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農商工連携研究会（平成 20 年度第３回）―議事録 

 

日時： 平成 21 年 2 月 3 日（火）16:00 から 18:00 

場所： 経済産業省本館 17 階第 1・第 2 共用会議室 

 

議事 

１．委員からのプレゼンテーション 

２．意見交換 

 

出席者 

門間座長、飯野委員、上杉委員、大澤委員、尾﨑委員（田中代理）、木内委員、小

林委員、紺野委員（山中代理）、高島委員、竹田委員（恵本代理）、皆川委員、山

本委員 
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○熊谷地域経済産業政策課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第３回農商

工連携研究会を開催いたします。本日の議事に入らせていただきたいと思います。 門間座

長、よろしくお願いいたします。 

 

（１）委員等からのプレゼンテーション 

 

○山本委員 まず、 初にパルシステムについての御紹介です。 

 

 

 

 

 パルシステムは１都６県の生協の事業連合といいまして、生協と申しましても幾つか独立

の事業体になっております。その中で私どもは、例えば東京でございますと、コープ東京と

いった大きな生協がございますが、その生協とは一味違いまして、私どもはパルシステム東

京という組織がございます。そのように関東の中ではほぼ中堅――１位の生協というよりも

中堅生協ですね。この生協の連合体としてつくられております。この生協は主に商品カタロ

グを統一いたしまして、１つの生協として商品事業を行うというふうになっております。 

 現在加入登録が 110 万世帯。実際に毎週カタログを発行しておりまして、そのカタログか

ら翌週注文する方が毎週 67 万世帯から注文があります。これはテストの答案用紙のようなＯ

ＣＲカードがございまして、これを提出しないと注文はゼロになる。忘れないで注文してい

る人がほぼ平均 67 万世帯になっております。 

 2007 年度――４月から３月の事業年度ですけれども、組合員の供給価格で合計したものが

1871 億円でございまして、前年比で６％の伸びになっております。 

 １人当たり利用高の年間平均しました週１回のいわゆる客単価ですね、私どもは組合員の
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供給高と表現いたしますが、これが 5974 円。6000 円をちょっと割るぐらいの金額になって

おります。 

 特徴は、３つの商品案内を発行しております。インターネットの登録者も 27 万人。インタ

ーネットの実利用者は少なくて、そのうち 12 万人が利用しておりまして、インターネットだ

けだと 388 億円という実績になっております。インターネットの場合は１人当たり利用高が

高くて、6782 円というふうになっております。 

 お手元の資料にエリアがついております。関東の中では栃木県が唯一エリアの中に入って

いなくて、そのかわりに静岡県と福島県が入っております。 

 今回の農商工連携の中で一番重要なポイントの１つだと私が考えているものは、商品、食

品の安全性の問題があるのではないかと思っております。食品の安全性は原料調達から消費

までの一貫性を持たないと安全性が担保できないと思っておりまして、食べ物づくりの連携、

このことが農商工連携での１つのポイントかなと思います。これまで食べ物づくりに関しま

しては、いわゆる消費者主権論、消費者のお金を出して、そのことによる自由競争によって、

よりいいものが提供されるのだという考え方がございましたが、私どもはそうは考えていな

い。むしろ消費者が参加して、ともに生産のリスクを認識するということが重要だと思って

おります。 

 商品管理に関しましては、例えば検査だとか管理を評価していくという考え方がございま

すが、これは明らかに限界があって、検査というのは当然サンプリング検査しかできません

ので、全商品検査というのはあり得ない。そういう意味ではむしろ生産する工程を共有する

ということが安全に対する担保になるという考え方を持っております。 

 それから、もう１つ、これは私どもの考え方で、いわゆる産直についての考え方のポイン

トなのですが、生産者が進化する。生産者が減農薬、減化学栽培から有機栽培へと進化する。

ということは、同時に消費者側もそれを理解する消費者が誕生していく。つまり相互学び合

い、相互育成、この考え方を持たないと、生産者のほうがたとえ有機栽培をやっても、それ

が価格の下落を起こし、生産意欲を失う。逆に消費者側も低価格に走ることによって、生産

がますます遠のいて見えなくなっていく。そのことによって逆に食のリスクが高まる。食の

リスクの高まりというのは、提供者側の安全性の保護だけではだめで、食べる側のリスク認

識が伴っていく。よく小さい子供がけがをしないように包丁を持たせないとか、あるいはス

トーブのそばに行かせないということが逆に子供たちのリスク管理の能力を奪う。そういっ

た考え方ですね。 

 日本の農業を発展させる産直、そして食育。これは一体のものとなって進めないとだめな

のではないか。それを生協、パルシステムが担っていきたいと思っております。 
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 商品政策の基本は、ややもすると、生協が大きくなっていくと、スーパー、量販店に近づ

いていってしまう。こういうことが起こるわけですけれども、改めて私どもは、暮らし課題

解決をする商品・情報・サービスの提供をする協同組合であるという考え方をもう１回確認

したいと思っております。 

 テーマについても、やはり組合員の主体的参加・参画、このことが商品政策においては

も重視されなければいけないというふうに考えております。 

 そのためには３つの媒体がございまして、この３つの媒体の意味は、「ＹＵＭＹＵＭ（ヤ

ムヤム）」というのは、初めての赤ちゃんというコンセプトでございます。命や食に対する

関心というのは、30 前後で結婚して、子供ができる、赤ちゃんを妊娠する。その瞬間から命

や食に対する関心が極めて強くなる。そこに情報提供していく。 

 それから、「Ｋｉｎａｒｉ（きなり）」という紙面がございます。この「Ｋｉｎａｒｉ（き

なり）」は、逆に子育て終了層になっております。子育てを終了するにつれて、特にお母さ

ん方が子供に食べさせるという食事スタイルから変わって、自分のために、あるいは大人た

ちのためにつくるというふうに変わる。このことが食材の提供に変化をもたらすというふう

に考えております。例えば同じタマネギを提供するにしても、「ＹＵＭＹＵＭ（ヤムヤム）」

の場合は、皮のむき方から保存の仕方といった料理の基本を情報の中心に置く。「Ｋｉｎａ

ｒｉ（きなり）」の場合は逆に赤タマネギだとか、密度の高いこだわりの情報を強化してい

く。したがって、同じタマネギや同じジャガイモにしても提供する情報と使い方が変わって

くるというふうに考えています。 

 それから、生産者と組合員をつなぐという意味で、産地へ行こうと。だれでもこれに参加

することができるというグリーンツーリズムの考え方に基づいた交流企画を展開しておりま

す。 

 それから、媒体、商品案内自体を食育そのものというふうにとらえまして、例えばこだわ

りの「だし」シリーズですね。煮干しといったものをＰＢ化しております。通常煮干しなど

というものは一般の量販店等ではいわば死に筋、余り売れないものになっていくわけですね。

ＡＢＣ分析によると死に筋になっていく。ところが、私どもの場合は煮干しを購入していた

だける組合員は も高いロイヤルティーを持った組合員だと。実際に分析してみると、煮干

しを買う組合員の１人当たり利用高は極めて高いという傾向がございます。したがって、一

般的な商品の売れ筋、死に筋で商品選択をしていくと誤ってしまう。逆に「だし」の勧め、

味覚を育てる、そういった組合員同士が学び合うような情報を提供していくということが重

要だと思います。 

 それは具体的には例えば味噌づくりだとか、梅干しづくりだとか、こういう手づくりシリ
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ーズというものを提案して実践しております。梅干しについては品評会等を開催しておりま

す。みそづくりは子供たちと一緒にみそをつくる、我が家の手づくりみそということですね。

これは京都大学の伏木先生などによると、子供が育っていく過程で家庭のおみその香りが、

いわば動物でいうと、餌付けのように既存意識を高めていく。子育てに重要な役割を果たす。

そういった考えから、我が家の味を手づくりしようというシリーズでやっております。 

 また、お米の包材等にもこだわっておりまして、このように生き物を育てるという提案を

しております。 

 さらに、具体的に田んぼの生き物観察をやっておりまして、全農と一緒に生物多様性農業

支援センターというＮＰＯをつくりまして、今、全国各地で生き物の調査を子供たちも含ん

でやっております。この結果は、例えばゲンゴロウだとか、あるいはイトミミズの数だとか、

これを有機栽培の田んぼと慣行と特別栽培の田んぼを比べて、実際にそれを確認する。その

ことによって消費者が安全なお米を手に入れるためには、田んぼ自体の土づくりから変わっ

ていくということを実感していくという効果をもたらしています。 

 さらに、生産者側にとっては、例えば田んぼのあぜで除草剤を使わないあぜと除草剤を使

ったあぜの植生が違う、植物の種類が違うということを目の当たりに確認しまして、本当に

こういった違いがあるのかというのを改めて、机上ではなくて、実感するという場になって

おります。そういった取り組みを情報として濃く伝えていくということがポイントです。 

 さらに、これは公開確認委員会というのですけれども、公開確認委員会は、産地側のプレ

ゼンテーションと、さまざまな産地の記録記帳、これの確認を行っております。組合員の代

表だけではなくて、農業改良普及所の方や農業試験場の方等も入っていただいて、かなり専

門的な監査を行うと同時に、組合員に対しては生産者の思いを語るという形での交流事業に

もなっているということです。 

 それから、商品開発へ組合員が参加する。これは食料・農業政策という政策を持っており

まして、我々生協は農業について深くかかわるという立場で臨むという考え方です。 

 ５つのテーマがありまして、１つは、産直の成功モデルをつくりたい。 

 ２つ目には、交流を事業として継続的に取り組みたい。 

 ３つ目には、有機栽培レベルの「フード商品」を拡大していきたい。 

 ４は、食品残渣の飼料化と堆肥化、資源循環型の提案。 

 それから、食のあり方、食育の提案といった骨格になっております。 

 これはその中の１つのモデルなのですけれども、新潟県のＪＡささかみ、新潟県の笹神村

で基本協定を結んだシーンです。３者の協定になっておりまして、ＪＡと笹神村と私ども、

３者で協定を結びしました。この後、笹神村は阿賀野市に合併しておりまして、現在阿賀野
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市とこの協定をそのまま継続して取り組んでおります。そのほかに、その後、新潟の地元の

