
第１８回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録  

 

日時：平成１６年９月１６日（木）１０：０３～１２：３３ 

 

場所：農林水産省７階講堂 

 

 

○生源寺部会長  おはようございます。それでは、ただいまから食料・農業・農村政

策審議会第 18 回企画部会を開催いたします。なお、本日は江頭委員、大庭委員、平野

委員、森野委員、及び安土専門委員が所用によりご欠席ということでございます。 

 本企画部会は公開されております。一般公募によって、本日 93 名の方から傍聴のお

申し込みがあり、お見えになっております。また、資料、議事録等につきましてはすべ

て公開することになっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、木村農林水産大臣政務官にご出席をいただいておりますので、最初にごあい

さつをお願いしたいと思っております。  

○木村大臣政務官  皆さん、おはようございます。第 18回食料・農業・農村政策審

議会企画部会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 今回も委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席を賜り、心から感謝を

申し上げます。また、今年はご承知のとおり、過去に例がないほど自然災害が多発して

おり、豪雤、台風、火山、そしてまた地震など、各地で大きな被害が発生しているとこ

ろでありまして、この機会に関係者の皆様方に心からお見舞いを申し上げたいと思いま

す。 

 農林水産省といたしましても、14日には金田副大臣を本部長に対策本部を設置しま

して、省内関係者が一致団結しまして、この農林水産業に対しての被害に対し、対処す

ることといたしております。 

 さて、食料・農業・農村基本計画の見直しにつきましては、先般、これまでの企画部



会における議論を中間論点整理としてまとめていただきました。農林水産省といたしま

しても、これを受けまして、可能なものから、平成 17年度の予算と税制改正に反映し

ていくよう努力をしていきたいと思っております。さらに、この中間論点整理をきっか

けとしまして、食料・農業・農村に関する国民的な議論の喚起に努めていきたいと考え

ております。 

 本日は、中間論点整理後の初の企画部会でございますので、活発なご議論をいただき

たいと思います。今後は、来年３月の新たな基本計画の策定に向けまして、食料自給率

を始めとする政策目標のあり方、また関係する諸施策のあり方、さらには中間論点整理

で今後詰めるべきとされた課題につきまして、幅広いご議論をお願いしたいと思いま

す。非常に濃密な日程の中で、委員の皆様方におかれましては大変なるご苦労をおかけ

いたしますが、引き続きご協力のほどお願い申し上げまして、冒頭のあいさつとさせて

いただきます。 

 よろしくお願いいたします。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、続きまして、先般とりまとめをいたしました中間論点整理に関連いたしま

して、事務局から何点かご説明を申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。  

○今井企画評価課長  企画評価課長の今井でございます。 

 それでは、これから議論に入ります前に、中間論点整理に関連いたしまして、事務局

のほうから何点かご報告したいと思います。 

 お手元に配付しております資料の右肩に参考資料１と書いてある横長の資料をご覧

いただきたいと思います。「中間論点整理に関する主な説明会等の開催状況」という表

題になっているものでございます。これは、中間論点整理のとりまとめを行った後、一

部はこれから予定しているものもございますけれども、説明会等として行われたもの、

主なものをまとめたものでございます。 

 地方公聴会につきましては、仙台と岡山２か所を予定しておりましたけれども、台風

のために岡山は中止となりました。岡山に出席を予定されていた委員には大変ご迷惑を



おかけいたしまして、お詫び申し上げたいと思います。 

 その下に、ブロック別の説明会の開催状況がまとめてございます。ブロック別には中

間論点整理の説明会、あるいは関係者との意見交換の際の１つのテーマとして取り上げ

ているもの、いろいろございます。各ブロックごとにいろいろ工夫をしながら開催して

もらっておりますので、後ほど参考にしていただければと思います。 

 その後ろに、参考資料２という縦長の資料がございますので、それを次にご覧いただ

きたいと思います。これは中間論点整理の 17年度予算概算要求への反映状況をまとめ

たものでございます。中間論点整理も書いてございますように、農政改革の加速化を図

るために、できるものから 17 年度予算に反映するという方針で概算要求をしておりま

す。それぞれの予算の内容につきましては、今後それぞれのテーマに合わせて、必要に

忚じて各部局のほうから紹介されることになると思います。 

 続きまして、その下の参考資料３という横長の資料でございます。時折こうした国民

からの主な意見、提案というのをご紹介しておりますけれども、今日ご紹介しておりま

すのは、中間論点整理のとりまとめがあった後にいろんな方から寄せられました意見、

提案をとりまとめたものでございます。これも後ほどご覧いただきたいと思います。 

 事務局からは以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、続きまして、先日行われました地方公聴会につきまして、私のほうから簡

単にご報告を申し上げたいと思います。お手元に参考資料４として、「地方公聴会にお

ける意見陳述の概要」というペーパーをお配りしておりますので、これをご覧いただき

たいと思います。 

 ８月 30日に開催されました仙台会場における意見の概要、それから、残念ながら台

風のため中止となりましたが、９月７日に岡山会場で予定されておりました公聴会の陳

述人の意見の概要をまとめております。詳しくは後ほどご覧いただきたいと存じます

が、主な意見を簡単にご紹介申し上げたいと思います。 

 まず、仙台会場におきましては、担い手政策について、「今回の改革により、農業の

構造改革を一層図るべきである」、一方で、「担い手以外の農家を含めた農村地域政策



が必要である」との意見もございました。また、「一定の要件を満たす集落営農を担い

手と位置づけるという中間論点整理は、中山間地域が生き残れる道が残されたものと認

識している」、「地域の合意により、多様な担い手を政策の対象とすべきである」とい

った意見がございました。 

 経営安定対策につきましては、「地域農業の核となる者への経営安定対策は競争力強

化のために不可欠であるが、行き過ぎると経営マインドの育成に支障を来たすことに注

意する必要がある」とのご指摘。それから、農地制度についてでございますけれども、

「地域農業の核となる生産者への農地の集積と農業参入の自由化が重要であり、参入規

制については緩和していくべきである」とのご意見。また、「株式会社の農地取得には

反対である」、「株式会社の参入に関しては、今の形態のままで特段問題ないのではな

いか」といったご意見。さらに、「農地が分散しており、規模拡大を行っても、なかな

かコストが低下しない」とのご指摘等がございました。 

 さらに、農業環境・資源保全政策につきまして、「資源の保全活動への新たな支援の

必要性を提示するなど、従来の手法から一歩踏み出したことを評価する」とのご意見。

また、「地域の農業環境・資源保全は、担い手農家だけではできないので、兹業農家や

非農家の位置づけを明確にすべきである」とのご意見。こういったご意見がございまし

た。 

 その他、「農政改革の必要性は十分に理解するが、あまりにも急激な変化は現場に混

乱をもたらし、離農、耕作放棄地が増大するのではないかと危惧する」といったご意見。

「直接支払いも含め、全国画一ではなく、地域ごとの実情に合った政策を実施してもら

いたい」といったご意見。さらに、「政策をもっとわかりやすく、かみ砕いて消費者に

説明し、農政が身近に感じられるようにしてほしい」といったご意見。「有機農業を農

政の柱に据えて、今後の生産振興を図ってもらいたい」といったご意見等をいただいた

ところでございます。 

 また、岡山会場で陳述を予定されておりましたご意見としましては、まず担い手政策

についてでございますが、「担い手は、認定農業者を基本とし、集落営農法人は次善と

すべき」というご意見。「今後の農業を担い手に託すのは評価できるが、認定農業者や



集落営農には、地域によるばらつきが大きく、担い手が安定的に確保できるかどうか不

安である」とのご指摘。さらに、「育成する大規模農家と中小農家が一体となって、と

もにメリットを享受し、効率的な農業生産が行える仕組みをつくる必要がある」とのご

意見等がございました。 

 また、経営安定対策についてでございますが、「担い手に直接支払い制度を導入して

経営安定化を図る考え方は、ばらまき農政から決別するものであり、評価する」とのご

意見。それから、農地制度についてでございますが、「株式会社による農地取得につい

ては、構造改革特区で既にリース方式を認めているのだから、認めてもよかったのでは

ないか」とのご意見。また、「意欲ある人材、法人などの農業への参入をより積極的に

支援し、一方で罰則の強化により、農地の転用を厳しく規制すべきである」とのご意見。

さらに、農業環境・資源保全政策につきましては、「現行の中山間地域等直接支払制度

は、地域保全の立場、集落の存続の立場から継続すべき」とのご意見。また、「都市近

郊や平地での優良農地を、環境・景観面から保全するためには、ゾーニングが重要であ

る」とのご意見がございました。 

 その他、「担い手政策の具体化に当たっては、消費者の視点、環境保全の重視が必要」

とのご指摘。また、「直接支払制度の導入等により、品質の良い農産物がリーズナブル

な価格で提供されることを期待するが、その際には、無駄のない効率的な農業予算への

転換が必要である」とのご意見。さらに、「食育や地産地消の推進が重要である」との

ご指摘。また、「農林水産省だけでなく、府省間の連携が必要である」と。こういった

ご意見がございました。 

 以上、非常に簡単ではございますけれども、地方公聴会の主なご意見等についての報

告でございました。 

 それでは、本日の議題に入りたいと存じます。まず、最初に私のほうから、企画部会

の再開に当たりまして、今後の企画部会における議論の進め方につきまして、ご説明と

お願いを申し上げたいと存じます。 

 これまで企画部会におきましては、いわゆる主要３課題を中心に議論を進めてまいっ

たわけでございます。今後の企画部会におきましては、中間論点整理にも方針を記述し



ましたとおり、まず第１に、これまで本格的な議論を行ってきておりませんでした食料

自給率を始めとする政策展開の目標や指針、２番目といたしまして、食の安全・安心の

確保などの諸施策のあり方、３番目といたしまして、中間論点整理において今後詰めて

いくべきとされた主要課題の具体像などについて議論し、さらに年明けからは、これら

を踏まえ、３月の基本計画のとりまとめに向けた議論を行ってまいりたいと考えており

ます。 

 次に、当面の具体的な日程と議題についてでございますが、私と事務局の間で相談い

たしまして、年末までのスケジュールをお手元の資料３のとおりにしてはどうかと考え

ております。この案におきましては、中間論点整理において、いわば宿題とされており

ます担い手・農地制度、経営安定対策についても、比較的早い段階の 10月中に、それ

ぞれ２回ずつ審議を行うこととしております。今後、年末まで実質３か月あまりという

非常にタイトなスケジュールの中で、多くの課題について議論を進めていく必要がある

わけでございます。このため、本日は企画部会の再開の日ではございますが、早速中身

の議論に入ることにし、事務局には資料の準備をお願いしていたところでございます。

テーマにつきましても、皆様の関心の高い食料の安定供給と食料自給率、それから食生

活の現状と食育の推進、この２つといたしております。 

 事務局に対しては、本日も含めてでございますけれども、効率的な議論に資するよう、

資料の作成に関して政策の現状や課題、その評価、今後の政策の方向性を端的にまとめ

た資料の作成をお願いするとともに、委員に対しては、時間的余裕を持って資料を送付

し、可能な限り事前に説明する機会を設けるようお願いしております。 

 これを前提といたしまして、企画部会での事務局からのご説明は、できるだけポイン

トを絞って簡潔にお願いし、意見交換になるべく多くの時間を割いてまいりたいと考え

ております。したがいまして、委員の皆様方におかれましても、効率的な議論にご協力

願う観点から、恐縮でございますがあらかじめ資料によく目を通して企画部会に臨んで

いただければ幸いでございますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上、今後の企画部会における議論の進め方と、当面の私どもで考えております議論

のスケジュールでございますけれども、これらの点につきまして何かご意見等ございま



すでしょうか。 

 安髙委員、どうぞ。  

○安髙委員  この紙で、12 月までの議論の内容を見させていただいたんですが、中

間論点整理の過程の中で申し上げておりましたけれども、農村の議論というものをどこ

でどうなさるのか。確か部会長も重要であるとお認めになったと思いますし、食料・農

業・農村基本法、基本計画、見出しに入っている文字でございますので、これを議論し

ないのであれば、それなりのはっきりした理由付けが必要であろうかと思っておりま

す。  

○生源寺部会長  今の点でございますけれども、この資料３の２枚目の第 24回企画

部会のところに、議題といたしまして、バイオマスの利活用の推進と、その次に農業の

生産基盤整備「等」とございますけれども、実はここの部分の「等」につきましては、

農村整備あるいは農村振興、こういった内容についての議論をお願いするつもりでござ

います。ですから、ここの部分につきましては、農村振興の課題と、ある意味では読み

替えていただいても結構かと存じます。 

 もちろん、他にも農村整備あるいは農村振興と関連する部分があるわけでございます

けれども、主要な議題として立てるのはこの 24回の企画部会を予定しております。 

 どうぞ。  

○安髙委員  そういう捉え方もあろうかと思いますけれども、生産基盤等となれば、

これは食料・農業のほうに比重が入るのではなかろうか。私は農村というものを１つの

社会の問題として捉えていく必要があるのではないか。ここの項目では、社会という視

点がなくなっていくのではないか。特に、担い手に施策を重点化したときに、相当農村

という社会が混乱してくる可能性がある。そこに対して、我々は審議会として、責任を

持って議論していく必要があるのではないか。生産としてではなく、社会としての農村

を議論する必要があるのではないかと、私はそういうつもりで申し上げております。  

○生源寺部会長  承知いたしました。それでは、この部会といたしましては、この



24回企画部会、これは今後の進め方によって、これ全体としてやはり多尐動く可能性

もあるということを前提の上でございますけれども、この会につきましては、農村の振

興について議論するということを確認しておきたいと思います。 

 その他ございますでしょうか。 

 なければ、今の点も含めてでございますけれども、ただいまご説明申し上げました方

針に基づきまして今後の議論を進めてまいりたいと思います。議論の進め方につきまし

ては、ただいまございましたけれども、皆様にご相談の上、円滑に進めてまいりたいと

思いますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは、これから議論に入りたいと思います。まず事務局から、食料の安定供給と

