう状況にするようなことも

場合によっては意味があるのかな、そんなことをイメージしております。

○横川臨時委員 意見ですので、お答えはいただかなくてもいいんですが、通常我々、一

番消費に近いところで仕事をしておりまして、国産を使う、外国の輸入物を使うというふ

うなことが日常に行われているわけですけれども、やはり基本的には我々も国産の商品を

使いたいと思いますし、国産の商品は優れている点が多いとも思うわけです。しかし、や

はりコストが合わないわけです。ですから当然、コストが安くてそんなに品質が変わらな

ければ輸入するという方向に向いてしまうわけです。

農業から、生産の現場から流通、そして消費の流れを見ていると、どうしても川下から

川上へ行くに従って競争原理が薄らいでいくわけです。ですから、どうしても価格が高く

なってしまうし、なかなかこれが解決しないために自給率の向上も難しいことになってい

るわけです。

ですから、この市場原理、競争原理といいますと非常に刺激的になりますので、それを

やると、例えば雪印問題のようになるのではないかという心配もあるかもしれませんが、

企業モラルの問題とはまた別だと私も思いますし、こういうふうにたくさん書かれている

いろいろな仕組みをうまく活用していけば、決して競争原理がそんなに悪い働きをするこ

とはないわけでして、どうしても、もう少し構造的にコストを引き下げていく方法を考え

なければいけない、そうしないと根本的な自給率の改善につながらないと私は思うわけで

す。

意見でございます。

○島貫臨時委員 市場経由率が落ちたとはいえ、先ほど河田課長の言うとおり、やはり卸

売市場経由率75あるいは70という形で、その大層を担っていることは事実でございます。

ただ、経由率が落ちた、どこに問題があろうかというふうなことで、上原先生を座長とし

て論点をまとめてくださって、我々も、非常にきれいにまとまったという印象を受けてお
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ります。

現在は、競争力強化検討委員会なるものが開かれて、各業種、業界の団体の長が先生を

中心にいろいろ論議を進めているところでございますけれども、その議事録だとかいろい

ろなものを拝見しますと、地域性だとか業種の違い、水産と野菜の方、あるいは畜肉、花

卉、この業種によっての違い、あるいは業態によっての違い、こういうふうな差が随所で

明確になってきている。

その中で、今回のこの案も非常によくまとめられているとは思いますけれども、どうし

ても一括りにできない部分があるのではないかと思うんです。そこのところを、これは課

長さんか上原座長さんにでもご意見をいただければ、あるいはご指導をいただければ幸い

かと思います。よろしくお願いします。

○河田流通課長 そうですね……、例えば市場の話でも、青果と魚と肉、花、それぞれ全

然違うんですね、委託が多いところだとか買付けが多いところだとか。それで、やはり歴

史と伝統がありまして、なかなか一括りは難しい。それと、現実に中央卸売市場、これ全

国で86ぐらいありまして、地方卸売市場が 1,450ぐらいあるんですが、それだけでも違い

ますし、荷が集まらなくて中央市場から地方市場に回す、いわゆる転送と言いますが、そ

ういう外から見れば非常に不合理なことをやっている現実もあります。そういう意味で、

一括りにするのは非常に難しい。

ただ、基本的な商行為、物を集めて、それを消費者に、例えば量販店とか魚屋さん、八

百屋さんを通して運ぶ、その流れは変わらないだろうと思っております。

今、上原先生にいろいろ委員会でご指導いただいておりますが、そこのところはそれぞ

れの業種の違いは違いとして認識しつつ、基本的なところを押さえていきたい、勉強して

いきたいと思っております。

余り答えになっていませんが、ご指導のほどよろしくお願いします。

○上原臨時委員 こちらの基本方針（案）との兼ね合いもあるんですけれども、私は、卸

売市場というのはもはや一概には規定できないと思います。流通が多元的になっていくと

きに、卸売市場の状況も多元的になっていく。ただ、問題なのは、流通というのはお互い

に関連性がありますから、多元的になったものをどうつなぐか、そこのつなぎがあれば柔

軟な流通ができ上がっていくと私は思っておりますので、むしろ重要なのは、今までの

「卸売市場はこういうものだ」と一元的に決められていたものから、だんだん変わってい

くのが流通である。しかし、だからといって卸売市場の機能は、私は日本の、特に生鮮品
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が多い日本においては重要な機能を持つと思います。ただし、多元化していく機能を見過

