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１．開  会 

○部会長 それでは、ただいまから食料・農業・農村基本問題調査会食料部会の第５回の会合を
始めさせていただきます。本日の会議は午後４時半までを予定しておりますので、よろしくお願い
いたします。 

２．政務次官挨拶 

○部会長 本日は政務次官お二人に御出席をいただいておりますので、御挨拶をいただきたいと
思います。 
○政務次官 食料・農業・農村基本問題調査会第５回食料部会が開催されるに当たり、一言ごあ
いさつを申し上げます。 
 御承知のとおり、政府におきましては、現在、行政改革、財政構造改革、経済構造改革等を推
進しているところであります。これは、21世紀を間近に控えた現在、我が国のこれまでの経済・社
会のシステム全体につき、抜本的な改革が求められるに至っているということであると理解してお
ります。農業・農村につきましても、内外の諸情勢の変化は著しく、国民に対し食料を安定供給し、
国土・自然環境を保全する農業・農村の役割を21世紀の日本の経済社会に、いかに位置付ける
かが問われております。このため、当食料・農業・農村基本問題調査会において、委員の皆様に
農政改革についての検討をお願いしているところであります。 
 特に、この食料部会では、我が国の食料安全保障のあり方等食料政策の根幹をなす諸問題に
ついて、御議論をお願いしておりますが、委員の皆様には、十分かつ活発な御審議をお願い申し
上げます。 
 食料、農業及び農村に係る施策は、国のあり方の基本をなすものであります。それを根本から
改革し、その再構築を図っていくため、大臣を補佐し、努力を惜しまない覚悟でございます。今後
ともよろしく御指導、御鞭撻をお願いする次第であります。 
 簡単でありますが、私の挨拶といたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
○政務次官 一言御挨拶を申し上げます。 
 今、御挨拶がございましたので、重複を避けます。私も大臣を補佐し、また重大な局面を迎えた
農政でありますけれども、精いっぱい頑張っていく所存でありますから、各委員の先生方の前向き
な御議論、そしてすばらしい結果を御期待申し上げておきたいと存じます。どうぞよろしくお願い申
し上げます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 

３．資料説明 



○部会長 それでは本日の会合に入りたいと思いますが、本日は食品産業政策のあり方を中心
に議論を進めたいと考えております。 
 あらかじめいつものように事務局の方で検討の参考になる資料を用意していただいております
ので、この説明をしていただき、その後、皆様方の御意見・御質問等、御発言をいただきたいと考
えております。 
 それでは説明をよろしくお願いいたします。 
○政務次官 私達、まだ事務説明が残っておりますので、今日はこれで失礼申し上げます。よろし
くお願いいたします。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
〔政務次官退席〕 
○事務局 それでは資料４の「食品産業政策のあり方について」を御説明申し上げます。 
 まず１ページ目は食品産業全体の動向でございます。左の文章に「国民の飲食費支出は」という
ことで平成５年の数字をつけておりますが、72.5兆円と50年から比べても倍以上という大幅な増大
をしております。その中で外食産業や流通業を含む食品産業全体のウエイトが大幅に高まってお
りまして、飲食費支出のうち、食品製造業が30％、外食産業が19％、食品流通業関係が 
28％、合計で77％という状態に達しております。 
 また、裏の方から見ていきますと、食品産業は国内総支出の12％、あるいは就業者総数の12％
を占める一大産業分野になっております。その具体的な数字につきましては右の方にグラフなり
表で整理をいたしております。 
 ２ページ目は食品産業の国内農業とのかかわりについて触れております。左上の文章に示して
おりますように、国産食用農水産物の３分の１は加工あるいは外食といった食品産業部門に仕向
けられておりまして、具体的には、右の表にありますように、平成５年の国産食用農水産物の仕向
け額の合計は 
14.6兆円ですが、うち食品産業向けが５兆円と、約35％が仕向けられているということでございま
す。 
 このように食品産業関係は国民経済的に見て重要な位置づけを有しているわけでございます。
また、消費者への食料の安定供給や豊かな食生活を支える観点からも重要でありますし、国産農
産物の重要な販路ともなっております。 
 ３ページ以下に食品産業の各業種別の現状を御紹介いたしております。まず３ページ目は食品
製造業の関係でございます。 
 食品製造業は、製造品出荷額が31兆円で製造業全体に占める割合が10％、また従業員数でも
12％を占めております。 
 それから、左の２段目の文章に示しておりますように、食品製造業は地域の農林水産業との結
びつきも非常に強く、いわば地場産業であります。右の中段に表を示しておりますが、47都道府県
のうち食品製造業のシェアが20％以上の県の数は、出荷額ベースでいけば10県、従業員数でも９
県を数えておりますし、上位３県（鹿児島、沖縄、北海道）の出荷額あるいは従業員の中でのウエ
イトも３～４割強となっております。 
 一番下に触れておりますが、食品製造業は他の製造業に比べて中小企業の比率が高いという
特徴がございます。右下のグラフにありますように、事業所数、従事者数、出荷額、いろいろな指
標をとっておりますけれども、右側の斜線の方を見ていただきますと、事業所数は違いますけれど
も、いずれも 
84％,78％ということで全産業平均の数字をかなり上回っている実態にあるということでございま
す。 
 ４ページ目は国内農業との関わりということで食品製造業の関係について触れております。国産
の食用農水産物のうち約３割が加工に向けられているわけでございまして、食品製造業という観
点から見ていきますと、加工食品の生産に投入される原料食料の割合は生産額の３～４割程度
を占めております。具体的には、右の方にパン類、菓子類、清涼飲料について原料農産物の割合
を示しております。 
 また、食品製造業の加工原材料の内訳を見てまいりますと、国産農水産物が約７割を占めてお
ります。具体的には右下の表の一番右の、平成５年の欄を見ていただきますと、加工原材料計で
約５兆６千億円ありますが、このうち国産の農水産物が約３兆８千億円と約69％を占めているとい
うことでございます。 
 ５ページは食品流通関係ということで、卸・小売業の現状を示しております。まず食品卸売業で
すが、平成６年において業者数が９万６千店で、全卸売業の22％、同じく販売額が20％、従業者



数で22％のウエイトを占めております。 
 また、小売業につきましては、同じく平成６年で業者数において38％、販売額で30％、従業者数
で37％を占めております。ただ、一番下に触れておりますように、販売金額は卸・小売ともにバブ
ル経済崩壊以降低迷状況にあるという状況でございます。 
 ６ページにもっと具体的に示しております。まず卸売業者数ですが、平成３年までは増加してい
ますが、その後は減少に転じております。また、従業員の数が10人未満の中小卸売業者が７割を
占め、経営形態別でも３割が個人経営となっております。こういう中で、近年、小規模、個人経営
の業者は減少を続けておりまして、経営の規模拡大や法人化が進行している、こういう状況でご
ざいます。 
 次に食品小売業ですが、50年代半ばを境に業者数は減少しております。その減少率は、年によ
って若干幅がありますけれども、平成３～６年の３年間においては９％台と大幅に減少しておりま
す。特に、従業者数４人以下では同期間に15％近い減少という状況になっております。 
 左の一番下に触れておりますけれども、我が国の流通の大きい特徴として、一次卸、二次卸な
ど、重層的と申しますか、多段階で非効率な構造になっているわけでございます。食料品の小売
と卸売の販売額の対比をＷ／Ｒ比率としてお示しておりますが、2.43であり、我が国流通全体では
3.59ですから、これとの比較においては低いわけですが、アメリカの食品の場合は1992年で 
1.18ですので、アメリカと比較いたしますと、この比率はかなり高い水準になっているということでご
ざいます。 
 なお、７ページに平成８年の生鮮野菜等の小売価格構成比の調査の数字を示しております。こ
の調査に基づく推計によりますと、生産者の受取額を一番左の欄に載せておりますが、各品目と
もに概ね３～４割程度でありまして、小売価格構成に占める卸・小売業者のマージンや集出荷の
経費等がかなり大きいウエイトを占めております。 
 ８ページは卸売市場の現状について御説明しております。左上の文章にありますように、生鮮食
料品は、貯蔵性に乏しいという商品特性、あるいは供給サイド、需要サイドにおいて小規模、多数
の生産者なり多数の消費者、さらにそういった中で少量・多品種のものが多頻度にわたって購入
されるなど、いろいろな特性があります。そこで、アンダーラインを引いておりますように、合理的な
需要と供給の集積・会合により、効率的な流通と公正な価格形成を確保していく観点から卸売市
場が整備されているということでございます。 
 具体的な卸売市場の機能を①から⑦まで整理しておりますが、現在の卸売市場の数は、その下
に触れておりますように中央卸売市場が88、地方が1,500となっております。卸売市場の市場経由
率の表を右下に示しておりますけれども、このうち青果、水産物関係では７～８割程度が卸売市
場を経由しているということでございます。また、経年変化をとってまいりますと、市場経由率は近
年は漸次減少している傾向にあります。 
 次に、９ページ目以降が外食産業の関係でございます。外食産業は、経済成長や女性の社会
進出等の様々な社会経済環境の変化を背景として市場規模が拡大しており、平成８年では全体
で29兆円に達しております。ただ、外食産業の市場規模は、平成３年以降はいわゆるバブル崩壊
の影響を受けて低い伸びにとどまっているという状況でございます。 
 また、左下の文章に示しておりますように、食料消費支出に占める外食の割合は、平成７年で
39％、これに総菜・調理食品等いわゆる中食といわれているものを加えた食の外部化率は43％と
なり、国民の食生活上重要な地位を占めているということでございます。なお、この中におきまして
は、いわゆる中食関係の市場規模の拡大が進んでいるという状況でございます。 
 また、一番左下に示しておりますように、国内農業との関わりについて見ますと、国産食用農水
産物のうち１割弱、８％程度が直接外食に仕向けられているという状況でございます。 
 以上が食品産業関係の現状ですが、10ページ目以降は食品産業政策の現状でございます。ま
ず全体的に食品製造業に対する主な対策の現状を御紹介しております。 
 食品産業の健全な発展を図るため、食品産業団体と共働しつつ、消費者対応、環境対策、ある
いは取引慣行の改善等のいろいろな問題に対する基本方策の検討、経営基盤の強化に資する
取組み等を推進しているということでございます。 
 その中で、先ほど申しましたように食品製造業関係は多くが中小企業でありますので、中小企業
関係の施策をまず御紹介いたしております。ここに触れておりますように、「中小企業近代化促進
法」に基づく近代化の推進とか、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」、い
わゆる中小企業創造法に基づきます研究開発等への支援措置、さらには、その下のアンダーライ
ン部分でございますけれども、昨今の産業空洞化現象が見られる業種に対し、特定事業者の事
業革新法に基づく支援対象ということで金融・税制上の措置を講じているということでございます。



