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開　　　　　会

○林食料企画課長　それでは、定刻より若干早いのでございますけれども、先生方おそろ

いでございますので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会第 10 回の総合食料分科

会を開催させていただきたいと存じます。

　私、本分科会の司会を担当させていただいております食料企画課長の林でございます。

よろしくお願いいたします。

　本日の委員会でございますけれども、「中央卸売市場整備計画の策定（案）」と「中央卸

売市場開設区域の変更（案）」について御審議をいただきたいと存ずる次第でございます。

　委員の皆様方の出席状況でございますが、生源寺委員、八木委員、宮下臨時委員、村上

臨時委員は御欠席というふうに伺ってございます。池田委員でございますが、ちょっと所
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用がございまして若干おくれているという御連絡をいただいてございます。したがいまし

て、３名の委員と 10 名の臨時委員の方々の御出席を賜ってございますので、本分科会は

審議会令に基づきまして成立をしておるところでございます。

　なお、この場をおかりいたしまして、事務局側の人事異動についてお知らせをいたした

いと存じます。

　前回の総合食料分科会から総合食料局審議官に人事異動がございました。皆様に御紹介

申し上げたいと存じます。審議官の佐久間でございます。

○佐久間総合食料局審議官　佐久間でございます。よろしくお願いいたします。

○林食料企画課長　続きまして、資料の確認をさせていただきたいと存じます。

　お手元に黄色い封筒があろうかと思いますけれども、その中に、本日の議題でございま

す、まず１枚目が「座席配置図」でございますが、その後に「議事次第」がございまして、

委員の皆様方の「名簿」がございます。それから、本日の「資料一覧」ということで、お

手元にございますでしょうか。資料１といたしまして、「中央卸売市場整備計画の策定に

ついて」ということ、その後、すぐ「中央卸売市場整備計画の（案）」でございます。そ

れから、資料２といたしまして「中央卸売市場開設区域の変更について」でございます。

資料３－１ということで、カラーになっております「中央卸売市場整備計画の策定」、資

料３－２で「中央卸売市場整備計画の見直しについて」、資料４といたしまして「流通業

務の総合化及び効率化促進に関する法律案」がお手元にあろうかと思います。資料５－１

といたしまして、「食料・農業・農村基本計画案」の食品産業関係の抜粋を用意させてい

ただいてございます。資料５－２といたしまして、同じく「食料・農業・農村基本計画工

程表案」ということで用意をさせていただいてございます。大丈夫でございますでしょう

か。また後ほど、何かありましたら御連絡をいただければと思います。

　なお、以後の議事進行につきましては、恐縮でございますが、上原分科会長にお願いい

たしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。

総合食料局長あいさつ

○上原分科会会長　それでは、まず、総合食料局長からごあいさつをお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

○村上総合食料局長　総合食料局長の村上でございます。おはようございます。
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　きょうは、大変お忙しい中、委員の皆様方には、きょうの分科会の開催に当たりまして

御参集いただきまして、大変ありがとうございます。日ごろから食料政策の推進に御尽力

いただいていることにつきまして、厚く御礼を申し上げたいというふうに思います。

　きょうの分科会で御議論いただく事項につきましては、先ほど食料企画課長から話を申

し上げましたけれども、昨年改正されました卸売市場法に基づきまして、10 月に卸売市

場整備基本方針を策定させていただいておるわけでございますけれども、それを受けまし

て中央卸売市場整備計画を策定するわけでございます。そして、中央卸売市場開設区域の

変更でございます。整備計画の策定につきましては、17 年度から 22 年度までの間に施設

整備が必要となる中央卸売市場、それから、卸売市場法の改正の中で一つの主要な改正事

項となっておりました再編措置への取り組みを推進することが必要と認められる中央卸売

市場などを定めるということでございます。これらが諮問事項でございますので、よろし

くお願いをしたいというふうに思っております。

　それから、関連いたしまして、今通常国会に提出を予定しております流通業務の総合化

及び効率化の促進に関する法律案につきまして御説明をさせていただきたいというふうに

思っております。

　それから、農林水産省の政策見直しの全体の動きでございますけれども、御案内のとお

り、食料・農業・農村基本計画の見直しを当審議会で御議論いただいてまいったわけでご

ざいますけれども、３月９日に答申をいただいております。今後、閣議決定、国会への報

告ということで、事務的にその作業を進めてまいる考えでいるところでございます。この

うち、食品産業あるいは食品流通に関係する部分について、後ほど御報告をさせていただ

きたいというふうに思っております。

　今回の基本計画の見直し、これは、むしろ審議に参加していただいた委員の方からお話

しいただいた方がいいのかもしれませんが、我々の受けとめといたしまして、基本法の精

神に基づきまして、食品産業と農業の連携の強化をしていくということが一つの考え方に

なっているのではないかというふうに思っております。その中で、基本法の中にも既に考

え方が出ておりますけれども、農産物の価格につきましては、できるだけ市場自主性を反

映した形にしていくと。その中で農家に対する経済的な下支えをし、その上で農家に創意

工夫を発揮してもらって、市場実勢あるいは需要に応じた生産をしてもらうということで

はないかというふうに思っているわけでございますけれども、もちろん品目ごとの事情に

応じて、即座にそういう方向に持っていけるわけではございませんけれども、恐らくそう
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いう方向で今後は進めていこうということで、そのためのいろんな条件整備というのが必

要になってこようかと思います。

　食品産業流通関係の分野につきましては、後ほど基本計画に基づく工程表の説明の中で、

どういうことを検討し実施していくかということを御説明させていただきますけれども、

この分科会におきましても、どういう形態で御審議いただくか、御議論いただくか、また

検討させていただきたいと思いますけれども、またよろしくお願いを申し上げたいという

ふうに思うところでございます。

　以上、本日の審議事項、基本計画のことにつきまして申し上げまして、ごあいさつとさ

せていただきます。どうもありがとうございました。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

「中央卸売市場整備政策の策定（案）」及び

　　「中央卸売市場開設区域の変更（案）」について

○上原分科会会長　本日は、一応 12 時をめどに審議を終了したいと思います。12 時まで

審議をかけるということではなく、それより早く終わっても構わないということでござい

ます。よろしくお願いします。

　それでは、本日の審議の議題であります議事次第の３に２つの項目がございますが、こ

の項目について、農林水産大臣から諮問が出されておりますので、まず、その諮問文を朗

読していただきたいと思います。よろしくお願いします。

○山下卸売市場室長　それでは、諮問案件２件を朗読させていただきます。

　資料１と資料２でございます。まず、資料１でございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16 総合第１８０４号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年３月17日

　食料・農業・農村政策審議会

　　　会長　八木　宏典　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産大臣　島村　宜伸

　　　　中央卸売市場整備計画の策定について（諮問）

　　標記について、卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）第５条第３項の規定に基づき、
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　貴審議会の意見を求める。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　次に、資料２でございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16 総合第１８０５号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年３月17日

　食料・農業・農村政策審議会

　　　会長　八木　宏典　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産大臣　島村　宜伸

　　　　中央卸売市場開設区域の変更について（諮問）

　　標記について、卸売市場法（昭和 46 年法律第 35 号）第７条第３項において準用する

　同条第２項の規定に基づき、貴審議会の意見を求める。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　なお、本日の諮問及び答申の手続につきましては、食料・農業・農村政策審議会議事規

則第９条第１項の規定によりまして、総合食料分科会の議決は食料・農業・農村政策審議

会の議決とみなすとされております。

　以上でございます。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　それでは、ただいまの諮問につきまして御説明をお願いしたいと存じます。よろしくお

願いします。

○山下卸売市場室長　それでは、資料３－１によりまして、第８次中央卸売市場整備計画

のポイントを御説明させていただきたいと思います。カラーの横紙でございます。

　卸売市場法におきましては、農林水産大臣は、卸売市場を整備基本方針に即して中央卸

売市場整備計画を策定し、これに基づいて中央卸売市場の整備を推進することとされてお

り、具体的には、この中央卸売市場整備計画に即して国庫補助が行われることとなります。

現行の第７次整備計画は、第７次基本方針に即して平成 13 年３月に策定されているもの

でございます。卸売市場法は昨年６月に改正されておりまして、その改正された卸売市場

法に基づきまして、昨年９月の第９回総合食料分科会において第８次卸売市場整備基本方

針案についてご審議いただき、昨年 10 月に第８次の基本方針を公表しておりますことか

ら、今回、その第８次基本方針に即して新たな中央卸売市場整備計画を策定して、中央卸
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売市場の施設整備と再編の促進をしようというものでございます。

　今回の整備計画のポイントは、１つには、その資料の左の四角にございますように、平

成 17 年から平成 22 年度までの計画期間中に施設整備が必要と認められる中央卸売市場に

ついて、ＰＦＩ事業の活用、事後評価制度の導入などにより施設整備を効果的に実施する

こととし、移転を伴う新設を行うものとして、東京都築地市場の外２市場を整備計画に位

置づけますとともに、増改築を予定しております卸売市場名を掲載しております。

　また、ポイントの２つ目は、その資料の右の四角にございますように、第８次基本方針

において定めました中央卸売市場の再編基準に基づいて再編措置への取り組みを推進する

ことが必要と認められる中央卸売市場及び自発的に再編措置に取り組む中央卸売市場につ

いて、該当する 11 市場の名称を明記し、そのうち福岡市中央卸売市場東部市場が他の市

場と統合することや、藤沢市中央卸売市場が地方卸売市場への転換を図ることなど、再編

措置を記述するとともに、現時点でいまだ再編措置の内容を決定していない中央卸売市場

については、平成 18 年度末までに具体的な取り組み内容を決定するものとして、中央卸

売市場について再編を促進するというものでございます。

　次に、資料３－２によりまして、これまでの整備計画との主な違いを御説明いたします。

　その資料の左側は現行の第７次計画、右側が見直し後の第８次計画について整理してお

るところでございますが、まず、これまでの整備計画は、中央卸売市場の名称と整備が必

要な施設を単に一覧表として整理したものでございまして、１にございますように、第７

次計画では、施設の整備及び管理の効率化についての記述はございませんでしたが、行政

コスト削減の観点から、第８次計画ではＰＦＩの活用、厳正な評価と透明性の確保、管理

業務の民間委託などの施設の整備及び管理の効率化についての具体的な事項を明記してお

ります。

　また、２にございますように第７次計画では、施設整備により見込まれる効果について

の記述はございませんでしたが、事業評価の徹底の要請から、第８次計画では物品鮮度の

保持、物流コスト等の削減など、施設整備により見込まれる効果を明記しております。

　さらに、３にございますように、第７次計画では再編措置への取り組みが必要と認めら

れる卸売市場についての記述はございませんでしたが、改正された卸売市場法の規定に基

づきまして、第８次計画では、第８次基本方針に掲げた再編基準に該当し、再編が必要な

中央卸売市場の名称と取り組む再編措置の内容を明記しております。

　次に、４にございますように、整備計画において取扱品目の適正化、つまり変更が必要
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な中央卸売市場の名称、設定や変更が必要な取扱品目を明記するということは従来どおり