ごしてしまって、ある特定の機能 「こうあるべきだ」という従来の伝統を通してしまった、

ら、新しい流通についていけないというのが基本的な考え方です。

これ、流通の多元性をかなり強く言っていますので、ここをどうつないでいくのかとい

う中に卸売市場の流通も巻き込まれていくのではないかなという気がしております。

余り詳しいことは、まだ結論が出ておりませんので言えないんですが。

○島貫臨時委員 現在進行中ですからね、なかなかはっきりしたことが言えないことはよ

くわかります。ただ、やはりこの中央市場の長い伝統の中で、もう長いところでは 100年

を超しますね。その中で、国のいろいろな、あるいは開設者の規制の中でずっと歩んでき

た。我々、現状も、開門時間だとか、あるいは原始原票は手書きでなくてはならないとか、

いろいろな制限が随所にあります。ですから、こういうふうな中で、制約された中で事業

を営んできた人たちが、世の中が変わったからといって急に、今度はそういうふうなこと

も抜きに、ご指摘のような状況に変われ、変われと言うことが本当に妥当なのか。段階を

踏んでいただきたいなという思いがあります。

もう一つは、依然として本省の流通課の方々の考え方が地方の開設者にきちんと伝わっ

ていない。開設者によって裁量がいろいろあって、相当の規制をまだまだ重んじていると

ころが現に多いということ。本省の方がむしろ進んでいるような現象さえ見られる。です

から、そういうふうな部分についての速やかな指示というか、いろいろな指導というか、

していただきたいなと思う部分もございます。

○藤原臨時委員 この基本方針、これは基本方針としては私は結構だと思うんですよ。た

だ、これ何回か、上原先生も一緒にいろいろ委員会を開いたりして、日本列島は長いです

から、その関連で、地域性というものが随分問われている時代なんですよ。ですから、基

本方針は基本方針でありながら、やはり地域性を重視した流れをきちっとつくっていかな

ければいけないと思うんですよ。

ですから、地方自治体が本来ならしっかりしてほしいのさ。そういう流れで、やはりこ

の不況時には消費者の利益の増進とか設備の整備、表示の問題、安全性、これ立派にでき

ていると思うんですよ。これは基本方針として私は結構だと思いますけれども、ただ、こ

の中に、いわゆる今、言ったように地域性を重視した一つの何かがちょっと欲しいなと思

うんですけれども。

○河田流通課長 先ほど大澤先生からのお話もありましたし、お話を聞いていて、確かに
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地域性という話はありますので、何らかの形で次回までに盛り込みたいと思いますので、