具体的には右の方にその概要を整理いたしております。 
 また、11ページの上の方ですが、先ほど食品製造業の多くが地域密着型であると申し上げまし
たけれども、農業生産、加工流通部門の連携を強化する取組みに対して助成を行っておりました
り、あるいは食品製造業における新規用途の開発、中山間地域の活性化に資する取組みに対
し、様々な金融上の支援措置を講じているということでございます。具体的には右に表の形で整
理をいたしております。 
 また、その下ですが、先のＵＲ農業合意とか、もっと前の農産物12品目対策関連ということで、関
税化の対象となりました農産加工品の製造業者の方々に対し、いわゆる特定農産加工法に基づ
き金融・税制上の支援措置を講じております。右下にその具体的な中身を御紹介いたしておりま
す。 
 12ページですが、多様化・高度化する消費者ニーズ、あるいは消費者の安全志向などの食品製
造業を取り巻く課題に対応するため、先端技術の開発導入等の技術開発や技術水準の向上のた
めの支援、こういった措置も行っているということでございます。 
 13ページは食品流通業に関する主な対策の現状でございます。流通関係につきましても、食品
流通部門の構造改善を促進するための措置を講ずることにより、流通機構の合理化や流通機能
の高度化を図るということで、具体的には「食品流通構造改善促進法」に基づき、低利資金の貸
付とか商業基盤施設の整備等のハード事業を実施しております。具体的には右の方に法律の中
身や各種対策の具体的な内容を整理いたしております。 
 14ページは卸売市場関係でございます。卸売市場については、卸売市場法に基づき、これまで
６次にわたり整備基本方針を策定したところでございます。具体的には、①から⑤にありますよう
に、市場施設の計画的な整備、取引方法の多様化等を重点事項としながら、卸売市場の整備・運
営を行ってきております。その第６次基本方針の重点事項なり具体的な取組状況について右の方
に表の形で整理いたしております。 
 15ページが外食産業に対する主な対策の現状でございます。外食産業関係では従来から基礎
的な調査研究等を行ってきたわけですが、①から④にありますような中長期ビジョンの策定、国内
農水産業との連携の強化、地域農業と地域経済の活性化等に向けた事業の実施、雇用問題に
対する取組みへの支援、こういった施策を行っているということでございます。 
 16ページ以降が食品産業をめぐる情勢ということで、昨今の諸情勢について触れております。ま
ず海外との競争の激化でございます。食品に関しましても製品の輸入が増加している中で、食品
製造業は海外との厳しい競争に直面しております。また、外食産業向けの輸入農産物も増加して
いるということで、用途別の具体的な食料の輸入額の推移を右上の方に表を示しております。 
 また、特に食品製造業におきましては、左下に触れておりますように、海外での一次加工や製造
立地を目指したり、場合によっては製品輸入を図るなど、いわゆる産業の空洞化が進行しており
ます。具体的には、右下の表の一番右に平成６年の数字を示しておりますが、全製造業で海外生
産比率の割合が8.6％で、食料品関係も3.2％進出をしているという状況でございます。 
 17ページは技術研究開発の重要性の増大ということでございます。食品製造業関係は、中小企
業の比率が高いことから、リスクが高くかつ多額の費用を要する技術開発への取組みが他産業
に比べて弱い面がございます。具体的には、右上のグラフのように全製造業では売上高に対する
研究費の割合が 
3.4％ありますが、食品工業の場合は1.0％とかなり低くなっております。今後多様化・高度化する
消費者ニーズ、環境問題、あるいは労働力不足への対応等いろいろ考えていきますと、技術研究
開発等への取組みを強化することがますます重要になっているということでございます。 
 それから(3)として物流の高度化、効率化の要請ということで触れております。消費者に可能な限
り安価で供給するという観点からは、物流システムの高度化による物流の効率化が求められてお
ります。具体的には、配送センターの集約とか、物流拠点の整備・見直しを進める事例が増えてお
りますし、また、企業の枠を越えた物流共同化への取組みなどにも強い関心が寄せられていると
いうことでございます。また、物流サポート技術、商品の特性に合わせた鮮度保持輸送技術も普
及しつつある状況にございます。 
 18ページは情報化の進展でございます。消費者ニーズの多様化を受けて、食品関係も多品種・
少量生産への移行が進み、流通分野でも情報化の進展が顕著になってきているわけでございま
す。具体的には、５行目等に触れておりますけれども、バーコードを使用しましたPOSシステムが
かなり普及しておりますし、企業間においてはVANを利用しましたEOS（オンライン受発注システ
ム）による受発注業務への活用が進んでいるということでございます。 
 今後は、こうした一企業あるいは一業種にとどまるのではなく、広く小売業、卸売業、製造業、物



流業が協力した高度な流通情報ネットワーク化の構築が求められており、具体的には電子取引
の推進とかインターネットの取引への利用が求められております。ただ、一番下に触れております
ように、流通サイドの効率性を優先した形での情報化の進展と消費者のきめ細かなニーズが必ず
しも対応していないのではないかという問題指摘も他方でなされているという状況でございます。 
 19ページは食品の安全性、品質管理に対する関心の高まりということでございます。上から２行
目に触れておりますように、昨年来の大腸菌Ｏ157の問題など、いろいろな問題がございますけれ
ども、食品産業においても品質管理の徹底が求められている状況でございます。 
 そこで、新たな品質管理の手法としてHACCP方式がございます。これは 
1993年のコーデックス委員会においてガイドラインが採択されたわけですけれども、一部の先進
的な企業を別といたしますと、HACCPの導入の前提となる施設整備が遅れているという状況にご
ざいます。 
 なお、国際標準化機構(ISO)におきましては、1987年にISO9000シリーズが制定されているわけ
ですが、食品企業の中でも登録機関の審査を受けて認証を取得している工場が出てきているとい
うことでございます。 
 20ページに(6)として環境問題の取組みの必要性について触れております。 
 地球規模での環境問題に対する関心が高まる中で、廃棄物の減量化及びリサイクルの推進に
より、事業活動に伴う環境への負荷を低減することが求められているということでございます。 
 ２段目に食品産業関係の産業廃棄物の量をお示しております。製造業全体に占める割合が食
料品製造業で8.1％、飲料、飼料、たばこ製造業で3.9％ということで、その主なものは汚泥、植物
性残渣でありますが、このうち汚泥はほとんど再資源化されていない状況にございます。 
 また、家庭から出る一般廃棄物の約６割は容器包装でございます。本年４月から「容器包装リサ
イクル法」が本格施行されておりますけれども、容器包装の６割は食料品関係等であり、食品産
業界として同法へどのように適切に対応していくかということが求められております。 
 21ページは卸売市場をめぐる情勢でございます。最近、食料品関係は供給サイドにおいても事
業サイドにおいてもいろいろな情勢の変化がございます。こういった供給面、需要面の変化の中で
安定取引の要請が高まっており、状況変化に対応した卸売市場の取引面などでの運営の改善が
強く求められているのではないかということでございます。 
 また、その下の方に触れておりますけれども、先ほど申し上げましたように卸売市場経由率が近
年低減傾向にあることから、卸売業者等の関係業者の方々の経営状況も厳しいものになっており
まして、販売力の強化なりローコスト経営の徹底、あるいは統合大型化の促進が求められている
ということでございます。 
 22ページからは最後に食品産業政策の今後の課題ということで、５点ほどの課題を整理いたし
ております。まず左に総論として触れておりますけれども、食料政策上も消費者への食料安定供
給とか豊かな食生活を支えるという点で、食品産業は国内農業と並ぶ重要な役割を果たしてお
り、また国産農産物の重要な販路ともなっております。したがって、食品産業の健全な発展を図る
という視点を明確にした上で、食品産業政策の確立を図っていく必要があるのではないかというこ
とで、以下、５点ほどに整理しております。 
 １点目は原料の調達条件の改善でございます。二つ目の段落に触れておりますように、国産原
料農産物価格の引下げ、あるいは国内農業における加工・外食向け供給体制の整備等の国産原
料農産物の調達条件の改善を図ることにより、食品製造業の国際競争力の強化、あるいは国産
農産物に対する需要の維持・拡大を図る必要があるのではないかということでございます。この
他、いわゆる輸入原料農産物の国境措置水準につきましても、競合する国内農産物の生産に与
える影響を考慮しながら、可能なものについては引下げを図っていく必要があるのではないかとい
うことでございます。 
 ２点目は合理化・効率化、あるいは体質強化の推進という点でございます。食料を消費者に可
能な限り安価で供給するという観点からは、農業のみならず食品産業においてもそのウエイトの
大きさを踏まえた合理化・効率化が必要でまた、体質強化が急がれております。したがいまして、
右の真ん中の①から⑤に触れていますように、構造改善が遅れている業種の再編合理化とか技
術力の向上等を一層推進する必要があるのではないかということでございます。 
 ３点目は、23ページの(3)品質管理の高度化ということでございまして、 
HACCP方式の導入等、食品産業における品質管理の一層の高度化を図る必要がございます。こ
ういったことがとりもなおさず消費者の関心の高まりへ対応するということでの競争力の強化につ
ながっていくのではないかということでございます。 
 ４点目が環境問題への対応ということで、先ほども触れました廃棄物の減量化、リサイクルを一