新潟総合生協、あるいは阿賀野市の観光協会や旅館組合等が参加をして、広い協議会となっ

ています。 

 ちょっと細かいのですけれども、この基本協定の精神は、安全な食料農産物の物流、環境

保全としての農業の推進、都市と農村の人的交流など、運動と事業を一層推進するために基

本協定を締結するというふうになっております。 

 この協定をそのまま具現化していくために、このもとに協議会が持たれておりまして、協

議会は年２回役員会を持つという形で、実際にそれが進捗しているかどうかを点検、チェッ

クするといったＰＤＣＡを回す仕組みをつくり上げてきています。 

 なお、産直事業の推移でございますが、1978 年から始まって、もう既に 30 年を超えて積

み上げてきています。その間にはいろんなことがありましたけれども、それを一つ一つ問題

解決しながら積み上げてきております。 

 2002 年、協議会の協定を設立して以降、株式会社ささかみというものを共同出資で設立し

まして、そのもとに産直交流拠点を建設しました。その産直交流拠点の１つが豆腐工場です。

もう１つが交流のためのペンション「ぽっぽ五頭」でございます。現在豆腐工場には 21 名、

ペンション「ぽっぽ五頭」には６名従業員が働いておりまして、計 27 名の雇用を創出してお

ります。豆腐工場の規模は、2007 年度で２億 9000 万ですので、約３億、「ぽっぽ五頭」が

3500 万、経常利益が 3060 万の実績になっております。 

 このささかみの設立の意味なのですけれども、協定だけではどうしても農商工連携に一歩

踏み込んでいけない。株式会社をつくることによって、１つは、私もその取締役に参画して

おります。社長はＪＡの清水組合長になっておりまして、ほかに私どものプライベートブラ

ンドをつくっていた豆腐工場の社長さん、共生食品の三澤社長さんが取締役に入っています。

それは技術提供をするということで、技術開発と消費者側の代表と、それから生産側が共同

で株式会社をつくって運営をする。この取締役に入って運営してみると、やはり農業会計的

な発想と、豆腐工場の技術的なレベル、消費者側のニーズ、これが具体的にどうずれが起き

てくるのかというのがはっきりわかってきます。 

 例えば 初の豆腐の開発のときの技術は、地元の豆腐が一番おいしいという話でございま

した。そこで私どもから幾つかの豆腐を持ち込んで、市の役員の方、ＪＡの役員の方に目隠

しで食べていただいて、評価をしていただきました。結果的には私どものＰＢが一番おいし

いと、ほぼ全員一致で、ふたをあけたらそういうふうになっておりまして、そこから技術指

導をやっていただくというにお願いをしております。 

 そういったいわば経営的な、技術的な問題、品質管理の技術指導、それから商品の生産量
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と販売の戦略ですね。この辺について会社の中でいろいろ議論して、現在も次の投資の準備

をしているという状況です。 

 そのこともあって 近さまざまな賞をいただいておりますが、特にささかみについては、

日本農業賞の「食の架け橋」賞を設立した第１回の大賞をいただくことができました。 

 それから、現在我々パルシステムは地域コミュニティビジネスを応援するということで、

広域関東経済圏地域ビジネス協議会に加入しておりまして、そこで意見交換をさせていただ

きながら、地域を豊かにする、活性化させる。その中間機能を生協が担いたいと考えており

まして、今セカンドリーグという名前で、もう１つの生協事業、あるいはもう１つの人生に

おける活動、あるいはお金や経済行為ではない、もう１つの生き方という意味でセカンドと

いう名前をつけて、今活動を広げています。この中では特にＮＰＯの方たちの地域における

役割というのは非常に高くて、そのＮＰＯと連携して、農業と都市の交流をＮＰＯに業務委

託するといったようなことも進めてきています。 

 これからのパルシステムは、生きること、食べることの復権、食育運動、こういったもの

を強めていきたいというふうに思っております。 

 後に、「100 万人の食づくり」というキャンペーンをやっておりまして、これは昨年か

らお米を食べようというのを真ん中にしております。日本の食の自給率を高めるためにはお

米を食べる。お米は食育の中心であって、日本型食生活一汁二菜、これを全組合員で取り組

んでいく、全職員で取り組んでいくという取り組みを進めておりまして、おかげさまで米は

非常に手がたく米の供給を伸ばしているという実績でございます。以上です。 

 

○門間座長 どうもありがとうございました。 

 

パルシステムの基本的な理念からきちんと説き起こしていただいて、生産者と消費者がお互

いに進化する仕組みをどのように構築されたか。また，その仕組みをＪＡささかみで着実に

実践して，地域で農産物の生産から加工，そして販売を実現するとともに，その農産物の付
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加価値を高める仕組みをさらに高度なものにして進化する姿を描き出している報告だと思い

ます。特に報告の中で，理念がどのようにお互いに浸透していったのか，そのプロセスは非

常に興味深いものです。その点については，論議のときにお話しいただければと思います。 

では続きまして、次に高島屋の飯野委員から報告をお願いいたします。 

 

○飯野委員 お手元の資料を見ながら、「農商工連携と百貨店について」ということで、高

島屋の飯野から説明させていただきます。 

 

 お手元の資料をベースに説明させていただきたいと思います。Ａ４のシートがあるかと思

いますが、プラスＡ３のシートを後でお配りされているかと思いますので、あわせてひとつ

よろしくお願いいたします。 

 今回この研究会の中で百貨店としてどういうことが対応できるのか、大変に苦慮しながら

考えたわけですが、やはり農業の現場と、あるいは消費者との接点、ちょうど中間に百貨店

があるというようなことで、できることであれば百貨店の中で、消費者に、お客様に評判の

いい商品、あるいはイベント、あるいは売り上げ的に大分売れている商品、あるいは今後百

貨店として力を入れていきたい部分、こういったところを中心に説明をさせていただきたい

と思っております。 

 いろいろと資料を後で見たのですが、誤字脱字も大分あるということで、これについては

ちょっとお許しをいただければと思っております。 

 まず２ページでございますが、これはここ１年ほどの食品業界の動向というようなことで

まとめさせていただきました。食品偽装ですとか、食品の中に化学物質が入っていたとか、

危機案件が続いた１年だったのかなというようなことでいろいろまとめておりますので、後

でまた見ていただければと思います。 

 ３ページ目ですが、百貨店の売り上げと傾向値というところでございます。百貨店は御存

じのように大変に売り上げ状況が悪いというようなことでございますが、百貨店協会の発表
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の数字が別紙といいますか、後ろのほうの資料に出ておりますので、あわせて見ていただけ

ればと思っております。 

 ここでは１月から８月までの昨年度の数字を拾っております。きのうの新聞等々では 12

月、あるいはこの１月の売り上げは残念ながら前年比２けた前後のダウンというようなこと

が出ておりましたが、衣料品、あるいは輸入品等々の特選品関係が大変に悪いというような

ことで、売り上げ的には苦戦をしている。 

 そういった中で食品関係の売り上げにつきましては前年比プラスで推移している。善戦を

している。そういうふうに思っております。 

 そういう中で生鮮品の売り上げにつきましては、１月から８月までで３％弱の推移という

ことで、善戦、順調に推移している。その中で野菜・果物につきましては 5.6％の伸びがあ

ったというようなことで、これにつきましては好調に推移している。鮮魚関係は残念ながら

前年割れというようなことです。 

 したがいまして、果物・野菜の伸びにつきましては、大変に順調だ。今後も、美容・健康

時代といいますか、こういうものを背景に伸びるだろうと。あるいはお肉、あるいは鮮魚関

係の絶対額と比べますとまだまだ低い水準というようなことで、これまた今後も伸びるだろ

うというようなことで、表現は一番下で見えていないのですが、百貨店での野菜・果物につ

きましては、追い風だと、そういうような理解を我々としてはしております。 

 次のページ以降ですが、今、百貨店での人気のイベントですとか、あるいは売れている商

材等々について具体的に記載しております。 

 まず食品関係の催しということでございます。百貨店の売り上げが大変苦戦をしていると

いうことでございますが、物産展関係につきましては大変に人気があって、業績もいいとい

うようなことです。特に全国各百貨店が今集客装置、シャワー効果が上がるというようなこ

とで、各物産展の本数をふやしているのが現状かと思います。 

 ちなみに、当社も昨年度 20 店舗で 167 本の物産展を開催しました。売り上げにつきまして

は 20％近い伸びで終息したというようなことです。 

 一番人気の高い物産催しは、「北海道展」というようなことで、横浜の高島屋では 14 日間

で５億弱の数字が上がっています。２番目がバレンタイン関係の「アムールドショコラ」、

３番目が「グルメの為の「味百選」」、こういった順位になっているわけでございますが、

「北海道展」の売り上げベストスリーを見てみますと、米飯関係、これに人気が集中してい

るのかなと。それとスイーツ関係というようなことで、それぞれ 2000 万から 1300 万ほどの

売り上げがこの２週間で計上されているというようなことです。 

 「グルメの為の「味百選」」というのは、全国の老舗の味ですとか、あるいは素材ですと
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か、つくり方にこだわった味の一品といいますか、そういう集合体の催しでございます。こ