でございますが、その下の５にございますように、施設の改善が必要と認められる卸売市

場については、第７次計画では、個別の市場ごとに対象施設を限定的に記載していたのに

対して、第８次計画では、地方の裁量を高めるという補助金の交付金化の趣旨を踏まえま

して、都道府県の裁量によって必要に応じ機動的に施設整備が実施できるよう、すべての

中央卸売市場の名称、すべての施設の種類を網羅的に記載しておるところでございます。

　次に、資料１にございます「中央卸売市場整備計画（案）」の本体をごらんいただきた

いと存じます。

　まず、第１として、「計画の期間」を基本方針と同じく平成 22 年度までとしておるとこ

ろでございます。

　また、第２で「施設の整備及び管理の効率化に関する事項」として、既存施設の有効活

用、ＰＦＩ事業の活用、整備手法の多様化、厳正な評価と透明性の確保などを掲げており

ます。

　第３では、「施設整備により見込まれる効果に関する事項」として、環境負荷の軽減、

物品鮮度の保持、物品評価の改善、集荷力の向上、物流の迅速化、物流コスト等の削減を

掲げておるところでございます。農林水産省では、来年度から卸売市場の整備の補助金を

生産対策や経営対策等の事業の補助金とともに大くくりにいたしまして、交付金化するこ

ととし、国としての事前の審査を簡素化して、都道府県の裁量を拡大し、国は事後評価に

重点を置くこととしておりますが、そのため、国では都道府県から出されます交付金の事

業計画の中の卸売市場の整備の事業について、環境負荷の軽減や物品鮮度の保持など、こ

れらの事業効果の発現が見込まれるかどうかについて点数評価をいたしまして、その点数

の高い事業計画について、国から都道府県にまとめて交付金を配分するという仕組みにな

るわけでございます。

　次に、１枚めくっていただきまして、第４、第５、第６の中身は、それぞれ別添１、別

添２、別添３に記載されておりますことから、そちらで説明させていただきます。

　さらに１枚めくっていただきまして３ページの別添１には、運営の広域化、地方卸売市

場への転換、その他の再編措置への取り組みを推進することが必要と認められる中央卸売

市場及び取り組む再編措置の内容を整理しておりまして、まず、卸売市場整備基本方針第

２の１の（２）に規定いたします再編基準に該当する中央卸売市場につきましては、藤沢

市中央卸売市場においては、平成 19 年４月に地方卸売市場への転換を図ること。福岡市
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中央卸売市場東部市場において、平成 26 年度末までに福岡市中央卸売市場青果市場と統

合し、廃止することを記載しております。

　その他の再編基準に該当する中央卸売市場につきましては、現時点では各開設者におい

て再編内容を検討中でございますが、遅くとも平成 18 年度末までに具体的な取り組み内

容及び実施時期を決定していただくこととしております。

　また、再編基準には該当しておりませんが、大分市中央卸売市場において自主的、自発

的に検討され、平成 18 年４月に地方卸売市場への転換を図ることとしております。

　次に、１枚めくっていただきまして４ページの別添２は、「取扱品目の適正化を図るこ

とが必要と認められる中央卸売市場及び設定又は変更を必要とする取扱品目」でございま

す。具体的には、東京都中央卸売市場の築地市場が豊洲に移転して新たに新設する市場に

おいて、野菜、果実及びこれらの加工品と生鮮水産物及びその加工品を取扱品目とすると

いうことでございます。

　また、新潟市中央卸売市場が新設する市場において、従来の野菜、果実及びこれらの加

工品に加え、新たに生鮮水産物及びその加工品と花きを取扱品目といたします。

　さらに、名古屋市の高畑にございます食肉市場を南部地区に移転して新設する市場にお

いて、肉類及びその加工品を取扱品目とすることとしております。

　次に、１枚めくっていただきまして、５ページから７ページまでの別添３は、「施設の

改善を図ることが必要と認められる中央卸売市場、必要に応じ施設の改善を図ることがで

きる中央卸売市場及び改良、造成又は取得を必要とする施設」を記述しておるところでご

ざいます。

　ここでは、具体的な施設整備の計画がございまして、施設の改善を図ることが必要と認

められる中央卸売市場として、札幌市中央卸売市場などの市場の名称を記載しております。

　また、「改良、造成又は取得を必要とする施設」として、売場施設、駐車施設、貯蔵・

保管施設、輸送・搬送施設などについて記述しております。

　この項目につきましては、第７次計画では、個別の市場ごとに対象施設を限定的に規制

していたのに対しまして、第８次計画では、地方の裁量を高めるという補助金の交付金化

の趣旨を踏まえまして、都道府県の裁量によって必要に応じ機動的に施設整備が実施でき

るよう、中央卸売市場の名称を列挙するとともに、施設の種類も網羅的に記載しておると

ころでございます。

　次に、最後の７ページをお開きいただきますと、７ページの上から５行目以降は、「必



9

要に応じ施設の改善を図ることができる中央卸売市場」について記載しております。ここ

には、現時点において具体的な施設整備の計画がない中央卸売市場と、整備の構想はある

もののすべての部門が再編基準に該当しており、再編の方策がいまだ検討中の中央卸売市

場を掲げておりまして、現時点においては、具体的な施設整備の計画がない中央卸売市場

につきましては、整備の計画がないことから、施設整備の対象として想定していないとい

うことは当然でございますが、整備の構想はあるもののすべての部門が再編基準に該当し

ており、再編の方策がいまだ検討中の中央卸売市場につきましては、再編の方策が確定し

た後でないと、その整備がむだになる可能性がありますことから、再編の方策が確定する

までは、基本的には施設整備の対象とは想定していないところでございます。

　しかしながら、中央卸売市場の整備の補助金が交付金となり、都道府県の裁量化が大き

くなったという趣旨を踏まえ、都道府県の裁量によって当初計画されていなかった施設整

備、例えば実需者の要望に機動的に対応するための加工処理施設の整備などにも対応でき

るよう、必要に応じ施設の改善を図ることができる中央卸売市場として、函館市中央卸売

市場などの市場名を記述しておるところでございます。

　また、一番下の注釈には、従来の整備計画と同様に、移転、新設により廃止されること

となる中央卸売市場の名称を明記しておるところでございます。

　次に、開設区域の変更について御説明をいたします。資料２の諮問の後ろについており

ます「中央卸売市場開設区域の変更について（案）」という資料をごらんいただきたいと

思います。

　卸売市場法第７条第１項におきましては、農林水産大臣が中央卸売市場整備計画におい

て定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市及びその周辺の地域で

あって、その区域内における生鮮食料品等の流通事情に照らして、その区域を一体として

生鮮食料品等の流通の円滑化を図る必要があると認められる一定の区域を、中央卸売市場

の開設区域として指定することができるということとなっておりまして、この開設区域を

指定または変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聞くこととさ

れております。

　この中央卸売市場の開設区域につきましては、中央卸売市場の開設者が、その市場で業

務を行います卸売業者、仲卸業者などの営業活動に対する指導監督権限が及ぶ範囲である

ため、その範囲が明確であることが必要であると思われること、あるいは各中央卸売市場

における市場関係業者の指導監督や卸売市場の施設整備は開設者の負担で行われることな
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どから、一部の特別の事情のあるものを除き、原則として開設者の行政区域と一致させる

ように運用してきたところでございます。その原則のもと、これまでも開設区域内の市町

村が開設区域外の市町村を編入した場合には、合併後の市町村を開設区域とし、また、そ

の際、市町村名の変更がない限り、現行の市町村名が示す区域がそのまま開設区域になり

ますことから、開設区域の指定の変更は特に行っていなかったところでございます。

　また、開設区域内の複数市町村が合併して一部の市町村が消滅する場合でも、開設区域

の範囲には実質的に変更はなく、また、消滅した市町村名が開設区域の告示の上で残って

いても、中央卸売市場の運営上特段の支障が生じないことから、合併時に消滅した市町村

名を削除するということは特にしていなかったところでございます。

　しかしながら、現在、市町村合併が全国規模で進んでおりまして、合併に伴い消滅する

市町村が多数出てきますことから、この機会に開設区域について精査し、消滅している市

町村名を開設区域の告示から削除することとしたいと考えております。

　まず、お手元の資料の１つ目の函館市中央卸売市場につきましては、亀田市が函館市に

既に編入されて消滅しておりますことから、この機会に、既に消滅した亀田市の記述を削

除しようというものでございます。

　その下の八戸市中央卸売市場につきましては、当初、八戸市と三戸郡南部町とで設立す

る一部事務組合が開設者となって、その中間に位置します名川町と福地村を含む開設区域

で卸売市場を開設する計画でありましたものが、一部事務組合の設立が中止となり、八戸

市が単独で開設者となって八戸市中央卸売市場を開設しているものでございます。ちなみ

に、南部町は町営の地方卸売市場を開設しておるところでございます。

　今回、開設区域について関係地方公共団体の意見をお伺いしましたところ、開設区域を

八戸市単独とすることについて関係地方公共団体の異存がないことから、南部町、名川町、

福地村を開設区域から削除することとしたいというふうに考えております。

　その下の静岡市中央卸売市場につきましては、かつては静岡市と清水市が一部事務組合

をつくって中央卸売市場の開設者となっておりましたものが、静岡市と清水市の合併によ

り静岡市となりましたことから、開設区域から既に消滅している清水市の記述を削除しよ

うというものでございます。

　その下の浜松市中央卸売市場の場合でございますが、浜松市と浜名郡可美村が開設区域

でありましたものが、浜松市が浜名郡可美村を編入した後も、消滅した可美村が開設区域

の告示の上で残っておりましたものでございまして、今回、その可美村の記述を開設区域
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から削除しようというものでございます。