層推進する必要がございます。特に、有機性廃棄物につきましては、農業生産サイドにおけるい
わゆる環境保全型農業の推進とリンクさせた堆肥化等の推進についても検討をする必要がある
のではないかということでございます。 
 ５点目が卸売市場を軸とした生鮮物流の効率化ということで、①から⑤に 触れておりますよう
に、取引ルールの改善、あるいは市場利用率の低下の要因分析とその対応、市場の機能強化に
重点を置いた施設整備等を推進することにより、物流効率化を図る必要があるのではないかとい
うことでございます。 
 以上が資料４の関係でございます。 
 引き続き、前回の国際協力の関係の際に資料要求がありました資料５を事務局の方から説明を
させていただきます。 
○事務局 それでは資料５を御覧いただきたいと思います。 
 まず１ページですが、委員から政府開発援助の評価について御要求がございました。政府開発
援助につきましては、技術協力、資金協力の全体をカバーするものといたしまして、外務省が毎年
「経済協力評価報告書」というものを公表しております。有識者等も交えての評価が行われている
わけでございますが、右上にその概要を載せてありますが、例年50カ国程度、160件程度の案件
を対象とした評価が行われております。評価結果につきましてはその下にお示しをしてございま
す。 
 また、こういった外務省の評価以外に、国際協力事業団、海外経済協力基金において、技術協
力、あるいは円借款についての評価を行っておりまして、それぞれの機関の業務の実施の参考に
活用しているところでございます。 
 委員の方から具体的な評価の事例の御要求がございましたので、２ページと３ページにわたり４
件の事例をお示しております。２ページの２件は成功した案件として外務省の報告書に記載され
ているものです。 
 まず事例１は、インドネシアにおきまして主要食用作物の生産振興計画ということで、米、大豆、
馬鈴しょといった主要食用作物について、生産段階から消費に至る各分野でのいろいろな課題に
対しまして、技術協力、資金協力を有機的に組み合わせたアンブレラ方式によって協力を実施し
たものでございます。評価の要旨は下に書いてございますけれども、対象としました米、馬鈴しょ、
大豆といった作物の生産が着実に向上してきていることのほかに、種子生産、防除体制、人材育
成等の面でも顕著な効果が上がっているというように評価がなされております。 
 右の事例２はケニアのムエアという地区を対象といたしました灌漑農業の開発計画でございま
す。従来この地域は水稲の単作地帯でしたけれども、そこに適性品種の導入と作付体系の新たな
工夫という面での技術協力を行いまして、水稲の二期作、あるいは水稲と大豆の二毛作の組み合
わせによる「多角的営農システム」を導入するという目的で始められたものでございます。収量に
おきましても顕著な向上が認められておりますし、そのほか農場の経営におきましても収益の飛
躍的な増大が見られたということで、成功したというように評価をされているところでございます。 
 ３ページですが、一部改善すべき点があるものの全体としては成功した案件として中国に対する
食糧増産援助の例が載せてございます。食糧増産援助といいますのは、肥料、農薬、農業機械と
いった食糧生産の拡大に結びつく資材を無償で供与するものでございますが、対象となりました
河南省等の事業実施地区におきまして、単収が事業実施後５年間で約５割、3.2トンから4.8トンに
まで向上したという効果があったということでございます。ただ、資材供与した中の農業機械の一
部につきましては、故障した後の補修部品の手当てに問題があり、その後、一部使用されていな
い例が見受けられるということで、若干改善を要する点があったという指摘がなされております。 
 それから、右のフィジーの稲作研究開発計画です。従来フィジーでは天水田等で在来種の稲作
が行われていたわけですけれども、この地域を対象に灌漑稲作技術を導入して、二期作を行おう
ということで始めたものでございます。ただ、導入しようとした技術水準が、この国での伝統的な技
術のレベルと比べて余りにも格差が大きかったこと、それから労働慣行が根を詰めて仕事をする
というような社会的な状況になかったこと、加えて事業実施の後に自然災害が起こった、あるいは
クーデターによって政権交代があり、米の政策が大きく変わりまして米の輸入自由化が始まった
など、様々の要因が重なりまして、導入しようとした技術がその後定着しなかったというように評価
されているものでございます。これは、そういった経験も含まえて、その後の計画策定の段階にお
いては、できるだけ社会経済面あるいは農村社会面の専門家も含めた調査を行うようにという格
好で改善を行っているところでございます。 
 ４ページですが、専門委員から我が国のNGOの国際協力の活動事例についての要求がござい
ました。現在250程度のNGOが登録されておりますが、そのうち約90の団体が農林水産業の協力



を行っているところでございまして、具体的な活動内容は、二つ目の○のところに書いてあります
ように、資金協力をはじめ多様な活動が行われております。こういったNGOの活動に対しまして
は、政府開発援助と相まって効果が上がるということで、政府としても様々な支援措置をいたして
おります。農水省はもっぱら技術面での支援を行っておりますし、外務省、郵政省は資金面での
支援を行っているところでございます。代表的なNGOの活動事例を右の方にお示ししております
ので、後で御覧いただきたいと思います。 
 それから、５ページと６ページですが、委員、専門委員から民間資金の活用例についての資料要
求がございました。民間資金というものは、第一義的には途上国に対して経済原則・市場原理に
基づいて利潤の追求を目的として行われるものではございますけれども、開発途上国の資本不足
を補うことを通じてその国の経済・社会の発展に貢献をするという機能がございますので、経済協
力の一形態というように分類されております。具体的な中身は左下の方にお示ししてございます。
 ６ページには、具体的に個別の民間企業が開発途上国に対してどのような直接投資を行ってい
るかということを事例的にお示ししてございます。上から二つ目の○に書いてありますように、農林
水産分野（食品製造業を含む）では、平成８年度で開発途上国に対して約600億円強の直接投資
が行われております。具体的な事例は右に掲げてありますけれども、おしなべてみますと、農林水
産業の生産そのものに対する投資よりは、そういった生産物を原料として処理・加工する分野に
投資が行われているのが一般的な傾向かと思われます。 
 以上でございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。ただいま事務局から前回皆さんから要求のありました資
料を含めて説明がございましたが、これからただいまの説明に基づきまして御発言をいただきた
いと存じます。 
 なお、本日御欠席のおふたりの委員から、今回の議題につきましての意見が文書で寄せられて
おりますので、まずその意見を事務局から紹介していただきたいと思います。また、おひとりの委
員からは、経団連が昨年９月にまとめられました「第４回食品工業白書」を委員の皆さんに配付し
ていただけないかという申し出がありましたので、これを了承いたしまして、皆様のお手元に経団
連の「第４回食品食業白書」がお配りしてあると思います。 
 それでは、おふたりの委員から文書で出されました御意見について御紹介をお願いいたします。
○事務局 それではおふたりの委員の御意見を御紹介いたします。 
 まずおひとりの委員の方でございます。 
食品産業政策のあり方を検討するにあたっては、以下をテーマに議論をすべきであると考えま
す。 
 我が国の食品製造業の生産出荷額は約35兆円であり、これは国民の食料最終消費支出の約
半分を占め、食料安定供給の上で大きな役割を果たしています。また、国内生産の農水産物の約
４分の１が食品加工用に仕向けられており、国内農業の大きなユーザーでもあります。 
 食品製造業は近年、円高の進展などにより製品輸入が増え、厳しい国際競争の中にあります
が、これに対して合理化によるコストダウンと技術開発による製品の質の向上等によって対応して
おり、また、海外に一部生産の拠点を移す動きも見られます。 
 食品製造業の範囲は、農産加工品、畜産加工品、水産加工品など多種多様であり、国内農業と
の関わり方も種々のため、一概には言えない面もありますが、食品産業において安定的な原料の
調達は、企業存立の根幹をなす大きな課題であり、国内産原料および輸入原料の両面において、
量的・品質的・価格的に安定して供給されることが必要です。 
 国内産原料については、消費者の高品質志向、鮮度志向、安全性志向などを背景として、高単
価ではありますが、食品産業への安定した供給が望まれています。しかし、食品産業内における
企業間競争によって、輸入原材料との内外価格差のため、輸入原材料を採用する傾向が助長さ
れています。安定供給と価格差を補うための品質の向上、あるいは輸入原材料に匹敵する価格
形成を実現するための農業政策の推進と供給体制の整備を図る施策を展開すべきです。 
 品質面で触れるならば、我が国の農産物は、日本の農業の高度の技術と優秀で勤勉な国民性
により、我が国の農産物は外国産に比べて、品質は極めて優れており、（小豆、大豆、野菜、肉類
等）このため、価格面で外国産に比べて割高になっていても、品質が価格差を補って余りある場
合には、国内産農産物を積極的に活用しています。特に近年、我が国の消費者は、品質面、鮮度
面での要求が強く、この点に着目した国内農業の活性化が可能でしょう。 
 ただ我が国では、生食用生産志向が強く、加工用向け農産物は、品質面、価格面量的確保での
要請に十分に見合うものが少なく、海外農産物に比してやや遅れをとっています。加工向け農産
物は重要なマーケットであり、加工需要に対応した生産の振興を図るべきであり、このための加工