れも大変に売れているというようなことで、一番手が「和三盆」、打ち菓子になるわけです

が、これが 1000 万から売れている。人形町の「玉ひで」が同じく 1000 万。こういった形で

ございます。 

 それと「北海道展」が大変に人気ということなのですが、あわせまして「九州展」もこれ

また大変に順調だというようなことでございます。 

 そのほか大型の物産催しとしましては、山形、岩手、宮崎展等があるのかなと。単県催し

としましては、右側に青森、石川、滋賀等々数多くの催しを開催しているというようなこと

でございます。 

 この物産催しの中で人気のお店というのは、ほとんどが固定客が確保できる。したがいま

して、 近旅行、観光ブームというようなことが言われているわけでございますが、それぞ

れの地域のお店に必ずいろいろな固定客の方がお伺いをするというようなことで、循環型的

に相乗効果が出ているというようなことでございます。いずれにしましても地方のいろいろ

な名店にとりましては、大型物産催しにつきましては大変に大きなビジネスチャンスがある。

そういうふうに我々は理解をしております。 

 一番下のほうに、各都道府県が補助金を出すというようなことも若干記載しておりますが、

商品の輸送費ですとか、あるいは交通費、宿泊代等々で協賛金を出すところがふえている。

ただ、メーカーさんによっては、補助金をいただけるというようなことで、観光気分で来る

ところも若干あります。やはりそういうお店につきましてはなかなか数字が上がらない。む

しろこの機会にそれぞれの地域の商品のよさを正しく表現する。お客様に一生懸命伝えてい

く。そういうところについては確実に数字が上がっているのかなというふうに思っておりま

す。 

 次の５ページでございますが、野菜が主役というようなことでまとめてみました。売り上

げ的にも野菜・果物が順調だというような話をさせていただいたのですが、健康・美容時代

というものを背景に野菜中心の店舗が今ふえつつあるというようなことで、一番左側には野

菜中心のフルコースレストランというものを記載しております。従来レストラン関係のメイ

ン料理はお肉か魚ということだったわけですが、今はすべてが野菜、メイン料理も野菜とい

うようなお店がふえつつある。フランスでも日本でもそういうお店がふえつつある。 

 ２番目は、中目黒にある「ポタジェ」というベジタブルスイーツのお店でございますが、

やはり野菜中心にスイーツ関係を仕上げている。大変に人気のあるお店でございます。 

 ３番目は、トマト専門店。従来の、例えばフレッシュトマトであれば野菜の売り場、スイ

ーツであれば洋菓子、ジュース関係、ジャム関係であればグローサリーというのが一般的な
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流れであったわけですが、こだわりトマトという１つの切り口の中で売り場、店舗をつくっ

ている。渋谷にあるお店でございますが、大変に評判がいいというようなことで、時代が変

わったのかなと。カテゴリー別の専門店から、単品の専門店に時代が変わりつつある。そう

いうような認識をしております。 

 次の中元ギフト、お歳暮ギフトというところでございますが、野菜・果物のギフトが今い

ろいろな意味でクローズアップされている。下には「塩トマト」というようなことで、有明

海の沿岸といいますか、塩分の強い土地でつくられた塩気のあるトマトが好評を得た。次が

種子島の「安納芋」。一番右側が高知県の「山下農園」の野菜。こういったものが今いろい

ろな意味でクローズアップされています。 

 やはり食の安全ですとか、安心ですとか、環境保全への意識、そういった中で顔の見える

野菜ギフトというものが売れているというようなこと。お客様の声としましては、いただい

た方は、依頼主さんが自分たちの健康のことを考えながらこういったギフトを贈っていただ

いたのかなというようなことで、大変に感謝の声がある。あるいは自家需としても売れてい

る。 

 したがいまして、我々としましては、今後もさらに伝統野菜ですとか、こだわり野菜です

とか、こういったものを強化していきたいと思っております。 

 次に、おせちでございますが、おせちにつきましては、料亭の味ですとか、ホテル、レス

トランの味が中心なわけですが、お正月ぐらいはぜいたくをしたいとか、ゆっくり時間を楽

しみたい。そういったニーズ等々の中で、この 10 年来確実に数字が伸びているわけでござい

ますが、ちょっと数字を拾ってみましたら、ちょうど当社で 15 万台売れていました。２万円

強の平均単価でございますので、約 30 億からの売り上げになる。 

 そういった中で、昨年、素材にこだわったギフトというようなものをつくってみました。

当初どのぐらい売れるのか予測がつかないというようなことで、６万円のおせちを 200 台限

定でつくったわけですが、３日ほどで完売をしてしまったというようなことでございます。

例えばカモ肉であれば、石川県の大聖寺の坂網猟法のカモ肉を使う。カラスミも長崎県では

なく、天草のカラスミを使う。一つ一つのこだわりの積み上げでおせちをつくったというよ

うなことでございます。やはり発想の転換によって新しいビジネスが生まれてくる。そうい

うような理解をしております。 

 次のページでございますが、福袋というようなことで、これはことしの福袋でございます

が、大変に人気のあったものを２つ掲載しました。 

 １つは、体験型の福袋ということで、これは滋賀県の田植えから収穫まで、あるいは子供

さんともどもこれに参加するというような企画でございます。 終的にはこのお米を月２回
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ですから、12 回、６カ月間にわたってお届けするというような企画でございましたが、体験

型の福袋が大変好評でございました。やはり農業への関心というものは大変に高いものがあ

るなというふうに思っております。 

 その下が宮崎県の福袋でございます。これはテレビ、新聞等々でもいろいろと話題になり

まして、６万 5000 名からの応募があったというようなことでございます。１万 1290 円の福

袋でしたが、大変に反響が大きかったというようなことでございます。 

 次のページでございますが、これは農業高校、あるいは水産高校とタイアップする。ある

いは全国 24 の大学と連携をしながら、百貨店で 終的な商品を販売していただくというよう

なことでございます。 

 従来、農業、あるいは水産高校というのはそれぞれの商品を栽培するとか、あるいは飼育

をするというものが中心だったわけですが、今回それぞれの原材料を加工する、そして 終

的には販売までしてもらうというような企画を立てまして、やはり生徒さん、学生さんも店

頭で消費者の生の声を聞くということによって、大変に栽培、あるいは加工に対して自信で

すとか、励みにつながるというようなことでございます。今、後継者問題がいろいろな意味

でクローズアップされているわけでございますが、後継者を育てるという意味でも大変重要

なことなのかなと思っております。これは焼津水産高校のウナギの部分です。下は播磨高校

のお米の栽培です。これをことしの中元ギフトで展開をする。あるいは一番下は、「大学は

おいしい」というようなことで、24 の大学に参加していただきまして、学生さんがつくった

商品を販売するというような企画でございます。これは新宿の店で開催しておりますが、こ

れも大変に好評でした。若い学生さんも食品に対して関心が高いというようなことをつくづ

く感じているわけでございます。 

 次に、地産地消ということで、これは埼玉県とタイアップした内容でございます。生産者、

お米ですとか、養豚養鶏の生産者、あるいはしょうゆメーカー、あるいは洋菓子、和菓子の

メーカーさん、生産者と行政、それとパブリシティー。お客さんにも、消費者にも、商品開

発に参加していただいた。結果としては大変に売り上げ的にも入店客数的にもよかったとい

うようなことで、やはり今の消費者は大変に地元に関心が高い。地元のものを買いたい、消

化をしたいというようなニーズがあるのかなと。できることであれば高島屋各店でこういっ

た部分については今後展開ができればと、そういうふうに思っております。 

 次のページは、食の安全・安心への取り組みというようなことで、いろいろな食品の取り

扱いしておりますので、人材を育成していきたいというような思いの中で、いろいろと各社

員にライセンスを取得してもらうというような働きかけをしております。そういった中で、

この１月から百貨店協会が中心となりまして、百貨店食品安全アドバイザーというものを設
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置しましたので、ちょっと御紹介をしておきます。 

 11 番目につきましては環境への取り組みというようなことで、百貨店は後発という部分も

あるわけですが、引き続き環境への取り組みをしていきたい。 

 次のページには、情報収集・発信のための各種イベント・展示会というようなことで、フ

ーデックスジャパンを大々的に取り上げております。後から配りましたシートをちょっと見

ていただけるとよろしいかと思いますが、このフーデックスジャパンには、ちょうど去年で

すと、2400 社が参加した。入場、来場客数といいますか、9600 名の方が４日間で来た。外国

の方も、海外からも 8600 名の方が来たというようなことです。特に今回 09 年度につきまし

ては、カテゴリー別にゾーン展開をするというようなことで、前年とは大分変わった展開に

なるのかなと思います。特にこちらのシートにも出ていますように、野菜・果物に強化した

展開をする。あるいは右下にあります「全国食品博」というようなことで、全国の一品を一

堂に集めた展開をするというようなことですので、ぜひ機会がありましたら幕張のほうまで

お願いしたいと思っております。 

 一番下に「地域経済活性化のために各種イベント・展示会での情報発信・収集は不可欠」

だというようなまとめをしておりますが、いろいろなイベントがたくさんあります。我々百

貨店の人間もそうですが、生産者の方もいろいろな情報を把握する。そういった中から新し

い取り組み、そういったものが大変重要だというようなことで、あえて記載させていただき

ました。 

 時間がちょっと経過しておりますが、 後のまとめというようなことで、日本の農業は追

い風だと。農業現場は宝の山だというようなまとめをしております。新しい発想の転換で、

新しい大きなビジネスが生まれてくるというふうに我々は思っているわけでございます。百

貨店の中での商品展開、これが大きなビジネスチャンスにつながると思っております。やは

り豊富な媒体ですとかパブリシティーを持っている。固定客もいる。あるいは長年培ってき

た集客力、信用力等々もある。今、百貨店の３要素としましては、良質なサービスですとか、

快適な店舗環境ですとか、商品、こういったものがあるわけですが、特に商品の部分につい

てはいろいろな提案の場がある、販売促進の場があるというようなことで、こういった場を

今後も活用していただければと思っております。 

 ただ、いろいろな地方のメーカーさんと話をしていますと、なかなか新商品の開発が難し

いとか、販売方法がわからない。やはりそういった意味では一緒になって考える。こういっ

たことも大変重要なのかと。あるいは状況によっては開発から販売促進までコーディネータ

ーといいますか、専門家の助言、そういったものも重要だと思っております。 

 そういった積み上げの中から農業の復権といいますか、地域経済の活性化というものにつ
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ながっていく。やはり地方は農業が基幹産業というような時代をつくらないといけない。そ

ういうような思いの中でまとめてきました。以上でございます。 

 

