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東北大学法学部 経済産業行政論演習

食料安全保障ワ クショップ食料安全保障ワークショップ
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報告目次報告目次

＜第１部＞

• 日本ＳＨＯＣＫ！フェアについて日本ＳＨＯＣＫ！フェアについて

＜第２部＞

• これからの展開と課題• これからの展開と課題
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第１部：日本ＳＨＯCK！フェアについて
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企画の発端企画の発端

初 「安全保障 が• 当初→「安全保障問題」がテーマ

• しかし、具体的なプロジェクトに落とし込めず、
挫折挫折。

• そんな時、ふと目にした報道。そこに書いて
あ たのはあったのは・・・
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食料安全保障問題の存在食料安全保障問題の存在

・日本の食料自給率の継続的低下

昭和４０年度：７３％→平成１８年度：３９％ (カロリ昭和４０年度：７３％→平成１８年度：３９％ (カロリー

ベース)

世界の食料輸出国での不作現象・世界の食料輸出国での不作現象

例：オーストラリアでの２年連続の大干ばつ(2006-例：オ ストラリアでの２年連続の大干ばつ(2006
2007年)

・増え続ける世界の穀物需要・増え続ける世界の穀物需要

例：バイオエタノール人気によるトウモロコシ価格
5

気
の上昇、中国の食料輸入国化(2005~)など



研究テーマ：食料安全保障研究テーマ：食料安全保障
• 食料安全保障問題に興味がわいて、調査開食料安 保障問題 興味 わ 、調 開
始。

• 「国内農業生産のみで2,020kcal を供給する
場合の１日の食事のメニ 例」を見て衝撃場合の１日の食事のメニュー例」を見て衝撃
を受ける。

• １年後、１０年後、その先の食生活は一体どう年後、 ０年後、その先の食生活は 体どう
なってしまうのか？

6→食料安全保障を研究テーマで扱うことに！
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食料自給率の低下の原因は何か？

食料自給率の

食料自給率の低下の原因は何か？

食料自給率の
継続的低下

相互作用関係

海外への食料依
国民の食嗜好の

多様化
存の進行
＝合理的な

生産コスト削減

国民レベルでの
問題意識の欠如

国内の農地の制約
(面積・気候・適作性)

国民への周知不足
自給率３９％の
実感のなさ

10食料安全保障WS仮説モデル



大事なのは・・・大事なのは・・・
• 日本国内での食料自給率が100％にできれば、それに
越したことはない。

• しかし、農産物輸出国と我が国との間では埋めがたい生、農産物輸出国 我 国 間

産条件格差が存在、国際競争力が相対的に弱い農
産物が多く存在する これが自給率にも影響を与えて産物が多く存在する。これが自給率にも影響を与えて
いる。

人口(2005) 農地(2005) 自給率人口(2005) 農地(2005) 自給率

日 約１．３億人 約 469万ha     39％(2006)( )
米 約３．０億人 約3,7971万ha 128％(2003)
米 ２ ３倍 ８０ ９倍 ３ ３倍

11
米/日 ２．３倍 ８０．９倍 ３．３倍



食料 安定的供給• 国民への食料の安定的供給

＝食料安全保障

＝農林水産省の任務(農林水産省設置法第3条)
が何より大切が何より大切。

• 長期的には食料自給率の上昇に取り組みながら、
海外からの安定的な食料輸入ル トの確保に努め海外からの安定的な食料輸入ルートの確保に努め、
食料輸入がストップした際のリスク分析を行った上
で両者のバランスを取ることが大切 現在 自給で両者のバランスを取ることが大切。→現在、自給

率の継続的低下傾向によってそのバランスが崩れ
つつあるのではないか？
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つつあるのではないか？



しかし・・・しかし・・・

「飽食• 「飽食」と言われるこの時代、本当に自給率３９％
は問題と言えるのか？

• 海外からの安定的な食料輸入体制を確保すれば良海 安定 食料輸 体制を確保す 良
いだけの話では？

• 好きな時に、好きなだけ食べ物が手に
入るのに 危ないと言われても実感が持入るのに、危ないと言われても実感が持
てない！
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それならば・・・それならば・・・

①実際に 日本 食料自給率 を①実際に、日本の食料自給率３９％を

〝体感〟してもらおう！体感〟してもらおう！

②そうすれば、食料安全保障問題につい
き と何らか 問題意識を持 くて、きっと何らかの問題意識を持ってく

れるはず！

③学生が核となる次のアクションにつなが
るきっかけを提供しよう！るきっかけを提供しよう！

14日本ＳＨＯＣＫ！フェアの開催



日本SHOCK！フェア日本SHOCK！フェア
• 農林水産省が例示している国内のみで自給農林水産省が例示している国内のみで自給
が可能なメニューの例に基づき、忠実に再現。