原料向けの育種、栽培技術の開発、生産、流通体制等の整備が必要であります。 
 その際、食品産業内での競争に対処し、また消費者の需要も高いため、量的確保と同時に高度
の品質を維持することが必要であります。このため、地域で主産地が形成されることが望ましいと
考えます。また、農業生産は、季節的なものでありますから、時期をずらして国産のものと外国の
ものを組み合わせて使う場合もあります。 
 最近有機栽培、無農薬農産物を求める声が、消費者の中に強く台頭して来ており、また、
HACCPの食品産業への導入、遺伝子組み換え食品に対する表示問題など、農業・食品産業に関
する最先端の問題に対しても、適切な対応が求められます。 
 価格については、一般に国産原料は割高であり、質の差を考慮してもなお一層のコストダウンが
必要であります。価格政策については需給調整にアクセントをおくべきであり、若い担い手の確保
等のために、農家所得について必要であれば、価格政策とは切り離して対策が検討されるべきで
しょう。 
 食品産業にとっても今後、技術開発は大変重要な課題であります。公的試験研究体制について
は、農林水産業に重点が置かれており、食品加工のための技術開発体制について更に強化する
ことが必要です。 
 契約栽培等の一部を除き、食品産業関係者の声がなかなか農業生産現場に届きにくく、またそ
の場もないのが現実であります。消費者の声もそうでしょうが、今後、加工生産者の声が農業生
産者に反映されることを望みたい。 
 以上でございます。 
 次にもうひとりの委員でございます。 
 我が国食品産業の経営環境が一段と厳しさを増し、食品工業の原料調達問題の解決が急務と
なってきたことを踏まえ、経団連農政問題委員会では、昨年、食品工業各社が直面している状況
や複雑な価格支持制度の仕組み・運用の概要を説明した上で、より具体的な提言を行うため、
「第４回食品工業白書」をとりまとめた。 
 本日は、食品工業白書の概要を説明させていただくことで、意見に代えさせていただきたい。別
添のＡ３版資料「食品工業白書の概要」に沿って説明したい。 
(1) 我が国食品工業の位置づけ 
 資料の真ん中の段にあるように、わが国の食品工業は年間出荷額、従業員ともに、全製造業の
１割を占める規模を有しているなど、わが国経済社会において重要な役割を有している。特に、わ
が国で生産された農水産物の４分の１が食品加工業に向けられており、国内農業の重要なユー
ザーとなっている。 
(2) 食品工業が直面している状況 
 しかしながら、わが国の食品工業は、資料の上段に記してある「国際競争の激化」と、下段に記
している「原料調達上の制約」という、２つの圧力の板挟みとなり、極めて厳しい経営を余儀なくさ
れている。 
 具体的には、資料の上段にあるように、食品加工品関税率の引き下げに加え、近年の円高の進
展により、安価な食品加工品や調整品と呼ばれる中間製品の輸入が急増しており、わが国食品
工業は、国内市場においてかつてない国際競争に晒されている。今後、ガット・ウルグァイ・ラウン
ド合意に基づき、製品関税のさらなる引き下げや撤廃が決定されており、輸入品の価格競争力は
ますます強まることが予想される。 
 他方、食品工業の主原料である農産物に関しては、資料の下段にあるように、主に国内農業保
護の観点から、農産物の価格支持制度や厳格な国境措置がとられており、わが国食品工業は、
原料調達に関して大きなハンディキャップを背負っている。 
 一例を挙げると、ビールやウイスキーの原料となる麦芽について、安い外国産麦芽を輸入する
際に、割高で品質的にも劣る国産ビール大麦の引取りが実質的に義務づけられており、ビール、
ウイスキー業界にとって、コスト・品質両面から制約要因になっている。 
(3) 食品工業の経営努力と空洞化懸念 
 このような状況の下で、食品工業各社は技術開発に加え、人員削減、設備の統廃合など徹底し
たコスト削減策を講じている。 
 しかし、このまま原料調達問題の改善が図られない場合、わが国食品工業は事業の縮小・撤退
や生産拠点の海外移転など、いわゆる空洞化が現実のものになる惧れがある。その影響は、食
品工業にとどまらず、食品工業を重要なユーザーとしているわが国農業の生産をも縮小させてし
まうことが懸念される。 
(4) 急がれる原料調達問題の改善 



 このように、食品工業の原料調達問題の改善が急務の課題となっているが、白書では、資料の
右の段に記しているように、具体的な改善の道筋として３つの提言を行っている。 
①第一に、農産物の価格支持制度が国民に広く周知されていない現状を考え、まず、政府が価格
支持制度等に係る情報公開を行う必要がある。特に、価格支持制度が目に見えにくいかたちで、
消費者に負担を課している点につき、事実認識を促す必要がある。 
②第二に、原料調達問題を解決する緊急性を考慮し、短期的な解決方策として、農産物の行政
価格を引き下げるとともに、国境措置を見直すべきである。 
③第三に、中長期的な課題として、現行の価格支持制度等を原則的に廃止し、これに代替する政
策を講ずべきである。 
 現行の価格支持制度は、消費者や食品工業に負担を課しながら、余暇・趣味的に農業を行う農
家まで、幅広く所得を補償する等の問題を有する。そこで、原則的にこれを廃止する一方で、国民
が必要と考える農業保護の範囲内で、財務の負担により、農家に対して直接所得を補償する制
度を導入することに検討すべきである。但し、その財源は、あくまで現在の農林水産予算全般の
見直しにより捻出すべきである。 
 以上でございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 

４．質  疑 

○部会長 以上で事務局からの御説明はすべて終わりました。４時半まで予定の時間がございま
すから、どうぞ御自由に御発言いただきたいと思います。委員、どうぞ。 
○委員 おふたりの委員の意見にもございましたように、加工原料あるいは加工品は最近非常に
輸入が多くなってまいりました。こういうことですと、我々食品産業、食品工業・食品サービス業とも
に同じだと思うのでございますが、こういった国際競争に打ち勝っていかなければならないわけ
で、そういう努力をいろいろしているわけであります。特に輸入原料の問題については、大変多く
なっていると言われておるが、資料４の４ページに食品製造業の加工原材料の内訳がございます
が、例えば輸入農水産物について60年、平成２年、平成５年と見ていきますと、伸びるどころか、
逆に減っている。あるいはその下の輸入一次加工品を見ましても、輸入金額は横ばいでありま
す。 
 これについては原材料輸入から製品輸入にだんだん変わってきたのではないかと想像できるわ
けでありまして、その状況が16ページあたりに書かれております。輸入最終製品を見ましても、平
成２年、５年あたりの金額はあまり伸びていないと、こういうことであります。しかし、実際は60年あ
たりからグッと円高に変わってきていると思うのです。為替の変動を見ると実際は大きく数字が変
わってくるのではないか。したがって、こういう数字については金額だけでは多少誤解を招くので
はないか。数量的にはどういうことになっているか、そういう数字の把握もきちんとしておく必要が
あるのではないかと思いますが、その辺のところはどのようにとらえておられるか、お伺いしたいと
思います。 
○部会長 事務局の方で何か数字はございますか。 
○事務局 おっしゃるとおりでして、これは為替が円高になったことにより、見た目の金額ベースは
落ちているようになっています。したがいまして実際の数量はかなり増えていることになります。た
だ、品目別の単価等がそれぞれ違いますので、単純に数量が幾らということではなかなか比較で
きないため、ここではあえて金額だけをお示ししておりますが、数量について試算できるかどうか、
検討してみたいと思います。 
○委員 私の言っていることのちょっと無理な面もよくわかります。 
 ついでにもう一つ要望しておきますと、くくり方がちょっと大き過ぎるのです。そうすると、各業界
ごとに自分のところの数字はどのぐらいになっているかという時に、これが使えないわけでありま
す。例えば冷凍食品なんかも最近は非常に大きく輸入されるようになってきていますが、冷凍の野
菜は厚生省の検疫数量で大体わかるわけです。それから調理品については大蔵省の通関の数
字でわかるはずなんです。ところが、これは大きくくくられておりまして、実際は全ての調理品の中
に入ってしまうということであります。 
 最近、こういう輸入品は非常に大きな数量になってきましたし、どの業界にとっても大変関心の
あるところでございますから、一回決めてしまうとなかなか直せないというところはあるようですが、
極力そういう数字を作っていただけるようになれば、我々としてはこれが使えるし、また行政当局
におかれても、現在はこういうところにこういう問題が発生しつつあるのかという把握にも役立つの