ご理解ください。

○橋本臨時委員 食品流通の各段階における構造改善の基本的方向というと、小売業のと

ころがもう少し、やはり専門小売店は対面販売の有利さとか、量販店は販売ロスの削減と

高齢者への対応というのが、本当に基本的方向なのかと思いますのでね。

先ほど卸しの話が出ていますけれども、私は、もう卸しというのは本当に大事なことだ

と思っていますし、それがなければ円滑な流通ができないし、そういうことがあるから産

直というようなことができるわけで、それなしにはもう全くできないわけで、その重要性

の、ただ中身の問題はどうなのかとか、小売業がだんだん変わってきたから卸しのところ

も変わってこないといけないとか、物的な問題はどのようにしていくのかということで、

私は、自分が小売業だから言うわけではないんですけれども、そこのところに一番焦点を

当てていかないと、次のところに、卸しはどうあればいいのかといったら、消費者に一番

近いところから見ていくというような観点が、私は１つ必要ではないかなと思います。

先ほどのファームスタンドの話も同じようなことだと思うんですけれども、自由にやれ

ばいいと思いますし、お客様はそういうものを喜んでいるわけですから、そうすると、そ

ういうところにＩＴを使っていけば、今までできなかったようなことができてくるとか、

そういう具体的なことが盛り込まれるといいのではないかというのが１点です。

それから、生・販・ハイとかいう日本の特殊性というものが、特殊なのか、なぜそうな

ったのかがわからないまま来てしまっている点がありまして、私も、例えばの話ですけれ

ども、今、日本で一番食料品を売っている小売業はどこなのかといいますと、皆さんどう

想定されるかわかりませんけれども、コンビニエンス・ストアが１位、２位に入ってしま

うとか、 100社の上に13社もコンビニエンス・ストアが入ってしまうとかという－－入っ

てはいけないということではないんですけれども、入っているという、これは世界のどこ

にも例を見ないことが起こっている。そこでいろいろな物が売れていくということが起こ

ると、先ほどの文章にもありますけれども、過剰に、言ってみれば非常に食品の、加工食

品なり「中食」という言葉が出ていますけれども、そういうものが異常に評価されるとい

うか、本当にそうなんだろうかというのが、そういうことに対しての影響がどういうふう

に出てきているんだろうかということが、ある意味では、消費者に対してそういうことの

啓蒙をしている点もあると思うんですね。

ですからその辺で、もう少し小売業のことに触れていただきながら、そして下ろしてい
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くというような観点をぜひ盛り込んでいただきたいなと思います。

○河田流通課長 今、コンビニとかの話が出ましたので参考までに、資料４－５「食品流

通の現状について」というものをお配りしているんですけれども、その５ページに日本小

売業ランキングと世界小売業ランキングを入れています。これを見ていただくと、いろい

ろ考えさせられる数字でございますので、ご参考までにご披露させていただきます。

○橋本臨時委員 私は、食品でとらえたらまた少し違う順位になってくると思うんです。

○河田流通課長 食品はまた違うと思います。

○橋本臨時委員 食品のみでというのは、なかなかそのデータがないんですよ。そういう

意味でとらえているデータが。それは集めてつくるしかないんですけれども、それを眺め

ると、もっと異常性というか、特殊性が出てくると思うんです。

○河田流通課長 実は百貨店の協会だとかスーパーマーケットの協会からいただいていま

して、この資料にはつけていないんですが、ちょっとご披露だけさせていただくとおもし

ろいなと思っているのが、百貨店でも大規模スーパーでも、いろいろな製品を扱っている

んですけれども、毎年少しずつ食品販売額、いわゆる食い物関係の比率が大きくなってき

ているんです。わずかずつなんですが、この傾向が非常におもしろくて、ちょっと我々も

追っておるんですが、その辺を見ると、例えばデパ地下戦争と言いますけれども、あそこ

は元気があるというようなところがある。

その辺、整理してありますので、また何かの機会にデータとしてお見せしたいと思いま

す。

○飛田臨時委員 私ども川下の消費者からいたしますと、今回の基本方針の中で特に気に

なりますのが、やはり表示の適正化のあたりなんですね。本文の13ページあたりを拝読さ

せていただきますと、さらっと書いてあるんですが、現実に今、橋本委員のお話もござい

ましたけれども、私どもが最近、中食をよく利用しているという状況もあるということは、

実際にデータの上で出てきているんだろうと思うんですが、それを既成事実として認め、

また、これからもそういう傾向が進むのかどうか。もしそうであるならば、表示の中に惣

菜その他、中食関係の、今まで対面販売等で表示が免除されていたものなどの表示の必要

性もとても大きいものではないかと思われますし、また、栄養表示ですね。私たちがそう

いうものに依存するとすれば、是非はともかくとして、栄養面でどのようなものを今、摂

取しているかという情報が表示の中には必要になってくるということだと思われます。

そういう視点と、それから、現実にさまざまな大きな事件が起こってきたことをいろい
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ろな角度から考えてみますと、例えば食肉の場合、格付というのが流通段階でなされてい