　次の名古屋市中央卸売市場につきましては、西春日井郡西枇杷島町が開設区域の一部と

されておりますのは、現在の名古屋市中央卸売市場北部市場の前身であります枇杷島市場

が名古屋市と西枇杷島町にまたがる形で開設されていたという事情によるものでございま

すが、この枇杷島市場は昭和 58 年に西春日井郡豊山町に移転して、現在の北部市場とな

っておるところでございます。そのために、豊山町が開設区域に加わったものでございま

す。また、海部郡飛島村が開設区域とされておりますのは、昭和 50 年に名古屋市中央卸

売市場高畑市場の飛島村への移転が計画されたことによるものでございますが、高畑市場

の移転先は名古屋市の南部地区に変更され、飛島村は移転先でなくなっているという状況

でございます。

　以上のことから、今回、開設区域について関係地方公共団体の意見をお伺いしましたと

ころ、開設区域から西枇杷町と飛島村を除外することについて関係地方公共団体の異存が

ないことから、西枇杷島町と飛島村を開設区域から削除することとしたいというふうに考

えております。

　次の三重県中央卸売市場につきましては、市町村合併により、久居市から一志町までが

平成 18 年１月に津市と合併する予定でございまして、また、一番下から２つ目の嬉野町

と三雲村が平成 17 年４月に松阪市と合併しているため、それに伴って開設区域の記述を

整理したいというものでございます。

　１枚めくっていただきまして、次の大阪市中央卸売市場でございますが、現在、堺市の

うち旧福泉町と旧泉ケ丘町が除外されておりますが、これは昭和 47 年当時、大阪府が堺

市に中央卸売市場の開設を計画していた関係で、開設区域の調整が行われたことが理由で

はないかというふうに言われておりますが、この大阪府の計画は既に中止されておるとこ

ろでございます。

　今回、開設区域について関係地方公共団体の御意見をお伺いしましたところ、開設区域

から旧福泉町と旧泉ケ丘町を加えるということについて関係地方公共団体の異存がないこ

とから、旧福泉町と旧泉ケ丘町の区域を開設区域に加えることとしたいと考えております。

　また、大阪市中央卸売市場の項の一番下の南河内郡美原町につきましては、堺市に編入

されておりますことから、開設区域の記述を整理したいというものでございます。

　その下の奈良県中央卸売市場につきましては、生駒郡の香芝町が香芝市になりましたこ

と、また、北葛城郡の新庄町と當麻町が合併して葛城市が誕生したという事情がございま
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すことから、開設区域の記述を整理しようというものでございます。

　最後の広島市中央卸売市場につきましては、安芸郡船越町が広島市に編入されておりま

すことから、この機会に、既に消滅した船越町の記述を開設区域から除外しようというも

のでございます。

　以上のような形で開設区域を変更したいと考えております。よろしくお願いします。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　ただいま中央卸売市場の整備計画と開設地域の変更についての御説明がありましたけれ

ども、ただいまの御説明について、御意見、御質問等ありましたらお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いします。いかがでしょうか。

　飛田委員、よろしくお願いします。

○飛田臨時委員　東京都地域婦人団体連盟の飛田でございます。ただいまの御説明をお伺

いいたしまして、お願い等幾つかございますので発言させていただきます。

　まず、資料３－２によりますと、中央卸売市場整備計画の見直し後の計画といたしまし

て、１番目に幾つか書かれております中に、管理業務の民間委託とございます。これは、

求めていく方向の中から民間の力を利用していくということで理解いたしますが、管理業

務は、事食品を扱う市場でございますので、しっかりとした体制が必要であり、例えば管

理業務を委託された事業者が、正規の職員でなくアルバイト等に頼りまして、しっかりと

した職務の訓練等が行われなかったり、あるいはまた、人の出入りが、つまり雇用が安定

せずに、業務の継続性等がしっかり守られないようなことがないような配慮をぜひお願い

したいと思っております。

　それから、中央卸売市場の整備計画（案）、この縦長の具体的に詳細に書かれたもので

ございますが、この中で第３のところ、「施設整備により見込まれる効果に関する事項」

で、①として環境負荷の軽減とございます。このようなことを目標にしていただくという

ことは私どもも望んでおりますけれども、環境負荷の軽減を特に推進していただくために

は、例えばＩＳＯ規格の 14000 シリーズで言えば、タイプⅢだったと思いましたが、ライ

フサイクルアセスメントの視点を取り入れるような、具体的に実現の過程で効果のしっか

りとした把握のできるやり方を導入していただきたいと思っております。

　それから、その同じ資料で、名古屋市中央卸売市場が今度新たに肉類及びその加工品を

取り扱われるという御説明がございました。名古屋市の地域で肉類等が扱われるというこ

とでございますが、高畑からの移転ということでございましたけれども、肉類を扱われる
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場合、これはＢＳＥ問題との関係でございますが、厚生労働省さんの管轄にも属しており

ますので、その行政の谷間に落ちないようにあえてお願い申し上げるところでございます。

例えば食肉が特定危険部位によって再汚染されないような方策ですとか、屠畜方法など、

ここは屠畜場は入っていないのかもしれないんですが、屠畜時におけるピッシングという

手法がある意味では危険であると指摘され、できるだけ、もちろん働いておられる方の安

全を考慮しながら方向を転換するということが目標として掲げられておりますけれども、

そういったことなども具体的に実現を図っていただきたいと思っております。

　それから、またこういうところで新たな――現在のところＢＳＥの全頭検査が行われて

おり、また、今後見直すという方向性などが出されつつありまして、大変私どもはそれを

懸念し、できれば全頭検査の継続を望んでいるところでございますけれども、新たな検査

方法がつい先ごろも開発されたということが新聞報道で見受けられました。これは非常に

スピードアップされているということと、検出が、従来のやり方の第１次チェックの 10

倍くらいの効率を持つという報道で、詳細は私ども素人でよくわかりませんが、いろいろ

な手法等、新しいもので活用できるものは、ぜひお取り上げいただきたいと思っておりま

す。

　以上です。よろしくお願いいたします。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　飛田委員から整備計画について、具体的にこういうことをお願いしたいということがあ

りましたけれども、室長の方からよろしくお願いします。

○山下卸売市場室長　飛田委員から幾つか御指摘をいただきました。１つ目の管理業務の

民間委託等でございます。これは、例えば施設自体の管理を民間委託、例えば清掃、警備、

保守点検などの管理作業を委託するということを主に想定はしておりますけれども、委員

御指摘のように、しっかりとした体制というのは必要でございますし、しっかりとした訓

練を積んだ形で継続的に行われるということが重要でございますので、そのように配慮し

ながら事業を進めてまいりたいというふうに考えております。

　２つ目の環境負荷の軽減でございます。これは現時点で想定しておりますのは、二酸化

窒素の大気濃度を環境基準以下に下げるというような話をとりあえず想定しております。

ライフサイクルアセスメントの話は、今後勉強させていただきまして、どういうことがで

きるかということを将来的に検討させていただきたいというふうに考えておるところでご

ざいます。
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　３つ目の名古屋市の食肉市場のお話でございます。委員御指摘のように、屠畜場は厚生

労働省の所管でございますが、施設整備はこの事業の中であわせて行う予定でございます

ので、委員御指摘のような話があったということを関係のところにお伝えして、問題が起

こらないように、こちらの方でも気をつけてまいりたいというふうに考えております。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　ほかに御意見、御質問等ありましたら。

　長谷川委員お願いします。

○長谷川委員　長谷川と申します。よろしくお願いいたします。

　３点ほど教えていただきたいことがあるんですけれども、まず、今と同じ資料で１ペー

ジ目の第３のところですけれども、「効果の発現が見込まれるものを実施する」というこ

とで、こちらの仕組みが私よくわかってないんですけれども、効果というのは点数化して

というふうにおっしゃいましたけれども、その点数化の作業と予算の配分はどこの部局が

行うのかを教えていただきたいというのが１点目です。

　次に、その前のところで、（４）で「厳正な評価と透明性の確保」ということで、非常

に結構なことだと思うんですけれども、実は数日前に消費生活アドバイザーの仲間といろ

いろ話をしておりましたら、店舗のところまでは、目で見て安全性とか衛生管理とか確か

められるんですけれども、それ以前の物流のところがどうも確かめにくいというお話があ

りまして、こういった機会を利用しまして点検することができればうれしいなと思うんで

すけれども、その公表の仕方というのを教えていただきたいと思います。

　３点目なんですけれども、今飛田委員の方からもお話がありました環境負荷なんですけ

れども、京都議定書が発効いたしまして、恐らくＣＯ２につきましては非常に縛りが大き

くなってくると思うんですね。それで、運輸部門がやはり一番伸びがあるということで、

この縛りはかなり大きくなると思いますので、その点について、どのようなお考えをお持

ちかをお聞かせいただければというふうに思います。

　以上でございます。

○上原分科会会長　市場室長からよろしくお願いします。

○山下卸売市場室長　長谷川委員から３点ほど御指摘がございました。まず、「施設整備

により見込まれる効果に関する事項」の点数化するという話でございますが、一応採点の

基準というものを作成することとなっておりまして、具体的には、来週予定しております

政策評価会で御意見をお伺いして、その骨格を固めようという構想でございます。その採
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点基準に基づきまして、一定の水準以上になりますと、ほかのいろんな生産対策とか経営

対策も含めて、点数の高いものから順に事業が採択されるということになるわけでござい

ます。そして、採択がされるということになりますと、その関連の予算を各担当部局から

窓口課に移しまして、窓口課から各都道府県ごとにまとめて交付するという形になりまし

て、各都道府県は、みずからの裁量で計画に示した事業主体にお金を配るという仕組みを

想定しておるところでございます。

　２つ目の評価の公表でございます。農林水産省の補助事業は事後評価を強化するという

方向になっておりまして、見込まれていた効果に係る目標水準が達成したかどうかという

のを事後的に審査いたしまして、その結果を後ほど公表するということを考えております。

交付金化に伴いまして、少し制度は変わるかもしれませんので、公表するということは確

かでございますが、具体的なやり方というのは、また少し検討させていただくという話に

なるかと思います。

　３つ目の環境負荷でございますが、ＣＯ２の削減というのはまさに喫緊の課題でござい

まして、その関係で実は別途、参考として後ほど御説明する予定の流通業務の総合化及び

効率化の促進に関する法律案というものがございまして、そちらの方でいろいろ対応して

いこうと、農水省としても対応していこうという構想がございます。現在卸売市場で特に

問題となっておりますのが二酸化窒素などでございますので、二酸化窒素の大気濃度を環

境基準以下に下げるとか、そういうことをとりあえずは重点的に今考えておるところでご

ざいます。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　ほかに。

　では、大澤委員よろしくお願いします。

○大澤臨時委員　ちょっと質問です。中央卸売市場の整備計画の策定のところで、物品鮮

度の保持とか物流コスト等の削減というようなことがありまして、一方でＰＦＩ事業の活

用というようなことも書いてあります。物流の効率化ということだとか、それから、今ず

っとお話しいただいた事後の評価ということになると、多分定量的な把握ということが重

要になってきます。そうすると、フードシステム自体に情報技術を埋め込んでいく作業が

必要になると思います。それも卸売市場が一つの核になるかもしれないと。そのときに、

ＰＦＩという考え方は、基本的に長期の視点で計画も立てられると思うんです。一方で今

の情報技術というのは、特にこういう現場に密着した情報技術というのは物すごくサイク
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ルが速くて、２年、３年でころころ変わると。そうすると、検討の軸が、建物はＰＦＩで