食料自給率、それから食生活の現状と食育の推進、この２つの資料をご準備いただいて

おりますので、ご説明をお願いしたいと思います。  

○山田総合食料局次長  総合食料局の山田でございます。資料１をお願いいたしま

す。 

 資料１、１枚おめくりいただきますと目次がございます。大きく３つに分かれており

ますが、１番目の項目が、基本法あるいは現行基本計画における自給率の位置づけ、策

定の考え方でございます。２番目が、今後の新しい自給率目標を策定するに当たっての

検討の方向でございまして、（１）が基本的考え方、（２）が長期的動向、（３）が現

行の基本計画策定以降の動向、（４）に自給率の向上に向けた課題を現行の基本計画で

設定しておりますが、その対忚状況。それから（５）が今後の施策ということでござい

ます。それから、３といたしまして、不測時における食料安全保障政策について資料を

準備しております。 

 それでは、早速ですが１ページをお願いいたします。このページでは、現行の基本法

におけます記述ぶりを整理しております。右下のほうに基本法の条文がございますが、

２条で、まず世界の食料需給あるいは貿易が不安定な要素があるということから、平常

時においては国内農業生産の増大を図ることを基本とし、併せて輸入・備蓄を適切に組

み合わせるということ。それから、２つ目として、不測時においても国民が最低限度必

要とする食料の供給を確保するということが規定されております。 



 それから、自給率目標につきましては、15条で、この基本計画におきまして自給率

の向上を図ることを旨として定めるということ。それから、国内の農業生産、食料消費

に関する指針として取り組むべき課題を明らかにして決めるということが規定されて

おります。 

 ２ページ目でございます。現行の基本計画において定められている事項について概要

を示しております。左側に、目標の定め方と書いてございますが、基本的には国民に供

給される熱量の５割以上を国内生産で賄うということを目標にしておりますが、22年

までの計画期間においては、消費者あるいは生産者、消費・生産両面において取り組む

べき課題が解決された場合ということで、カロリー自給率の目標を 45％と設定してお

ります。 

 また、左下に記載しておりますように、併せて食料消費の面で望ましい食料消費の姿

を示し、生産面では、生産努力目標を基本計画の中で示しております。具体的な目標数

値は右側に記載をしております。そこに書いてありますように、カロリーベースの食料

自給率、これは 45％ですが、その他に主食用の穀物自給率、穀物全体の自給率、それ

から飼料の自給率をお示ししております。この他に、主要品目ごとの自給率もお示しし

ておりますが、これは参考のほう、26ページに載せておりますので、また後ほどご覧

いただきたいと思いますが、その他に金額ベースの自給率を参考として記述しておりま

す。 

 この具体的な目標の数値をどうするかということにつきましては、今後ご議論をして

いただくということでございますが、今の基本計画の見直しは、10年後、27年を目標

にしておりますので、私どもとしては、自給率目標の年次としましても今の 22年の目

標を 27年の目標に改定していくことを考えております。今申し上げましたような自給

率目標に関連する基本計画の全体の枠組みについては、まだ今の計画が策定されて４年

程度でございますので、基本的な枠組みを維持することとし、数字については今後ご議

論をいただいたらどうかというふうに考えております。 

 ３ページ目でございます。今後、新しい目標を策定していくに当たっての検討方向と

いうことでございます。基本的考え方として、左下のほうに書いてございますが、検証



していく必要がある３つの観点を記載しております。食料自給率の長期的な動向が１つ

目。２つ目が、現行の基本計画策定以降の動向。それから３つ目が、先ほど申し上げま

したが、基本計画で課題を設定しておりますので、それにどのように対忚できているか

ということ。こういったことを検証しまして、新しい基本計画の目標を定めていく必要

があると考えております。 

 ４ページ目でございます。その１つ目の検証の事項でございますが、自給率の長期的

動向でございます。自給率の示し方としてはいくつかございます。まず、品目別自給率、

これは先ほど言いましたように 26ページにお示ししておりますが、重量ベースでお示

ししております。その他に、左下にございますが、穀物自給率がございます。これも、

そこに書いてございますように、重量ベースでお示ししております。それから、主に議

論が集中しますのは、カロリーベースの総合食料自給率で、右側に書いてございます。

それから、その下に、金額ベースの食料自給率。これは現在の基本計画では参考資料と

して載っております。四角の枠の中で書いてありますカロリーベースの自給率について

若干ご説明したいと思います。 

 このカロリーベースの自給率は、分母に国民１人１日当たりの供給熱量を取りまし

て、分子には、そのうちで国民１人１日当たりの国産熱量をとっております。なお、注

にちょっと小さい字で書いてございますが、畜産物につきましては、えさの自給率を乗

じてカロリーベースの自給率を算出しております。例で書いてございますが、鶏卵の場

合には 96％が国産でございますが、鶏のえさの自給率が 9.7％でございますので、カ

ロリー自給率は 9.3％になる。こういったことを畜産物では計算しているところでござ

います。 

 ４ページ目で、長期的な動向について、その上、真ん中辺に書いてございますが、４

ページ目、左側では自給率は長期的には低下しておりますが、最近は横ばいの状況にな

っている。それから、右側で主要先進国の状況をお示ししておりますが、先進国の中で

は最低であるという状況でございます。 

 ５ページ目をご覧いただきたいと思うんですが、このように長期的に低下している要

因でございます。長期的な低下の要因は、左下のほうに文章で書いてございますが、国



内生産の縮小というよりは、むしろ食生活の変化の影響が大きいのではないかと考えて

おります。ここにお示ししておりますように、国内で自給可能な米の消費量が減尐する

一方で、畜産物や油脂の消費が増加する。この畜産物・油脂の生産については、飼料穀

物ですとか油糧原料、国内で生産が困難なものですので、そういったことから、自給率

が低下しているという状況でございます。 

 ６ページ目をご覧いただきたいと思いますが、食事と食料自給率の関係をお示しして

おります。昭和 40年、62 年、現在と書いてございますが、例えば昭和 40年、自給率

73％ですが、ごはんで言いますと１日５杯食べていたものが、現在では１日３杯になっ

ている。肉料理では、月１回だったものが月４回。植物油につきましては、年３本だっ

たものが年９本。こういうふうに、目で見やすいようにお示しするとこんな状況になっ

ているということでございます。 

 ７ページでございますが、食事内容から見ますと、食生活が多様化してきております

けれども、ここで和食、洋食、中華と典型的なものをお示ししております。和食、こう

いったメニューで摂りますと、自給率は 64％。洋食、中華の場合は 23％なり 26％とい

うことで、食事の多様化も自給率の低下の要因になっていると考えております。 

 ８ページ目でございますが、さらに長い目、尐し長期の目で見て整理をしたものでご

ざいます。戦前から４つの時代の自給率を表しておりますけれども、ご覧になりますと、

緑色の部分でおわかりのように、結局米の消費が多いときには自給率が高いというよう

なことが、長期的に見てもご覧いただけると思います。 

 ９ページでございますが、検証の２番目の事項でございます基本計画策定以降、平成

12年３月に策定されました基本計画策定以降の動向でございます。消費面、生産面で

書いてございますが、左側の消費面でございます。国民１人１日当たりの供給のキロカ

ロリーでございますが、22 年の目標では、全体として 65キロカロリー減尐すると見て

おりました。現状では、全体の供給熱量の減尐はその線に沿って減っておりますが、内

容的には計画では油脂あるいは肉類が減るというふうに想定しておりましたものが、こ

の減尐の主なものは米が中心であるということでございます。 

 このような結果、その下の四角枠に書いてございますが、脂質の割合 27％まで改善



していくという目標でございますが、現状でも 29％ということで、脂質の摂り過ぎの

状況になっております。 

 それから、右側の生産面でございますが、これも国民１人１日当たりのキロカロリー

で示しておりますが、国産熱量、国内で供給できる熱量を全体として 67キロカロリー

増やすという目標でございますが、現状は逆に減っている。内容については、小麦、大

豆、砂糖については計画に沿って、あるいはそれを上回るような形で増加をしておりま

す。一方、米や油脂などは増えるというような目標を立てていたものもございますが、

逆に減っている、あるいは米などは大幅に減っているということでございます。 

 それから、その下に飼料自給率が書いてございます。35％に引き上げる目標でござい

ますが、現状では逆に 24％と減っている状況でございます。 

 10ページでございますが、この基本計画で定めました課題についてどういうふうな

対忚状況になっているかということでございます。この 10ページ、11ページ、食料消

費面での課題について書いてございます。栄養バランスの乱れですとか、食習慣の乱れ

ですとか、そういったことを示しておりますが、これにつきましては、後ほど消費・安

全局のほうから詳細なご説明をいたしたいと思っております。 

 11ページも同じく消費の話でございますが、後ほどの消費・安全局の説明とも重複

しますけれども、今後国民的な運動が必要で、さらに強化していく必要があろうかとい

うふうに考えております。 

 12ページをご覧いただきたいんですが、生産面での課題にどう対忚していくかとい

うことでございます。これは、自給率の向上は消費者や食品製造業者、外食事業者とい

った実需者に国内の農産物が選択されて初めて自給率の向上につながっていくわけで

す。そういった観点から、個別品目ごとに生産面での目標を掲げております。詳細は参

考として 23ページなり 24ページに、課題と、課題への対忚状況を載せておりますが、

主要な品目について申し上げます。左側でございますが、米については、規模拡大によ

る低コスト化を進めるということですが、まだ規模拡大が十分に進んでいないのはご案

内のとおりでございます。麦につきましては、右側ですが、製めん適性を向上させると

いうことですが、若干向上はしてきておりますが、まだまだという状況。それから、３



割程度のコスト低減を図るという目標を立てておりますが、右下に書いてございますよ

うに、目標に対しまして、北海道・畑作ではほぼこの目標のレベルに達しておりますが、

他はまだまだ生産費の低減が十分でない状況です。 

 次の 13ページには、大豆、飼料作物と書いてございますが、同様に生産費の削減の

目標等、十分に達成されていないということで、今後の基本計画の見直しあるいは自給

率目標の策定に当たりましても、個別品目ごとの課題を明らかにして、その解決を図っ

ていくことが必要だと考えております。 

 それから、14ページをお開きいただきますと、国土条件の制約等について記述をし

ております。左側にお示ししておりますように、人口１人当たりの農地面積が我が国は

非常に尐ないということもございます。右下にお示ししておりますように、現在外国で

約 1,200万ヘクタール、日本の農地の 2.5倍の農地を使って国民に食料を供給してい

るという状況でございますので、現状の食生活を前提といたしますと、自給率を大幅に

向上させていくことは困難な状況であると考えております。 

 15ページでございますが、今後新しい基本計画をつくり、自給率目標を決めていく

ときの課題を整理いたしております。左側に、食料政策のキーワードということで、安

全・安心、健康、安価、食文化などと書いてありますが、真ん中の基本的方向としては、

消費面では、その地域に適した農産物を食べていくということ。生産面では、消費ある

いは需要に即した国内生産を実施していくということが自給率向上のためには必要だ

と考えております。 

 右側に具体的施策を書いてございますが、消費面では、食育の推進、日本版フードガ

イド、あるいは国民運動を展開していくというようなことが必要でございます。それか

ら、生産面では、構造改革の加速化あるいは新技術開発、食品産業との連携強化が必要

でございます。 

 以上が自給率の関係でございますが、16ページは、不測時における安全保障政策に

ついて記述をしております。16 ページの右側に書いてございますが、過去に不測の事

態が生じるということが起こっております。１番目としまして、国内生産の減尐。例え

ば、平成５年の凶作といったことがございます。それから、輸入の減尐ということで、



輸出国、生産国の不作、あるいは港湾ストライキ等による輸送障害といったことが想定

されます。 

 17ページでございますが、現在の現行の基本計画でこういった問題についてどのよ

うに考えているのかということです。基本計画においては、まず第１に、やはり担い手

あるいは農地を確保し、農業技術水準を確保して自給率を高め、あるいは供給力を確保

していくということがまず重要でございます。第２番目として、本当にいざというとき

に、生産をカロリーの高いものにシフトしていくということで、国民に最低限度必要と

する熱量、この場合は 1,900 キロカロリーから 2,000キロカロリーでございますが、

これを供給していく。ここに書いてありますように、カロリーの高い農産物をつくって

いくということで、今言いました 1,900キロカロリーから 2,000キロカロリー位の熱

量の供給は可能であるという試算をしております。 

 それから 18ページでございますが、18ページには、いざというときに機動的に対忚

していくための体制ということで、マニュアル、これは食料安全保障マニュアルと言っ

ておりますが、関係省庁 10省庁で協議会をつくりまして、平成 14年３月にこのマニュ

アルを策定しております。左側に記載しておりますが、レベル０、レベル１、レベル２

と３つの段階がございます。レベル０は、レベル１、レベル２に達するような可能性、

おそれがある場合に、情報の収集ですとか分析の活動をしていくということです。レベ

ル１は、特定の品目が２割以上供給が下回ると予想される場合に、現行の体制のもとで、

緊急増産ですとか、流通・輸送等に関する指示を行うということ。それから、レベル２

の段階、供給熱量が 2,000キロカロリーを下回るという場合には、生産転換や既存農

地以外の土地を利用するというようなことをマニュアルとして整理している状況でご

ざいます。 

 19ページでございますが、この安全保障政策の今後の検討方向といたしましては、

そこに書いてありますように、備蓄ですとか安定的な輸入、あるいは情報の収集、発信

ということと併せて、基本的に足腰の強い農業をつくっていくということで、農業資源