○門間座長 どうもありがとうございました。 

 我々も百貨店の実情というのはよくわからないのですが，物産展でこんなに売り上げが上

がるものだとは知りませんでした。また，物産展に行くお客様が固定客がおおいという事実

は意外な感じを受けました。それと、百貨店の中でも野菜、フルーツ、食料品に追い風が吹

いて人気商品になっているのも驚きでした。農業体験型の福袋の発売といった新たな工夫，

大学、高等学校で生産した商品の取り扱い，地産地消との取り組みの支援など、実に様々な

ことに百貨店がチャレンジされているという報告であったかと思います。 

 

○門間座長 それでは、これから自由討議を進めていきたいと思います。 

 初にパルシステムの山本さんの報告についての質問をお受けしたいと思います。 

 

○小林委員 質問させていただきます。 

 

プレゼンテーション、ありがとうございました。 

 ２点ほどお伺いしたかったのですが、１つは、パワーポイントの２ページ目で、加入登録

110 万、実際の利用者が 67 万、６割ぐらいの利用率ということでありますけれども、例えば

生鮮品などで非常に売れる人気の商品がありまして、一斉に注文がきた。結局受注生産に近

いようなものだと思いますが、商業工業品ですとある程度在庫調整ができると思うんですけ

れど、生鮮品にとってはなかなか難しいところがございますね。その辺の契約農家を含めた

ところの供給側の支援体制といいますか、供給体制といいますか、そういうものをぜひ教え

ていただきたいと思います。 

 それともう１点、これは営利を追求してということで株式会社ささかみを設立されて、当
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然株式会社組織ですから利益を求めて設立されていらっしゃるのですが、まず１つ、お豆腐

の工場とペンションというのはどういう関係でコラボされたのかということが１つと、当然

特色を持たれるということでペンションもつくられたと思うんですけれども、この売りはど

こに置かれたのか、その辺をちょっと教えていただきたいと思います。 

 

○門間座長 初の注文が殺到した場合の対応ですね。 

 

○山本委員 まずさっき言いましたように週間単位になっていまして、必ず締め切りがあり

ます。例えば通常よく言われるきょう注文したら、すぐあした届けるとか、あさって届ける

というふうになぜやらないかというと、１つは週間で締め切りを持って、ある意味では組合

員のところで週間化していただく。そうすると供給のぶれが非常に少なくなるんです。ぶれ

が多い、予測できないというのは、初めて取り扱う商品とか、あるいは 初の立ち上げとの

きの、例えばミカンだとか、はしりのときの商品の数というのは予測しにくいんですね。こ

れが少しぶれることがある。でも、ほとんど葉物などについては基本的には大体数量予測を、

そうですね、１割から２割ぐらいのぶれしかありません。それと、供給体制のところが、例

えば葉物だと、１産地だけではなくて、何産地かでグルービングしていまして、例えば葉物

の場合は近郊産地の葉物部会というのがありまして、そこで供給状況とか作付け状況につい

て、毎月定例的に会議を開いてその進捗点検をやるという形で点検をしていくというふうに

フォローしています。 

 したがって、野菜関係でも代替というのがあるのですけれども、全く欠品を出さないで代

替。代替率は３％切っていますね。 

 

○門間座長 予測をしながらきちんとした対応をするという仕組みを構築しているというこ

とですね。 

 

○山本委員 そうです。 

 

○門間座長 ちなみに、関係する生産者はどのくらいの数いるのですか。 

 

○山本委員 それぞれの産地の生産団体として登録しているのが約 200 強ですね。この生産

団体は大小ありますので、小さいところから大きいところまで。そのもとにいる生産者とい

うのはたしか 2000 人ぐらいだったと思います。これは全部データベースをつくっていまして、
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全部登録しています。生産者一人一人、それから圃場も一つ一つ、かなり膨大なデータベー

スをつくっています。 

 

○門間座長 豆腐とペンションの関係は，どのようになっているかという質問にも回答をお

願いします。 

 

○山本委員 先ほど申しましたように、まず食と農の提携の協議会をつくって、その協議会

で方針をつくっています。その方針は商品開発と交流というのが２本柱になっています。そ

の商品開発というのは、 初はまずお米があるのですけれど、お米の特栽有機、その米をど

のように売っていくか、つくる過程。一律ではなくて。それとあわせて転作大豆をどう使う

かというふうにやっていく中で豆腐工場の問題が出て、ＪＡのほうから出たのですけれど、

豆腐工場をつくりたいと。当然豆腐工場は一緒につくろうと。それ以外に例えばもちの供給

だとか、あるいはマイタケの供給とか、いろいろやっているんですね。そこで豆腐工場に関

しては共同管理をするというふうにして組み立てている。これは産直品の開発。 

 一方で、交流を進める。交流を進める場合は交流の拠点が必要なので、「ぽっぽ五頭」と

いうのは、実は競売に出されていた物件をＪＡが買ってほしいということで、私どもが買っ

て修理をして使っているという構造になっています。交流をすることによって、ささかみの

ファンができるんですね。ファンができることによって、ささかみを冠した商品というのは

非常に安定的に供給、販売されるという関係になっています。 

 

○大澤委員  

 

１つ教えていただきたいのですが、２ページの初めのところで、2007 年度の事業高 1871

億円とありまして、対前年比 106.2％と御紹介いただいたのですが、これは生協全体の事業

高というんでしょうか、それについてはその位置づけといいますか、どんなものになるので
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しょうか。 

 

○山本委員 日本の生協は３兆円を超えていますので、３兆 5000 億ぐらいやっているのです

かね。そのうちの、うちが 1871 億円ですから、そういう意味ではたいしたことはないという

か。 

 

○大澤委員 三兆数千億の中も恐らく対前年比というのがあると思いますが、その中で 106.2

という数字はどういう位置づけになるのかと思いまして。 

○山本委員 多分一番伸びていると思います。伸びているほうの、一番ではないと思います

けれど、伸びているほうの上位に位置づくと思います。 

 

○大澤委員 その理由というか、どんなふうにお考えになっていらっしゃるのでしょうか。 

 

○山本委員 かなり積極的に加入のお勧めをやっておりまして、例えばテレビコマーシャル

などもいち早く取り入れて、パルシステムというブランド戦略を展開しています。そういう

意味では組合員さんに加入していただくという活動をかなり積極的にやっていますので、そ

れが１つの大きなベースかなと。もう１つは、口コミでかなり広がっていくということがあ

るかと思います。 

 

○大澤委員 今日いろいろ御紹介いただいたこういうさまざまなコンテンツといいますか、

取り組みが 106.2 という数字になっているというふうに理解してよろしいのでしょうか。 

 

○山本委員 ベースはそうだと思いますが、生協のいわゆる売り上げというか、供給高の伸

びというのは、組合員さんの加入によって成立しているので、単にこういった努力が１人当

たりを高めて上がっていったというよりも、むしろ外延的に人数がふえて伸びているという

ことだと思います。 

 

○高島委員 消費者の方と農家さんとかメーカーさんとつなげられていて、大変先進的でお

もしろい取り組みで非常に勉強になりました。 
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 具体的な中で、当社もふだん結構悩んでいることなのですが、青果物についての消費者ニ

ーズをいかに生産者にフィードバックしていくかというところで、特に青果物の味について

なかなか数値化できないであるとか、人それぞれであるとか、生産者が自分の味に誇りを持

っていて、言うことを聞いてくれないとか、わかってくれるのだけれど、なかなかそれの反

映までやれないとか、いろんな悩みを持ちながら当社もやっているのですが、青果物のニー

ズについてどのようなフィードバックをされているかについて、可能な範囲で教えていただ

ければと思います。 

 

○山本委員 毎週のように組合員さんからさまざまな声が寄せられています。それは電子メ

ールというよりも、我々の場合は紙でいろいろ寄せられる。それはお褒めの言葉もあれば、

あるいはクレームもあるということで、それをそのまま生産者のほうに返していく。生産者

はそのことによってストレートに声が伝わるということですね。特に葉物などについては年

１回必ず生産者と一緒に合宿をやりまして、その中でおいしかったという声については表彰

するというか、組合員代表が表彰するというか、そういう形で、要するにフィードバックさ

せるということが一番大きいかなと思います。 

 

○高島委員 当社も表彰制度をやっていて、農家・オブ・ザ・イヤーというのをやっていま

す。 

 もう１点、今の関連で、何で葉物というのがすごい気になったかというと、当社はどっち

かというと、お客さんの声が多いのは、果物とかトマトみたいなもので、そういうものをよ

くやっているのですが、葉物は全然できていません。そういうのはどうするのでしょうか。 

 

○山本委員 葉物が一番傷みやすいということで、しかも我々の場合、葉物はかなり点数も
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多いので、そこが一番。もちろん葉物以外の根菜類も全部やっているのですけれども、今紹

介したのは葉物類です。 

 

○高島委員 わかりました。 

 

○上杉委員 本当にパルシステムさんのプレゼンテーションはすばらしくて、私は感激して

しまったのですけれども、このシステムを構成されるまで、運営されるというのは大きな志

がその背景にあるのだろうと思うんですね。 

 

私どもＧＡＰなど普及しているとき、なかなか生産者とか消費者にその志を伝えるという

ことは非常に難しいですね。今のお話を聞きますと、そう簡単なものではなくて、やっぱり

一歩一歩の積み上げでそうなったというお話なので、やっぱり汗をかかなくてはいかんなと

いうことを改めて思ったのですけれども、それに直接関係あるかないかわかりませんけれど

も、お手元の資料の４ページの「食べ物づくりの連携」という中の「無理のないおいしさと

感動」という言葉が出ておりますけれども、「無理のないおいしさと感動」というところを

もうちょっと詳しく御説明いただくとありがたいと思っております。 

 

○山本委員 例えば特別おいしいリンゴだとかを供給して、それがずっと安定的に供給でき

るかと申しますと、その次に今度普通のものがいったときに、それはクレームになるという

場合があります。ですから、ある種、我々の場合で言うと、下と上を決めていまして、例え

ば糖酸度がどうだとか、品質基準の下と上を決めていて、その範囲になるべくおさめていた

だく。そうすると、裏切られないといいますか。そこがポイントだと思います。 

 