るわけですけれども、私どもが店先で、これはどういう等級の肉かを知る手がかりは全く

ないんですね。ちょっと厳しい言い方になりますけれども、場合によりましては、お売り

になる方たちの言いたい放題が言えるような状況が現実にありまして、昨今ではさまざま

な産地のものが食肉でも、牛肉だけでなく、豚肉でも鶏肉でもブランド化が進んでおりま

して、そういうものの特徴がるる表記されているわけですが、それでは、それが本当にい

いものかどうかという判断の手がかりがないという現状がございます。

これは今、肉について申し上げたわけですが、魚においてもその他においても、高級化

ということと、それから一方では健康志向に訴える、効果効能、まるで医薬品まがいの情

報提供があるんですね。そういう健康志向に訴えるもの、高級品志向に訴えるもの、簡便

性についての必要な表示というふうなことなど、それからまた、加工食品の原材料の問題

もあります。随分輸入品が使われておりますけれども、ごく一部しか輸入品の表示義務が

ないという、それも大変アンバランスな状況ではないかと思われます。

そういたしますと、適正化のところで、何かこれでは正直申しまして納得のいかない点

を感じております。これは消費者の合理的な食品の選択に資するということであれば、そ

うですね、例えば強調表示について、先ほどトレーサビリティのことにも触れていただい

ておりますけれども、成育過程などについての、あるいは健康効果等についての強調表示

の適正化とか、そういった文言も必要ではないかと思われますし、栄養表示なども必要だ

ろうと思いますし、また、現行のＪＡＳ法のみでは魚その他、八百屋さんについては有機

のＪＡＳがありますけれども、お肉などについては、有機をうたっているようなものがあ

りましても法的な拘束力がないわけです。

したがいまして、ＪＡＳ法のみでは、正直申しまして消費者は安心して食生活を送れな

いということがございますものですから、これは公正競争規約も、やはり景品表示法でも

不十分であるということを近頃、公正取引委員会さんが認めておられるわけですね。です

から、省庁を超えた表示の適正化の新しい枠組みを模索していく必要性もあるのではない

か。そのあたりの、今まさに提起されている問題についての記述がないというのは、私と

しては、ちょっと不満といいましょうか、残念な点ですね。

全体的に見て大きな基本方針というのは、これは現代的な課題を取り入れていただいて

いると思うんですが、そういうことを特に印象としては感じております。ぜひよろしくお

取り上げいただきたいと思います。
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○田中食品表示対策室長 いろいろ先生の方からご指摘いただいておりますが、１つ、対

面販売について、現在、表示の免除がなされている。ここについてということでございま

したけれども、特に表示ということだけで考えますと、表示というのは、あらかじめ準備

されていることが表示ができるということでございまして、即変わってしまったりした場

合、つまり、少量の販売などの場合は原材料の構成が変わったりする可能性がありまして、

そういった点から、この対面販売における表示というのは技術的に大変難しいということ

で、検討の段階で外れているという事情があると思っております。

それから、特に加工食品の原材料の問題で、一部にしか加工食品の原料原産地表示が取

り込まれていないというご指摘をいただいています。これはおっしゃったとおり、現在、

水産の一部品目、それから農産物漬物など、今のところ６品目に原料原産地の表示を義務

づけているところでございますけれども、これについては、これから個別に精査をいたし

まして、できるだけ原料原産地の理解をいただきながら表示を進めていきたいと考えてお

ります。

○河田流通課長 今、食品表示対策室長から話があったんですが、その前に、先ほど局長

のご挨拶の中でも出ていたんですけれども、今回の雪印食品の話もあって、２月８日に食

品表示対策本部というものをつくっております。その中で、ＪＡＳ法の罰則の問題だとか

対象の話だとか、いろいろ検討が進んでいくと思っています。

こちらの基本方針なんですが、確かにご指摘の部分、非常に重要だと思いますので、そ

ちらの対策本部の方の議論の進み方とか検討の進み方を見つつ、今のご意見をお聞きして

少しきちっと書きたいと思いますので、よろしくお願いします。

○田島分科会会長 私も委員として一言申しますと、食べ物というのは、うまいとかまず

いとか、高いとか安いとか、格好がいいとか悪いとか、そんなことを言う前に、まず安全

というのは考えてみれば当たり前だろうと思うんです。ただ、客観的に安全でも、消費者

が安全だと思わないと安心にならない。そういう意味では、私は食品の生産、流通にかか

わっているすべての人が、食品というのはまず安全だと考え、やはり消費者が買ってくれ

るから、あるいは食べてくれるから我々もご飯が食べられるんだということを芯から考え

てくれないと、幾ら法律をつくろうがどんな技術を使おうが、私はもう無理だと思うんで

すね。

そういう意味では、本当の意味の消費者志向、掛け声の消費者志向というのは耳にたこ

ができるくらい聞かされておりますけれども、本当の意味での消費者志向というのはどう
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なっているんだというところをいつも感じますね。