の確保、担い手の育成、あるいは技術の向上といったことが重要でありますのと、併せ

て、国際協力も実施していく必要があるということでございます。 



 それから、20ページに、不測の事態につきましては、先ほど申しましたマニュアル

を整備しておりますけれども、平素からそのマニュアルが実際の場合に動くように点

検・整備をする必要があるということでございます。 

 それから、21ページ以降、参考資料でございますので、説明は割愛させていただき

ますが、21ページは、先ほど言いました自給率、いろんな自給率の示し方があるとい

うことで、その特徴なりを整理しております。22ページは、主要品目ごと、これは数

字が並んでいてちょっと見にくくて恐縮なんですが、国内仕向けの目標なり、あるいは

達成状況なりを数字でお示ししております。23ページ、24ページは、先ほど言いまし

た主要品目ごとの課題と、その達成状況を整理しております。それから、25ページ、

26ページは、現行の基本計画において示している指標ということで、本文に載せきれ

なかったものでございますが、望ましい食料消費の姿が 25ページ。それから、26ペー

ジは生産努力目標。それから、26ページの右側は、品目別の自給率という形になって

おります。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、引き続き消費・安全局からお願いいたします。  

○中川消費・安全局長  消費・安全局長の中川でございます。お手元の資料２に沿い

まして、「我が国の食生活の現状と食育の推進について」ということでご説明させてい

ただきます。 

 １枚めくっていただきまして、目次がございますが、この資料は３部構成になってお

ります。まず最初に、食をめぐる現状と課題。それから、様々なこういった課題を踏ま

えて、食育の推進が必要であるということ。それから、３点目としまして、食生活指針

の普及・定着ということで話をさせていただきます。 

 １ページ目でございますが、食をめぐる現状と課題。今我々日本の食をめぐってどう

いう変化が生じていて、また何が問題になっているかということを整理したものでござ

います。その第１点は、食料消費構造が大きく変化をしているということ。その背景が



何なのかというようなことを整理をいたしております。 

 まず第１が、栄養バランスの崩れということでありますけれども、下の円グラフをご

覧いただきたいと思います。高度成長が始まりました昭和 35年と現在、約 43年間の時

間の経過があるわけでありますけれども、この間に、最初の昭和 35年から 55年頃まで

は、食料消費の中身は供給のカロリーベース、カロリーの増加、つまり量的な増加、そ

れから質的な変化というものが大変大きく起こったわけでございます。供給熱量が 

2,291カロリーから 2,560カロリーというふうに増えておりますし、供給の中身も、昭

和 35年当時は全体の供給熱量の約半分がお米で占めておりましたけれども、昭和 55年

にはお米が３割、その代わり、その減った分を畜産物なり油脂類が補うという形の変化

がございます。また、昭和 55 年度からさらに右のほうに目を転じていただきますと、

平成 15年の数字が出ておりますが、この間は供給熱量ではほとんど変化がございませ

ん。量的な増加というのはほとんどない。その中で、質的な変化、つまり米の消費が引

き続き起こり、その減尐分を畜産物、油脂が代替をしている、置き換わっている。そう

いう変化が引き続き続いてきているわけでございます。 

 こういった食料消費の変化の結果、栄養バランスが崩れてきているという問題がござ

います。昭和 35 年当時は、炭水化物の摂取がむしろ多すぎて、脂質が尐ないという問

題がございました。それが、昭和 55年には脂質も増え、ほぼバランス的に見て望まし

い姿を実現いたしておりますが、最近はその脂質の供給あるいは摂取というものが尐し

多すぎるという問題がございます。脂質の供給過多あるいは摂取過多という問題があり

ます。 

 したがって、この栄養バランスの点から見ましても、昭和 55年当時の、いわゆる日

本型食生活と言っておりますが、米を中心に水産物、畜産物、野菜などの様々な多様な

副食品から構成される、バランスのとれた日本型食生活というものに戻していく、そう

いうことが別の課題になっているわけであります。 

 それから、こういった大幅な食料消費の変化の背景に目を転じます。１つは、我が国

の世帯構造が大きく変化をしている。２ページをご覧いただきたいと思いますが、中で

も、単独世帯が増加しておりまして、この傾向というのは、これから先も続くと見られ



ます。この単独世帯の中でも、特に高齢の方々、65歳以上の方々の世帯が急速に増加

をするというのが１つの特徴でございます。それから、もう１つは、女性の方の社会参

画が増えてきているということで、これもこれからさらに将来にわたってこの傾向は続

くものと見られます。 

 ３ページをご覧いただきたいと思います。もう１つの変化でございますが、背景とい

うことでございますけれども、こういった単独世帯の増加ですとか、あるいは女性の社

会進出といった、大きな社会情勢の変化の中で、食につきまして、簡便化志向といった

ものが需要者サイドのニーズとして起こっております。それに対忚する形で、左側のグ

ラフにありますように、食料消費支出の中に占めます外部化率、つまり外食や中食への

支出が増えてきている。こういったものが食の供給の中で大きな役割を占めるようにな

ってきたということであります。 

 それから、４ページでございます。課題ということで申しますと、先ほどの栄養バラ

ンスの崩れの他に、２つ目の問題としまして、食習慣の乱れがございます。朝食の欠食

率という形で見ますと、男女ともに 20代が最も高くなっております。左下の棒グラフ

をご覧いただきますように、男性では 20代、30代の４分の１の方が朝ご飯を食べない

ということでありますし、学童・児童を見ましても、右の四角の中にありますように、

小学生、中学生の朝食の欠食率というものが傾向的に高まってきているわけでございま

す。 

 ５ページをご覧いただきます。こういった食生活の変化の中で、問題としまして、３

つ目が食生活と健康ということでありますけれども、左上の棒グラフをご覧いただけま

すように、男性の 30代から 60代では、３割の方が肥満ということになっておりまして、

この傾向は 20年前に比べますと 1.5倍ほど増加をいたしております。逆に、若い女性

の方々ではむしろやせ過ぎというのが問題でございます。右の棒グラフでご覧いただけ

ますように、20代では 25～26％の率になっているわけであります。 

 こういった、特に女性の方の場合は、ダイエットのし過ぎということが、次の６ペー

ジにありますように、栄養摂取の面から見ますと、カルシウムの摂取量の不足、あるい

は鉄分の摂取量の不足というようなことがございます。特に、このグラフの中の年齢構



成でいきますと、15 歳から 20代の層の女性のところの数字をご覧いただきますと、カ

ルシウムが特に不足しているというようなことが実数としてわかっております。このこ

とが、年を取ってまいりますと、骨粗しょう症の原因にもなるということで、現にデー

タを見ますと、傾向的に骨粗しょう症の患者数が増加してきているというのが、この６

ページの下の表でご覧いただけると思います。 

 さらに、この食生活の乱れというのは、こういった骨粗しょう症だけではなくて、７

ページに載せておりますけれども、生活習慣病の代表とされますがん、あるいは糖尿病

といった患者数が増えてきております。左側には大腸がんなり乳がんの患者さん、死亡

者数の推移が出ておりますけれども、脂質分の摂取が多い、いわゆる洋食、洋風の食生

活と関係が深いと言われますこういった病気が増えてきておりますし、糖尿病の患者さ

ん、あるいはそれを疑われる方々の数も増えてきております。 

 さらに、右の表を見ていただきたいと思いますけれども、日本は世界でも第１の長寿

国でありますが、この平均寿命とそれから健康寿命、いわゆる病気や他人の介助がなく

て生存できる期間、これがこの表をご覧いただきましても、だいたい男性で６年、女性

で７年から８年というこの差があるわけでありまして、できる限り、命ある限りは健康

な状態で他人の助けを借りないで生きる、できるだけ天寿を健康な状態でまっとうする

ということが望ましいわけでございます。こういった面でも、食生活の見直し、望まし

いバランスの取れた食事をしていくことが課題。大変重要になってきていると思いま

す。 

 長野県では、ぴんぴんころりといいますか、できるだけ健康に、そして最後、あまり

家族の負担や何かにならないように死んでというふうな、そういう運動もあるかに聞い

ておりますけれども、本人にとりましても、やはりできるだけ健康な状態で過ごすとい

うこと。そのために、ベースになります食生活をきちっとしていくということが大事だ

というふうに思っております。 

 それから、８ページでございますが、食べ残しや食品の廃棄ということでありますけ

れども、日本の食生活、ある面で豊かになってきておりますけれども、他方で、供給熱

量と摂取熱量という２つデータで見てみますと、食べ残しや賞味期限などで廃棄をされ



る、そういった割合が非常に増えてきているというのが左のグラフでご覧いただけるか

と思います。また、別の調査で見ましても、家庭の中でのロス率というものも４～５％

の比率であるということでございまして、資源の有効な利用という面からも、また環境

などへの負担の増大ということを避ける意味でも、こういったところを見直していくこ

とが１つの課題でございます。 

 それから、９ページには「食に関する関心の高まりと知識の不足」と書いてございま

すが、５つ目の問題点としまして、最近いろいろな食品をめぐります様々な事件、事故

が続く中で、消費者の方々の食の安全・安心に対する関心というのは高まってきている

わけでありますけれども、他方で、いろいろアンケートを取ったりいたしますと、食生

活について必ずしも十分な知識を持っておられない。あるいは、知識を持っておられて

も、実際の行動がそれとは必ずしもそぐわない、反対の行動をされているということも

見てとれるわけであります。したがいまして、１つは、子供の頃から、食べ物が食卓に

上るまでの間、様々な家庭やあるいはいろいろ食を選ぶ、そういった能力をつけるため

の体験学習のようなもの、それから何も子供に限りませんけれども、消費者と生産者の

間のつながりを深めていく。両者の間の顔の見える関係づくりをこれからも構築してい

く。そういったことが大事ではないかというふうに思うわけでございます。 

 以上、様々な食をめぐる今日的な課題ということでご説明申し上げましたけれども、

こういった課題に対忚する上で、食育が必要になってきていると私ども思っておりま

す。10ページでございます。食育の必要性。今申し上げましたけれども、なかなか個々

人、国民の方々の自主的な努力に任せているだけでは今の状況は変わらないのではない

かということで、上の四角の３つ目の○に書いてございますが、国民一人一人が自らの

「食」について考える習慣を身につけ、生涯を通じて健全で安心な食生活を実現するこ

とができるように、様々な取り組みをしていく必要がある。これを一言で言えば食育と

いうことになるわけでありますが、これの推進が重要であるというふうに考えていると

ころでございます。 

 11ページには、その具体的な進め方、私どもが考えております進め方を整理をいた

しております。その絵をご覧いただきますと左のほうには今るる申し上げました食をめ



ぐります様々な社会的な課題がございます。これを踏まえまして、目指すべき姿とすれ

ば、一番右にありますように、心身ともに健康な食生活の実現であり、食の安全・安心

の確保であるわけですけれども、具体的にこの間の課題と目指すべき姿を結びつけるも

のとして、農水省だけではなくて、厚労省あるいは文部科学省と連携を取りながら施策

を進めまして、国民の方々一人一人が自らの食について考え、判断する能力を育成して

いく。こういう取り組みが食育として必要になってきているというふうに思うわけであ

ります。 

 既に、12ページにございますように、具体的な取り組みがこれまでも行われてきて

おりますが、全国的な取り組み、あるいは地域団体の取り組みを見ましても、必ずしも

成果を上げているとは言いがたい状況にございます。反省点としましては、この全国段

階での取り組み、食を考える国民会議、あるいは毎年１月を食を考える月間といった形

で運動は行っておりますが、どうもそのときだけで、周年的な運動として定着をしてい

ない、あるいは具体的な活動のための方策が必ずしも明確でないといったようなことも

あるわけであります。それから、地域段階では、既に３万人の方に食育推進ボランティ

アになっていただいておりますけれども、こういった方々のせっかくの意欲を十分実践

活動に結びつけるような、そういうシステムがまだ十分でないというふうにも思ってお

ります。 

 13ページには、その中で具体的な地域の取り組みの優良事例をご紹介してございま

す。１つだけ申し上げますと、左側の四角のところにあります、香川県の滝宮小学校。

ここでは、５年生、６年生を対象にしまして、年間５回程度でありますけれども、親が

手伝わずにお弁当をつくるというふうなことをやっております。こういった活動を通じ

て、子供達が自分でご飯、お弁当を用意するということの中で、様々な体験をし、また

知識も習得していくというふうな取り組みでございます。 

 それから最後に 14 ページでございます。食生活指針の普及・定着。日本人の食生活

の乱れ、様々な点があるということを今申し上げましたが、こういったことを踏まえま

して、既に平成 12 年３月に食生活指針というものが定められております。農水、厚労、

文部科学省、３省で策定したものでありますが、右下の六角形の中に書いてあります



10の項目でございます。こういった形で、指針ということで示しておりますけれども、

なかなかこれが日々の具体的な食生活の見直しなり実践につながっていないというこ

とを我々も自覚いたしております。 

 そこで、アメリカでも既に十分有名な手法としましてフードガイドピラミッドという

ふうなものがありますけれども、我が国におきましても日本版のフードガイドというも

のを今年度中に策定したいと思っております。厚生労働省等と今連携をして準備をして

いるところでございます。こういった取り組みを進めながら、しかも先ほど申し上げま

したように、食生活の見直しというのは、供給サイド、食品産業サイドの取り組みも大

変重要だというふうに思っております。アメリカではこのフードガイドピラミッドが食

品の包装用紙の中に掲示されているというようなこともあります。こういった、理念と

いうよりもむしろ実践、定着に向けて具体的にどういうことをすべきかというのが、私

ども、食育なり食生活の見直しの中での大事な項目かというふうに思っております。 

 以上でございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、これから 12時半を目途に意見交換の時間といたしたいと存じます。皆様