○上杉委員 感動という言葉との関連性はどういうふうに理解したらいいですか。 
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○山本委員 例えば農産物の場合、有機栽培への挑戦というのはもちろん重要で、やってい

るのですけれど、実際に一番よく支持されて、よく利用されるのはむしろ特別栽培なのです。

そういう意味では。だからといって、有機栽培に挑戦しないということはしない。例えばさ

っき言った果実などでもおいしいものをつくろうという努力はとことんやりましょうと。や

るのですけれども、それが余りにもぶれが激しいと逆に利用されにくくなるんですね。です

から、そこの無理をしないというか、すべてを犠牲にしてそこだけ突出していくというより

も、比較的安定してつくり続けていくというほうが我々にとっては非常に重要かなというこ

とです。 

 

○上杉委員 農商工連携のねらいの１つに農家の収益を安定させるというところがあるのだ

ろうと思っているのですけれども、パルさんのすばらしいシステムの中で、農家の方の利点

といいますのは、安定集荷とか、消費者との交流ですか、いろいろとあろうかと思いますけ

れども、農家の収益の向上に具体的にどういう苦労をされておられるか、その点につきまし

て差し支えない範囲で教えていただければと思います。 

 

○山本委員 例えば我々とはまた別のこだわりのグループなどがあって、それは非常に高く

買うという場合がありますね。それと比較したとき、僕らはむしろ価格的に安いのかなと。

だけど、ＪＡというか、市場のように、乱高下して、安いときめちゃくちゃ安くするという

ことはない。ですから、下限と上限がわかっていて、しかも数量はある程度我々の場合は年

間で計画できる。大体年間でお約束して、計画する。恐らく農家経営にとってはそのほうが

読めるのではないかなというふうに私は思っているんですね。 

 だから、ほかのそういった団体からしたときに、パルは安いのではないかという意見はよ

く聞きます。その辺は僕のほうはちょっと苦しいところがあるのですけれども、安定的な、

組合員にきちっと支持を受けるという意味で価格的に中間ぐらいなのかと。この辺は木内さ

んがいらっしゃるので、むしろストレートに露骨な話ができるのではないかと思います。 

 

○門間座長 パルさんの場合は市場価格とは連動させてないのですか。 

 

○山本委員 連動は意識しているのですが、現実問題とすると、注文用紙を作成するのが

終締め切りが大体１カ月ぐらい前なのです。そうすると、我々の今のシステムだと、そもそ

も葉物などの乱高下についていけません。ですから、ほとんどそういう意味では市場がばー
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っと暴騰したときもすごく安くなったり、逆もまたあります。ただ、それがすごく集中して

くるかというと、大体８割ぐらいの人はほとんど市場に関係なく買われるので、ぶれたとし

ても大体２割ぐらいの人。ですから、ぶれ数が非常に少ないと思いますね。ただ、年度の波

で見るとやっぱり波を受けていますから、すごく。受けることは間違いなく受けます。 

○門間座長 木内さん、何か補足意見がありますか。 

 

○木内委員 私、パルシステム生協と総合産直やっていまして、ずっとやっていますから、

その感想ですけれども、山本さんが言うように、他生協に比べて仕入れが平均的に安いのか

というと、それはそう変わりないと思いますね。 

 

 ただ、先ほど説明の中で他生協とパルシステム生協の違いというのは、パルシステム生協

の場合、中堅生協の事業の強化を図ったための連合体からきていますから、そういう意味で

言えば各都道府県の単協というのがまだ事業体として残っているわけですね。その上にパル

システム生協という連合を組んでいますから、これはあくまでも私の感想ですけれども、連

合そのものは商品企画だったたり事業そのものをすべてコーディネートしていますけれど、

単協のほうの事業オペレーションが正直に言うとまだイノベーションされていないのかなと。

だから、問題意識は多分わかっていると思いますので、今進めていることだと思いますけれ

ども、その部分がもしコスト高になっているとすれば、その部分はあるかなという感想は正

直持っています。 

 ただ、野菜全般に関して言いますと、それよりも我々取引している中で言いますと、パル

さんの場合、ぶれないですね、本当に。山本さんが言うように。本当に読めるのかというぐ

らいの数字が、ぶれても１割じゃないですかね。その辺は産地のほうも安定して供給ができ

る。ただ、産地側の我々としては、我々が例えばニンジンをつくっているとすれば、パルさ

んには全体の２割程度だったり、多い品目でも４割程度にとどめて、これは産地が需給調整

するというのも１つのあうんの提携になっているのかなと感じています。 
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○皆川委員 大変すばらしい取り組みだと思います。 

 １つだけ単純なことでお聞きしたいのですが、このレジュメの資料を見させていただいた

のですが、先ほど提携先をグループとおっしゃっていましたが、ＪＡさんが多いんですか。

例えばＪＡささかみですね。 

 

 

○山本委員 ＪＡは比較的少ないです。 

 

○皆川委員 一般にいわゆる地域、地域で有力な担い手と言われている人たちの集団と理解

していいのでしょうか。 

 

○山本委員 さまざまですね。かなりさまざまです。 

 

○皆川委員 というのは、農商工連携のいろいろな事例を見ますと、地域の有力な担い手と

のコラボが農商工連携を成功に導く重要な観点ではないかなと思っているものですから、御

社の取り組みの中で工夫されていることがあればお聞きかせいただきたいと思います。 

 

○山本委員 初、生産者組織は、さっき木内さんが言いましたように、それぞれ都県別に

中堅生協、というか、むしろ弱小生協があって、それぞれがいろんな小さな生産者などと結

びついていた。その上で、我々が規模を拡大していく過程で全農さんや、あるいはＪＡの中

でもかなり大きなところとの提携が始まっていくということがあるのですけれど、我々の場

合は、100％の子会社ですけれど、ジーピーエスという野菜の専門会社と、畜産のほうの専門

会社、パル・ミートといいますが、この２つの大きな専門会社をつくりまして、その専門会



 - 23 - 

社がある種の営農指導といいますか、あるいは経営とまではいいませんけれど、それの相談、

そういうところまでやります。場合によっては資金繰りの問題だとか、そういうようなこと

と、生産者同士の横の連携で、大体年間何回かそういう横の連携の会議があって、生産者同

士がある意味では刺激し合うというか、そこの中にはＪＡで言うと、例えばＪＡヤメのよう

なかなり大きなＪＡが入っていたり、そうかと思うと、本当に１人か２人の生産者がいたり

というふうになっているのですけれど、グルーピングのやり方は大体生産物のグルーピング

と、近郊の場合は近郊産地という地域のグルーピング、それからブロックですね。東北ブロ

ックだとか九州ブロックという形で、産地組織をそういうふうに組織して、割と公開的にい

ろいろ議論する場というのを設けています。だから、相互学習みたいな仕組みとだと思いま

す。 

 

○石黒審議官 プレゼン、どうもありがとうございました。 

 １点、お伺いしたいなと思ったのは、パワーポイントの５ページ目の「こだわり」いうあ

たりの部分なのですけれど、実際に消費者がこだわりというものに対して幾ら払っているの

だろうという質問が１つありまして、先ほど飯野委員のプレゼンの資料の中にありましたけ

れど、西友さんなどは一番安いチラシを持ってきたものを売る。例えばそれとの比較におい

て、山本委員のほうのシステムの中で売られている価格というのは、どのくらい、品目によ

っても違うのでしょうが、どのくらい高く売られているのか、売られていないのか、実際に

は産直だというシステムがゆえに安いのか。それから、これは木内委員にお聞きたほうがい

いのかもしれませんが、逆にこだわりの価格が販売価格にちゃんと転嫁されているのか、さ

れていないのかというあたりですね。今、木内委員からお聞きしていたら、やっぱり需要調

整をしていて、全体を売っているわけではないのだというお話があったので、実際には価格

の反映というのは契約栽培の 初の時点で決めているだけの話であって、必ずしもそんなに

反映されていないのかと思ったのですけれど、その辺のこだわりが価格にどうやって生産者

と消費者のところへ反映されているのか、その辺についてのお考えがあれば教えていただけ

ればと思います。 

 

○山本委員 我々の場合の価格の立て方は慣行と特別栽培と有機、この３段階ではっきり分

けています。有機の農産物が慣行とどのくらい違うのか。こはれ商品によっても違うんです

けれど、大体 1.5 倍まではいかないのですが、つまり２倍というような価格はつけない。1.5

倍ぐらいまで。通常は 1.3 倍ぐらいの価格になっているかと思います。ただし、西友さんと

は比べたことがないですけれど、幾つかのスーパーマーケットとは比べていますが、それほ
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ど高いとは思っていません。米などは逆にこちらのほうが安かったりします。だけども、多

分産地の手取りは我々のほうが向こうのほうにいっているというふうに思います。 

 

○門間座長 木内さんのほうはいかがでしょうか、今の質問について。 

 