十分乗ると思うんですけど、情報技術についてはなかなかそういう検討ができない。しか

も、例えばここで、８次計画は 17 年から 22 年までですよね、中央卸売市場の整備という

のは非常に長時間かかるということで。そうすると、建物は立派なものが建ったんだけれ

ども、一番重要な環境負荷をどれだけ落としたか、物流コストがどれだけ落ちているかと

いうことを後でモニタリングするための情報化がすとんと落ちてしまう。

　たしか神戸の中央卸売市場が、ＰＦＩが導入された第１回の事例だというふうにお聞き

しましたけれども、たまたまちょっと知り合いがいて、お話を伺ったら、建物はＰＦＩだ

けれども、情報について当初いろいろ考えたこともあったんだけれども、そんな長い期間

で、情報技術がどんどん進歩していくのに、どういうふうに検討するんですかという話で、

結局は IT 技術導入はできなかったと。今回資料に出てきています築地なんかも、まさに

非常に巨大な市場になると思うんですけれども、この問題は多分すごく大きくて、例えば

これから環境問題でスピードリミッターなんていう話があると、産地から市場に来るまで

はどうしても時間がかかる。どっかで時間短縮しなきゃならない。市場の滞留時間を下げ

るとかいうことを考えても、情報的なインフラをどうするかという問題は重要と思います。

それはどんなふうにお考えになっているのかですか。

○上原分科会会長　今の問題は卸売市場だけじゃなくて、いろんな組織にもかかわる問題

なんですけれども、その点についてお役所の方でもいろいろ計画があると思いますが、よ

ろしくお願いします。

○山下卸売市場室長　大澤委員から大変貴重な御指摘をいただきました。卸売市場を整備

していく過程で、新しい技術がどんどん登場して、あまり計画当時の技術に固執すると、

非常に陳腐化した古い設備で業務を行う必要が出てくるというおそれがございます。そう

いうこともございますので、基本的にはできるだけフレキシブルに対応できるように、ど

うしても必要な箱物のようなものはＰＦＩを活用して、できるだけ効率的に整備していた

だく。中身の情報システムのような非常に技術進歩が激しいものは、必ずしもそういう施

設整備と一緒にやらなくても、別の活性化事業とかそういう項目がありますので、そうい

うのを活用していただいて、できるだけ新しいものを導入しやすいように工夫していただ

くというのが一つの考え方であろうかと思います。

　また、情報化につきましては、農林水産省でも無線、ＩＣタグなどを活用した、新しい

技術を活用したやり方について実証試験等をやっているところでございまして、できるだ
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けそういう新しいものに対応できるように考えていきたいというふうに考えております。

○上原分科会会長　ほかにいかがでしょうか。

　品川委員から、まずお願いします。

○品川臨時委員　２点御質問させていただきます。

　１つは、最初の諮問事項であります計画の見直しの件ですけれども、その１番目の課題

が管理の効率化、見直しの背景、行政コストの削減というふうになっているわけですし、

２つ目の評価の徹底ということでも、物流コストの削減が課題として掲げられているわけ

でして、私どもの感覚からしますと、こういうコスト削減を課題に掲げる以上、現状のコ

ストの率なり何なりがどうなっていて、５カ年の計画によってどれだけそれを削減するか

という数字的な目標なり計画なりというのはあるはずだと思うんですけれども、そこらあ

たりはどんなふうになっているかというのを教えていただきたいというのが１つです。

　２つ目は、諮問事項の２つ目に区域の変更の件というのがあって、御説明によりますと、

卸売市場法でこの区域の変更というのは農水省の方で行うということになっているんだろ

うと思うのでありますけれども、既に各地方ではもう何年も前に市町村の合併等々行われ

ていて、こういう構造自体を何年も放置されていたというようなことが、えらく多いよう

にお見受けするわけですね。そんな点で言いますと、こんな件はむしろ卸売市場法の方を

改正して、地方で機動的に変更できるというふうにならないものかと思うのでありますけ

れども、その辺、どんなふうにお考えか。２点質問します。

○上原分科会会長　では、その２点についてお願いいたします。

○山下卸売市場室長　御指摘の１つ目、流通コストの話でございますが、まず、施設整備

の効果の中に６項目挙げている一番最後に「物流コスト等の削減」というのを挙げてござ

いまして、各市場ごとに物流コストの軽減というのをみずから評価していただいて、それ

をある程度削減するものについて点数化して、それに予算をつけるというような仕組みを

考えておるところでございまして、そういうことをやりながら物流コストを削減するとい

う考え方でございます。

　あと、区域の変更でございますが、御指摘のとおり、告示上の記述、必ずしもその都度

整理したわけでございませんで、今回、この機会に整理させていただきたいという話でご

ざいますが、この中央卸売市場の考え方自体が、一定の人口があって、そこでの生鮮食料

品の流通を円滑化する、あるいはそこでの価格形成を透明化して生鮮食料品の安定的な供

給に資するという法目的がございまして、その意味で、国の方で、この区域は中央卸売市
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場が必要であるということで区域を定めるという仕組みをとっております。これは現行の

卸売市場法の前身の中央卸売市場法の時代からありました指定区域という制度を引き継い

だ関係でこうなっておりまして、当時は、一番最初は六大都市だけを想定して、その地域

について中央卸売市場をつくりましょうと。その後、都市化が進展していきましたことか

ら、15 万以上の都市について区域を指定してやりましょうという話になった。その中央

卸売市場を改正して、地方卸売市場も組み込んだ形で全体的に卸売市場の整備を計画的に

やっていこうということで現行の制度ができておりまして、その関連で、中央卸売市場に

つきましては、国の方で特に必要と思われる区域を指定する。その際には、もちろん関係

地方公共団体の御意見を伺いながら指定しているという状況でございます。

　そういう意味で、全く自由にやるというのは、地方卸売市場ではそもそも開設区域とい

う概念なしで制度が運用されておりますことから、中央卸売市場のような指標性のある価

格形成とか、あるいはすべての人に開かれた市場の場の提供、そういう機能がなければ、

まさに地方卸売市場のように開設区域なしでも構わないとも考えているんですけど、今の

機能を前提とする場合、やはりやむを得ないの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。

○上原分科会会長　よろしいでしょうか。

　加倉井委員よろしくお願いします。

○加倉井臨時委員　全体としては、時代の流れに対応しようとする動きですから、結構だ

というふうに申し上げますが、１つだけ御質問したいんですが、築地市場を移転して豊洲

へ渡すというのは、随分前から要望があって、業者からもいろいろ我々も要望を聞いてい

た問題なんですが、１つだけ問題点があって、それは豊洲というのは非常にアクセスが悪

くて、私ども取材に行っても、橋のところで下手をすると 30 分ぐらい渋滞でかかってし

まうということで、これは皆さんの考えているような環境負荷の軽減にもならない、物品

鮮度の保持にもならない、集荷力向上にもならない、物流の迅速化にもならない、物流コ

ストの削減にもならなかったからやらなかったわけですね。

　そうすると、これから、それはどういうふうに改善されるのか。つまり、市場だけじゃ

なくて、それへのアクセスを考えなかったら、これは全部達成できませんよ。その辺をど

ういうふうにお考えなのか。ついでに言うと、そのコストは地方なのか国なのかですね、

その辺も教えていただけたらと思います。

○上原分科会会長　いかがでしょうか。
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○山下卸売市場室長　加倉井先生から、豊洲の市場に関してのアクセスについて御質問が

ございましたが、東京都の方では、豊洲市場の整備と並行して、この豊洲地区へのアクセ

スを改善すべく、道路整備とか、あるいはゆりかもめを延長するとか、そういった構想を

持っておりまして、それを同時並行で進めていくというふうに聞いております。その意味

では、豊洲市場が完成するころには、道路や橋なども整備されるというふうに聞いておる

ところでございます。

○上原分科会会長　私もその計画部会に参加しておりましたので、私からちょっとお答え

申し上げますと、少なくとも現在の築地のいろんな問題点を解決するような方向でつくる、

そういう計画は進められております。

○斎藤流通課長　先生おっしゃるとおりで、現在、築地自体が汐留から貨物で持ってくる

という構想でできたもので、貨物運送が前提だったものが、今トラックが 90 何％になっ

ている。しかし、築地は一方通行でトラックに対応しづらいということで、トラック運送

に対応できるようにということで東京都も今後、道路との整合性を考えている。あと、モ

ーダルシフトということで、海上運送もできるということを今考えております。具体化し

てきましたら、また御説明したいと思います。

○上原分科会会長　加倉井委員のような鋭い質問が出ることを予定して計画を進めており

ますので、よろしくお願いします。

　それでは、安部委員。

○安部臨時委員　間接的には、先ほどの大澤さん、品川さんの御質問の延長になるかもし

れないんですが、グランドデザインで全体のシステムのベストウェイを追っかけようとす

ると、永遠に策定できないというような難しさを持っていることだと思いますので、少な

くとも現段階で集約できるベターウェイというか合理性の追求という評価で、大変に近代

化、少なくとも問題解決型の進化はするというふうに評価するところではあります。だと

すると、現段階、今回の集約も恐らく大変な御苦労が、手間であれ、時間のかけ方であっ

たと思いますので、最初の目的に基づく計画の目標水準からすると、少なくとも 100％で

はないというところで言うと、現在、今回の集約はどのくらいの、歩どまりというのは変

な話ですけど、どのくらいの目標に対しての大体集約率といいますか、大体６掛け、８割

ぐらいの水準で集約したんだというようなことの現在水準を実態として少し知りたいなと

いうことと、それから、今後はそれらのまだ残っている部分をさらに推進していくという

ことなのか。さらに大規模化に向かうのか、場合によっては、地域によっては、ものによ
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ってはむしろブレークダウンした方が合理的というようなことがあるのか。今後のそうい