ではないかと思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 今の委員の御発言でございますけれども、農業統計に比べて食品産業に関する基礎的な統計
資料の整備がやや遅れているという指摘は古くからあるわけです。農業統計は非常に長い歴史
があるわけですが、それに比べてどんどん変わっていく食品産業の基礎的な統計資料が十分整
備されていないということの御指摘にもなろうかと思いますので、その点はひとつ御配慮をいただ
ければと思います。 
○委員 それから、原料ないし製品の輸入に関しまして、二、三意見を申し上げたいと思います。 
 私どもの会社の例に即して申し上げますが、例えば冷凍エビをタイから輸入しております。ところ
が、現地にしますと、冷凍エビをそのまま持っていくのではなく、フライにして持っていってくれと、こ
ういうことになるわけです。あるいは、ブロイラーを輸入しておりますと、ブロイラーをそのまま持っ
ていくのではなく焼き鳥まで加工してくれとか、ウナギならウナギをそのまま日本に持っていかない
で蒲焼きのところまでやってくれとか、こういうふうに向こうの要望がだんだん広がってくるわけで
す。向こうにしてみれば、少しでも自分の方で付加価値をとりたい。自分の国なり地元なりにそうい
う成果を残しておきたいということを希望するわけで、当然そういう方向に行くわけであります。同
時にまた、そういうものに取組んでいる人たちは、将来、自分の国でもそういう加工品が売れるよ
うになるだろう、だから勉強しておきたいと、こういうことであります。また私どもにしますと、そうい
うものをそこでやらせながら、例えばエビフライの場合なら私どもは、タイを起点にヨーロッパやオ
ーストラリアに輸出するようなことになりまして、こちらにも便利さがありますから、こういう形でだん
だん原材料輸入から製品輸入の方に移っていくことになるわけであります。 
 こういう輸出国というのは非常に熱心です。例えば私どもが明治以降の輸出品を調べてみます
と、発展途上国にとっては、外貨を稼ぐ上において、農産物等の一次産品を輸出することが一番
手っ取り早いのです。明治からずっとトップを走っている輸出アイテムは何かというと、まず生糸だ
ったでしょう。あるいはお茶ですね。それから水産品です。水産品も缶詰とか、いろいろあるでしょ
うけれども、こういう一次産品を輸出しなければ、逆に自分たちは外貨を稼げないということで、こ
の辺は大変熱心であります。 
 それでは私達がその政策に乗ってやっていればいいと思っているのかということでございます
が、決してそういうわけではございません。コストの差が非常に大きいので、残念ながらそういうも
のを利用せざるを得ませんけれども、国内のことを考えれば、自分達の工場の稼働率が下がって
しまう、あるいは廃止に追い込まなければならなくなってくるわけですから、当然そのようなことは
防ぎたい。あるいはまた、国内の農家の方が作ってくれるものであれば、いろいろ注文をつけても
すぐ反応をしてくれるという良さもあります。あるいは、農家の方々は私どもの製品の大事なお客
さんでもあるわけですから、そういう方々のものをまず買いたいと思うのは当然なのですけれど
も、残念ながらコストの問題がある。 
 もう一つ大きな問題は、日本の場合、ロットがまとめにくいという問題があるのです。つまり、数
量の安定確保ということであります。なぜそういうものが問題になってくるかというと、食品工場が
だんだん装置産業化してくるわけであります。かつては人件費も安うございましたから、忙しいとき
は臨時を入れればいいんだということでやりましたけれども、そういうことがだんだんやれなくなっ
てくる。そうすると装置産業化して年間稼働率を高める。そのためには安定した原材料の供給が
ないと困る。そういう意味では、日本の農家の加工原材料の供給体制は非常に弱過ぎると思うの
です。これを今後どうしていくか。 
 ただ、こういうことについて立派になさっているところもあります。例えば、私どもは北海道の士幌
農協さんと組んでおりまして、コロッケの生産委託をしており、現在、日産200万個作っております。
うちはコロッケは士幌農協さん以外とはやりません。そのかわり向こうにもエクスクルーシブである
ようにお願いしております。それはなぜかというと、技術をお互いに提供し合うことになりますの
で、どうしてもエクスクルーシブでないとまずいわけですが、士幌農協さんの例などを見ますと、農
業そのものに大変夢をお持ちです。原材料の作り方、あるいはこれから自分達はどのようにして
付加価値をつけていかなければならないか等々、そういう点では私は大変すばらしい農協さんだ
なと思っております。 
 そのように大きな食品工業と取り組めるところも幾つかあると思います。あるいはまた、そこまで
大きくできなくても、近ごろのことですから、手作りの味を楽しみたい、その土地の名産と言われる
ようなものを食べたい、機械で作ったものはもう嫌だと、これもまた一つの需要だと思います。いい
言葉を知りませんけれども、農村工業といいますか、一村一品運動もそういうことになるのだろうと
思いますが、農家がまとまって、何かの原材料について特産地になって、それから加工に入って



いくなど、自分なりの銘柄をきちんと持っていくことは原材料を売る上でも加工品を売る上でも非
常に大事な行動ではないかと、このように思っております。 
 私が一番言いたいことは、現在のままではどんどん原材料が輸入され、加工品も輸入される。
特に加工品の関税率が低いということになってまいりますと、我々食品製造業者としては大変困っ
てしまうわけです。製品は大変安く入る、一方の原材料の方は支持価格で高く抑えられているとい
うことでは、板挟みでどうにもならないわけでありますから、我々食品工業の原材料についても支
持価格制度は改めていただきたいと思いますし、あるいはそういう原材料を農家の方々が喜んで
作れるような所得補償もきちんとやっていただきたい、こういうのが私どもの希望です。 
 以上でございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 食品工業について委員から様々な側面についての御発言がございましたが、おふたりの委員の
御意見の中にもありますように、原料問題は食品工業にとって非常に大きな問題でございます。
おふたりの委員の御意見も含めまして、この点について関連の御意見はございますか。どうぞ。 
○専門委員 価格支持制度の話が出ましたので、私の考えを述べたいと思います。 
 今日の資料の４ページの右上に出荷額に占める原料農産物の割合のグラフがございますが、
三つ並んでいる中で言えば、パン類などは、小麦粉の価格支持制度がありますが、全価格に占め
る原材料の割合が非常に低いわけです。私どもは消費者運動の中で円高差益還元の運動をした
ことがあるのです。こんなに円高が進んでいるのにパンや小麦が下がらないのはおかしいではな
いかという運動をやりました。油もやりました。すると、原材料の占めている割合が非常に少ない
ので、少々円高になっても製品価格を下げるわけにはいかないと、こういう御答弁が返ってきたわ
けです。例えばビールは大麦など価格支持制度があるわけですけれども、これも私達がそういう
申し出をしましたら、ビールは税金が多いのだから、税金を下げなければ製品の値段を下げるわ
けにはいかないと、こういう御回答がいつも返ってくるわけです。ですから、製品によって違うので
しょうけれども、原材料の占める割合がそれほど大きな影響をしているのかなというのが私の疑問
でございます。それよりも真ん中あたりで大きな割合を占めている部分も併せて価格を下げていく
ことをやらなければ、製品価格は下がってこないのではないかと思います。 
 それから、原材料を価格支持制度でやるか直接補償でやるかということですが、価格支持制度
をやった場合は、それを購入し利用する消費者が支払いをしているわけです。しかし、直接補償で
やりますと、これは国税でやるのだと思うのですが、その場合は利用しようが利用しまいが、国民
全体でその部分を持つことになるのではないかと思います。私もどちらがよいという結論は持って
おりませんけれども、そういった点も考えながら価格支持制度を残すか残さないかということを検
討する必要があると思います。 
 それから、22ページにまとめとして食品産業政策の今後の課題がございますが、何となく矛盾に
満ち満ちているなということを感じたのです。その中の一つとして、情報化、HACCPの導入と中小
企業の活性化をどのように結びつけて考えればいいのかなと思っています。情報化、POS制度の
導入などはどうしても大きい企業がやっていきます。それからHACCPにしても、今までのお話を聞
いていると、大きい企業はかなり可能だけれども、これを中小企業に導入するには非常に難しい
問題があると言われています。大きい企業はHACCPを自分達はこれを導入して安全だというふう
に宣伝の材料に使っているわけです。そういうことをしながら中小企業を淘汰する方向に来ている
わけですけれども、それと最後に言っている「地域社会と共生する中小小売業の活性化等の視点
も必要である」ということをいかなる方策で結びつけるのかなというのが感想でございます。 
 それから、言葉じりをつかまえて大変申しわけないのですが、(2)の上から３行目に「可能な限り
安価で」とございますが、この言葉でいいのでしょうか。何でも安ければいいというものではないと
思いますので、ここは「適正価格」とか、何か言葉を考えた方がいいのではないかと思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 前の方はちょっと後にしまして、後半の御発言の最後の課題のところが矛盾に満ち満ちていると
いうお話でした。その一つとして、安全等の観点から情報なり品質管理技術の導入と零細ないし
小企業の振興との関係をどう考えるかということですが、これについて事務局の方で何か御発言
がありましたらお願いします。 
○事務局 直接のお答えになるかどうかわかりませんけれども、おっしゃるとおり、矛盾に満ちたと
いうか、大変複雑な課題設定になっております。と申しますのは、かなり一般的な整理をしており
ますので、例えば食品産業全体についてもう少し突っ込んだ形で触れていない、そういう状況であ
りますので、単純かつ明確に課題設定をするのがなかなか難しいという実態でございます。 
 冒頭御説明しましたように、最終消費支出72兆5千億円という大マーケットを構成している食品