○木内委員 私の感覚だと、パルシステム生協の場合には、「ふーど」という特栽、有機栽

培のブランドがあります。確かにそれをどんどん推奨しています。先ほど山本さんが言った

ジーピーエスというところが「ふーど」の作付けを推奨しています。その価格差は、本当に

物によって、例えば「ふーど」でもつくりやすいものというのがあります。例えばサツマイ

モだとか、そういうものは多分２割弱程度だと思うし、ただ、果菜類はなかなかないと思い

ます。葉物類などは 1.3 倍あるいは、1.5 倍になっている。これは季節ごとにあると思います

ね。 

 これは私たちも問題なのですけれども、例えば 98 円のトマトと 198 円のトマトとあったと

きに、消費者の目線で言うと、これは私も何人にも聞いたのですけれども、98 円のトマトを

買っても、うまくいけばおいしいものがある。しかし、198 円のトマトを買っても、もしか

したら外れる。こういう価値観の中にどうしても農産物というのは、天候あるいは、そうい

うのがあるわけですね。だから、味とか、そういうので明確な保証をするとか、担保すると

いうのは、工業製品ではないので、現段階では極めて難しいです。だから、それを環境であ

ったり、取り組みであったり、または農薬を減らした、そういうプレミアムであったりとい

うことで、どうしてもせざるを得ないですね。だから、そこのマーケットというのは、かな

り拡大しているとは言えないと思います。ただ、徐々にそういう意識、大した差がないので

あれば、そちらを買おうというのは消費者に訴えかける生協であったり、そちら側の役割に

ゆだねられているというのが現状だと思います。 

 逆にこれは私、山本さんに質問したかったのですけれども、高島屋さんの資料のほうかな

んですけれども、ネットスーパーというのが出てきていますね。高島屋さんの資料の２ペー

ジなのですが、住友商事がネットスーパー事業に参入すると。サミットと共同で配送センタ

ーと。こういう話になってきて、私も生協の当初のころからいろいろかかわってきて、生協

の 初のイノベーションといいますか、共同購入という、共同で産直で仕入れることによっ

て、より生産者の顔の見えるものを、ある程度安くというか、要はバリューをつける。こう

いう仕組みであったんですね。それが今度共同で４～５人だとなかなか分配が難しくなって、

多分個配という、個人でも生協から物を買えますよというのを初めてやったのがパルさんだ

と思います。それがいろんなところで生協の規模が大きくなったり、便利に活用する人が多



 - 25 - 

くなってきて、いよいよ既存のスーパーマーケットが宅配サービスを始めるということにな

ってくると、これは私の感想なのですけれども、生協のアキレス腱のところには、チルド品、

例えば刺身だとか、こういうものの供給が今ないと思うんですね。ところが、スーパーマー

ケットはそこまでやるのかどうなのかわかりないのですけれど、そうなってくると、どうし

ても生協を利用している組合員の中には届けてくるから便利というアンケートを見ると、か

なりのウエートを占めていると思います。だから、今度は第３のイノベーションというか、

施策というか、そういうのは何か考えられていれば少しお聞かせいただきたいと思います。 

 

○山本委員 今、インターネットの進化というか、どういうふうに生協の事業で進化してい

くかという方向なのですけれど、我々の場合は基本的にさっき言った「暮らし課題解決」と

いふうに定義しているので、むしろ生産と消費をどう結びつけていくか。その場合に、消費

者みずからが相互に学び合って、食育や命を大切にするという方向をインターネット上のほ

うがむしろやりやすいのではないかと思っています。だから、今、味噌づくりだとか、梅干

しづくりだとか、これをインターネットのブログで構築しながらお互いにやり合ったり、グ

ルーピングしたり、子育てサイトも会員ならではやれる情報交換があるんですよね。これは

オープンにしていないのですけれど。例えば同じ月に生まれた人たちが一緒に子育てをして

いく。そういうＳＮＳのグループをつくることができる。これは生協だから信頼して、ある

意味では、親類に相談するかのようにというか、お互いの悩みを話し合う。この辺は物すご

く活発になってきています。 

 だから、そういう意味では我々がいわゆる量販店がやるインターネットの物を売るという

ことと、それはそれでどんどんやっていただければいいし、我々は全くそれとは違う進化の

仕方をしなければいけないのかというふうに今は思っています。 

 だから、できるだけ手づくり方向とか素材型という方向に片や一方で生協というのはしっ

かりやる必要があるかなと。簡単便利で、クリックすればいつでも注文できるという方向に

ついては、むしろそういった専門的なところがやって、すみ分けるというか、私はそういう

ふうに考えています。 

 

○門間座長 よろしいでしょうか。 

 インターネットを活用することによって新しいコミュニティーができていくといいますか、

会員同士の本音に話が聞けたり，食に関する意見地域活性化や商品開発に関するアイディア

など，いろんなノウハウが生まれてくる可能性がありますね。 

 時間が無くなってきましたので，座長から質問させていただきます。実際に山本さんが様々
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な取り組みをされている中で、農商工連携に対して行政等ができるもの、あるいはこういう

ことをもう少しサポートしてほしいとか、問題解決に行政のノウハウを入れてほしいとか、

そういう要望はありませんか。 

 

○山本委員 一番重要だと思っているのはやっぱりソフトの部分で、今まではどちらかとい

うと、田舎へ行くと必ず公民館というか、コミュニティーセンターみたいなもので非常に立

派なものが全部ありますが、ほとんど活用されていないんですね。僕らは交流のときに、さ

さかみで年間 1000 人ぐらいしか送り込まれていないのですけれど、全体で１万 5000 人ぐら

いが交流しています。そのときの 大のネットクは実は交通費と滞在費なのです。そこで今

我々は産直交流やったところは供給高から１％とか３％協議会にプールしておいて、それを

交通費の補助金として出すという形で交流を進化させるというか、いざなうということをず

っとやってきています。ですから、20 代の人や 30 代の人、子供２人持った夫婦が、年間４

回、５回と田舎へ行くためには、一番必要なのは交通費であり、滞在の問題です。このこと

のソフトをきちっと構えると、ささかみあたりで１億もあれば相当の交流ができると思いま

す。ところが、今は何とかトラベルみたいなのが 40 億ぐらいでつくってしまうじゃないです

か。だから、いわば還流させるというか、そこに力を注いでほしいというふうに思います。 

 あと、協議会みたいに議論する場を、ささかみの場合は観光協会も、旅館組合も、商工会

も協議会の中に入っています。そうすると違う立場の人がお互いに議論できます。これは僕

らも勉強になりますし、そういう場を積極的につくって、そのときにだれかキーマンという

か、リーダーシップを発揮する人がいないと多分うまくいかないのかなという気はしていま

す。 

 

○門間座長 協議会の場はどこがリードしているのですか。 

 

○山本委員 我々が仕掛け人だと思います。地元のほうではＪＡの中に頑張り屋さんがいて、

それが引っ張っていくというふうな、双方ですね。それが刺激し合う。 

 

○門間座長 ほかに、質問ありますか。 

 

○平尾次長 ちょっと基礎的な話で申しわけございません。 

 パルシステムさんは今まで 200 ぐらいの生産者団体を対象にして拡大してきていらっしゃ

るのですけれど、我々今まで農商工連携とか、あるいは産直の方々の話を聞くと、常に新し
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い生産者、産地の開拓で苦労されているというふうな話を聞くわけですけれども、パルシス

テムさんの場合はどういう工夫をされているのかというのをちょっと教えていただければと

思います。 

 

○山本委員 昔は苦労するというか、行っても相手にしてくれないとか、結構ありましたけ

れど、ある程度名前が通ってくると、比較的、むしろ向こうからいろいろ声がかかってくる

ので、あとは自分たちも実際にフィールドに調査に入って一つ一つ固めていく。逆に新しい

団体や産地の場合は、今までのパルとのルールみたいな、年間でこうやるんですよとか、記

帳記録して、農薬の管理はこうやるのですとか、そういうことに苦労しますけれど、今はあ

んまり探す苦労ではなくなっていますね。でも、やっぱり初期のころは本当に歩いて相手に

されないのを何とかお願いしますというような、そういう感じですね。 

 

○門間座長 相手を探す苦労はどのくらい続きましたか。 

 

○山本委員 いや、もうほとんど。テレビコマーシャルとかやって少し有名なになったらか

なり楽になりましたけれど、それまでは。今だって、地方へ行くとあんまり知られていなか

ったりすると、結構苦労するというのはあります。有名になるといい面もあるかなと思いま

す。 

 

○門間座長 よろしいでしょうか。 

 続きまして、飯野委員の報告に対する質問、御意見をお願いします。 

 

○上杉委員 プレゼンテーション、ありがとうございました。 

 デパートで売られている食材ですね。例えばスーパーとかほかのところと比べますと、や

っぱりきれいで安心感があるのですね。少々値段が高いけれど、安心感があると思うのです

けれども、先ほど食の安全に関しましては百貨店食品安全アドバイザーなどの制度をおつく

りになって、食の安全を担保するということを努力されているというふうにお聞きしました

けれども、食の安全について、そういった制度以外に、ほかにいろいろと気を使っておられ

るところがありましたらお聞かせ願えますでしょうか。 

 

○飯野委員 大変に難しい部分でございまして、話をすると２日ぐらいかかってしまいそう

なのですが、そのぐらい連日のようにこの危機案件といいますか、高島屋は今 20 店舗ありま
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すので、各地域でいろいろな事件といいますか、トラブルがたくさん発生しているというよ

うなことで、百貨店ですので、基本的にはどんなクレームであってもすべて本部のほうに上

げるというようなことで対応しています。当然にそれぞれ商品試験室といいますか、そうい

った部屋を設けながら、そこでいろいろとジャッジをする。あるいはすべての商品クレーム

等々については、必ず行政のほうに報告をする。農水省さんであったり、あるいは保健所さ

んであったり、というようなすべて公開をするというようなスタンスで今対応しております。 

 ただ、余りにもクレーム等々が多岐にわたっているというようなことで、百貨店業界全体

に言えることなのですが、あえてこの１月からこういった制度をつくりながら、通信教育制

度で、きょう冊子を持ってくれば一番よかったのですが、大変に分厚い内容で、それを１つ

勉強すると、それなりの知識といいますか、ほとんどの対応ができるぐらいのレベルの冊子

ができたというようなことですので、高島屋の場合には社長が百貨店協会の会長をしている

ということもありますので、この１月に全バイヤーが受ける。あるいは各店のマネジャーな

り、管理する立場の人間は全員受けるというようなことで対応しています。まだまだのレベ

ルなのですが、今、遅まきながらそういう対応を百貨店協会としているというようなことで

す。 

 

○門間座長 例えば私がキュウリの生産農家だとして、非常にすばらしいキュウリをつくっ

ているので，ぜひ高島屋さんのデパ地下で販売させていただきたいと言ったら、どのような

条件がチェックされるのですか。 

 