大学生協と協議し 朝昼夕各３０食 ２日間で• 大学生協と協議し、朝昼夕各３０食、２日間で
１８０食を提供することに。
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②フェア実現までの道のり②フェア実現までの道のり

企画が固まったのは １２月２４日頃。企画が固まったのは、１２月２４日頃。

・東北大学生協の佐藤マネージャーに相談。

・農林水産省へ早速相談・農林水産省へ早速相談。

・宮城県へも相談。

・東北大学の広報課へも働きかけ。
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すると・・・すると・・・

• 農林水産省より、１２月２７日付けでプレスリ
リース！

宮城県から１月４日付で名義後援の許可• 宮城県から１月４日付で名義後援の許可。

• 宮城県庁記者クラブへも、プレスリリース。
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産経 が農 産省 プ• 産経新聞が農林水産省のプレスリリースに反応！

→１月３日付、４日付の朝刊＠全国紙面にて掲載！

山形・長野・千葉・東京・新潟・大阪・京都・広島・熊
本 佐賀 方から問 合わ本・佐賀の方から問い合わせ。
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デ• メディアも次々に反応！

• 東北農政局の方がフェアを視察に来ることが決
定！定！

→当日は、農林水産省本省からも関係者の方にお
越し頂きました！越し頂きました！
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学生への広報活動学生への広報活動

ビラを１６００枚作成ビラを１６００枚作成

１４００枚→学生に配布

２００枚 予備２００枚→予備

ポスターも３０枚作成、東北大学の

全部局に掲示！
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そこでそこで、

• 日本ＳＨＯＣＫ！フェアでの目標を設定！

①ビラ１０００枚以上絶対配布！①ビラ１０００枚以上絶対配布！

②１００／１８０食以上を売り切る！
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③フェア本番③フェア本番

まず 映像をご覧くださ• まずは、映像をご覧ください。

出典：出典：

１月１５日・１６日ＴＢＣ東北放送

イブ グ よりイブニングニュースＴＢＣより
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果たして成果は？果たして成果は？

• 日本ＳＨＯＣＫ！フェアでの目標を設定！

ビラ１０００枚以上絶対配布！→達成

１００／１８０食以上を売り切る！→達成
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④報道して頂いた機関(報道日順)④報 頂 機関( )
１月３日

産経新聞(全国総合紙面)産経新聞(全国総合紙面)
１月４日

産経新聞(産経抄コラム)
ニッポン放送(ラジオ)ッポン放送(ラジオ)
１月８日

日本農業新聞(東北紙面)日本農業新聞(東北紙面)
１月１０日

K-MIX静岡エフエム放送

東北大学公式ＨＰ掲載！
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東北大学公式 掲載

東北大学生協ＨＰ掲載！



１月１５日１月１５日

ＴＢＣ東北放送(ラジオ)
ＴＢＣ東北放送(テレビ)
１月１６日月

毎日新聞

(全国社会・宮城紙面)(全国社会・宮城紙面)
河北新報(東北紙面)
日本農業新聞(全国１面)
産経新聞(宮城紙面)
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産経新聞(宮城紙面)



１月１６日

ＴＢＣ東北放送(テレビ)
仙台放送仙台放送

東日本放送

ミヤギテレビミヤギテレビ

１月１７日

読売新聞(宮城紙面)読売新聞(宮城紙面)
朝日新聞(宮城紙面)
北海道新聞(掲載日不明)北海道新聞(掲載日不明)
週刊プレイボーイ(集英社)
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1月28日号特集記事掲載



１月２２日

東京ＦＭ(７７．１)東京ＦＭ(７７．１)
朝の「sky」という

報道番組内で生出演報道番組内で生出演

１月２５日

フリージャーナリスト古谷
氏

2月6日
文教速報(官庁通信社)掲

3月
NHKラジオ(全国)予定

( )
載

２月１２日

NHKラジオ(全国)予定

4月２月１２日

関西テレビ(関西地区)
２月１５日

全国大学生協連

会報誌掲載予定
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２月１５日

NHK仙台放送局

会報誌掲載予定



⑤学生へのアンケート結果⑤学生へのアンケート結果

質問項目：

①日本産の食材を意識して購入しているか？①日本産の食材を意識して購入しているか？

②これからも継続的に食べていけることができ
るか？るか？

③この食事メニューを通して、日本の食料自給③この食事メ ュ を通して、日本の食料自給
率の低さを問題と感じたか？

サンプル数 53名(無作為抽出)/総数117名サンプル数：53名(無作為抽出)/総数117名
(一般の消費者を含む)

28≒回収率４５．３％



①日本産の食材を意識して購入しているか？①日本産の食材を意識して購入しているか？

ＹＥＳ 24 ＮＯ 28ＹＥＳ 24                                                 ＮＯ 28

日本産の食材を意識するか？本産 食材を意識する

46% ＹＥＳ46%

54%

ＹＥＳ

ＮＯ
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②いざという時は このメニューを継続的に食べていけるか？②いざという時は、このメニューを継続的に食べていけるか？