製造業なり外食産業というのは大変な業界でございまして、私、最近よく言っているのですけれど
も、出荷額ベースだけでも食品製造業と外食産業を足すと60兆円強、62～63兆円になるのではな
いでしょうか。これは、例えば電気製造業が約55兆円、自動車の製造業で45兆円ぐらいですから、
自動車、電気を上回る大産業分野であるということでございます。 
 そこで、例えば食品製造業についてもいろいろな形で中身を見て整理してみる必要がある。先ほ
ど資料で31兆円の出荷額とありましたけれども、これを食品製造業の性格別にやってみますと、
例えば製糖業、製粉業、油の製造業などの基礎素材型、それから肉加工品、酪農品、水産練製
品、清涼飲料という加工型の産業、それからパン類、菓子類、冷凍・調理食品、総菜みたいな加
工品を利用した二次加工型の食品製造業と、三つぐらいのタイプがあると思います。これの原料と
の関係がどうなっているのかという形で見ると、例えば輸入原料依存型であるとか、国産原料依
存型であるとか、輸入原料と国産原料を混ぜた形のものであるとか、そういった縦系列・横系列の
マトリックスで整理できるというような一つの整理の仕方があります。 
 それからもう一つ、食品製造業というのは中小企業比率が高いということになっているのですけ
れども、食品製造業の中小企業比率について、例えば１社当たりの出荷額と全出荷額に占める
中小企業の出荷額の割合みたいな整理の仕方をすると、大体四つか五つぐらいに分類できます。
これは後で資料をお配りして御説明してもいいのですけれども、要するに食品の製造業界や外食
産業界というのは極めて多種多様なものからなっている。もちろんそれは商品特性や輸入原料と
の関係など、そういうことで極めて多種多様なものになっているという実態がまず前提としてある
だろうと思います。 
 そうした中で、おっしゃるとおり大手の企業もたくさんございますので、大企業の皆さん方のテー
マ、例えば品質管理はHACCP方式を導入するとか、IOS9000を導入するといったことが当然でき
るところもありますし、中小企業の多くの分野ではそれはなかなか難しいというところもあります。
ですから、それは逆に言うと我々の政策課題なんだろうと思っております。要するに、多種多様な
実態に対応して求められる政策課題をできるだけバランスよく展開していきたいというのが食品産
業の課題だということで整理しておりますして、それが一見してみると相当矛盾に富んでいるよう
なことになりかねないということでございますので、そこはできるだけバランスよく展開していきたい
と思っております。 
○部会長 どうもありがとうございました。よろしゅうございますか。 
○専門委員 はい。まとめて見るから、こういうことになるのだと思います。 
○部会長 今も御説明がありましたし、先ほど委員からも御発言がございましたが、食品産業と一
口に言いましても中身が非常に違う、いろいろな産業部門、業種がありますので、データ的にもう
少し細かなものが必要かもしれませんし、また、その性格によって問題点や対策その他も変わら
ざるを得ないということも十分に考えなければならないと思います。 
 専門委員のもう一点の御発言で、原料が高いということがよく言われるけれども、反面、原料が
下がったから製品の価格が下がるかというと、その際には原料費はそれほどではないという御発
言になって、矛盾に満ち満ちているという御指摘で、三つの製品についての例が出されました。４
ページで、パン類、菓子類、清涼飲料ということになっておりますけれども、この４ページの原材料
比率のデータについて事務局から追加的な御説明はございますか。この３品目をお選びになった
理由等はどうですか。これはとりあえずということですか。 
○事務局 いろいろな食品関係がございますけれども、かなり直截的に原料農作物が出そうなも
の、いろいろなものを複合化しているようなもの、比較的低そうなものということで三つピックアップ
しているわけでございます。ただ、いずれのものも高くて40％弱ぐらいがいわゆる原料農産物と申
しますか、そういった食品の素となりますもので、あとは中間材なり、それぞれの付加価値なりで
構成されている。こういった点についてどう考えていただくかということを、むしろこの場等におきま
して御議論いただけれたらと思いますし、あるいは国民的にもこういった実態を踏まえながら食品
製造業の世界における原料農産物とものの供給のあり方という観点において御議論していただ
く、その一つの材料として示唆させていただいたところでございます。 
○部会長 この表につきましては、委員、何か御発言ございますか。あるいは他の方々でも結構
ですが、原材料問題ということで４ページの右側の上のデータが出されているわけですが、専門委
員の御意見はこれは低いじゃないかということですね。どうぞ。 
○委員 確かに専門委員がおっしゃるような一面があると思います。つまり、円高になってもなか
なか製品まではね返ってこないのは、輸入品の中のいわゆる行政介入産品であれば、そこで一た
ん遮断されてしまうわけですから、行政なり中間の貿易をつかさどっている管理組織はそれで潤う
かもしれないけれども、それが直接消費者まで通ってこないという点はあると思うのです。ですか



ら、そういう観点から、それが直接メーカーに波及して、それがそのまま消費者に波及していくかど
うかは別として、そういう可能性を高くするために価格支持制度をどうするか、つまり介入産品をど
れだけ減らすかということが議論されるべきではないかと思います。 
 農業部会で議論をして、まだもちろん指し掛けになっておりますけれども、今の価格制度は支持
問題も含めて見直すべき時期に来ているという議論が大勢を占めている。しかし、今お話が出た
ような所得補償にしても、あるいは収入保険にしても、全部の農業者を対象にしてやる筋のもので
はないだろうということ、これもまたかなり大勢を占めたと思いますから、そこのところとの関連で
価格支持問題をどうするかということではないかと思います。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、先に委員の方からお願いします。 
○委員 私もこの表を拝見して実感と遠いなと思ったのは、先ほど委員がおっしゃられました原材
料の７割ということなのです。私どもの実感としてはもっと輸入品があるのではないかということ。 
 それから、６ページですが、流通形態のところで私どもはいつもわからない。流通形態が複雑な
ために日本の製品は高くなっている部分があるのではないかと思っていたのですけれども、これを
拝見しましても、どこがどういうふうになっているのか、よくわからないのです。例えば、市場の稼
働力があまりなくなっているけれども、今までどおり、形骸的にと言っては失礼ですが、残っている
ところもたくさんあるようですね。ここで数が出ておりましたけれども、市場数の推移はどういうふう
になっているのかなという気がします。そして取扱量は、私どもが感じているよりもまだ市場経由
比率が多いように思うのですけれども、市場は統廃合が進んでいるかどうか、そんな資料はあり
ますでしょうか。 
 それから価格の問題で申しますと、価格が安くないと国内での競争力がなくなってくるということ
はわかるのです。ただ、支持制度等がなくなってきますと今度は農業に与える影響が出てきて矛
盾に満ち満ちます。したがって、どこをどういうふうに申し上げてよいか、わからないのですけれど
も。 
 これからの世の中は作る時も捨てる時も環境問題を無視しては考えられないということを考えま
すと、これは食品産業の方にも申し上げたいのですけれども、加工の時に要らない包装とか要ら
ないお金を投じていないだろうか。日本の場合は特にきらびやかに印刷したり、飲料水にしてもい
ろいろな色のペットボトルを出したり、缶ビールにしても意匠が始終変わる。中身の味が前と変わ
っているかどうか、わからないのですが、そういったことがありますので、これからは流通にかかる
経費と捨てる時の環境に対する負荷、そういうものを節約していかないと、最後にいろいろな問題
で無駄が出てくるのではないか。 
 ここでは一番最後に環境に対する取組みの必要性が書いてございますけれども、先日、厚生省
がお出しになりました産業廃棄物の資料を拝見いたしましたら、上位６業種というところで建設業
の次に農業がきているのです。それから種類別の排出量になりますと、いろいろなものを全部汚
泥にして出しますから汚泥が一番多いのですけれども、次に動物の糞尿というのがあります。化
学肥料が重宝されましたので、全てが化学肥料になっていますけれども、みんなこれに切り換えろ
と言ったら、またそこで無駄が生じるとか、いろいろあるのかもしれませんけれども、使えるところ
はなるべく使うようなリサイクル、そういうことができるような方向で行けばいいと思います。一つ一
つを見ると、面倒だ、安上がりにならないということはあるのでしょうけれども、生産から廃棄まで
全部トータルで考えますと、どこかにメリットがあるのではないかというふうに消費者としては考え
ます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 今の御意見は、８ページあたりかと思いますが、卸売市場の役割がやや低下しつつあるというよ
うな御説明、あるいは直感的な御認識もあるのですが、市場の数の推移等についてのデータ、こ
れは当然あると思いますけれども、若干御説明いただければと思います。 
○事務局 卸売市場の関係ですけれども、ここにありますように中央卸売市場は88で、ここ20年ぐ
らい、ほぼ横ばいです。それから地方卸売市場は徐々に減ってきておりまして、例えば昭和60年
には1,707ございました。 
 私どもも卸売市場の統合をどんどん進めていかなければならないということは認識しておりまし
て、先ほど御説明いたしましたように第６次の卸売市場整備基本方針でも卸売市場の統合、卸売
業者の統合を課題にしていまして、今進めているところでございます。 
 それから、卸売市場の経由率につきましては、やはり徐々に下がってきておりまして、例えば
1985年には野菜は87.4％であったものが平成５年には80％になっているということでございます。
また、水産物についても同様に下がってきております。花きについては上がってきている、こういう