○飯野委員 農産物に限らず、何でもそうなのですが、どうしても生産者の方は自分が一番

だと、これはおいしいと。またもう一方で、バイヤーといいますか、自分で探してきたのだ

からおれが一番だというようなことです。ただ、百貨店はお客様がすべてですので、そうい

う意味ではお客様に評価されない。 終的には売れない商材は幾ら生産者が、あるいはバイ

ヤーが力をこめながら発言をしても、それはだめだというようなことでございます。 

 もちろん商品については、昔と違いまして、一つ一つ商品カルテといいますか、特に生産

履歴等々をしっかり確保しながら、商品によっては 100％なかなかそこまでいかないわけで

すが、できる限りそういったカルテをベースにしながら、商談を今しているというような状

況です。 

 

○山本委員 ありがとうございました。 

 常々高島屋さんの商品の企画ってすばらしいと思っているのですけれど、特にギフトのコ
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ンセプトというのは非常にすばらしいなと思っているのですが、ギフトの企画をつくられる

部門の方というのは、男性と女性の比率というんですか、それはどういうふうになっていら

っしゃるかということと、ギフトのコンセプトづくりのときに何か注意されることとをお伺

いしたいのですが。 

 

○飯野委員 男女の比率という意味では、まだまだ百貨店は男性中心の社会なのです。ただ、

ギフトの開発部門につきましては、ギフト推進室という部署があるわけですが、そのトップ

は女性の社員がやっております。もちろんそのチームにつきましては、どうでしょう、半分

半分ぐらいの比率になるかと思います。 

 それと基準というのは基本的には百貨店ですので、品質本位。先ほどのきちっとした履歴

のとれるものをベースにやろうというようなことです。これはギフトに限らず、常備の商品

もそうなのですが、やはり売れるということがわかっている商品であっても、これが灰色と

いいますか、もしかすると後々トラブルになるというようなものについては、売り上げもほ

しいわけですが、基本的にはやらないというような線引きをしながら取り組んでおります。 

 

○大澤委員 少しずれるかもしれないのですけれど、百貨店は日本だけではなくて、欧米に

もあると思いますが、生鮮物というのは欧米では余り扱っていないような気がします。何か

いわゆるデパ地下みたいなところで生鮮物を扱うとかということで、日本だけとか、あるい

はそれはそうではなくて、海外も、欧米もやっているということなのでしょうか。 

 

○飯野委員 ヨーロッパ、あるいはアメリカの百貨店では食品に力を入れているところはほ

とんどないと思います。ただ、 近、韓国ですとか、あるいは中国、台湾等々では食品も大

分力を入れているのかなと思っています。 

 

○大澤委員 何か理由はあるのでしょうか。 

 

○飯野委員 日本の百貨店もその昔は余り食品に力を入れていなかった。特に食品の中でも

生鮮関係につきましてはほとんど力を入れていなかった。我々が入社した時代は、食品にい

くと、ああ、あいつは体力採用だなと。そのぐらい言われたぐらいに百貨店の食品は余り。

ただ、どうでしょう、ここ 10、15 年ぐらいですかね、デパ地下ブームだとか、いろいろな意

味で食品が脚光を浴びた。できるだけそれなりの人間を投入しようと。多分これは高島屋だ

けではなくて、よその百貨店さんも同じ傾向だと思います。 
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○木内委員 私ごとで、こういう質問をしていいのかわからないのですが、私が百貨店に例

えば出店をしたいとか、そうなったときに、我々生産者レベルで、具体的に物を言いますと、

農家はとにかく自分のものはうまいと言うんですけれど、トマトなんですけれども、栽培を

かなりイノベーションした栽培で、どのトマトを食べても 100 粒あったら 100 粒同じ味にで

きるんですね。この資料にもあった塩トマトも私全部購入して、うまいというトマトを全部

並べてテストで食味をやったのですけれども、一応今のところうちのが圧倒的においしいな

と感じているのですけれども、そういうもの、トマト一品でお店を出したいとか、そういう

ことというのは可能なのでしょうか。 

 その場合、コスト的にはどういう契約なのか、坪当たりなのか、例えばこれだけ面積使っ

てくださいという話になるのかというのを教えていただければと思います。 

 

○飯野委員 昔と違いまして、基本的にはいろいろな形で売り込みがあります。基本的には

どういった場合でもお話を聞くようにしています。北海道の方であれ、東京の方であれ、い

ろいろなお取引先さん、生産者というのは、現時点で余りレベルの高くない商品をつくって

いても、近い将来、化ける場合があるわけですね。そういういろいろな経験の中から基本的

にはどんな売り込みも直接バイヤーが対応するような取り組みをしております。ただ、明ら

かにこれはちょっとというものについてはその限りではありませんが、基本的にはいろいろ

な形で売り込みがありますので、それについては商談という形で対応させていただいていま

す。 

 取引の形態なのですが、百貨店の場合にはすべて百貨店が商品を仕入れる場合、あるいは

テナントさんとして入っていただく場合と２つの方法があります。商売の形態としても家賃

の形態もあれば、あるいは売り上げ仕入れといいますか、売り上げに応じて掛け率で取引を

するという場合もあります。 

 営業スペース等々につきましては、商材の中身というか、例えば大きなスペースをとりな

がら商品アイテムが少なかったと。当然百貨店も効率を追求したり、あるいは対お客様に対

してきちんとした商品提案をするわけですから、見た目のみすぼらしさですとか、そういう

ものでは困るわけですので、その辺はよく相談をさせていただきながら、スペースの確保で

すとか、展開方法についてはやらせていただいているということです。 

 

○門間座長 よろしいでしょうか。 

 野菜のテナントは，具体的に高島屋さんに入っているのですか。 
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○飯野委員 直接なかなかやるわけにもいかない。地方の高島屋によっては直接営業してい

るところもあったわけですが、今は基本的には全部お取引先さんに委託しているというよう

なことです。 

 

○田中東京事務所長（尾﨑委員代理） 代理なもので、余り意見を言う立場ではないのです

けれども、ちょっと質問させていただいてよろしいでしょうか。 

 

 デパートで、物産展の売り上げが対前年度比 18％というふうに大幅に伸びていらっしゃい

ます。我々の経験からして、物産展の扱い、特に四国ということでまとまってやっているの

ですけれども、年々売り上げが落ちてきていまして、物産展という手法がちょっと時流に合

っていないのではないかみたいな思いも一部したこともあるのですけれど、このあたりの認

識は間違いなのでしょうか。 

 

○飯野委員 大変に都道府県によって力の入れぐあいが違うというのでしょうか。例えば昨

年度の売り上げの傾向値を見てみますと、北海道展は全国的に売り上げが大きく伸びた。あ

るいは九州展につきましてもこれまた数字が大きく伸びています。逆に今まで大変に安定的

な売り上げがとれていた京都展ですとか、あるいは石川県、加賀百万石展ですとか、こうい

ったものにつきましては若干苦戦をしているのかなと。やはり新商品の開発ですとか、そう

いうものが伴っていない都道府県につきましては若干難しいのかなと。どうしても京都です

とか金沢の場合には歴史のある町なものですから、なかなか新しさが表現できないというよ

うな難しい部分があるのかと思っています。 

 

○上杉委員 どのように質問したらいいか迷っているところがあるのですけれども、農商工
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連携の経産省さんがまとめられた実例集などを見ますと、少ロットの商品が多いような印象

を強く受けているわけですけれども、しかも都市近郊ではなくて、結構過疎地といいましょ

うか、遠隔地でつくられて、どうやって売っていこうかということに悩んで――悩むという

か、それをオーバーカムしていかなくてはいけないという案件が多いのではないかというこ

とを感じとっているのですけれども、一方では差別化した商品という格好で売り出したいと

いう、こういう気持ちがありますね。今の百貨店さんといいましょうか、デパートさんなら

デパ地下の商品というのは、どっちかというと、ロットが多くなくて、少ロットで差別化商

品が多いというイメージがあるのですけれども、デパートさんの戦略というものと農商工の

そういった商品というものを具体的に結びつけるような仕組みといいましょうか、そんなも

のがもしあるならば、ちょっと教えていただこうと思って質問します。 

 

○飯野委員 そういう方法があれば私も少し勉強させていただきたいなと思うぐらいです。 

 ただ、スーパーさん、あるいは生協さんと比べると、ロット的な部分ではまだまだ少ない。

店舗数も少ない。結果として売り上げの絶対額が少ないということになるかと思うんですが、

すみ分けというか、実は先月、石川県のほうにある方の叙勲のお祝いパーティーがあって、

そこにちょっとお伺いしたのですが、実は 20 年前にその農家さんに、生産組合だったわけで

すが、お伺いしました。そのときと比べると、どうでしょう、規模的には 20 倍ぐらいになっ

ていましたね。六星さんという松任にあるところですが、もちろん農家さんですから、お米

をつくる、野菜をつくるということなのですが、お米をつくっているということで地元の「斗

棒餅」、その延長線上のおもちをつくりながら、それを販売していた。大変にそのおもちが

おいしかったというようなことで、高島屋で取り上げて展開させていただいたのですが、20

年たって、余りにもその六星さんが大きな規模になっていましたので、どうでしょう、東京

ドームの 25 倍ぐらいの、石川県で１、２番の作付面積を持っているような会社になっていた

のかなと思います。 

 そこはお米をつくるだけではなく、今や農産物の延長線上の、例えば漬物、かぶらずし、

あるいはお菓子関係、小豆ですとかそういったものがとれるわけですから、和菓子関係、あ

るいはおこわですとか、お総菜関係、そして自分のところでとれた野菜関係を道の駅的に展

開していました。大変に朝から大勢さんお客さんが来るというようなことで、百貨店という

場を生産者が逆に利用してもらえると我々はありがたいと思います。やはり一緒に仕事をし

た、そういう生産農家の方が規模の拡大といいますか、それを評価されながらどんどん大き

くなっていくというような姿を見ていますと、やはり農業も時代が変わったなと、そういう

ような気がします。 
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○門間座長 よろしいでしょうか。 

 私のほうから幾つかお聞きしたいのですけれども、野菜専門店にはどのような人がお客に

なっているのでしょうか。 

 