からご意見あるいはご質問をいただきたいと存じますが、今日早めに退席される委員が

何名かおられます。特に時間に余裕のない立花委員、それから新開委員、もし発言がご

ざいましたら、最初に優先的にお願いしたいと思います。 

 それでは、立花委員、どうぞ。  

○立花専門委員  メンバーの皆さん方、それぞれご予定ある中で、中座をさせていた

だくのは大変申し訳ありません、勝手言いまして。若干ご質問と、それからコメントと

いいましょうか、感想といいましょうか、申し上げてご参考に供したいと思います。 

 １つは、この計画の期間が 2010 年から 2015 年ということで、５年延びるということ

のご説明がありましたが、その際、2006年から人口が絶対数で減尐するということが

言われているわけでございまして、毎年 60万人ずつ、若干幅がありますけれども、60

万人ずつ人口が絶対数で減尐するということになりますと、10年間で 600万人という



ことなので、その辺の人口減が食料消費にどういう影響を及ぼすのか、その辺の点をど

う盛り込んでいくのかという点が１つあろうかと思っております。 

 それからもう１つは、食料安全保障に関連して、いろいろ農林水産省のほうの対忚も

ありますが、１つはテロの脅威だとか、あるいは近隣諸国からのいろんな脅威もあろう

かと思いますので、そういった意味で、いわゆる有事法制との関連、この食料安全保障

を有事法制の中でどういうふうに位置づけていくのか、その辺がちょっと私は現状どう

なっているのかわからないので教えていただきたいという点がございます。 

 以上が質問でございます。 

 あと、今日ご説明を伺いながら、ちょっと気がついた点をできるだけポイントを絞っ

て申し上げさせていただきますと、１つは食料の高度な自給率というのは非常に私も大

事だとは思うんですが、食生活の変化もその低下に当たって影響したわけですね。また、

今の農業の経営形態、つまり兹業形態による営農の問題も１つあったのではないかなと

いうことですね。平成５年の冷害による米の不作を見るにつけて、自然、気象条件のい

ろんな急激な変化に対して、やはり兹業の営農形態ではなかなかそういった事態に機敏

に対忚できないということで、農業の現場でも、水管理だとかいろいろ言われているに

もかかわらず、兹業だと対忚ができなかったということで、収量が尐ない、あるいは収

量が皆無になる。そういったケースもあったと伺っているだけに、そういう意味で、こ

の資料にも出ていますが、やはり構造改革といいましょうか、その辺の必要性が改めて

この食料の高度自給の達成との絡みでも出てくるのかなという点がございます。 

 それから、もう１つは、非常に耕地がさらに尐ない中で、どうやって効率を上げてい

くかという中で、増産の道としては単収の向上なり、あるいは輪作、裏作等による耕地

の稼働率といいましょうか、利用率をどうやって上げていくかということになるんだろ

うと思うんですが、その場合に、私は国全体で社会主義国みたいに、米何万トンとか、

そういうターゲットよりも、むしろ農業イノベーションを具体化するという意味で言え

ば、単収の向上目標をより充実すべきではないかなということで、これについては農業

の現場でのご努力もありましょうし、それから農業の役所のほうの技術研究のほうのそ

ういった点もあろうかと思いますので、絶対量で何万トンつくるということよりも、む



しろ単収の向上を重視すべきでないかなという感じが私はしております。 

 それから、この自給率の問題、これから議論されていくわけですが、議論するときに、

ただでできればいいわけで、そうではないのだとすれば、お金の問題ですね。財政の負

担は一体どういうことになるのか。海外に頼ると不安だからできるだけ国内でつくると

いうのは、私はそれはそれでわかるわけですが、ただでできないとすれば、その財政面

の負担、国民負担は一体どういうことになるのかという点が、従来の議論ではなかなか

見えなかったものですから、その辺を見ていく必要があるのかなと。その辺は例の直接

支払いの問題とまた絡んでくるんだろうと思っています。 

 それから、あと１つは、この食料安全保障に関連して、これは本当に釈迦に説法で、

聞き飽きたというお話があろうかと思いますが、東畑精一先生が、食料不足によって、

つまり自給率の低下によって戦争が起こったのではなくて、戦争によって食料が不足し

たと、塗炭の苦しみを味わったと。そういった教訓を忘れるべきでないということを、

確か本で書かれたと思うんですが、そういう意味で、平和をいかにして確保していくか

ということが大々前提で、それに注力をすべきだろうという感じがいたします。 

 以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、もし新開委員、ご発言があれば、新開委員のご発言を受けて、役所からの

解答をいただきます。  

○新開委員  早く帰りますので、すみません。 

 この資料１と２が、消費者にわかるようなというごあいさつが最初にありましたけれ

ども、とてもわかりやすくなったのではないかと思いました。送ってきたときはカラー

でなかったのでそこまで感じなかったんですけれども、カラーになり、どんな人にも見

てわかるような資料に変わったと思います。 

 それから、最初に自給率のことが出ていましたけれども、自給率をこの時期において

伸ばさなくてもいいという先生方や委員さん方もいらっしゃいます。この日本の農業を

活性化するには、やはり国が自給率を目指すべきです。認定農業者とかいろんな担い手



に集中すると言っておりますけれども、やはり自給率を目指すとなると、ああ、自分達

も頑張れるんだという目標があります。自給率を伸ばすことは大きく課題として入れて

いただきたいと思います。 

 それから、この 10 年農業者側においては、いろんな食品事故もありましたので、有

機栽培とか農薬についてとか、消費者側からの要望は、非常に多うございました。安全

に、それから地球を汚さないように、環境の負荷を低減するようにとか、もうあらゆる

ことについて農家側に要望があって、それで、農家側としては一生懸命みんなで頑張っ

てきました。その割には、逆に食の乱れが非常にここで出てきまして、自給率も低下し

ております。 

 それから、食品の事件とか事故とかが世の中にすごく報道されて、本当に頑張ってい

る部分とか、子供達がこれほど健康状態が悪くなっているとか、日本人の健康がだんだ

ん食の乱れによって不健康になっているとか、そういう部分があまり報道されてこなか

ったような気がします。 

 そこで、この第２の資料がとてもまた良くできておりますけれども、その食の実態が

国民にあまり理解されてきていなかったのです。これから食育にしっかり力を入れてい

きますと、自給率は伸びるし、安全なもの志向に走っていきます。と言いますのは、私

が農産物直売店を始めまして６年目になりますけれども、都市の人の心を耕すというこ

とで始めたんです。多くの都市の方に支援していただくようになりました。学校にも食

育で教えに行くようになったり、地域の女性グループがうちに勉強に来るとか、昨日は

女性の団体でしたけれども、その前の日は、５年生の授業を我がぶどう畑の２階でした

んですね。だから、ここで話している以上に、国民の皆様方が安全な食に関心を持って

おりますので、ここでしっかり、食育に力を入れれば、私は一番自給率も伸びて、これ

から国民の健康と安全につながるのではないかと思います。それを言いたくて今日はや

ってまいりました。この後すぐ帰りますけれども、どうぞこの食育にしっかり力を入れ

ていただきたいと思って発言をしました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、立花委員から人口減の問題、それから有事法制との関連についてのご質問



があったと思います。事務局からお答えいただきたいと思います。また、お２人の発言

に関して何かコメントがあれば、よろしくお願いします。  

○山田総合食料局次長  お答えいたします。 

 １つは、人口減のお話がございました。人口の減尐については、また自給率の整理を

していく際に検討していきたいと思いますけれども、資料１の４ページにお示ししてお

りますように、カロリーベースの自給率については、国民１人当たりの供給あるいは国

産のものということですので、このカロリーベース自体は国民一人一人の供給ベースで

見ていますので、人口が総体として減ることによる影響はあまり大きくはないのではな

いかなと思いますけれども、重量ベースで示しておりますものや金額ベースで示してお

りますものは影響を受けると思います。計画期間の中で数字に表れるほどの影響がある

かどうかはちょっとチェックしていきたいと思います。 

 それから、テロの関係でございます。この食料安全保障マニュアルの中では、いろん

な原因でいろんな事態が生ずるということを念頭に置いてそのレベルを設定しており

ますので、テロの場合にはやはり国内の食料に影響を与えるようなものについてはこの

中で対忚していきたいと思いますし、別途有事法制の中でも、国民生活を守るためのい

ろんな取り組みを有事法制のルールの中で決めております。その中では、そちらの体系

の中で食料の確保なりということも検討しているということで、両者それぞれございま

すけれども、連携を持ちながら対忚できるようにしていきたいと考えております。  

○生源寺部会長  立花委員、よろしゅうございますか。  

○立花専門委員  はい。  

○生源寺部会長  人口減の問題は、おそらく今後もう尐し詰めて考えていく必要のあ

る問題だと思います。 

 それでは、その他のご発言、よろしくお願いいたします。 

 森本委員。  



○森本専門委員  食料自給率というのは、本当に大変な数字の設定なんだろうなとつ

くづく思っているところでございます。ただ、私の場合は、前から言っているように、

本当に食料自給率という表示の仕方がいいのかなというふうに思っているので、逆に言

えば、こういうふうに金額ベースあたりとセットでやっていくというのはすごく、ある

意味ではわかりやすいのかなというふうに思いました。これは次にちょっと出してもら

えばいいんですけれども、資料の中で、イギリスあたりが自給率が意外と低いですね。

その内容あたりを、わかるようでしたら、次回でも結構でございますので出していただ

ければと思います。 

 それと、その自給率の問題というのは、最初に会議でこういう自給率の話とか食育の

話をやって、おそらく答が出ないと思うわけですね。抽象的な話におそらくなってしま

う。そのときにやはり、そういうのを踏まえてこれからのいろんな話が進んでいくと思

うわけです。当然、最後のほうに、もう一度話し合いを持って、食料自給率の話は総括

するというふうになっていくのかなというふうな気がいたします。そうしないと、言い

たいことが本当は山のようにある。総合食料局から１時間レクチャーしていただいたん

ですが、１時間では足りないぐらいに話の中で出るんです。ただ、この場でいろいろ言

うには、ちょっと聞きたいこともいろいろあったので、なかなか言えないんですけれど

も、その辺のところを部会長にお願いしたいのは、当然その後の部分で、自給率に関し

てはもう尐しやっていただけるのかなということをちょっとお聞きしたいと思います。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、他の国の自給率の背景なり、その構造につきましては、これは次回以降で