状況でございます。年率１％ぐらいの感じで下がってきているということでございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 また、委員の御発言の後半部分の廃棄物問題ですが、食品産業の廃棄物以外にも、農業とい
いますか、特に畜産の廃棄物は非常に大きな問題であろうかと思います。 
 それでは、委員、お待たせいたしました。 
○委員 為替が変わっても円高になっても少しも製品は安くならないのではないかというお話でご
ざいますが、御存知のとおり、輸入業者がいて、メーカーがいて、次に問屋さんがいて、小売店さ
んがあるというように、そこにはいろいろな役割を果たす人達がいるわけでございまして、そういっ
た人たちの合意をどういう形で成り立たせていくかということが大事なのではないか。 
 現在そういう方向に進みつつあります。バブルが崩壊しました時に、一時「価格破壊」という言葉
がございましたが、価格破壊だといって関係者はみんなコンコンたたけば値段が下がるというよう
なことにはいかない。一時そういうことはあり得ても、価格を下げるには、やはり価格が下がるリー
ズナブルな理由がなければならない。そこにはそれなりの努力とか環境が必要です。 
 そういうことで、現在進みつつあるのはECRという考え方であります。これは、エフィシェント・コン
シューマーズ・レスポンスということで、効率的な消費者への反応というふうに訳すのかと思いま
す。平たく言いますと、大体大型小売店が中心になりまして、問屋さん、あるいは我々メーカー、さ
らには輸入業者、こういう人達が一体となってコスト切り下げに努力していく、あるいは商品開発に
努めていくということであります。そういうことがだんだんできるようになってきましたのも、情報機
能が非常に進んできましたので、お互いに裸になって資料を出し合って、そして適正な利益を分け
合おうではないかと。要するに、メーカーが儲ける時は問屋さんが損をする、問屋さんが儲かった
時にはメーカーは損をするというような利益相反的な関係ではなくて、儲けるときは両方が儲かる
んだと。「ウィン・ウィンの関係」と言っている人もおりますけれども、そういう社会的なシステムがだ
んだんできつつあります。専門委員にお答えできるほど、すぐに敏感に反映できるかどうかはわか
りませんが、そういうような形で、要求があればそれにどう応えていくか、いろいろなシステムが社
会的には生まれつつあるということを申し上げたい。これが一点です。 
 それからもう一つ、HACCPや情報機能の問題について中小企業はどうなんだ、大企業だけがい
い格好をしてますます有利になっていくと。そういう表現とは少し違いましたけれども、そういうこと
ですね。こういう問題について、私が最近経験したことでは、それぞれの業界内においてスタンダ
ードなものを作り出すと、そういうハード、ソフトは意外と安くできるものだということがわかっており
ます。したがって、農水省におかれましても、そういうことを業界別にいろいろ指導していただきた
い。何か一つの基準がきちんとでき上がると、そのソフトをみんなが使ってコストが下がることもあ
ると思いますので、そういうような御指導をお願いしたいと思います。 
○部会長 貴重な御意見、どうもありがとうございました。 
 それでは、専門委員、どうぞ。 
○専門委員 食品産業あるいは外食産業という今日の論議の視点について少し申し上げたいと
思います。 
 今、川下が非常に大きな金額になったと。先ほど事務局が御説明になりましたように金額にすれ
ば60兆円という膨大な金額になっているわけです。そして農業あるいは食料と60兆円との関係が
いろいろ無理が出てきている。それが議論されなければいけない問題だと思います。川下からもう
一度見ていただきたい。そうすれば、農業をどういうふうにしていかなければいけないという考え
方が出てくるのではないかというのが今日の私の視点になるわけです。 
 そこで、先ほどから大手と中小の問題についての御議論も出ておりますけれども、そのことは後
ほど申し上げたいと思いますが、大きくなってきているユーザーという問題をもう一度考えていた
だかなければいけない。大きいというのはどういうことかということを、この前の合同部会の時に少
し申し上げましたが、もう少し申し上げてみたいのです。例えばお米のことで申しますと、私どもの
グループで年間約２万トンのお米を使います。それから、皆さんがよく御存じの「ほっかほか亭」と
いう弁当屋さんで年間に約４万トン使っているわけです。さらに牛丼の吉野屋さんも私どもとほぼ
同じような金額で約２万トン近く使っている。そうしますと、外食や中食と呼ばれる、いわゆる食の
外部化の部分で使われるお米は、合わせるとおよそ25％程度、４分の１ぐらいのボリュームになる
わけです。そういうものを昔はそれぞれの家庭で作るために、小さな単位で買われたものが非常
に大きな単位で買われる、これが現実であるということを御理解いただきたいと思うわけです。違
う例で申しますと、例えばケンタッキー・フライドチキンさんの鶏は国内の総出荷数の10％にも及
んできている。影響力が非常に大きくなっているわけです。そういうふうに、国内に累積してきます
農産物の３分の１を我々のような食品加工・外食で使っているという現実を考えて、それからそれ



を供給する農産物というように考える必要があるということを一つ申し上げたいと思います。 
 それから、先ほど卸売市場の問題についてございました。ついでに申し上げたいのですけれど
も、卸売市場というのは今までの機能では実はこういう大きなユーザーは非常に不便な点が出て
きているわけです。例えば産直という形で産地と直接取引をしていると、市場を通す必要はないの
ではないかと。いわゆる市場外流通という形が今でも行われてきておりますけれども、市場の必
要性があまりない。ただ、価格を決定する場所としてはもちろん必要ですから、要らないと言って
いるわけではありません。むしろ卸売市場というのは中小の事業者にとって最も便利で、これから
もなくてはならない生命線になると思うわけです。そういう意味で、矛盾をはらんできてしまったの
は、大型ユーザーがはまりきれなくなってきている、あるいはその要望に対して応えきれないとい
うこと、そのあたりが卸売市場が抱えている問題でありますし、これを近代化する必要があるだろ
うと思います。いずれにしても、卸売市場の機能というものは十分に果たしていると思いますし、こ
れからもかなり重要な位置づけで考えておかなければいけないと思います。 
 もう一つだけ申し上げたいのですが、小規模の小売店や小規模の飲食店、そういう問題に対す
る御疑問が非常にあると思いますけれども、飲食店でいいますと、いわゆる大手というのは店数
ではそんなに多くないわけです。圧倒的に中小の人達によって支えられております。我々も業界
がありまして、その業界で常に議論をし合うわけですけれども、大と小はどのように共存していくか
という問題を絶えず大きなテーマにしているわけです。その時に、お客様は非常に多様化していま
すし、いろいろなニーズを求めているわけですから、それぞれ役割分担をしていくのだという考え
方を絶えずとっておりますので、大が栄えて小が滅びるという考え方は基本的にはあまり御心配
いただかなくてもよいのではないか。食品加工の方は私はちょっとわかりませんけれども、飲食に
ついて申しますと、そんなふうに考えております。参考までに申し上げたいと思います。 
 以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、専門委員、どうぞ御発言ください。 
○専門委員 行ったり来たりのお話になり恐縮でございますが、ただいまお話がありましたように
加工なり外食の分野がかなり大きなマーケットになってきたということでございまして、国内農業と
いえども大きなユーザーとしてこれを大事にしていかなければいけないと思うわけでございます。
ただ、伝統的には、加工に向けるよりも生食での方がやや価格が高いということもあって、余った
ものを加工用へ回すとか、そういう状況であったと思うのですが、近年では、モノによっていろいろ
違いますけれども、契約栽培をやるとか、あるいは産直をやるとか、そういう格好で農業側の関心
もかなり高まってきていると思います。特に要請されていることは、委員のペーパーにもございま
すように、量・質・価格的に安定して供給するということで、これは輸入品も含めて国産原料でも同
様であり、まさにそれが大事だということでございます。それには農業側の一層の努力とあわせて
それに対する対策が必要ではないかということで、御提言のように一つは主産地の形成によりロ
ットを高めるとか、いろいろな産地が共同してリレー的に対応していくとか、特に品質、鮮度等を中
心にしながら、ややきめ細かい対応を行っていくという面等を国産の売りにして、ますます努力し
ていかなければいけない分野ではないかと思っております。 
 それにつけても価格でございます。先ほどいろいろお話がありましたように、行政価格も、規模
拡大等の生産性向上の努力等が加わり近年はかなり下がってきている状況でございます。それ
でもまだ足りるとか足らんという問題があると思いますので、さらにコスト低減の努力をしていかな
ければいけないと思いますが、資料にも出ておりますように国内農業の努力だけでは外国に匹敵
するような価格に下がることにはなかなか限界があるわけでございますので、そういう点も御理解
をいただきたいというのが一つでございます。 
 あわせて、先ほど行政価格の問題があったわけです。先ほど申しましたように行政価格も近年
は大分下がってきているわけですが、行政価格もいろいろありまして、価格政策は市況の乱高下
を防ぐという機能も一方であるわけでございます。そういうものが安定的な供給なり消費につなが
る道でもあろうと思います。だから、価格政策一般を論ずるよりも、価格政策それ自体についての
分析が必要ではないかと思います。 
 あわせて、国内農業も食べていかなければいけないわけでございます。先ほど来二、三の方か
ら所得政策なり収入保険という問題も提起がありましたが、それがどういう規模、どういう水準で
設定されるかという問題と、あわせてそういうものが広く国民的な理解を得ていけるかどうかという
点も含めて、これは農業部会を中心に検討されるのだと思いますが、慎重な検討を要するのでは
ないかと、このように思っております。 
 それから卸売市場の問題でございます。資料にもありましたように畜産は相当ウエイトが低くな