うことについてのスタンスをちょっとお尋ねしたいというのが１つ。

　ついでなので全部――全部と言ってもあと２つしかありませんが、申し上げておきます。

２つ目は、これらは先に発行された地産地消の概念やらスローガンとは、これだけ抜き出

すと本当は矛盾する概念じゃないかというふうになるんですよね。それは別に実態として

矛盾しないということで多分収斂されているというふうに思うんですけれども、僕はその

意味で、あえて先ごろ、つい最近発行されましたので、それについて問題提起してもむだ

ということはありますけれども、これらの集約やら近代化を図っていくとすれば、僕は、

地産は有効で重要な概念だと思うんですけど、その域内で消費するということは、生産者

にとっても呪縛をはめるし、消費者の立場でも、いいものはやっぱり需要があるところに

供給していくということからすると、本当は地産広消といいますか、消費は広く、それこ

そ小泉総理がおっしゃる、海外にも広めたいというようなことからすると、地産地消のコ

ンセプトやらスローガン自体が、みずから呪縛をはめて窮屈にしていくという誤解を与え

る。そういうことについては、少しきちんと整合するものに今後説明していく必要がある

んじゃなかろうかというふうに思います。

　３つ目は、あえて出て、そのことの説明がないと、それが成立したということになりか

ねないということ。本論と関係ないんですが、あえて意見として申し上げますと、先ほど

畜産の問題の中で、検査体制について充実をさらに図っていくべきという意見がありまし

たけれども、今やるべきリスクコミュニケーションは、検査の漏れは、それを充実させる

ことでは、水の漏れの網を幾ら細かくしたところで、それによる安全性の追求は幻想と。

安全の保障条件は、特定危険部位の除去とそれに付随する幾つかありますけれども、先ご

ろ、つまり国内で発生したときに、不安を解消する、混乱を静めるためのその措置で、今

すり込まれた安心の幻想についてきちんと説明していくことがリスクコミュニケーション

ではないか。ということについて、本論と関係ないから、このことの議論は、またし出す

と延々となりますから、出たことに対する説明がないから、それは肯定ということに議事

録的になるとまずいのでということで、あえて申し上げたということで、聞き捨ていただ

ければ結構です。

○上原分科会会長　聞き捨てにはいかない問題です。おそらく農水省だけの問題じゃなく

て、国民全体が考えていかなければならない問題を提起されたと思います。ここでお役所

からご発言を。
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○斎藤流通課長　卸売市場法は、大正 12 年に最初の中央卸売市場法が成立しまして 80 年

になっております。昭和 46 年に整備と地方市場を組み込む改正をしましたけれども、基

本的に市場を整備するという方向で変わっておりません。これまで、日本資本主義という

んですか、都市の拡大と需要に対応するために整備をしてきたと、こういうスタンスでや

ってきたんですが、今回、やはり地方の時代だということもあり、地方の特性合わせた多

様な選択ができるように市場の融通を可能にしたものであります。例えば卸売市場がより

中核的な市場になるところもありますし、一方で地産地消といいますか、地元のものを地

元で消費するというシステムに整理するもの、あるいは物流センター、そういう多様な選

択ができるフレームに卸売市場法を今回改正したということでございまして、それぞれの

地域で最適なものを考えていただいた絵がかける、ビジョンがつくれるというふうなこと

に変えたということが大きな改正のポイントの 1 つであります。

　なぜ、政府全体としてもアウトプットからアウトカムとか、こういう大きな整備計画は

アウトカムを全面に出し、できるだけ効果のあるものにしろという方向が出ていますので、

それにも合わせたというようなこともございます。

　安全・安心問題につきましては、今までの卸売市場法は 80 年間、安全・安心という観

点は全く軸としてなかったんですが、今回初めてこれを入れたましたが、非常に画期的な

ことだと外で評価されています。これは例えば食衛法が、最低基準といいますか守るべき

基準だとしたら、市場として、よりそれの上を行くといいますか、よりハードルを高めて、

安全なものを提供するんだということをぜひ市場それぞれ考えていただいて、卸売市場を

通ったものは非常に安全だというようなことが胸を張って言えるような、そういうものに

それぞれの市場で考えていただきたい。築地市場というのは、そのときの一番最初のモデ

ルになるわけですから、東京都も入りまして、国も入りまして、そういうことをいろいろ

今後考えていく。またその話につきましては、今後、進展していくたびにこの委員会でも

報告していきたいというふうに考えております。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　いろいろ御意見等ありますけれども、皆さんの御意向をみますと、基本的には整備計画

の案、開設区域の変更はお認めいただいてもいいんじゃないかと私は判断しました。あと

は、これをうまくやるかどうかは、担当者の主体的能力を信じるか、あるいは気がついた

ときに文句を言うということで、整備計画の案そのものは、私は認めてもよいのでないか

と思います。これで異議ないでしょうか。
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（「異議なし」の声あり）

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　答申の手続等については、私に御一任いただきたいと思います。

その他

○上原分科会会長　報告事項がありますが、これも比較的重要なことなので、皆さんと時

間があればディスカッションしたいと思っております。

　まず、議事次第４の「その他」に移りますけれども、「流通業務の総合化及び効率化の

促進に関する法律案」が出ています。それについて、事務局の方から御説明をお願いした

いと思います。

○山下卸売市場室長　それでは、資料４にございます「流通業務の総合化及び効率化の促

進に関する法律案」について御報告させていただきます。

　この法律案は、効率的で環境負荷の小さい物流を実現することが地球環境上も必要であ

るという認識のもとに、高速自動車国道などの周辺に立地いたしますトラックターミナル

などの物流拠点施設を活用して、関係事業者が輸送、配送、保管、流通加工などの流通業

務の効率化を図ることを支援し、効率的な流通業務を実現していこうということで、国土

交通省を中心に経済産業省、農林水産省の３省が一体となって準備した法案でありまして、

３月１日に閣議決定され、その日のうちに国会に提出され、現在、国会での御審議を待っ

ているところでございます。

　その概要は、その資料の真ん中の図にございますように、従来の物流は複雑に錯綜して

おりまして、物流拠点も分散して非効率であったし、そのため、運輸部門におけるＣＯ２

の削減もなかなか進まなかったというふうに考えられますことから、高速自動車国道のイ

ンターチェンジ、空港、港湾などの社会資本の周辺に立地いたしますトラックターナミル、

卸売市場、倉庫などの物流拠点施設を活用して、関係事業者が保管、荷捌き、流通加工な

どの機能を集約化して配送を合理化したり、情報システムの導入などにより代行管理を適

正化したりすることを支援しようというものでございまして、主な支援策としては、倉庫

業、運送事業などの許可を一括で付与することや、流通業務施設の整備などに係る資金調

達を支援するため、中小企業信用保険の拡充や食品流通構造改善促進機構によります食品

業者への債務保証などをするとともに、倉庫用建物の割り増し償却や固定資産税の特例措
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置などを講ずるということとしております。このような支援策を講じることで、物流の効

率化と環境負荷の軽減を進めていこうというものでございます。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　これは新しい法律なので特に説明がありましたけど、御質問等ありましたらお願いした

いと思うんですが、いかがでしょうか。

　大澤委員よろしくお願いします。

○大澤臨時委員　非常に重要な法律だと思うんです。さっき築地の移転の問題も出ました

けれども、豊洲市場を考えますと、場内の物流は当然なんですけど、もっと言うと首都圏

の物流だとか、あと、豊洲市場を首都圏の、ハブという言葉があるんですけど、例えば東

アジアの生鮮食品流通のハブとか、そのぐらいの大きい視点で、今御説明いただいたよう

な総合的な政策を進めていただきたいなと。たまたまこの間、オランダの花の市場の人の

話を聞く機会があったんですけど、彼のところは、朝、アールスメールという大きい花市

場に上場されると、午後にはロンドンでもパリでもどこでもスーパーに並びますよと。今

度できる豊洲市場ですね、水産が大きいというふうに聞いているんですけど、仮に朝、豊

洲に上がってきたら、あるいは前日に上がってきたら、もうその日の午後には上海でも北

京でもどこでも並びますよと、そういうような例えば羽田――今、羽田も国際航空貨物に

非常に力を入れているというふうに聞きますし、成田も一説には成田漁港というんですか、

水産物が大量に入荷するそうですね。だからそういう東京湾全体というぐらいのくくりで

迅速に水産物を集めて出せるというような機能を検討していただければなというふうに思

います。

○上原分科会会長　農水省と経産省と国土交通省の共同プロジェクトで、こういうのを期

待しているんですけれども、大体省庁が集まると、意外としぼんでしまうということが多

い。これは議事録から取り除いてもよいのですが（笑声）。ということを踏まえまして、

事務局の方から今のに対するコメントをお願いしたいと思います。

○山下卸売市場室長　大澤委員から、築地が移転する豊洲市場におきます総合的な物流の

あり方について、大変貴重な御指摘をいただきました。東京都も、委員の御指摘の方向に

沿って恐らく検討していると考えられますし、今、関係事業者と具体的な物流について中

身を詰めつつあるというふうに聞いております。きょうの御指摘を東京都にも伝えまして、

そういう期待が高まっているということも踏まえた上で立派な市場をつくってほしいとい

うことをお伝えしたいというふうに考えております。
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○上原分科会会長　なかなかいい答えだと思います。

　それでは、ほかに。

　飛田委員よろしくお願いします。

○飛田臨時委員　飛田でございます。質問とお願いとがございます。

　１つは、ただいまの御説明で、むだな在庫の存在ということを従来における問題点とし

て挙げておられまして、確かにいろいろと過去においても御指摘があったことは承知して

おりますけれども、自然災害等、一たん事が起こったときに、食料安保的な視点から見ま

すと、余りにもむだがないということは、いざというときの緊急な対応がとりにくくなる

可能性もあるのではないかということをちょっと懸念しております。その辺のことをちょ

っとお尋ねしたいと思います。

　それから、このような物流の効率化の事業といいますと、これは私ども環境の視点から

お願いしたいことは、とても交通の便利のいいところに拠点施設を設けるということの法

案のようでございますけれども、エコステーションなど実際に具体化されつつありますの

で、エコステーションの導入、また自然エネルギー等の活用とか、現在進行形で進められ

つつありますエネルギーに対する環境対応の新しい取り組みなども、今後この法律はこれ

からずっと、先ほどの５年計画ではなくて、これはずっと適用されるものでございますよ

ね、将来を見通しますと、そのような配慮をぜひお願いしたいと思っております。

　もう１点が、食の安全あるいは品質の確保の点からの懸念でございますが、合理化され

ていくということが大変好ましい側面を持つ反面、商物不一致の取引の重要な拠点になる

のではないかということで、一方では、もうＩＴのインターネット市場もかなり華々しく

これから先進められようとしておりますし、現実に両方を使って商売されている方やイン

ターネットの方を中心に活用されている方、いろいろおありのようですけれども、とにか

く商物不一致の傾向が卸売市場においても強まっていくことは、これからその趨勢は変わ

らないと思います。

　そういう中で消費者といたしましては、どうしても物がなくして、目利きなしに書類上

の取引が行われるわけでございますので、書類の内容ですね、そこに盛り込まれる、載せ

られる情報のトレーサビリティーが確立されてなければならないということもそうでござ

いますし、何を盛り込んでいくかということは大変重要じゃないかと思っております。こ

れは将来的には、実際に商物不一致で行われた取引が、従来型の取引、相対取引と比較し

た場合に、どのような長所短所、両面あるかと思いますけれども、それがあるのかという
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ことも御調査いただく必要もあるのではないかと考えております。ともあれ、情報化の中