お願いいたしたいと思います。それから、部会長への質問といいますか、要望というこ

とでございますけれども、資料３の、先ほど冒頭私のほうからご提案申し上げたスケジ

ュールでございますけれども、もちろん本日は自給率の問題が主要なテーマであるわけ

でございますけれども、例えば２枚目の一番上の生産対策、あるいは新技術・品種の開

発といったような問題はストレートに関係しておりますし、生産基盤の問題もストレー

トでございます。したがいまして、こういった形で、今委員がおっしゃったように、自

給率を入口としていろいろ踏み込んだ議論をし、さらに当然のことながら、自給率の目



標を設定することは法律で定められていることでございまして、この企画部会に求めら

れている１つの内容でもあるというふうに思いますので、これは 12月まで、それから

さらに３月までの期間があるわけでございますが、当然その時点では、事務局からの資

料も求めながら、そういった目標の設定に向けての議論をしていくと、こういうことに

なろうかと思います。 

 それでは、横川委員、どうぞ。  

○横川専門委員  すみません、私も途中退席の予定なので、初めに発言をいたします。 

 まず、自給率の捉え方の問題です。カロリーベースという捉え方で本当にいいのか確

認が必要だと思います。「量」なのか「金額」なのか「カロリー」か。私がカロリーベ

ースの考え方が気になるのは、穀物を輸入して牛に食べさせると自給率が落ちるわけで

すから、牛肉を輸入したほうがいいではないかということになり、この辺も非常に誤解

を受けやすいのではないかということなんです。 

 それから、ここ数年の自給率の取組みについての振り返りも必要です。自給率はこの

５年間 40％からコンマいくつという範囲で、減ったり増えたりしながら数字に全く変

化がない。それでは、５年前から手を打っていなかったのかというと、手を打っていた

のに増えなかったのですね。なぜ増えなかったのかという理由が、この中には全然入っ

ていない。そうすると、例えば減反問題も、減反する作物の指定をして補助金を出すの

ではなくて、例えば飼料というものをつくったらいいというふうに変わっていけば、も

う尐し減反の使い方も変わってくるのかなというふうに思うのです。この辺の議論も欲

しいところです。 

 また、農家の人達が、これで本当に誇りと夢を持って働く体制が本当にできるかとい

う疑問があります。例えば支払い方法にしても、それは国が規制をもっと外すとか、新

規参入をしやすくなるとか、もっとやり方がいっぱいあると思うのです。規制をする一

方で、自給率の上下について騒いでいる部分があって、非常にアンバランスな気がしま

す。 

 例えば、お米の消費が落ちていますね。ただ、お米としては数字が落ちていますが、

実は味付けご飯とかピラフとか、お米を加工したものは年々伸びています。白いご飯の



需要がものすごく落ちていて、加工米が上がってきているならば、どうやって味付けご

飯を普及させていくかという努力も必要だと思うのです。お米を茶碗に６杯や５杯食べ

ていたのが３杯に減ったから米が落ちたという単純な考え方をしているだけでは何の

解決にもならないのです。その意味で食料の安定供給問題は更に議論が必要です。 

 ２つ目の食育について入ります。国を挙げて食育をするということが必要な時代にな

ったのにもかかわらず、今やっと３省合意で動き始める。その対忚では遅い、これはき

ちっと指摘をしておきます。 

 私が食育の必要性を感じる経緯を簡単に言います。昔、流通が変わる前の対面販売シ

ステムの中では、ものと情報を一緒に売っていたんですね。ところが今のスーパーマー

ケットなどの販売システムというのは、商品としてのものを売るばかりで情報はほとん

どついてきません。ですから長い年月の間に、消費者に知識がなくなってしまったんで

す。対面販売時代というのは、消費者に知識があったので学校で知識を与える必要はな

く、家庭と店で食育を自然にやっていた訳です。今は、家庭も店も情報を与えられなく

なって、知識のない人が物を買う、料理をつくる、これが現状です。この問題が大きく

なってきたのならば、今一番やらなければいけないのは食育を最大の教育にすることの

はずです。そこに手がつかなかったことの反省を、国としてきちっとしておかないと解

決しないと思います。 

 そういう意味で取組みの開始は遅かったですが、これからのことを考えると、もっと

迅速に、もっと力を入れてどんどんやっていただきたい。僕はそれが大事だと思います。

特に今は加工食品が多いですから、工場見学などを積極的に取り入れて、物をつくると

いうこと、加工するということ、そして料理をすること、最後にどう食べるといいのか

ということをきちんと頭と体で理解させる必要があると思います。 

 まだいくつかありますが、とりあえず大きな項目だけ申し上げました。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、村田委員、どうぞ。  

○村田専門委員  意見の前に、ちょっと１つ質問だけしておきたいんです。 



 先ほど、自給率で昭和 40 年当時は 73％で、それが 40％まで減尐したとありました。

けれども、その低下の要因分析というのがあったのではないかと思うんです。食生活の

というか、消費の変化による部分が、確か３分の２ぐらいだったと思うんですけれども、

要因が何％ぐらいあるか。もう１つ、生産力が落ちたことによって自給率が下がった要

因があると思うんですけれども、その数字をちょっと教えていただきたい。  

○生源寺部会長  今の点については、確かにそういう要因分析をある期間に分けてや

っていたと思いますので、これは今直ちにお示しすることはできますでしょうか。これ

は、次回以降また資料としてもお出しいただきたいと思いますけれども、端的にまずお

願いします。  

○山田総合食料局次長  大体３分の２ぐらいが消費の影響ではないかというような

見方をこれまでしております。  

○生源寺部会長  確かに、かなり時期によって要因が違っていたというようなことだ

ったかと思いますけれども、これは次回出していただくということで、それでは村田委

員、どうぞ引き続いて。  

○村田専門委員  自給率について意見を述べたいと思います。 

 40％というこの数字があるんですけれども、先ほど横川委員もおっしゃったように、

このカロリーベースの自給率というのは、国民にはミスリーディングではないかという

ふうに感じます。というのは、計算上それは間違いない数字なんでしょうけれども、国

内で生産しても、食べる対象でない花きだとか、それからせっかくつくってもカロリー

としては計算されない野菜だとか、それから、畜産物でも、資料の中で説明ありました

けれども、卵は 96％国内でつくられていても、えさの自給率が１割位しかないから、

本当のカロリーベースの自給率は 9コンマ何％しかないという、そういう問題がある

と思います。そういう、つまり日本の国内で生産されている農業の実力が算入されてい

ないんですね。 

 ですから、カロリー摂取という意味では正しい数字かもしれませんけれども、日本農



業の実力という意味ではミスリーディングであって、むしろ花だとか野菜だとか畜産農

家の努力を入れた、金額ベースで示す 70％というほうが、日本農業の実力を表すとい

う意味では実態に近いのではないかと思います。40％を否定するわけではないですけれ

ども、40％という数字と、金額ベースの 70％という２つの数字を常に念頭に置いて、

自給率を考える必要があるのではないかということが１つです。 

 自給率は、皆さんおっしゃるように、私自身もそうですけれども、高ければ高いほど

良いと思います。また、１％でも上げる努力はすべきだろうと思います。しかし、自給

率が下がった理由で、先ほどご説明ありましたけれども、食生活の急激な変化による低

下というのが３分の２を占めているということを考えると、これは日本の１つの特殊性

でもあるかもしれないんですね。これだけ食生活が急激に変化した国というのはないと

思うんです。いわゆる日本型食生活から、いわゆる洋風化、欧風化というような形の食

生活へ、わずか 30～40年で変わった国はない。それに農業生産の現場が対忚できなか

ったということが、これだけ大きな食料自給率の急激な低下をもたらしたと思うんです

ね。 

 資料にもありましたけれども、自給率を 100％にするためには、えさだとか油だとか

をつくる農地が必要です。それはべらぼうに広い農地が必要なので、 1,200万ヘクタ

ールですけれども、国内では 470万ヘクタールしかないわけですから、逆立ちしても 

100％の自給率はできないわけですね。ですから、高ければ高いほどいいんですけれど

も、非現実的なことを言ってもしようがないというか、言うこと自身意味がないと思う

わけです。 

 また、数字をこの企画部会の議論を踏まえて農水省が決めるということが法律で決ま

っているそうですけれども、数字を先行して議論するということも、これまた無意味と

いうか、本末転倒になりかねない。自給率は１％でも上げたらいいんだけれども、上げ

るためにどうしたらいいかというと、今でもやれる方法がありまして、それは、米づく

りを全部やめて、資料にあるように、さつまいもだとかじゃがいもを植えれば、自給率

はすぐに上がるんですね。自給率向上ということを農政の最大の課題とするんだった

ら、農水省はそういう政策を進めなければいけないというばかげたことになってしま



う。もちろんそんなことはすべきではないし、しないわけなので、あくまでも自給率と

いうのは、消費者が望む食べ物を、国内生産がどれだけ忚えたかという結果なんです。

そういう意味では、自給率という数字は、今ある 40％という数字は、消費者による採

点結果、通信簿と言ってもいいのではないかと思うんですね。 

 そういう意味ではかなり低い成績になっているわけです。ですから、生産者側として

は、その点数を上げるべく努力というのが必要ですし、それを支援する農政も必要だと

思うんです。一方、先ほど食育のご説明もありましたけれども、消費者側にも問題があ

って、おれが食いたいものを食うんだからいいだろう、そういう食いたいものを国内生

産しないお前ら生産者が悪いんだという話では困る。半分そういう面はあるんですけれ

ども、もう半分は消費者自身の無知といいますか、知らないことによって食の高度化と

いうのを欧風化だ、洋風化だということだと勘違いして、先ほど説明がありましたけれ

ども、健康にいい日本型食生活を放棄する愚を犯しているわけですね。 

 でも、それは消費者は知らないわけですから、消費者にその食材のこと、あるいは料

理の仕方も含めて、地産地消というか、そこでとれたものを食べるという、食育の大切

さを広める運動というのは非常に大切で、今までサボってきたという側面があるので、

これから推進しようということは大変いいことだと思うんですね。 

 ですから、むしろ消費者にも問題があると思います。その消費者側及び生産者側の１

つ１つの努力の積み重ねが、結果として自給率の向上となるわけなので、そういう意味

で奥が深い問題なんです。ですから、自給率について 45がいいとか 46がいいとか 44

がいいとかという数字の議論をすることは不毛で、そういう議論はしないほうがいいと

思います。  

○生源寺部会長  それでは、山田委員、長谷川委員、永石委員、この順番でお願いい

たします。 

 どうぞ、山田委員。  

○山田臨時委員  前半の企画部会における論点整理を紹介するに際して、地方から

は、なぜ自給率目標を議論しなかったのかということで叱られることが多いわけであり



ます。政策の基本を議論するのであれば、目標を持った政策展開が必要なので、そうい

う姿勢に欠けるのではないかという、そういう批判であります。 

 それに対して、私も委員でありますので、目標の水準がいいとか悪いとかということ

だけではなくて、まずその基礎となる担い手や農地や経営対策が先行して議論されるべ

きだと、そういう観点でやっておりますということで理解を求めてきているところがあ

るわけで、極めてこの自給率目標につきましては、まさに政策の基本であり、どこを向

いてどういう政策を展開しようとしているのかということでもって、大変注目されてお

りますので、ぜひ後半の議論での重要な位置づけをしてもらいたいというふうに思いま

す。 

 そう考えたときに、どうもこの何回かにわたります企画部会の開催テーマの中で、自

給率目標の議論がこの後出てくるのかどうか、大変ひとつ心配でありますので、その点

をお聞きしたい。 

 それから、今も出ましたが、現行基本計画の推進を４年ないし５年やってきているわ

けでありますけれども、個別政策のそれぞれの政策の総合的な検証と評価がたぶん必要

だというふうに思います。本日も、それのにおいを嗅ぐことはできるわけでありますけ

れども、もう尐し政策の有効性について、政策評価会等でやられているのであれば、そ

の概要も含めて示していただきたいというふうに思っております。 

 そのことと関連して、資料１の９ページに飼料作物を含む国内生産の減尐が指摘され

ているわけであります。下線が引いてありますから、その点について特に意識されてい

るんだろうというふうに思います。この点、前半の企画部会の最後で、私からも意見を

申し上げさせてもらったわけでありますが、水田作について、経営を単位とする品目横

断的な対策を展開するということになれば、単に米は別、それから飼料作物はどうも対

象にならない、野菜はどうも別と言って、麦と大豆だけがとりあえず検討ですよという

話では大丈夫なのかということを申し上げたわけであります。米が計画生産をやらざる

を得ない。ましてや、今も出ましたが、人口減で、このままではもっと減っていきかね

ないということがあるわけで、麦も大豆も増えてはいますが、ここでも資料に指摘され

てありますけれども、需要面でいわば課題を抱えている、品質面でも課題を抱えている



というふうに言われています。 

 としますと、水田への飼料作物の導入や、そしてそれと関連して必要な地域への大家

畜を導入することがどうしてもやはり必要になるわけで、そこに政策的に対忚する、な

いしは直接支払いを行うことで、水田経営全体の所得の安定や、それに伴う、必然的に

生ずる担い手の確保という、これがまさに品目横断の政策の骨格になるというふうに確

信します。本当にそうだと思います。 

 そして、そのことが間違いなくこうした自給率目標の議論にも関連するというふうに

思います。そうした観点でも、これら作物対策が、大変大事だと思います。この点も、

この一連の後半の部会のどこで議論がなされるのか、その点についてもお聞きしたいと

いうふうに思います。 

 意見と、それから部会運営についての質問を申し上げさせていただきました。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 今の質問といいますか、ご要望のようなご発言につきまして、先ほど森本委員にも私