例えば、このところ食品メーカーの問題が出てきて、中には論評にさえ値しないという

ふうなことまであるわけですが、しかし、一般的に言って、例えば消費者への対応部門と

トップの距離が長過ぎる。欧米でありますと、消費者対応部門というのは少なくとも副社

長の直轄に入っているわけですね。それで、商品の事故等が起きた場合には直接担当副社

長に連絡ができるような格好になっています。ですから通常、ある人の肩書を見ますと、

だれに報告しているのかというと「レポート・トゥ」ということになりますが 「レポート、

・トゥ・ザ・バイスプレジデント」というふうな格好になっているわけです。

日本の場合は、例えばどこかに事故ありという情報が消費者担当部門に入った、そこか

ら担当副社長なり社長なりに届くまでのコミュニケーション・ディスタンスというのが物

すごく長い。簡単に言うと、判こが幾つも押されていく。それで途中で「これは社長には

知らせん方がいい」というのが働いてくると、これはある意味で、最終的にマスコミとの

議論になってくると「社長は何にもわかっていない」と。そういう意味では社長が一番知

らないという状況が起こるんですね。

ですから、何が大事なんだということをちょっと我々、忘れ過ぎてしまって、これは高

度成長ボケの後遺症かなという気がしておるんです。何かちょっと私はそういう、倫理と

か、本来どういうことが大事なのか、何か非常に……、別にこの報告書は修身の教科書で

はないので、そんなことまで書く必要はないだろうと思うんですが、何かそういう一番大

事なところを忘れてしまっているような気が－－我々が、ですよ。報告書がという意味で

はないです。我々が忘れてしまっているような気がしてしようがない。何かどこかにニュ

アンスだけでも入れてもらえないかなという気がします。

○河田流通課長 わかりました。

○田島分科会会長 ほかに、いかがでございましょう。

○稲田委員 私ども川上の方の生産の現場から言わせていただきますと、骨子案の３ペー

ジの下の方、農林漁業の振興ということで「消費者ニーズ、販売状況等を生産者へフィー

ドバックし 」となっておりますが、これはなかなか情報が入ってこないんですよね。、

私ども、直売もやっておりまして、そちらの方からはダイレクトに入ってきますけれど

も、一般の消費者の方、スーパーさんなどでお買い物されている方たちからは非常に入り

づらい状況にあって、我々も、どういったものを求めているかアンテナを張っているつも

りではいるんですけれども、やはりずれているというところがありますので、やはりそこ
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ら辺、それは産地見学会などの開催ということも書いてありますけれども、そういったこ