で載せていただく情報と、安全を確保することや品質を確保することにおいて、効率化事

業はマイナス面をできるだけ小さくしていただきたいと思っておりますので、その辺のと

ころの御計画がおありでしたらお聞かせいただきたいと思います。

○上原分科会会長　事務局の方から何か。

○斎藤流通課長　３点ございます。まず、「むだな在庫」についてです。これはあくまで

も国民経済的に流通上のむだな在庫ということであり、安全システム上の例えばお米の備

蓄とかは別途の観点で行うということでございます。これはあくまでも国民経済上のむだ

な在庫をできるだけ圧縮するということにポイントがあります。

　あと、エコステーション関係です。これにつきまして環境負荷の低減は、まさにこの法

律自体がそういう趣旨にのっとっておりますので、その方向でぜひ対応していきたいと。

　次に、安全・安心につきまして、商物一致との関係についてでございます。市場外で流

通がどんどんふえています、おっしゃるとおりインターネットとかですね。ご案内のよう

にこうした流通は全くブラックボックスであり、価格情報も品質情報も全くわからない。

これが、例えば市場がそれを取り込めば市場外であろうと価格情報とかそういうものがク

リアになります。今回、商物一致の原則というのは、市場法において残してあります。あ

くまでも市場というのは商物一致できちっと物を見るというのが基本でありまして、その

上で、例外として規格品とかそういうものは取り込むと。これが市場外でどんどん行われ

て、それを市場が手をこまねいて見ていると、市場外流通が全盛になりまして、全くのブ

ラックボックス、国民にわからないという状況になりかねません。ぜひ市場に頑張ってい

ただいて、この 21 世紀のメーンチャネルとしての市場がそういう流通を取り込むと、価

格情報等も提供できると、そういうことになっていただきたいということを含めて、安全・

安心のメーンチャネルとしての市場ということで今回改正があったということでございま

す。ぜひその方向で頑張っていただきたいと思います。

○飛田臨時委員　不一致の方の状況も改善していただけるんでしょうか、弊害をなくすよ

うな方向でお願いしたいと思います。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　ほかにも御意見等あると思いますが、次の報告を聞いて、そこでまた質問をしていただ

いても結構でございますので、次に進めていきたいと思います。

　３月９日のこの審議会から、食料・農業・農村基本計画案が新しく出ましたので、それ
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について事務局から説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。

○曽根食品産業企画課長　食品産業企画課長の曽根でございます。お手元の方に資料５－

１、資料５－２という２種類の資料があろうかと思います。実は資料５－１、５－１は基

本計画の食品産業関係の抜粋だけでございまして、そのほかに基本計画の全体版が、工程

表の全体版が別途資料としてございますけれども、最初に、この２種類をもって主に説明

をさせていただきたいと思います。

　この基本計画でございますが、これは御案内のとおり、食料・農業・農村基本法に基づ

いてつくられているものでございますけれども、これまでの計画は平成 22 年度までを計

画期間としたものでございました。一昨年の 12 月から、食料・農業・農村政策審議会の

企画部会で主として見直しの検討、30 回余りの検討を経て固められたものでございます。

これに基づきまして、今後具体策が動き出すということでございますけれども、そういっ

た意味で、この検討、ここにおいでになります委員の皆様方におきましては釈迦に説法な

ところがございますけれども、ちょっと御容赦をお願いしたいと思います。

　初めに、資料５－１の１ページ目を開いていただければと思います。そこに第１、「食

料、農業及び農村に関する施策についての基本的な方針」という項目がございます。実は

基本計画そもそもの構成につきまして、基本法で４つの事項を記載するということになっ

ております。そのうちの１つ目が、この１ページの「食料、農業及び農村に関する施策に

ついての基本的な方針」でございます。２つ目が、１枚めくっていただきまして２ページ

目の「食料自給率の目標」でございます。３つ目の項目が、３ページ目に書いてございま

す「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、最後に

４つ目があるんですが、この抜粋資料にはございません。全体版の方の資料の 52 ページ

にございますけれども、そこには「食料、農業及び農村に関する施策を総合的かつ計画的

に推進するために必要な事項」として、これは工程管理とか評価、あるいは財政措置の効

率的、重点的な運用といったものについて記載させていただいているわけでございますが、

この抜粋版には、その４つ目の項目は出ておりません。

　順に御説明をさせていただきます。資料５－１の１ページ目でございますけれども、第

１の 1.の（２）、ここでは改革の必要性の一つとしまして、第３パラグラフにございます

けれども、国内農業生産については家庭用需要だけではなく、加工・業務用需要も念頭に

置いて、多様かつ高度なニーズに的確にこたえる生産体制への転換を促進していくことが

急務であるという記述で、食品産業への言及がございます。これには背景がございまして、
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その上の第２パラにございますように、農業サイドが、低価格志向あるいは数量品質の安

定性といったことについての食品産業サイドのニーズに必ずしもこたえていないので、か

なり外食、加工向けにおける国内もののシェアが低下傾向にあるということがあるわけで

ございます。実際、数字的に見ますと、平成２年と平成 12 年を比べますと、６ポイント

ほど国内産のシェアが落ちているわけでございます。

　その下の 2.の（２）に「改革に当たっての基本的視点」と書いてございます。この基

本的視点には、環境保持の重視だとか適用でありますとか、農業者、地域の主体性の推進

とかいうことがいろいろあるわけでございますが、ここでは食品産業関係としまして、消

費者の視点の施策への反映ということが書かれてございます。消費者が求め、消費者に選

択される農産物や食品を供給することということで、農業サイドとともに食品産業サイド

としても当然求められることが書いてあるわけでございます。

　２ページ目をお開きいただければと思います。これは、大きな２つ目の柱でございます

「食料自給率の目標」でございます。今回の基本計画の見直しの中で、実は食料自給率の

目標の定め方、これは大きな課題であったわけでございます。こちらは別途、全体版の方

の基本計画の 33 ページに、さまざまな検討の結果としてまとめられました食料自給率の

目標が第 11 表、第 12 表に書いてございますけれども、それぞれカロリーベースで 45％、

生産額ベースで 76％の自給率を目標としようということでまとめられているわけでござ

います。ここの資料５－２の２ページの第２の（３）におきましては、その食料自給率の

目標達成のために必要な重点的に取り組むべき事項として、食品産業関係分がここに記載

されてございます。

　3.の（２）のイとしまして、「食品産業と農業の連携の強化」という事項を挙げてござ

います。先ほど、ここ数年、加工、外食に向けられます国内産の農林水産物のシェアが低

下傾向だと申し上げましたけれども、他方で、食品産業への意向調査結果では、安全・安

心なものが調達できるでありますとか、あるいは新鮮なものが調達できるということを理

由としまして、国内農産物を原料として求める声もございます。そういった声にこたえる

べく、いろいろ食品産業等の連携強化をしていくべきという話がここでございます。

　（３）は食品普及率の向上に向けた関係者の役割ということで、これは食品産業事業者

以外に、いろいろ農業者でありますとか、あるいは地方公共団体も関係者として役割を羅

列しているわけでございますが、ここでは食品産業事業者の役割としまして、トレーサビ

リティー・システムを通じた正確な情報の提供でありますとか、農業との連携という事柄



2 8

を書いているところでございます。

　次に、３ページ目をおめくりいただければと思います。これは基本計画の大きな３つ目

の柱でございます。「食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に構ずべき施策」が並

べてございます。内容的には大きく２つに分れております。１．「食料の安定供給の確保

に関する施策」というのが１つと、２枚めくっていただきますと、2.としまして「農業の

持続的な発展に関する施策」の中で関係する部分が出てきまして、この２つに大きく分れ

てまいります。

　初めに、１番の「食料の安定供給の確保に関する施策」でございますけれども、（１）

の「食の安全及び消費者の信頼の確保」に係る事項と、１枚めくっていただきまして（５）、

「食品産業の競争力の強化に向けた取組」と２つに分れております。初めに、最初の（１）

の「食の安全及び消費者の信頼の確保」でございますけれども、①の（イ）にございます

ように、製造段階における取り組みといたしましてＨＡＣＣＰ手法の導入促進。今現在、

私どもＨＡＣＣＰ手法支援法に基づきまして、20 団体にこの手法導入に取り組んでいた

だいておりますけれども、その推進。あるいは、ことしの９月に規格が発表になるはずで

ございますＩＳＯ22000、そういったものの推進に努めていこうということが（イ）でご

ざいます。また（ウ）は、流通段階でも昨年の 10 月に策定した卸売市場における品質管

理の高度化を推進していこうということを掲げてございます。

　また、イが「消費者の信頼の確保」でございますけれども、第１パラグラフではトレー

サビリティー制度の導入推進、また、その下の第２パラ、第３パラでは、ＪＡＳ法に基づ

きます規格と表示の充実が挙げられてございます。

　４ページ目の方をめくっていただきますと、上から３行目でございますが、その中の一

環といたしまして、主な原材料の原産地表示。平成 18 年度までに、大体これは 20 食品群

が予定されているわけでございますが、生鮮食品に近い加工食品について、原則として表

示を義務づける。さらに、17 年度に外食における原産地等の表示のガイドラインを整備

して、表示の取り組みを促進していこうというような事柄が書いてございます。

　それから（５）、２つ目の事項でございますが、「食品産業の競争力の強化に向けた取組」

でございます。第１パラグラフに、「食品産業は、食料の安定供給や地域経済の活性化に

おいて重要な役割を果たしており」と書いてございますが、これは具体的には、我が国の

飲食費の最終消費額 80 兆円のうち 65 兆円は加工品と外食だということ。それから、地域

に参りますと、地方へ行けば行くほど、地域の製造業のうちの食品製造業のシェアが 40
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～50％になるということを背景に書いているものでございます。