お答えいたしましたけれども、さらに補足的に申し上げますと、今日、自給率を正面か

ら扱うわけでございますけれども、今日の議論を踏まえて今後さらにどう組み立ててい

くかということになるわけでございますけれども、今の時点では、先ほど申し上げまし

た生産対策、それから今のご指摘の点はまさに経営安定対策の設計の非常に重要な留意

事項だと、こういうふうに考えております。 

 したがいまして、いろいろ関連しておりますので、それぞれの議題の中で必要に忚じ

て食料自給率の問題についても議論していくということになろうかと思います。と同時

に、先ほど来、今の山田委員のご指摘にもございました、あるいは村田委員等のご指摘

にもございましたけれども、例えばこの過去の５年間の横ばいについてどう評価する

か、あるいは政策評価のほうでどういうことになっているか等、検討すべき、あるいは

検証すべきその内容が、ある程度明確になっていくかというふうに考えますので、ここ

はそういった形で改めて自給率の問題について、漠然とした議論ということをしてもあ

る意味ではしようがないわけでございますけれども、明確に検証し、次の進むべき方向

を打ち出すための議論を改めて設けるということも考えていきたいと、こう思っており



ます。 

 それから、当然のことながら、年明けて、これは数字の議論が先行することについて

はどうかという話もございましたけれども、目標の設定の考え方についても当然議論を

していくということになろうかと思います。私の記憶では、現行計画を策定する際にも、

いろいろな政策の課題なりの議論、それから自給率の内容の議論、それで最後、確か２

月あるいは３月に最終的な数字の議論という形でいったかと思います。これがベストか

どうかということはあるわけでございますけれども、その意味では、今後いろいろなテ

ーマに忚じて、また食料自給率固有の問題としての議論の時間等をとりながら、最終的

にはその目標の設定についての考え方を、この企画部会として集約していくと、こうい

うことになろうかと思います。 

 それでは、長谷川委員、どうぞ。  

○長谷川委員  ご説明いただきました中で、４点ほど感想を述べさせていただきたい

と思います。 

 数字につきましてはともかくとしまして、施策の方向性としてはいい方向に進んでい

るなというふうに思います。 

 １点目なんですけれども、今 40％ということで、逆に言うと６割は他国に依存して

いるということですよね。これはやはり世界的視野から見ても、私達がやはり１億 

2,000万人を養うという責任はどこかで持たなければいけないのではないかというふう

に思います。 100％はもちろん無理なんですけれども、村田委員のおっしゃいましたよ

うに、１％でも上げるという方向で施策を展開していくということが重要ですし、それ

に当たって国際的な視野で、世界的な視野で私達がどうするべきということは書き込ん

でいったほうがいいのではないかというのが１点ございます。これは、環境問題という

意味でも大きな課題ではないかというふうに思っています。 

 それから、２点目なんですけれども、これも立花委員が先ほどおっしゃいましたけれ

ども、施策に関わる負担のあり方をどうするのか。地産地消のお話を最近したことがあ

るんですけれども、高いのは当たり前で、地産地消をやるのであれば、手間暇をかけて

高いものを買うという意識を消費者が持ってもらいたいという意見があったんですが、



それだけではすまない部分もあると思いますので、その負担のあり方をどうしていくの

かということを議論すべきではないかというふうに思います。 

 それから、３点目なんですが、これも横川委員がおっしゃいましたけれども、例えば

資料１の 23ページから 24ページに、品目別に施策とそれから現状が書かれているんで

すけれども、なぜそういう現状になってしまったかという要因が示されていないので、

私にはどうしてそうなってしまったんだろうということはよくわかりませんでした。こ

こをきちんと分析すべきではないかというふうに思います。 

 それから、４点目は、食生活に関わることなんですけれども、もちろん生産と消費の

両面から努力すべき必要性があることは大きいですし、それから消費者の役割も非常に

大きいというふうに思っております。ただ、消費者というのは、１億 2,000万人みん

ながそうであって、みんな食べるわけですから、非常に多様なライフスタイルを持って

います。そういった中で、建前論ですとかあるべき論を言ってもなかなか成果は上がっ

てこないというふうに思うんですね。それももちろんこうあるべきということを提示す

ることは非常に大事なんですけれども、やはり私が考えるには、いくつかの集団に向け

て、的確な教育というか啓発というか、そういうことをしていくべきだというふうに思

っています。例えば、皆さんおっしゃっていましたように学校教育も１つですし、それ

からもう１点、子育てをこれからする世代については、これから食品、たくさん食べ物

を食べるようになるわけですし、それから食育という面でも関わってきますので、子育

て世代に向けての食育教育というものがどこかで必要なのではないかというふうに思

っております。 

 以上、４点です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、お待たせしました、永石委員、どうぞ。  

○永石臨時委員  自給率の問題、計画では 40％を 45％に持っていこうという流れに

なっているはずなんですけれども、ただ、自給率をこれから議論するのは、さっきも村

田委員が言ったように、やはり 40％まで先進国なら最低あるだろうと。最低だという



ことは、これはまた議論しなければならないのではないか。それは食生活の変化が非常

にあったということはあるんですけれども、ただ、今の状況を見ていますと、40％とい

うこの品目別、26 ページに出されておりますけれども、例えば全体像を、45％に上げ

ようと言ったって、国民はなかなか見えないだろうと。それは、先ほど言ったように、

生産と消費、これが結びついていく、その政策が一致していく、この方法が見えないと、

なかなか食料自給率は上がらないだろうと。 

 そういう意味では、私自身は、今福島県でやっておりますように、大豆の食用大豆、

これは県内で自給しようではないかと。そういう方向で出して今進めているんですけれ

ども、例えばこの油脂分はしようがないよと。納豆、味噌、醤油、この辺はやはり国内

自給しようではないかと、そういうスローガンが出せないのかなと。そういうことを言

うことで、国民がわかりやすい形になってくるのではないかなと思いますので、その辺

の自給率の検討ということもぜひお願いしたいと。 

 それからもう１つ、大豆について言えば、今中国がものすごく輸入量が増えておりま

すし、国産大豆高騰の要因にもなっておりますので、この方向が、世界的に見てどうい

うふうになっていくのかというような状況。それから、現在の、世界のそういう輸出国

の生産状況は必ずしも面積が拡大していないはずで、単収向上でカバーしているという

ような状況を聞いておりますけれども、そういう状況の中で今後どうなっていくのか。

その辺もデータとしてちょっと欲しいなということで、よろしくお願いしたいと思って

います。 

 それから、そういうことを生産構造に結びつけていくというのは、先ほど中間論点整

理で出しましたように、品目横断的な麦、大豆を含めた直接支払いをやっていくという

ことを、大豆の場合は生産に結びつけるようにいけばいいのではないかなと。 

 それからもう１つ、そういう場合にやはり、品質、実需者とのミスマッチがかなりあ

るということでありますので、この辺を踏まえた外国産に対抗するそういう食用の大豆

というものは、例えば今、イソフラボンの高い品種を育成しようと国のほうでいろいろ

やっておりますけれども、そういう機能性も踏まえた、育種の技術開発を、それは国民

によくわかると。こういう体にいいものを国産ではつくっていくんだよと。そういうこ



とが政策と結びついて、それが品目横断と結びつくことによって、自給率を上げていく

というような展開が必要ではないかということで、ちょっとご検討お願いしたいと思い

ます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは中村委員、次に豊田委員、さらに増田委員、こういう順番でお願いいたしま