ＹＥＳ １５ ＮＯ ３６

このメニューを継続的に食べていけるか？このメニューを継続的に食べていけるか？

29%

71%

30
ＹＥＳ ＮＯ



このメニューを通して、日本の食料
自給率の低さは問題だと思うか？

ＹＥＳ ４５ ＮＯ ８
このメニューを通して、日本の食料自給率の低さは問題だと思うか？

15%

85%

ＹＥＳ ＮＯ
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⑥学生からの反響⑥学生からの反響

問題だと思う 45人の中より問題だと思う：45人の中より

• 飽食の時代にこれを経験するのはいいこと。

• 問題だとは思うが、個人で何ができるのか

分からない。

• 興味・関心が深まった。

• 普通に嫌だ。普通に嫌だ。

• 食べることで危機意識が増した。

• これほどひどいとは思っていなかった• これほどひどいとは思っていなかった。

• 安全な食品の安定した供給が問題であると思う。

今の日本が食料自給率を上げられるとは思わない
32

• 今の日本が食料自給率を上げられるとは思わない。



問題だと思わない：8人の中より

• 外交面で解決(食料の安定的な輸入相手の外交面で解決(食料の安定的な輸入相手の
開拓)すれば良い。

このメ が食べられるなら問題はない• このメニューが食べられるなら問題はない。

• まだ問題なのか分からない。まだ問題なのか分からない。

33



第２部：これからの展開と課題
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フェア終了後のフォローフェア終了後のフォロー

ず• まずは、協力頂いた関係先にお礼。

東北大学生協様東北大学生協様

宮城県農林水産部様宮城県農林水産部様

東北農政局様
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一方 波及効果は全国各地へ一方、波及効果は全国各地へ。

• 熊本の市議会議員１５日夜に視察！• 熊本の市議会議員１５日夜に視察！

• 千葉の主婦で作る団体の女性の方葉 婦 体
より問合せ

などなど
36

などなど。



②残された課題②残された課題

• 他にも様々な方から問い合わせ。

• しかし、自分たちとしても、何かこの、自分 、何
フェアの効果を持続させたり、波及さ
せる取り組みを残していかなければせる取り組みを残していかなければ
ばらないのではないか？ばらないのではないか？
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そこで・・・そこで・・・

私たちは提案します！私たちは提案します！

①「日本ＳＨＯCK！メニュー」を様々な場で作っ
たり 食べ みようたり、食べてみよう！

②「食す‐ＪＡＰAN」キャンペーン！

③他の大学生協食堂でも日本ＳＨＯCK!フ アを③他の大学生協食堂でも日本ＳＨＯCK!フェアを
開催して頂けるように呼びかけ。
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①日本ＳＨＯＣＫ！メニューを体感してみよう！①日本ＳＨＯＣＫ！メニューを体感してみよう！

(１)各自治体などでの展開(教育現場等)
(小中学校・食育との連携も視野に)

→仙台市教育委員会健康教育課と実現に向けて交渉中。

(２)福田総理大臣にも(２)福田総理大臣にも

メニューを食べて頂く！メニュ を食べて頂く！
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②食す JAPAN運動②食す‐JAPAN運動

国産をもう 品どうですか• 国産をもう１品どうですか？

• 宮城県、東北農政局へ出向いた際にも提言
をさせて頂きましたをさせて頂きました。

宮城県 場合に• 宮城県の場合について

• 宮城県のHPに掲載！
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③他の大学生協などへの波及③他の大学生協などへの波及

• 大学生協の活動交流誌『UNIVCOOP』に• 大学生協の活動交流誌『UNIVCOOP』に、
「日本SCOCK!（食）フェア」の内容と様子を掲
載予定載予定。

→この記事中において、全国の大学生協に対

して 同様な取り組みが広まるように呼びかして、同様な取り組みが広まるように呼びか
けていきます。
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③最後に③最後に

• プロジェクト・ゴール(東北大の学生に 食料安• プロジェクト・ゴール(東北大の学生に、食料安
全保障問題への関心を持ってもらう)は無事に
達成！達成！

• 最終ゴール(日本中の国民が食料安全保障問題に関心を

持ち、問題意識を多くの人が共有し、日本の１年後、１０年後、
１００年後？のあるべき食料供給体制の姿を皆で議論し、

自給と輸入による食料の安定的供給の自給と輸入による食料の安定的供給の
均衡が取れた姿へと変えていく！)につ均衡 取 姿 変 )
いては、今回の取組で着実に前進。今後の
展開にご期待ください！

42

展開にご期待ください！



ご清聴ありがとうございました！
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