　第２パラグラフに具体的な施策が以下書いてあるわけでございますけれども、第２パラ

グラフは、製造業の事業基盤の強化のコアとしまして、新製品や新技術の開発の導入促進

ということが書いてございます。

　また、第３パラグラフから第５パラグラフにつきましては食品流通の合理化ということ

で、その中で、先ほども若干言及がございましたけれども、ユビキタスコンピューティン

グ技術の活用等も挙げられてございます。具体的には、卸売市場を中心とした生鮮食料品

流通に電子タグを導入して、物流の効率化を図るというようなことでございますが、実証

実験を行うことを予定しております。

　その下の下のパラグラフに、商品の流通部門の構造改善を図るための基本方針について、

18 年度までに見直しを行うと書いてございますけれども、これは食品流通構造改善促進

法に基づきまして、農林水産大臣が流通部門の構造改善を図るための基本方針をつくるこ

とになっておりますが、それを指しての記述でございます。

　一番下のパラグラフ、「このほか」で始まりますパラグラフでございますが、ここは食

品リサイクルの推進についての記述でございます。現在、食品産業の事業活動に伴いまし

て、産業廃棄物として大体 411 万トン、一般廃棄物として 528 万トンが排出されているわ

けでございますけれども、これのリサイクル、今現在、18 年度までに 20％、個々の事業

者における再生利用の実施率を 20％にしようという目標を掲げてやっているわけでござ

いますが、これに向けて一層努力をしていくということでございます。

　１枚めくっていただきまして５ページでございます。2.「農業の持続的な発展に関する

施策」ということで、これに関連する食品産業関連部門としまして、イ、「農業と食品産

業との連携の促進」と、その下の方のウ、「輸出促進に向けた総合的な取組の推進」と２

つの事項が挙がってございます。最初のイでございますけれども、第１パラにございます

ように、川下の加工、外食需要に応じた国内原料の供給のための食農連携の推進というこ

とが挙げてございます。今現在でも、小売のスーパーがプライベートブランドの生鮮野菜

を販売するために食農連携に取り組んでいる事例でありますとか、コンビニエンスストア

が周年を通じておでんを販売するために必要な原料用大根を確保するための食農連携とい

った事例がいろいろあるわけでございますが、それを一層支援し、推進していこうという

ことでございます。

　第２パラの方は、これは地域が有しております食材、人材、技術、その他の資源を効果
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的に結びつけまして、いろいろ新製品、新商品を開発していこうということでございます。

そこで、農業、食品産業、関連産業を結びつけた異業種間の連携の推進を図って、効果的

にその推進を図っていこうということでございます。今でも、北海道でビートモラセスあ

るいはチーズホエーを原料としたセレブロシドといった化粧用の原料の生産をするための

優良物質の開発に取り組んでいる事例でありますとか、あるいはアントシアニンという抗

酸化作用を持っております物質を含んだバレイショを使った機能性食品の開発であります

とか、異業種間で連携を組んでいろんな研究開発を進めておりますが、そういったものを

積み重ねて地方の食品産業の振興に努めていこうということでございます。

　第３パラグラフに、技術開発や品質向上に向けた取り組みの成果として各地に存在して

いる産地ブランド、これをいろいろ育成していこうということが書いてございます。産地

ブランドの確立ということになりますと、中小企業が多い食品産業における人材育成であ

りますとか、あるいはせっかく開発された製品あるいは製法についての特許の取得に対す

る支援、あるいは商標の取得に対する支援とかいろいろございます。特に最近では、知的

財産権の重要性がうたわれておりまして、その取り組みの強化等がうたわれておりますけ

れども、私どもも、17 年度から予算措置などを使いましてそれを支援していこうと考え

ております。

　ウは、「輸出促進に向けた総合的な取組の推進」でございますけれども、これはいろい

ろＪＥＴＲＯなどとも協力しながら、海外における市場を開発していこうということでご

ざいます。

　資料５－１は以上の説明でございますが、別途、資料５－２といたしまして、これをど

のような工程で実施していくか、どのようなスケジュール観で実施していくかということ

を挙げてございます。これは食品産業関係の部分だけを抜粋してございますので、１枚目

と２枚目に抜粋だけの形になっているわけでございますけれども、１枚目は「食料の安定

供給の確保に関する施策」、２枚目の方に「農業の持続的な発展に関する施策」、それぞれ

に属する施策についてのいろんなスケジュール観を持った工程表が書いてございます。１

枚目に、製造段階でＨＡＣＣＰ手法の導入、推進というのが 19 年度に伸びておりますけ

れども、平成 20 年度までの時限立法で現在ＨＡＣＣＰ推進支援法がございますけれども、

その時限までにいろいろＨＡＣＣＰの推進のために努力していこうということで工程表に

書いてございます。

　その下の流通段階においては、卸売市場における品質管理の高度化に向けたいろいろな
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取り組み。その下に、先ほどちょっと言及いたしました、外食における原産地等のガイド

ラインの話。１枚めくっていただきまして、「食品産業の競争力強化に向けた取組」につ

きましては、食品の流通部門の構造改善を図るための基本方針、これは先ほど食品流通構

造改善促進法の話をいたしましたが、それについての話でございます。

　その２つ下に食品残滓の話がございますが、これも先ほど申し上げました食品リサイク

ルの話でございます。その下に食品産業向け融資についての話がございますけれども、こ

れは今現在、経済財政諮問会議などを中心に政策金融の見直しなどがやられているわけで

ございますが、その動向等も十分踏まえながら、食品産業に関する課題も踏まえながら見

直しをやっていこうということでございます。

　その下、2.の「農業の持続的な発展に関する施策」でございますが、先ほど本文の中で

申し上げました食農連携についてのさまざまな施策を、こういったスケジュール観でやっ

ていくということを記述させていただいております。

　簡単な説明でございますけれども、以上でございます。ありがとうございました。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　今の御説明につきまして、御質問等ありましたらお願いしたいと思います。

　秋谷委員よろしくお願いします。

○秋谷委員　秋谷と申します。

　この計画がもう既に進んでいくということについては納得した上での話なんですが、先

ほど来、「食の安全・安心」という言葉がよく出てまいります。私は持論としては、それ

を言うんだったら安全・安心・安定供給と、この３つをセットで考えてほしいなというふ

うに思っているわけで、たまたま今の一番最後の資料でも、全体がそうでしょうけど「食

料の安定供給の確保に関する施策」、それの中身で「食の安全及び消費者の信頼の確保」

と、こういう整理になっているんですね。これは我々食品産業に従事する者としては、こ

ういう整理でぜひ日ごろから取り組んでいただきたい。まともにいろいろ考えているんだ

けれども、「安全・安心」と四字熟語みたいなことで言われますと、一体これは何を基準

にして御意見をおっしゃっているのかとか、混乱しちゃうときがあるんです、実際に。ち

ょっとこれまでの議題の中でも、気軽に安全・安心とおっしゃっているんですけれども、

もうそろそろそこら辺を分けていろいろ実行していくという方がいいんじゃないかなとい

うふうに思いますので、お願いです。

○上原分科会会長　今、安全と安心という問題が出てきましたけど、御意見をお聞きした
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いと思います。

○曽根食品産業企画課長　私ども、食の安全・安心、食の安定供給、それは本当にキーワ

ードだと思っております。また、食の安全・安心に当たりまして、いろいろその中の例え

ば一つの大きな事項としまして、いろいろな表示問題なんかあるわけでございますが、他

方で、表示問題になりますと必ず議題になりますのが、それはコストとかあるいは手間と

かいろいろある中で、どこにベストミックスを見つけていくかと、表示問題についていろ

いろ研究する場合には必ず議論になって、関係者の間で議論が闘わされているわけでござ

います。私どもやはりベースとしましては、科学的な知見に基づきまして、合理的なとこ

ろにベストミックスを見つけてやっていくということが、まさに基本論でありますが、そ

れは具体的にどのような形になるかは、具体的なケース・ケースに応じまして、関係者の

間の意見を伺いながら決めていくんだろうと思いますが、基本的にはそのような認識でお

ります。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　安全・安心の問題というのは、いろんな考え方がありますが。安心は心理的なもので、

安全は科学的なものだという考え方がある。問題は、安全はどうすれば達成できるのか。

私は情報の開示が重要だと思います。安全を守るというのは売り手の論理だけじゃなくて、

買い手の論理でもある。世界ですべて安全なものはないわけです。安全をどう守っていく

のか、これは国民的な課題として見通しをつけておくことが重要じゃないかと思っている

んですが、その辺も踏まえまして、まだお時間ありますので、御意見等ありましたらお願

いしたいと思います。

　畑江委員いかがでしょうか。

○畑江臨時委員　安全イコール安心じゃないところにキーワードがあるわけですよね。本

当なら安全イコール安心なのに、過去にいろいろ不幸な事件があったから、安全イコール

安心でないところがまだ解決されてないから、今そういうキーワードがあるんじゃないか

と思うんです。だから、そう簡単にそれが消えるとは思えませんけれども、でも、これか

ら努力によってそれが解決されていくことを期待しています。

○上原分科会会長　どうぞ、ほかに。

　飛田委員よろしくお願いします。

○飛田臨時委員　安全・安心に関してに限定した方がよろしいですか。

○上原分科会会長　いや、どうぞ。
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○飛田臨時委員　安全・安心につきましては、特に安全につきましては、私ども家庭の食

卓を預かる者としましては、わからないこと、現在解明が待たれること。例えば日本人が

持っている遺伝子が、プリオン病なんかの場合は日本人の９割が受け入れやすい遺伝子を

持っているというデータがあるようなんですが、それはほんの一例でございますけれども、

私たちの民族的な特性、さまざまな角度から、わからないものについてどのような研究が

進められているか、どのようなお立場の方がおられるかという、多様な意見を情報提供し

ていただきまして、それで私たちも判断をしたいと思っております。

　もう１点、別のことなんですが、ただいまの御説明の中で知的財産権のお話が出てまい

りました。知的財産は守られなければならないものと。消費者としても、特徴があり、新

たな研究の成果等は積極的に利用させていただきたいと思う反面、一つ危惧していること

があります。例えば一例を申し上げますと、鶏卵の価格がこのところぐっとウナギ登りみ

たいになってきておりますが、それはいろいろな理由があると思いますけれども、一説に

よると、新しい鶏との入れかえの問題があるから、もうちょっと待てば大丈夫だというふ

うなお話もありますし、クリスマス時期の需要期が中心なのに、なぜずっと下がらないん

だろうかということで心配する向きもあります。

　消費者の視点から見ますと、鶏卵がこのごろ――昔から卵は、私どもの年代ですと、卵

は完全食品である、牛乳とともに食品の中の優等生であって、価格的にも割合安定してい

ましたから、みんなでどんどん利用しましょうということだったんですが、昨今は特定の

機能を大変強調しまして、付加価値をつけるという手法がかなり広範に見られるようにな

ってまいりました。それはそれで新たな研究の成果がそこに、本当にそうであるならば、

いわゆるヘルスクレームを出すという以上は、しっかりとした裏づけを持って、これをい

ただけばどのような人にどのような効果があるという裏づけを持った表示がなければなら

ないだろうと、知的財産のことに絡んで考える次第です。完全食品であったものが、何か

機能食品みたいにこのごろ、特にそういうことで力を入れていらっしゃる大企業中心に、

卵もそれ以外のところで随分いろんなものを餌に入れたりしまして、果たして効果がどう

なのかわからないんですが、卵と呼べなくなって、「卵様」とか、めったに買えないよう

な高級食材になりつつございます。

　ですから、そういう意味では、ぜひ行政の皆様にあられましては、食品が健康食品か特

定の機能食品かといったことに安易に導かれないように、その点の配慮も、知的財産も大

事ですが、それを標榜されるのであれば、先ほど申しましたようなしっかりとした裏づけ
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を持って、１日の食生活の中で、これを食べるとどういう効果があるのかということがど