とだけではなくて、もう少し、この場で具体的にこの中に入れるのは難しいかもわかりま

せんけれども、ある程度そういった手法なども取り入れていただきたいなと思います。

また、国産は高いというお話がありますけれども、我々から言わせていただくと、そん

なに高くないのではないかなと。もっとも我々の手を離れてから組織ですとか業者さん、

４つか５つ通るわけですから、当然高くもなりますわね。だから、私たちはそう高くはな

いなという気もしておりますし、また、安全性という面でも、有機だから安全という考え

が大分歩いちゃっている気がしているんですけれども、私たち、そんなに農薬かけていま

せんわね。自分の体がまいってしまいますから。ですから、有機だから安全とか、有機で

ないから安全ではないよという発想もね、何らかの形で払拭していきたいなという気がし

ています。

○田島分科会会長 そろそろ時間になっておりますので、議事次第の５、その他に移りた

いと思いますが、この部分で何かございますか。

○藤原臨時委員 もう相当議論されていますので。

○稲田委員 すみません、１つご質問です。

先ほどから食品の安全ということが盛んに言われておりますけれども、その安全性に関

する検討会ですとか分科会とか、そういったようなご計画があるかどうかお聞かせいただ

きたいと思います。今後、新しくつくられるとか、今やっていらっしゃるといったものが

ありましたら、お聞かせください。

○内藤総務課長 分科会会長からさっきお話がありましたように、食品については「安全

である」ということと「安心である」ということが別になっておりまして、消費者の方に

「安全である」と思っていただけないと安心して購入してもらえないという問題がありま

す。

ただ、私ども役所としましては、食品の安全性については厚生労働省が第一義的に、食

衛法等によって規制、指導をやっております。私どもは、消費者に安心していただくため

にどういうシステムが要るかということについて、例えばさっき申しましたトレーサビリ

ティですとか、そういう形で消費者に安心感を持っていただくための施策、それから対策

というものを考えておるところでございます。

ですから、正面から安全性についての分科会ということになりますと、役所の縦割りと

言われればそれまででございますけれども、厚生労働省ということになりますので、この
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総合食料分科会で直接というのは難しいと思いますけれども、安心を持っていただけるよ

うに、そういう切り口から検討していきたいとは思っております。

ただ、そのために今、特別な分科会を設けるということは、現時点でこの審議会の中で

は考えていないところでございます。

○田島分科会会長 流通システムを国際比較し、また、とりわけ19世紀に入って先進国で

産業革命が起こって、その結果として流通革命が各国で起こっていく。その約 200年を乱

暴にトレースして眺めてまいりますと、日本の流通システムの特徴などが抽出できるわけ

ですね。

日本の流通システムの特徴というのは、１つは、需給調節が余りうまくない。量的に、

質的にですね。日本というのは非常に長い間、地域が分割されていたわけですね。藩の数

だけ見ても百幾つ。つい百数十年前まで藩に分かれていたわけです。大体その中で生産、

消費をやってきているわけですね。ほとんどそうです。明治維新になりましてからも、生

産・流通構造というのは抜本的にはそう変化していない。第２次大戦後ぐらいから変化し

始めてくるわけです。

そんなものですから、全国規模で需要と供給を量的、質的に調整していくシステムが割

と弱いというか、未発達というか。ですから見込み違いで腐って捨てるものもたくさん出

てくるし、過剰在庫と品不足による機会損失というものが同時に発生してくるし、片一方

でえらい安売りが行われるかと思うと片一方で値段が高騰していくとか、そういう矛盾が

出てくるんですね。

ですから私、需給調節をきちんとやっていける、そのための、１つは市場とかそういう

システム、それから、それだけではまだだめなので、そこにやはりＩＴ技術とかそういっ

たものが出てくるんだと思うんですね。ですから欧米で、ここに「サプライチェーンマネ

ジメント」というのが言葉として出てきますが、サプライチェーンマネジメントで一番重

視していくのは何かといったら、本当の需要予測なんですね。そういう意味で、需給調節

をきちっとやっていけるようにするにはどうしたらいいかという視点が、かなり入っては

おるんですけれども、そこら辺、ＩＴなどを使う意味というのは、まさにそういうことに

ある。

それから、やはりトレーサビリティなどというのはＩＴ技術がなければできない。そし

て、トレーサビリティが出てくるということは、需給調節の方にも非常にうまく活かせま

すのでね、ばらばらな議論ではないわけなので、そういう点、ぜひひとつインテグレート
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していただければありがたいなという感じがしております。

その他

○田島分科会会長 ほかに何かご発言、この際ございませんでしょうか。

では、次回のスケジュールについて事務局から。

○臼杵食料政策課長 事前に各委員の皆様にご都合を聞かせていただきました。ただ、そ

れぞれご都合がありますので最大公約数ということで、予定のある皆様には大変申しわけ

ないんですけれども、次回は、３月25日の午後２時から４時が一番皆様のご都合がいいと

いうことになってしまいました。３月25日、午後２時から４時頃までを考えておりますの

で、ちょうど年度末になりますが、よろしくお願いいたします。

○田島分科会会長 では、よろしくお願いします。

予定より大分早うございましたが、これで終了したいと思います。

どうもありがとうございました。

閉 会