す。  

○中村委員  自給率の問題は、今の基本計画をつくるとき大議論をして、表示の問題、

中身の問題もして、50％がいいが、45％の目標にしようという経過がありました。それ

からカロリーベース表示は外国との比較の場合わかりやすいこともありました。それか

ら食生活の問題に関連してもわかりやすい。ただ、参考的にいろいろな表示を示した。

ただ、残念ながら、この９ページにありますように、その後若干増えているものもあり

ますけれども、特にえさ等については自給率が向上していない状況でありまして、この

検証というのはしっかりすべきだと思います。 

 ただ、例えば、我々も言ってきましたけれども、食生活の面ではご飯を１杯食べれば

何％上がるという、これも１つの指標としては大事だろうと思います。また、やはり基

本的には今組合長が言っていますように、自給、安全、いわゆる食料安保の３点の視点

があるわけで、それは国内にないもの、足りないものを確保するというのが大前提だろ

うというふうに思いますので、米を含めたえさの問題も大事だと思います。同時に、経

営形態の問題が先ほど立花さんから出ましたけれども、あまりにも選択的拡大で単一に

いってしまった故にやはり耕地利用率も下がって余計なものはつくらなくなった。輪作

体系をもう１回戻して、地力対策をやりながら、やはり経営形態の問題をしっかりやる

べきではないかと思います。 

 それからもう１つ、畜産経営をもっと粗放化できないのかということです。例えば酪

農も、もっと山に上げるとか、肉牛にしても、そういう方法で、えさを草に変えていく

等の経営技術、経営形態、耕地利用率、地力、そういうのでいいものをつくるという、

その辺をやはり考えていく必要があるのかなという気がします。 



 山田さんがさっきおっしゃいましたが、我々も農業団体ですから、議論をするときに、

担い手や、何をどの位つくるんだというときに、早く自給率の問題やそのために農地を

どの位確保するのかという議論があります。そこは先ほど山田さんが言ったように、

我々もそういう説得はしておりますが、経営形態の問題、農法の問題、技術を含めて、

担い手対策、金の使い方もやはり努力する必要があるのではないかと考えます。それが

経営安定対策とも大きく関連するという意味で、きちっとやったほうがいいのではない

かということが、都市からも出てきている意見です。 

 それから、もう１つ大変なご努力をいただいて、最近どこ行って聞いても、やはり自

給率上げるべきだと言われます。それはいいです。ただ、ここで議論したり、あるいは

農業関係者あるいは消費者の専門家の方は、トータルとして頭で数字も踏まえながらや

っておりますけれども、やはり一般の人達と話をしますと、例えばフードマイレージ、

地球環境の問題、石油を含めた、輸送を含めた ＣＯ２の問題、外国の水の使用量等々。

そういう問題だとか、やはり目に見えない、わからない点がいっぱいあって、なぜ自給

率を議論しなければいけないのかという議論もあるわけでありまして、やはり食育を含

めて、そういう一般の人達にもう尐しわかりやすい、確かにこの１ページにあるような

主張で我々はわかりますけれども、そういう環境問題も含めて、日本の４割という自給

率が世界の食料事情にどういう影響をしているかとか、そういうことを含めたやさしい

解説書が必要なのかなという気もしておりますので、そういう努力も１つお願いした

い。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、豊田委員。  

○豊田委員  お手元に資料がございますので、ちょっとお目を通していただきたいと

思います。これは編集部の求めに忚じて書いたものですが、食料自給率の低下の原因と

なりましたグローバル化について、最初に述べております。皆さんご指摘のとおりでご

ざいますが、１つは農産物の内外価格差が品目的にどの程度のものなのか。その要因が

農業規模の格差ですとか、賃金単価の国際的な差別とか、農地価格の差などのコスト差



によって生まれているということをまず指摘しております。 

 それから２番目は、食料消費者が最終的に飲食費として支出する 80兆円のうち、外

食産業、食品製造業、食品流通業へ帰属する率が非常に上昇してきた。輸入された食料・

食材を加工し、利用する産業は肥大化した。その結果、国内農業への依存度が 20％以

下に低下した。こういったことがトータルに見た食料自給率の長期的な低落なり、近年

の事情に大きく影響している。 

 ただ、こういうグローバル化の動きは不可避であるというふうに思われますので、こ

れまで全般的に議論してきました日本農業の構造的な立ち遅れの構図ということが、農

業政策の最優先課題であるということは間違いないわけでありますが、もう尐し本日の

食料自給率の目標達成の課題から見て、どう考えたらいいか、ちょっと２～３触れさせ

ていただきたいと思います。 

 １つは、食から農への距離をいかに短縮するかということ。それから、食品産業が農

業といかに連携するかということ。３番目は、消費者と生産者の提携をいかに進めるか

ということ。実はこういった具体的な課題が、食料自給率の向上にとっては極めて重要

な課題になるのではないかというふうに思われます。 

 第１点は、これまで議論してきました、グローバル化の中でも競争のできる強い農業

の担い手を構築するということでございます。これは今日のお話にもございましたよう

に、コスト面からの配慮ということは当然重要でございますが、やはり最終消費者や食

品産業の双方における食のニーズを満たすような品種とか品質とか規格を持った農産

物供給システムを構築するということが、食料自給率の向上に極めて直結するという認

識。農から食への結合戦略というのを、やはり多くの人々が共有するということがない

と、なかなか自給率問題解決の糸口が見えないのではないかというのが、１点目でござ

います。 

 それから、第２点は、横川委員から先ほどご指摘がございました。企画部会でもヒア

リングしてまいりましたが、食品産業や消費者団体の側から、農業に対しての新しい方

向性が生まれていると。特に、食の安全性や有機食品など、新しい消費者ニーズの多様

化に対忚するために、例えばこの前のワタミファームですとか、生協の紹介がございま



したが、食料の生産から加工、流通、さらに消費までをトータルにシステム化していこ

うという動きがございます。そのために、日本農業に、国内農業に参入していくという、

そういう食から農業への参入戦略ですね。つまり、輸入材料、輸入食材に依存している

ものを国産に変えていく。それは、消費者のニーズに沿ったものであるという、こうい

ういわば新しいアグリビジネスの戦略をどうやって政策化していくかということ。つま

り食品産業と農業との連携強化ということがないと、食料自給率の向上につながる具体

策にならないのではないかなというのが、第２点でございます。 

 第３点は、課題を尐し整理してみたので、ちょっとお話しさせていただきますと、先

ほど新開委員がご指摘のような、つまり消費者と生産者の提携を進める農村社会の取り

組みがありまして、直売店ですとか朝市ですとか加工、産直、グリーンツーリズムなど

ですね。市民に支援された農業、つまり農業からのアプローチ、それから食品産業から

のアプローチとはまた違う、この両者を取り結ぶ動きでございますね。地域コミュニテ

ィ、食と農業の距離を短縮して、食料自給率を回復していくような回路についても、政

策課題として、やはりもうちょっと食料自給率向上の観点から位置づけていくというこ

とが必要に思われます。 

 それから、第４点は、今日のテーマであります公共政策として、食生活指針に基づい

て、食生活の見直しを進めて、食育を通じて国産農産物の選択が行われる方向でござい

ます。これは、果物では「毎日くだもの２００グラム運動」ということで、この間ずっ

と取り組んでまいりましたが、これをやはり食料全体についてどのように拡大していく

のか。今の農業からの発信、食品産業による、例えば表示普及ですとか、地域コミュニ

ティからの発信ですとか、メディアによるキャンペーンとか各省連携など、最終消費者

の手元に達するような、目に見えるトータルな対忚が、食料自給率の向上にとっては不

可欠ではないかと思われます。 

 最後に、今日はあまり皆さんの議論に出なかった食料安全保障の問題がございます

が、これは国際的な食料供給のリスク問題がございます。私も安全保障危機管理室のほ

うでミーティングを行ったことはございますが、この資料で言いますと８ページに、自

給率が低下している小麦、とうもろこし、大豆、それから菜種。こういった部分は、ほ



ぼ海外に依存していると、こういうことになってございます。それも、北米等の中心国

にかなり集中しております。なおかつ、そこでは例えばカーギル社、ＡＤＭ社などの巨

大な穀物メーカーの市場への参入が進んでおりまして、この２社だけで対米輸出の約６

割を占めるという、大変な参入状況がございます。これらの企業の 90年代の企業戦略

の転換は、穀物が非常に過剰化している中で、畜産物、油糧、あるいはその加工品に大

きく生産展開と多角化を進めてきております。まさに最近の５年間の、次の９ページに

ございます、油脂、肉類等々の供給熱量の伸びというのは、まさにこうしたグローバル

な多国籍企業の戦略とぴったり一致しているような結果になっているということは、大

変驚きでございます。 

 しかしながら、そういう国際的な枠組みの中でも、なおかつ日本の国民の食料安全保

障を確保するためには、やはり相互依存経済の活性化、国際法と外交手段による国際関

係の安定等が引き続き必要だと思われますが、やはりこの北米から輸入されるこれらの

食品の遺伝子組み換え等々による安全性への影響の問題への配慮ですとか、あるいは今

問題となっておりますＡＰＴ、アセアンプラス３によるアジア諸国との国際協力、ある

いは草の根レベルによる協力関係の発展によって、輸入ソースを多元化していくという

ような方向性がやはり考えられるのではないか。そういう全体的な食料安全保障の中

で、国内農業の可能性を、どうやって先ほどの１、２、３、４と結びつけながら、全体

として国民の食料供給を確保していくかという、そういう観点で、もう一度立ち戻って

総合的に検討していく必要があるのではないかなというふうに思われます。 

 再開第１日目ですのでちょっとお話が長くなってしまいました。以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、増田委員、どうぞ。  