のように立証されているかということを明らかにしていただきたいと、一つの食品を事例

に発言させていただきました。ありがとうございました。

○上原分科会会長　今の点につきまして、農水省の方から何か情報がありましたらお願い

したいと思います。

○曽根食品産業企画課長　機能性食品といいますと、非常に範囲としては広いわけでござ

いますが、今の効用との関係で言いますと、恐らく特保と言われております厚生労働省承

認制度、あるいは薬事法との関係が出てまいると思います。かなりこの点につきましては、

厚生労働省さんも効用につきまして、いわば消費者を惑わすような表示にならないような

ことについて非常にセンシティブに対応しておりますし、また、その表示が非常に消費者

に誤解を招くような表現がある場合には、そのほかの不正競争防止法でありますとか、あ

るいは商標法なんかにも若干かかわってくるようなところもあろうかと思いますので、そ

こら辺、私ども、十分大事な課題として念頭におかせていただきたいと思っております。

○上原分科会会長　ほかに。

　加倉井委員よろしくお願いします。

○加倉井臨時委員　ちょっとさかのぼって、資料４でよろしいでしょうか。

○上原分科会会長　どうぞ、構いません。

○加倉井臨時委員　資料４で、最適立地な物流拠点施設というものを考えると。これは大

変結構なこと、当然結構なことなんですが、ここにかいてある絵を見ますと、流通業務総

合効率化というのは、何か１つにまとめることであるという絵になっているんですね。た

だ、これは最適立地と違う場合が非常に多いんですよ。こっち側に倉庫と加工場と荷捌き

と全部一緒にしたら、それで効率化になるかというと、そんなことはないので、それは現

業をやっている方はみんな知っていますよ。巨大化させた施設をつくったら、それが最適

化なんて、そんな単純な話ではないので。それだったら、大田と築地を一緒にするとか、

羽田と成田と一緒にすりゃいいじゃない。そんな話じゃないんですよ、最適というのは。

絵だから多分違うと言うんでしょうが、ただ、私、気になって。何でこの発言を残したい

かというと、３つの官庁がやるんですが、その中に建物をつくりたい官庁が入っているも

のですから。そういうことではないんだと。情報は確かに集中した方がいいと思いますよ。

大澤委員も先ほど言っておられましたが。だけど、物流は集中すりゃいいなんて、そんな

単純なものだったら、世の中簡単ですよ。そうじゃないんです。最適な立地が必要なんで
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す。一応念を押しておきます。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　大澤委員よろしくお願いします。

○大澤臨時委員　２つほどなんですけど、１つは安全・安心の問題なんですけれども、安

全・安心の議論を聞いていますと、例えばＢＳＥの問題なんかも含めて、専門の先生方が

議論しても、多分、恐らくその中で収斂しないと。ですから、私たち消費者は、やっぱり

それを見て判断せざるを得ないと思うんですよね。もう収斂しないものだと、あと文化的

な背景もありますし。結局、個人の生活で何らかリスクを判断するというときは、日々の

生活で培ったような、経験を踏まえて、それで最終的に判断することになると思うんです。

そう考えると、やっぱり地産地消というのは物すごく重要で、畜産なんかも含めて、私た

ちは身近にないものだから、専門家の先生方がいろいろな知見を述べられると不安になる。

それから、自分の毎日の生活ではリスクフリーというのはないというのはわかっているん

ですけど、そういう自分の日々の判断の延長として、食品の安全・安心について判断がで

きなくなっているのではないかなと。そうすると、やっぱり地産地消というのは根本的に、

さっき効率の話も言ったんですけど、それとは違う軸で非常に重要で、例えでいいかどう

かわかりませんけど、よく「地方自治は民主主義の学校」だって、昔、教わったような気

がするんですけど、地産地消というのは食の安全とか安心の勉強をするところというか、

みんながそこに首を突っ込んでやらなきゃならないところじゃないかなと思うのです。本

当に地産地消は重要だなと。だから、ぜひそれが広がっていくようなことを政策的にもお

願いしたいというのが１つです。

　もう１つ、今度はそれと逆なんですが、さっきＩＣタグだとか効率化という問題が出ま

して、卸売市場自体、確かにそれをやっていかないとだめだと思うんですけれども、そう

すると、いずれにしても、それにかかわる事業者の方々にとっては投資になるわけです。

投資すると、お金がかかるということで回収が必要ですけど、そのときに、例えば築地市

場を見ますと、ここ 10 年ぐらい、扱い高が下がっているんですよね。そういう中で、わ

かっていても投資を、じゃＩＣタグを使う、チップ幾らだという話になって、投資資金が

いる。そうすると、その中でどういうふうに考えるかというと、この報告書の中にもある

んですけれども、東アジアの中で日本食ブームがあると。たとえば中国の沿岸部に非常に

リッチな層が 6,000 万人もいる。日本人は、子どもから大人まで全部入れたって１億 2,000

万。向こうは、非常に購買能力を持った人達がＪＥＴＲＯとかで出しているのは、6,000
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万人は都市部にいると。じゃ、その人たちに例えば１人当たり 100 グラムずつ食べてもら

おうとか、輸出を考えていくことが非常に重要になるなと。そこまでビジネスを考えれば、

投資資産の回収も方向性が見えてくる。

　そのときに役所の役割として、食文化の発信というか、中国の人たちに日本の食文化を、

こんなおいしい刺身の食べ方がありますよとか、やっていらっしゃると思うんですけど、

もっともっと先駆けのところをやっていただきたい。実際に実業の方々の話を聞くと、中

国市場には非常に関心を持たれていて、しょっちゅう行っている。だから、役所の方はそ

の先駆けの方として、和食の食材の文化、日本の野菜、日本の水産物、これはすごいぞと

いうようなことをぜひＰＲしていただきたい。

○上原分科会会長　ちょっとその前に、お役所の方から、もし今の点について展望があり

ましたらお願いしたいと思います。

○斎藤流通課長　加倉井先生のお話は、率直にそういうことだと思います。先生は、むし

ろご自身の意見を公開して、ちゃんと先生の意見として言われたいんだと思いますので、

まさにそういうことだと。最適立地というのは、まさに物流拠点を集約することではない

ということは、特に我々は、少なくとも農水省は、卸売市場で 80 年間いろいろな業界と

渡り合いながらやっておりますので、商流、物流含めて総合的なシステムを、生産から消

費までいかにみんなの理解を得てつくっていくのが大変かというのはわかっておりますの

で、その方向で我々も意見を言っていきたいと思います。

　あと、大澤先生の言われた安全・安心につきましては、我々も、卸売市場を今回初めて、

そういう安全の観点でいろいろな対応をしているということ、あと、投資ですね。確かに

築地は立地上のいろいろな限界がありまして、大田に比べて相対的に落ちていまして、こ

のままではいけないと。立地上もいろんな意味でも、機能的にも対応できないということ

で、新しい物流も含めた新しい情報、昔はやりました情報武装型ですか、そういうことも

含めて、新しい場で組み直そうということでございます。

　そういう中にあって、より食の発信基地ということも非常に大切な観点だと。東京都も

そういうふうな観点でいろいろ議論されていますので、東京都とも、食文化の発信基地と

いう性格もやはり必要なことだということをよく相談しながらやっていきたいと思います。

○上原分科会会長　どうもありがとうございました。

　安部委員よろしくお願いします。

○安部臨時委員　僕もその辺の概念は、地産地消の概念は大澤さんと全く一緒でして、文
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化論としての観念と期待として、その土地でできるものが土地で消費されるという形態が、

そこらじゅうで自然な形で、結果として収斂しているというのが一番理想的な姿というふ

うに思うところですけれども、僕が申し上げましたのは、特に地産は重要だと思うのは、

気候風土に合ったものを、土と水の条件に基づいてつくっていくということで特徴、オリ

ジナリティーができる。それはもっともっと尊重していかなきゃいけないし、そのことの

価値はますます高くなっていく。ということには、買う側も使う側も育てる側も共有概念

で、これは育てていきたいというふうに思うんですね。

　ただ、消費ということになった途端、これは全体システムのコンセプトとしては、僕は

つくる側の方も自給自足であればいいんだけど、そこに売るという行為の経済行為が入っ

た途端、それは高く買ってくれるところに供給するというのが当然の流れになっていくと

すると、その地域の中で買い手が十分にあれば別だけど、それは、僕はもっと情報も、そ

れこそ需要も広くキャッチしながら、やっぱり求めるところに供給していくという自然の

姿になる。これは負うべきは、全体のシステムコンセプトとして負うべきは、消費につい

ては広く求めるところに供給するということだとすると、地産地消だけではならないんじ

ゃないかということを申し上げただけの話です。

　それだけにしておきます。

○上原分科会会長　どうぞ、品川委員よろしくお願いします。

○品川臨時委員　やや関連しますので、余り時間がありませんけど発言させていただきま

す。

　具体的な話で言いますと、御説明のあった最後の部分で、産地ブランドの育成について

御指摘になっております。この件に絡んで、私ども生活協同組合では、この数年いろんな

苦い経験なども一方でしております。そんな中で言いますと、産地ブランドというのにつ

いて、ある意味では優良誤認をもたらすような産地の紹介というのをしがちになる。優良

誤認をもたらすような結果、ある意味で大変なヒット商品がそこから生まれたりする。そ

うすると、現実の産地で生産できる量以上に注文の方がたくさん来る。そのことから、原

材料自体が産地とは関係ない、極端な場合には輸入品をもとに産地ブランドのものを売っ

ているというふうなことが生じてきてしまったりする例などもあるわけですね。実は原料

が違うということになると、ある意味でそれまで以上に消費者に不信を強くもたらすとい

うようなことがあったりするわけですね。

　そんな意味では、産地ブランドの育成ということは結構なことではあるのですけれども、
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十分産地の事情なりなんなり科学性を伴ったものとして進めていかないと、逆にそこから

不信を招くようなことにもなりかねないということでありますので、注意喚起として発言

させていただきました。

○上原分科会会長　本当にどうもありがとうございました。

　いろいろ御意見等もあると思うんですけれども、時間も迫ってまいりましたので、これ

で終わりにしたいと思いますが、事務局の方から今後の予定についてよろしくお願いしま

す。

○林食料企画課長　今後の総合食料分科会のスケジュールでございますけれども、本日御

審議いただきました中央卸売市場整備計画中、再編措置の内容が現時点で検討中となって

いる市場につきましては、その内容が具体化した時点で、また改めて諮問を行っていくこ

となどを想定しております。

　また、今後とも総合食料局関係の各施策の進捗状況等に応じまして、今会長からも御発

言がありましたけれども、このような形で御意見をお聞きする機会を設けたいと考えてお

りますので、よろしくお願いしたいと存じます。

　以上でございます。

○上原分科会会長　どうもきょうはありがとうございました。閉会したいと思います。

閉　　　　　会