○飯野委員 お客様の層が若い方からお年をめした方まで、大勢さんレストランにはいまし

たね。野菜中心のケーキの店にもこれまた若い方からそれなりの年齢の方までたくさんいら

っしゃる。ですから、男性と違って、女性の場合には、大変に健康ですとか、美容ですとか、

そういった部分に関心が強いのかなと、そういうように思います。 

 

○門間座長 女性の場合、年齢層に関わりなくですか。 

 それと，野菜ギフトの場合の貯蔵性や量の判断はどのようにしているのですか。あまり多

くても食べきれないし，鮮度が悪くなってしまいます。 

 

○飯野委員 料理の仕方ですとか、そういったレシピ等々は入れる場合があるのですが、保

存方法までは入れてないですね。また、それまで量的に大きなものは販売をしていないとい

うことです。 

 

○門間座長 私ばかり聞いて申しわけないですけれど、農業高校や大学が商品開発したもの

を取り上げて販売していますね。東京農大もエミューの「どら焼き」を取り上げてもらって

感謝しております。ところで，農商工連携における農業高校とか大学の役割をどのように評

価しておられますか。 

 

○飯野委員 水産高校、あるいは農業高校の生徒さん方というのは、学校で農作物をつくる。

あるいは漁業、いろいろなものを飼育する。そういったものか中心だったんですね。やはり

自分たちでつくったものが二次加工品として製品化される。あるいはそれがまた店頭で販売

される。いろいろな意味で生徒さんがお客様との接点づくりの中で、あるいは物づくりの中

で、感動ですとか、いろんな新しい喜びといいますか、そういうものを感じているような気

がします。そういった意味では、次世代といいますか、後継者につながっていくのかなと、

いい意味での後継者づくりに貢献できるのかと、そういうふうに思っております。 

 例えばお米でも、あるいはウナギでもそうなのですが、お米であれば、学校ですから当然

極力農薬、殺虫剤は使わない。あるいはウナギであればやはり健康を意識したウナギの育て
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方、あるいは普通６カ月で出荷するのであれば、それを３カ月、自然の形で大きく育てたも

のを 終的にかば焼き等々にするというようなことで、基本的なことをいろいろと学校体系

の中で勉強するわけですので、そういう意味ではいろいろな意味でプラス効果が出てくるの

かなと思っています。 

 

○本橋中小企業庁新事業促進課長 中小企業庁の新事業促進課長の本橋でございます。 

 １点だけ補足的に御説明させていただきたいと思います。 

 実は当方の課では、農商工連携促進法、あるいは平成 19 年からやっております地域資源を

活用した取り組み、こうしたものを担当させていただいておりますが、そういった取り組み

の一環といたしまして販路の開拓といったものが非常に大事と考えておりまして、それに関

連しまして幾つかの試みをやらせていただいております。 

 その１つといたしまして、例えばパートナー制度というものを導入しております。これは

何かと申しますと、例えば地域資源を使った新商品等を取り扱っていただくというものでご

ざいまして、例えば首都圏の大手のスーパーの方、あるいは百貨店の方、あるいは鉄道会社

等々の方に Win－Win の関係ということで商品を扱っていただくという仕組みがございます。

こうした仕組みの中で、新商品、特に農商工連携、あるいは地域資源の商品というものを扱

っていただいているという仕組みがございます。 

 また、それとは別に、販路開拓ということで 近特に力を入れておりまして、大規模な商

談会を行う場合にはその場所を一部お借りいたしまして、そこに農商工なり、地域資源の認

定事業者の方々に来ていただきまして、ビジネス・トゥ・ビジネスのマッチングを行う。あ

るいは場合によりましては各地の商店街の場所をお借りしまして、消費者の方々に商品を紹

介させていただく。そういった取り組みをやっているところがございます。 

 一応御参考までに御紹介させていただきました。 

 

○門間座長 どうもありがとうございました。 

 

○平尾次長 ２点教えていただけばと思います。 

 １つは、きょうパルシステムさんと高島屋さんからお話をちょうだいしたわけですけれど

も、産地との関係、あるいは生産者との関係というのは対照的じゃないかなと私はちょっと

思いました。比較的にパルシステムさんは産地と連携して、産地を育てて、先ほど言ったジ

ーピーエスとかミートとかということで育てていらっしゃる。一方、百貨店であられるわけ

ですから、高島屋さんは一種の情報発信基地としての取り組みをされているというふうなこ



 - 35 - 

となのかなと思いました。 

 そのとき、ちょっとこれは立ち入った話でございますけれども、先ほどの御説明にもあり

ましたが、いろんな都道府県単位でのフェアをやられるときに、補助金を都道府県が出して

いるケースがあるというふうな御説明がありました。そうしますと、お聞きする限りではい

ろんな催しをやっていらっしゃいますので、ある意味では非常にコストがかかる商品発掘を

やっていらっしゃって、また販売もやっていらっしゃるのかなと思ったのですけれど、コス

ト的にどうなのかなというのが１点ですね。例えばフェアとかイベントをやっていらっしゃ

る中で。それがある意味では生産者だけではなかなか持てない実情があって都道府県さんが

支援されているのかどうかというのが１点です。 

 それから、できれば、私どもは産地のそういうところに出して、いいものがあれば、それ

をまた販売のルートとして何か生かしていくようなことにつながるとよりいいなと思うんで

すけれども、そういう試みをされているのか、あるいはどうお考えなのかというふうなこと

をあわせて教えていただければと思います。 

 それと、これは先ほど座長からも冒頭お話があったのですけれども、こういうイベントと

か一過性のものをずうっとやっていらっしゃるときに、どういうふうな視点で商品を集めて

回っていらっしゃるのか、あるいはどういうツールでもって声がけをされているのかという

のをちょっと教えていただければと思います。 

 

○飯野委員 １番目のコストの問題、採算ベースの問題ですが、物産展は基本的にほとんど

利益の出ないビジネスだと思っています。やはり食品の催しですから、冷蔵ケースですとか、

あるいは水回り等の設備問題ですとか、当然催しを開催するに当たって折り込みチラシです

とか、いろいろな媒体関係を発信するというようなことで、１つの催しで５億、10 億売り上

げが上がれば 終的に利益も出るかと思いますが、１億、２億の売り上げでは、多分よその

百貨店さんも利益は出ていないと思います。 

 ただ、集客力といいますか、特に物産関係ですと、百貨店の上層階で展開しますので、結

果として御来店いただいたお客様がシャワー効果ということで各階でいろんな買い物をして

いただけるというようなことかと思います。 

 それとどういう視点で商材の掘り起こし等をするのだということなのですが、やはり常に

百貨店ですから、新しさといいますか、特に半歩先、あるいは一歩先の時代がどうなのか、

そういう時代性を常に追求していくというようなことなんですね。ですから、その時々の消

費者ニーズといいますか、そういったものがどうなのか、そういうものに照らし合わせなが

ら商品の開発をしているというのが現状でございます。 
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○門間座長 与えられた時間になりましたので， 後に飯野委員のほうから農商工連携をこ

れから進める中で、実際に百貨店の立場から見た場合、どのような政策、サポートが必要だ

と思われるか、提言していただければと思います。 

 

○飯野委員 ２つありましてね。 

 １つは、どうしても百貨店は情報不足といいますか、全国津々浦々のいろいろな情報をど

ういうふうにして百貨店という１つの企業の中に情報を集めることができるのか、ちょっと

この辺が苦慮しているというのが１つです。 

 それと、どうしても農産物関係の扱う金額が少ないというようなことで、産地との直接契

約というのはなかなか現時点では難しい。そうすると、結果として、市場経由で商品の大半

のものは集めるというようなことなのです。農商工連携の中で、市場関係がなかなか表に出

てこない。大田の市場に行って、例えば東一さんといろいろなお話をしますと、東一さんは

東一さんで大変に苦慮しながらどうにか現状を脱皮したいというようなことで、いろいろ課

題に対していろいろな対策を立てているというのが現状なんですね。市場の皆さん方も少し

でもいいものを供給したいというようなことで、５年、10 年前の市場の認識とは大分さま変

わりしつつあるのかなと。やはり市場も、今までいろいろな意味で日本の農業といいますか、

農産物を消費者に伝えるという意味では大きな役割を担ってきたわけです。したがいまして、

できることであれば、市場という１つの仕組みの中で何か連携した産業ができそうな気がし

ています。 

 ぜひひとつ何かいい知恵があれは教えていただければと思います。 

 

○門間座長 今２点ほど注文が出ました。 

 １つは、百貨店では，産地に関する情報が不足しているので，産地の情報を百貨店に Sの S

つなぐ仕掛けを構築して欲しいという注文が出ました。もう１つの注文は，市場の評価をど

うするのかという問題提起であると思います。これまで農商工連携の成功事例の多くは，市

場取引から脱却して消費者や実需者の方々と直接取引して成功してきました。しかし，こう

した契約取引で農産物が流通していく割合は極めて少なく，多くは卸売市場体系の中で流通

しています。しかし，高度経済成長時代の食を支えた卸売市場体系も制度疲労を起こし，そ

の改革が不可欠になっています。これからは，多様な農産物・食品の流通システムの構築が

重要であり，農商工連携もその大きな流れの中に位置づけることができます。しかし，現代

社会における市場の役割を，この農商工連携の委員会の中でどのように評価するかというこ
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とも重要な課題になると思います。 非常に活発な議論を皆さんからいただきまして、消費

者に近いサイドから農商工連携を考えるいい機会になったのではないかと思います。 

 

○門間座長 それでは、次回第４回につきまして事務局の日程説明をお願いします。 

 

○熊谷地域経済産業政策課長 次回第４回でございますけれども、３月 10 日、火曜日の４時

からということで、場所等はまた追って御連絡させていただきたいと思います。 

 今回と同様にプレゼンテーションの後に自由討議という形で進めさせていただきたいと思

います。 

 本日は、活発な御議論をありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。 

○門間座長 それでは、きょう第３回の農商工連携研究会をこれで閉会したいと思います。

本日はどうもありがとうございました。 

 