○増田委員  食教育のところで質問といいますか、意見でございます。 

 中食、外食のところですが、食に関する関心の高まりの不足というところで、女性の

社会活動とか就労が増えたために変わってきたという分析が、いろいろな機会にこうい

う分析はあるようですが、とかくこういう数字だけが出てまいりますと、食事の支度を



しなくなった女性が増えた、できない女性が増えたというふうに簡単に解釈してしまい

がちです。ここでは分析をされていないのでよく見えてこないんですけれども、そうい

う恐れが多々あって、たぶんそういう解釈をしてしまっているんだろうという気がいた

します。白書ではきちんと分析されていまして、機会費用の増加という、私は初めて聞

きましたけれども、そう分析をされています。そこのところをやはり情報提供する場合

には、きちんと解説する必要があるのではないでしょうか。 

 それにつけましても、横川委員は退席されましたけれども、外食産業のすごい進歩と、

これは男女を問わないと思うんですが、消費者ニーズがうまく合致した結果がこういう

食生活の乱れにもつながるような現状をつくっている側面のひとつではないかという

気がいたします。 

 それで、なぜこういう資料の中に、男性の姿が見えないんだろうかと。引用された文

献とか著作が、主婦の実態を引用していらっしゃるから余計そう見えてくるんですが、

今一番問題なのは、20代、30 代の男性ではないかと思うんです。そこへ向けての食育

という視点が大切だと感じています。 

 例えば、自給率 40％の話を身近な男子学生達としてみますと、彼らは非常に無機質

な思考回路で考えます。国際バランス論とか国際貢献論の中に考え方を埋没させてしま

って、自給率というのは高くなる必要はないのではないかということを堂々と言う学生

が多いんです。たまたま私はこの場に今日まいりまして、森本委員の赤銅色に焼けた、

生産現場からの真っ黒に焼けた姿を見て、例えば私と森本委員との間には日焼け方でも

隔たりがあると見比べています。 

 都会に住む一消費者の多くは、生産現場を知りません。ですから、短絡した言い方を

しますと、若い世代へ向けた食の教育が必要です。食育といいますと、とかく小学生と

か中学生ぐらいをイメージするんですけれども、一番必要なのは、若い人に向けての情

報提供をどうやっていくかということではないかと思います。  

○生源寺部会長  今の点につきまして、それでは消費・安全局のほうからお願いしま

す。  



○中川消費・安全局長  食育に関しましては、今の増田委員だけではなくて、これま

でいろいろな方からご意見が出されております。その大方は、食育が非常に大事であっ

て、これからも正面から見据えて推進していくべきだというご意見でした。その中で、

ターゲットをきちっと絞って、ターゲットを意識して、一般論ではなくて、それぞれの

ターゲットに合った形で情報発信をしていくべきだというご意見もございました。ただ

いまの増田委員のご意見がございましたように、食育は学童だけではなくて、若い男性

も含めて、若い方を対象とすることが一番大事なのではないかというご意見もございま

した。 

 私どもが、これから食育を推進していく上で、一般論、平均像を対象にしたものだけ

ではなくて、いろいろなマーケティングなどの本を見ましても、やはりターゲットをき

ちっと意識して、どこに対してはどういうことを訴えていくかということが大事だとい

うのは十分意識しておりますし、そのようにしたいと思います。 

 それから、女性の社会進出というのは、これは当然、進めていくべきことであります。

社会参画というのは、むしろそれを前提として、社会の流れの中で、その中でいかに望

ましい食生活を実現していくかということですから、そうしたことを前提とした上での

効果的な訴え方、施策というものを十分認識して参りたいと思います。 

 １つの例で、思いつきで申し上げますと、コンビニエンスストア、これは単独世帯の

増加ということで、そこで食材を買う、あるいは食料を買うということが非常に多くな

っておりますけれども、例えば陳列といいますか、棚のところに色でもつけて、この色

とこの色とこの色を取って買えば、バランスが取れた食料購入になるというような、そ

ういう実践論といいますか、具体的な行動に結びつくようなメッセージを出していくと

いうことでないと、抽象論をいくら言っても、なかなか難しいかと思います。アンケー

トに答えることと実際に行動していることとが違うというのも実態のようであります。

そういった点も踏まえて、効果的な施策を進めていきたいと思っております。  

○生源寺部会長  増田委員、よろしゅうございますか。 

 それでは、どうぞ、西山委員。  



○西山臨時委員  今回の台風で相当被害が出まして、資料を事前に十分吟味もできま

せんので、若干的外れの意見が出るかと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思

っております。 

 今、北海道が、今日のテーマである食生活の現状、食育の推進ということに関わって、

消費者と生産者が地域で直結をして、やはりこれからの食の安全・安心というものをど

う取り組んでいくか。それから、食育というのはまさに家庭での食育、学校での食育と

いうことでございますので、まさに今議論しなければならないのは、地域でこれをどう

取り組んでいくかということが一番重要ではないかなと思っております。 

 今、私ども北海道では、食育それから食の安全・安心ということで、道として条例の

作成を進めております。この条例は、今年度中に議会提案をいたしまして制定するとい

うことで準備を進めておりまして、法的な解釈の問題まで進めてきております。作業的

にはそういうところまで来ております。中身は、食の安全・安心を確保するという施策

の基本方針とか、あるいはクリーン農業、北海道ではもう 10年以上クリーン農業を進

めております。それから、さらに有機農業の推進、それをするための生産現場への施策

の支援。 

 それから、私もこれまで申し上げてきました、この安全・安心な食品を生産するため

の環境の保全。１つは海域あるいは河川、湖沼、家畜排せつ物、それから硝酸性窒素の

問題。こういうものの環境保全の問題。それから、もう１つは、道民、消費者から信頼

される認証表示という、そういう北海道ならではのものをきちっと位置づけしようとい

う、そういう項目があります。 

 それからもう１つが、消費者と生産者の相互理解をどう促進していくかという、その

中に食育の推進、そして地産地消の推進。それから、地域の食資源を生かしたビジネス

の創出といったことを、地域が、つまり北海道が市町村と一緒にどうしていくかという、

そういう条例を今検討しております。膨大な条例でございますので、道の組織も、道庁

の内部の組織も、それに合わせて今組織替えというような議論もされております。 

 ここで言いたいのは、こういう取り組みを進めるに当たって、やはり具体的な施策が

極めて重要になってくるというふうに思っています。今回、三位一体改革の中で、農水



省では統合補助金制度ということで、地域の取り組みにできるだけ使い勝手がいい、そ

ういう自由裁量の、地域に自主的に使っていただくという制度をつくっていただいてお

ります。ぜひ我々も、今申し上げたような条例を地域でつくりまして、そして道がやる、

あるいは市町村がやる、あるいはもっと地元がやるという、そういう役割分担をして、

17年度以降、どういうことを持ち上げていくかということが、具体的な内容となって

まいりますので、ぜひ先ほど申し上げた、農水省として初めての統合補助金制度という

この仕組みを、私ども実質的な取り組みに対して、使い勝手の良いというふうに理解し

ておりますので、そういうご配慮というか、今後の問題でございますけれども、よろし

くお願いしたいということでございます。 

 以上でございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。 

 それでは、秋岡委員、どうぞ。  

○秋岡専門委員  私も４つほどお話をさせていただきたいんですが、１つはこの自給

率という言葉なんですけれども、確かにカロリーベースとか金額ベースとか、いろんな

表示の仕方がありますけれども、何を表すための数字かということをやはり考えてみる

と、何か今この食料自給率ということで、たぶん日本の国民の皆さんがイメージしてい

ることが、ある人は先ほど村田委員がおっしゃったように、自分の生活と日本の農業の

関わりという意味で見るんだったら金額ベースがいいかなと思う方もいらっしゃれば、

ある方はやはり食料安全保障という観点で、いざというときに日本人が生き延びていけ

るかという視点でこの数字を見たいという方もいらっしゃるでしょうし、そうするとこ

の食料自給率という言葉をもうちょっと、何のためにはこの率、というのをもうちょっ

とわかるようにこれからは示していったほうがいいのかなという気がします。 

 食料安全保障については、ちょっと前までは戦争リスクのようなものを考えがちだっ

たんですけれども、今年のように台風がどんどん来たり、気象も不安定になると、極端

な場合には世界中不作になるのではないかとか、そういう懸念というのも何となく心配

に思っていらっしゃる方というのもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、今回



の資料で、いざというときに、どういうシステムで国が食料の流通を統制していくかと

いうような法律がどうあるというのをお示しいただいたんですけれども、もうちょっと

具体的に、例えばカロリーベースで食料自給率が４割だとすると、もう完全に外からは

何も入ってこないとなったときに、その４割のものというのはどういうふうに日本人に

配分されるのか。例えば、育ち盛りの子供と病気の人には、基本的にはなるべく普段ど

おりのものを供給してというのが前提ですとなると、それ以外の人は腹４分目という

か、これカロリーなのでお腹持ちとは関係ないんですけれども、もっとそれ以下のもの

になっていきますよね。 

 というようなことを、具体的に日本人の一人一人が考えたときに、ではいざというと

きの食料自給率は米で必ず日本人が食べられるようなものをしておいてもらうのが一

番いいとか、あるいは栄養素とかカロリーとか腹持ちとかいろんなものがありますけれ

ども、いざというときには、何が自分達のところに、今までどおりとは行かなくても、

ある程度の間行き渡るようにつくっておいてもらうのが一番いいんだという、国民のコ

ンセンサスみたいなものをつくって、そこから逆に立ち上がっていって、食料自給率を

どう考えるのかみたいなことがあってもいいのかなという気がします。 

 だから、そのときに、例えば国民のコンセンサスというか、いざというときにこれが

あればいいんだというのは、例えばオリンピックのときでも、柔道の選手とか卓球の選

手が選手会場に持っていったのはみんなおにぎりだったと言われていますよね。そうす

ると、やはり栄養の問題もありますけれども、カロリーとかいろんなことがあるんです

けれども、日本人がいざというときに頑張れる食べ物は何なんだということを、やはり

気力というのが何か大事なことなので、そういうようなことから、日本人みんなでこの

問題は考えていくべきことかなというのが１つ目です。 

 ２つ目は、これがよく載っているんですけれども、例えば他の先進国と比べて、日本

は国土における何とかとか、自給率が何とかという表があるんですけれども、それが何

の意味があるのかがあまりよくわからなくて、他の先進国と比べて、だから何なのかな

というのが、ちょっといまひとつよくわからないんですね。ですから、例えば海外と比

べるのであれば、日本の主要輸入国というんですか、日本が買ってきている国における



農業の事情がどうであるとか、そういうことだとわかるんですけれども、他の先進国と

比べて日本の農業構造が困難ですと言われても、産業は農業だけではないわけで、例え

ばヨーロッパであればＥＵという形のつながりがあるとか、みんな条件が違うのに、日

本だけこんなに駄目なんですよという数字は、先進国、大体よく先進国かアジアの中で

はという括りで資料が出てくるのが普通なんですけれども、それがどう国民に対して説

得力があるのかというのが、ちょっと２つ目はよくわからなかった。 

 それから、３つ目は、立花委員がおっしゃいましたけれども、やはり何か最近人口減

尐時代の何々経済という本がすごく売れてきたりもしていますので、このあたり人口減

尐時代で消費も減るけれども労働力も減る。しかも、日本の周辺諸国で言えば、中国な

んかもすごい尐子高齢化が起こってきているとか、例えば韓国、シンガポールなんて日

本以上に尐子高齢化ですごい尐子化の率が進んでいるとかという中で、アジアの安全保

障だとかいろんなものを考えたときに、この人口減尐というのを、やはりもうちょっと

インパクトを持って考えたほうがいいのかなと。 

 ４つ目は、最後なんですけれども、確かに今、安全・安心とか健康というのはよく言

われるんですけれども、この資料を見ていると、例えば子供があまりご飯を食べないで

行く子がかなりいるとかということを考えると、表面的なたぶん新聞だとかテレビによ

く出てくる安心・安全ブームの高まりでとか健康志向が高まってというのと、日本人の

生活実態は惨たんたるもので、その辺のギャップが実はものすごくあるのではないか。 

 そのあたりを、もうちょっと実態を見ていかないと、食育を普及させるときに、日本

人全体で安心・安全にすごく関心があって健康志向が高いんですよという前提でやって

いて、本当に大丈夫なのかなという気がすごくしました。それによっては、もしかした

ら 100人日本人がいたときに、もっと安心・安全に関心を持った人とか、すごいレベ

ルでそれをしようと思っている人が 20人いるかもしれないけれども、もしかしたら 80

人の人は、ブームとしては知っているけれども、実は全然関係なく生活をしているとい

うような人達だとしたら、立てる政策というのも当然違ってくるでしょうし、場合によ

っては即効力という点では、何でも日本人平等に教育するというのはもしかしたら無理

で、もうある程度の年齢の人達はちょっと対象外にして、もうこの際、さっき増田さん



がおっしゃったように、若い人と小学生に、とにかくその教育に注入できるパワーとお

金は集中しましょうとなるのかもしれないし、その辺メリハリをつけていかないと、た

ぶん何年経っても効果はなかったというふうになってしまうのかなというような感想

を持ちました。 

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 その他、いかがでしょうか。それでは安髙委員、その次に森本委員、よろしくお願い

します。  

○安髙委員  食育について、先日ある流通業界の役員の方がこうおっしゃっていたん

ですね。正月売れるからということで店を開けるようになったら、世間から正月がなく

なってしまったと。そういう意味からすると、食育というのか、これはどう捉えればい

いのだろう。食育も含めてですね。だから、外食産業もどうあるべきなのかというとこ

ろを、農業で決めていいのかどうか。国としてどうあるべきか、そこから入るべきか。

あるいは、そこを操作していいのかという部分もあるのかなと思って、難しいなと思っ

ております。 

 それから、食料自給率ですが、目標を定めなければならないと書いてあるんですが、

私は食料自給率というのがいまいちピンと来ないんです。食料自給率を上げなければい

けないと言われても、はっきり言って、農家にとっては関係のないこと、どうでもいい

ことなんです。普段農業している、農業経営している中で、食料自給率というのは頭の

中に浮かんでこないものだと思っています。消費者がお店で買うときも、たぶん頭に浮

かんでこないものなのではないのかなと。 

 そういう中で、食料自給率なんですが、自給が必要だ、これは私もわかるんです。安

定供給も必要だというのはわかるんです。ただ、食料自給率というのを目標にしていい

のかなと。目標にすべきは、自給できる仕組み、安定供給できる体制、これをつくるこ

とが目的、目標なのであって、ある意味食料自給率という数値を使うとするならば、そ

ういう政策が機能していたかどうかという検証に使う物差しであるべきであって、目標



とすると、その目標を達成するために、ひょっとするといびつな政策を打つということ

になるのかもしれない。そういう部分から、食料自給率というのは、扱い方は気をつけ

なければいけないのではないか。 

 それと、食料自給率の変化を見ておりますと、食料自給率が低下してきたこの背景を

見ておりますと、やはり食生活の変化によって食料自給率が低下してきたのかなと。実

際日本は需給調整しているわけですから、単純にカロリーから言うと、供給力があるの

に発揮していないということですから、食生活の変化によって食料自給率が下がってき

た。ではなぜなんだろうと考えたときに、農業が食生活の変化に対忚してこなかった。

なぜ食生活の変化に対忚してこなかったかなと考えましたら、日本農業の根幹であると

ころの米というものが食糧管理法で縛られてきた。農家もまた今もその意識下である。

変化に対忚できない仕組みであった。なのに食生活は変化してきた。だったら、その制

度の持つ責任が重いのではないのか。となると、農政が、農業政策が介入するときに、

担い手への重点化、例えばいろんなあれがありますが、介入していきますと、またその

変化に対忚できないような形をつくるのではないか。これからも食生活は変化していく

と思いますので、それに農業が対忚しなければならない。自由度が高ければ農業の責任

ですが、農政が自由度を低くしていれば、自由度を低くした者側の責任なのかなと。 

 自給率というものをキーワードに、私は意見を聞きながら、資料を見ながらそういう

ふうに考えましたので、意見として申し上げておきます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 それでは、森本委員、どうぞ。  

○森本専門委員  意見とお願いになると思います。 

 私は前から言っているんですけれども、土地利用型農業というのはいろんな形の中

で、集落営農とか、あるいは産地づくりビジョンとかでも、十分に考えられているんで

す。ただ現場で見ていますと、今度台風 16号、18号という２つの台風が九州を襲った。

そのときに、ハウスが倒壊したり、中身が全滅した人が相当いるんです。その人達の話

を聞いたときに、もうおれはこれ以上この施設にお金をかけることはできないから、も



う百姓は辞めようかと思う、結果的にそういう人が多いです。共済である程度見てはい

ただけると思いますけれども、また改めて施設をつくって、やるというような、そうい

う年代の人がもうだんだんいなくなってくる。 

 私は、食料自給率から見たときに、野菜というのはカロリーベースから見れば、あま

り貢献できない。しかし、農家を見ていると、このまま施設園芸をやる若くて元気のい

い奴が出てこないのか、そういう状況に今追い込まれているのではないかと思っていま

す。だから、本当に笑い話ではないですね。台風 16号が来るということで、施設を守

るために、１回ビニールを張り替えた。ただ、意外と思ったほど激しくなかった。また

台風が出てきて、またビニールを張った。今度はどうかなと思ったら、18号でハウス

全体が倒壊してしまった。だから、そういうふうな、本当に笑い話にならないような、

現実的に大変な労力を使いながら、その労力が裏目に出て、もうやる気がなくなってし

まったというようなこともある。 

 食料自給率から考えていくと、本当にそういったところを、施設園芸あたりにももう

尐し目を向けていかないと、これから先 10年後には、土地利用型農業をやっている農

家はいっぱいいるけれども、施設園芸をやっている農家は誰もいなくなったと。そうい

う時代がおそらく来るのではないかなというふうな危惧を持っておりますので、この場

でそういったお願いで、食料自給率の中でそういった部分を考えていただきながら進め

ていっていただければと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 そろそろ最初に申し上げました時間に近づいておりますけれども、いかがでございま

しょうか。 

 それでは、八木会長、ご発言願います。  

○八木会長  ３点ほど申し上げたいと思います。 

 １つは、これは質問になるかもしれませんけれども、世代別の食料消費の動きみたい

なものについて、もしご検討しているのであれば、次回にでも参考にいただければと思

います。例えば、現在 40代の人が、10年前の 30代のときの食生活と現在と、変わっ



ているか変わっていないのか。あるいは、今後 10年間経ったときに、40代の人々の食

生活が 50代になったときに変わるのかどうか、あるいは同じなのかどうか。その辺の

ところを知りたいと思います。特に、先ほど人口減の話が出ましたけれども、当然高齢

世代の方が大きく減ることになるわけですので、そうした世代的な動きを見たときにど

うなるのかについて、教えていただけるとありがたいと思います。 

 それから、不測の事態への対忚でありますけれども、この資料の 17ページに食事の

メニュー例が載っておりますが、おそらくこれを見たときに、ほとんどの日本人が愕然

とするのではないかと思います。あるテレビの番組で、タレントの方が、これ１回で全

部、３食全部食べられるというようなことをおっしゃっておりましたけれども、そうい

うことになる前の対策として、レベル０のところの対策が非常に重要なことになるんだ

と思います。そのあたりに対する、国民の方が安心できるような、ある程度具体的な対

策をもう尐し出されたらいいかと思います。 

 とは言え、レベル１とか２のときに、増産とかあるいは生産転換の話が出てくるわけ

ですけれども、これはむしろ生産者側の方からいただいている意見ですけれども、そん

なこといわれても労力的に無理だというような、そういう話がかなりあります。現実的

に今精一杯つくっていて、さらにつくれというのは無理だし、果たして生産転換をする

にしても、生産資材は確保されるにしても、ノウハウとか技術とか、また特に労力的な

ところでもとても対忚できないのではないかという危惧をしておりますので、その辺に

ついても尐しご検討いただければと思っています。 

 それから、食育についてはまさに国民的な大きな課題であると思いますが、いろいろ

具体的な対策は出されておりますが、やはり食品関係業界の方の協力、特に食の外部化

が進んでいる中で、食品関係業界の協力が絶対的に必要なのではないかと思います。こ

れはビジネスとの兹ね合いもありますので、難しい面もあると思うんですけれども、先

進的な事例を尐し敷衍化するような形で、ぜひ具体的に進めていただきたいと思いま

す。 

 以上です。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 



 村田委員、どうぞ。  

○村田専門委員  安髙委員に刺激されて、一言言わせていただきたいんです。 

 考え方はほとんど同じなんですが、先ほど食料自給率というのは、消費者による採点

簿なので生産者側の努力が必要だと言いました。安髙さんが言ったように、農業生産側

の関心がなかったということはあるんですけれども、そうなった背景に食管法、ないし

は食管法がなくなっても、その意識がまだ生産者に残っていることをご指摘されまし

た。 

 やはり農政にあるんですね。依然として農政というのは、水田偏重政策で、農村整備

事業と言ったって、やはり水田に比重がおかれているんですね。でも、お米は余ってい

るわけですね。あと一口食べてくれれば食料自給率が１％上がるという、非常に切ない

説明がありました。僕も食べてほしいなと思うし、僕も食べたいと思っていますが、で

も無理に食べさせるわけにいかない。食育を進めるとか米の消費拡大というのは、もっ

とやらなくてはいけないとは思うんですけれども、それには限界がある。あるいは期待

できないとするならば、これまで農政を転換しなければいけなかったのではないか。つ

まり、水田にえさ米をつくるとかですね。それから、里山が荒れているというならば、

山地酪農を推進するとか、それから忘れられていますけれども、草地というのが今まで

失われているわけですね。草です。東北地方は昔は軍馬の生産ということがあったせい

か、非常にたくさんの草地があったそうですけれども、今はそれは自然遷移で雑木林と

いうか、林になってしまったという。そういうところを、また草地を造成し整備を進め

る。そのことによって粗飼料を自給する。 

 粗飼料を輸入しているなんて、恥ずかしいことではないかと思うんですね。日本国内

には、草資源はたくさんあるわけなので、それを活用していないのが実態なんですね。

粗飼料だとか稲わらを輸入しているなんていうのは、僕は本当に恥ずべきことだと思い

ます。農業政策の品格が問われていると思うんですけれども、稲わらを捨てて輸入する

とか、草がこれだけたくさんありながら放っておくというのは、やはりこれはまずい。

もっと水田をえさの生産に活用する。それから粗飼料をたくさん使わせるように、例え

ば、酪農生産においては２頭飼うんだったら１ヘクタールの放牧地を用意しておくいう



規制をつくるとか。そうすると、都市酪農ができなくなってしまうんですけれども、か

つてのように肉骨粉を与えて舎飼いをして、絞るだけ絞って捨ててしまうというよう

な、そういう品格のない農業というのはなかったと思うんですね。すぐにやれとは言わ

ないけれども、やはり自給率向上というなら、農業生産者の努力も必要だけれども、農

政が水田依存型から脱却して、えさをもっとつくることにもっと本格的に取り組むべき

ではないかと思います。  

○生源寺部会長  どうぞ、森本委員。  

○森本専門委員  飼料用の稲、あれはいいです。本当に日本に合っていると思います。

やはりそれは、畜産のほうからも、すごく飼料としていいというふうな話を聞きます。

だから、私も実際つくってはいないんですけれども、それは考えるべき、日本にとって

は将来的には一番希望の持てる作目かもしれません。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。 

 時間が参ったわけでございますけれども、他に何か特別ご発言になりたいというこ

と、ございますでしょうか。もしなければ、この食料自給率の問題につきましては、今

日ずいぶんいろいろなご指摘をいただいたわけでございまして、これで論議を終わると

いうことにはならないわけでございます。当然のことながら、自給率目標の設定につい

ての考え方を、この企画部会としてもまとめていくわけでございますけれども、その他、

今後の検討のプロセスにおきまして、今日いろいろいただきましたご指摘について、そ

れぞれの政策課題に絡めて議論すべき点と、ある程度まとまった形で議論する必要があ

る点もあるいはあろうかと思いますので、そのあたりは事務局とも尐し詰めながら、今

後の議論を効率的に進めてまいりたいと、こう思います。 

 次の会議でございますけれども、これは冒頭ご提案申し上げましたとおり、担い手・

農地制度についての議論を行います。10月１日金曜日の午後２時から、場所は今回と

同じこの講堂でございますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。 



――了―― 

 