っており、青果、果実が中心になりまして輸入品と産直に押されてシェアが減っているということで
あります。そういう中で、ここにもございましたが、荷受けの方なり中卸の方などは経営的に大分
大変な事態になっているわけでございます。したがいまして、もう既に検討されていると思います
が、いろいろな努力とともに統廃合みたいなものも視野に入れて検討していく必要があるのではな
いかというふうに感じています。 
 以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、他にどなたでも。どうぞ御発言ください。 
○委員 ２点ほど申し上げます。１点は、このデータでも見られますように食品産業が日本の国民
の健康・食生活の中で占める位置づけは非常に大きいわけです。ということは健康を担うという点
からして非常に大事な立場にあると思うわけですけれども、委員のお言葉の中には「消費者志向
だからこういうふうに」とあります。そういう立場はもうそろそろ終わりにして、食品産業に携わって
いる人達の国民の健康を担う大事な立場でやっているのだという気持ちが伝わるように、そういう
ことで鮮度のよいものとか、安全性の高いものとか、そういう表現で出てきてほしいと思うのです。
そういう部分を食品産業に携わる立場の人からしっかり出してほしいという気持ちがあります。そ
れは健康の問題もそうですし、食文化を支えるという点でも大きな位置づけにあるわけでございま
すので、それを一つ感じました。 
 それから、20ページのところで汚泥がほとんど再資源化されていないということですが、なぜそう
できないか。いろいろな問題があると思いますけれども、その問題を具体的に、こういう問題はこう
できないかということをぜひしっかり検討してほしいと思います。特に食品産業の場合、家庭から
出る廃棄物と違って内容がかなり把握できるものでありますので、コンポスト化などがしやすいの
ではないかと思いますので、その辺の検討をきちんとしてほしいと思うのです。 
 20ページの右下の表で食品製造業から排出される廃棄物の比率は出ているのですけれども、こ
れが年間に使用する素材の何割になっているのか、例えば植物性の残渣、動物性の残渣が素材
の何割になっているのかということを知りたいのです。併せて、家庭から出る廃棄物は比率的にど
のぐらいの割合になっているのか。こういうデータは多分あると思いますので、そのようなことを知
りたいと思います。 
 以上でございます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 最初の御発言は、今日の資料のまとめのところには出ておりませんが、食品産業、末端は外食
産業でございますけれども、これが非常に大きくなった現在、消費者の立場というように言うだけ
ではなくて、健康維持のための適正な食生活ということを食品産業がどうやって達成できるのか。
これはなかなか難しい問題として提起されることになるのではないかと思います。 
 後半の廃棄物の関係については、事務局の方から追加説明がございますか。 
○事務局 この点につきましては、詳しく調べまして、次回にでもまた資料の形で出させていただ
きたいと思います。 
○部会長 それでは廃棄物の点は次回にもう少し詳しく資料で出していただくということで、よろし
くお願いいたします。 
 ほかに。委員、どうぞ。 
○委員 二、三感想を申し上げたいと思います。 
 先ほど食品製造業とか流通業に対する主な対策の現状の御説明をいただきましたが、これはい
ろいろなものがたくさんあるのです。いろいろなものがあって、もちろんそれなりに効果を及ぼして
きたのだろうとは思いますが、にもかかわらず、まだ先ほどのように空洞化する心配があるという
ような食品産業の方からの発言もあることを考えますと、これだけあるものが恐らくそれなりに一
定の役割を果たしてきたのではないかという気がいたします。したがって、この際、21世紀へ向け
ての基本問題を考えるわけですから、少しまとめて、どこかに重点を置いて、新しい食品産業の体
質をどうするかと 
いうことを考えたらどうかなというようにさきほどから考えておりました。 
 その場合の視点として、私は三つではないかと思うのです。一つは価格であり、一つは安全性と
いいますか、質の問題であり、もう一つはこれからの新しい課題としてリサイクルだと思います。そ
れに食品産業がどういうように対応できていくのか、対応できるための体質をどうするのか。これ
は価格であれば価格支持制度の問題になりますが、そういうようにきちんと仕分けをしながら新し
い政策を立てていくべきではないかと思うのです。それは政策の問題です。 
 そしてまた一方、何でも官主導が果たして正しいのかどうかということも少し考えております。特



に安全性とか表示の問題で気になっていることは、例えば今の遺伝子組換えの農産物について
も、表示問題についてはお役所、官の方で検討会を設けてやっているということになると、実際に
それを扱うかもしれない食品産業のところからは、どうしたらいいかという発言がほとんどないわ
けです。もちろん一、二シンポジウムなんかで伺っている方はいらっしゃいますけれども、概して様
子見ということもあります。 
 それからもう一つ、ここには載っておりませんけれども、例のオーガニックですね。有機農産物か
らさらに安全性を高める、そういうオーガニックのことなどについても、農林水産省でそれをどうい
うふうに認定するかという検討会を始めた。これは確かに官がやるのもいいのですけれども、アメ
リカなんかではもう民がやっているわけです。民が非常に権威のある団体を作って自らやってい
る。そういう面も大事にしなければいけないのではないか。だから、官がやる部分と民がやる部分
はそこでおのずと見えてくるようになるべきではないかという気がしています。 
 それから、先ほど御発言があった市場問題について言えば、私がかつて市場等の取材をしてい
た時には、とにかく１億２千万人の日本人になるべく平等な価格と平等な量で農産物や水産物を
分配するには市場がなければだめなんだということを盛んに言われました。しかし、時代は急激に
変わって、極めて高度な交通手段とか、大型量販店の登場とか、先ほど来あったような大型ユー
ザーの登場とか、そういうふうに激動したわけで、今までの市場法の枠の中では律しきれないよう
なことができているわけです。したがって、一番最後のところに問題点として書かれた、市場の改
革といいますか、体質強化、これは本当に緊急の課題として考えなければいけないのではないか
という気がいたします。 
 それからもう一つ、リサイクルのことを申し上げます。ここでは廃棄物のコンポスト化を想定して
書いておられるのだと思いますけれども、一つだけ昨年の経験を申し上げますと、私、去年アメリ
カとヨーロッパにコンポストの取材に行きました。その時に気がついたことは、もうただではできな
いということであります。外食産業にしても、あるいは外食レストランにしても、とにかくお金を出し
て自分の廃棄物を持っていってもらう。私が取材した会社では、家畜の排泄物については幾らか
のお金を払う。しかし、お店から出る廃棄物についてはお金をいただいて集める。ですから、集め
る方は極めて乱雑に出していただく方がいいわけです。重量でお金をいただくわけですから、あま
りきちんと水を切っていなくてもいいわけです。水なんかがジャブジャブ入っているものを大喜びで
もらっているわけです。その方が高くもらえるから。ですから、そういう意味でいうと、ただではない
という意識を国民のみんなに浸透させることが必要ではないか。 
 もう一つ、今度は堆肥を使う方です。これも大変難しいところですが、ドイツでは一時コンポスト
の中に重金属等が混ざっていた経験があったものだから、そういうものは使えないと農家が嫌が
ったのです。ところが、今は品質も非常によくなっているものですから、少しずつ普及している段階
にあります。限られたボンの近くの例だけですから全国かどうかはわかりませんけれども、何がし
かのお金を農家に払って使ってもらう。とにかく使ってくださいというようなことをやっていました。で
すから、これは大事な項目でありますけれども、ただではないということ、この部分は食品産業の
体質に絡むところもありますけれども、これから21世紀にかけて大事なポイントではないかという
気がいたします。 
 以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
○専門委員 反論です。 
○部会長 ちょっとお待ちください。専門委員がまだ御発言がありませんので、お先にどうぞ。 
○専門委員 私も食品産業の中では情報というものが非常に大事だなと思います。委員から日本
版のECRみたいなものが検討されているというお話をお聞きしました。ただ、うちの親戚筋も中央
卸売市場で現実に会社をやっているのですけれども、88ある市場でも、LANといいますか、構内の
情報通信網等を持っているところは非常に少ないと聞いておりますので、やはり日本版のECRみ
たいなことですね。アメリカのメーカーと小売業者の間に消費者の細かいニーズに応えるような卸
売業者を入れるというような、そういう形のものを積極的に作っていくことはこれからも進めていく
べきだと思います。 
 それから、安全という面でHACCPの話が出ましたけれども、アメリカが先行して安全というものが
FAOやWTOで認知され、一つの国際基準、スタンダードになって、それが今度は日本が輸出をす
る場合に一つの制約条件になっていく。そういうことになっていきますと、中小の製造業の人達は
なかなか大変だろうと思うのです。衛生監視員を置かない計画になるのだということで、そういう人
が少なくなるということはわかるのですけれども、情報という面についてはある程度国の関わりみ
たいなものも考えていく必要がある。それから、いつも言われていることですが、厚生省と通産省



と農水省というふうに縦割り行政の中でばらばらになっているようなシステムをもう少し効率的に
できないものかと思います。 
 それからもう一つ、これは蒸し返しになるかもしれませんけれども、食料部会の第２回の時に世
界の食料需給のところでバイオの問題が多少議論になったと思います。私は、これが良いとか悪
いという問題ではなく、これから 
21世紀の食を考えていった場合、既にトウモロコシとか大豆とか菜種等ではバイオを使っていて、
菜種なんかですとマーガリンになったりという形で、それが実際には製品として入ってきているとい
う実情もあるようです。また、アメリカでも現実にバイオ食品というふうになっている。そういう場
合、我々はそれがバイオなのかどうかがわからなくても、現実にどういう食品が21世紀での食にな
り得るのか、市場でも覚悟が要るといいますか、我々としてはそういうものへの取組みみたいなも
のをどうしてもしていく必要があるのではないか。 
 環境という面でも、あるいはコストの面でも、バイオ食品はどういうメリットがあるのかということも
含めて、基礎的な開発といいますか、そういう蓄積ですね。企業の中ではやっていらっしゃるところ
もあると思いますけれども、食品産業のこれからのあり方ということを考えていった場合、資料でも
技術開発ということで小さくお触れにはなっていますけれども、バイオ食品については一つのテー
マみたいな形で考えていく必要があるのではないか。これは質問になるのか意見になるのかわか
りませんけれども、私としてはそんなことを思っておりますので、一言申し上げます。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 それでは、専門委員、どうぞ。 
○専門委員 先ほど食品産業政策の今後の課題のところで「可能な限りで安価で」という言葉が
不適切だと申し上げました。私、ここの全体が何かおかしいなと先ほどから思っていたのですが、
委員が言ってくださったので私も自分の矛盾を発見いたしました。つまり、品質の部分というか、食
品産業の質の問題が触れていないのです。リサイクルは触れていますが、食品産業のあり方、責
任という部分があまり触れていなくて、経済的な側面ばかり触れているのではないか。そこで少し
おかしいのではないかということを感じたのだなと思っております。 
 先ほど委員が「企業が自主的に」というお話でございましたが、例を言えば、遺伝子組換え食品
の表示の問題については、企業アンケートをいたしますと、行政の御指導に従うと、こういうように
なってくるわけです。食品産業がそういう体質であるから、私達消費者も、では国が何かしてくださ
いと、こういうようになるわけです。そこを脱皮する。もちろん、「小さな政府」と言われているのです
から、私達も自主的に民間がやってくださることを望んでいるのですが、今の体質ではまだお任せ
できないのではないかと思っていますので、課題のところに食品産業、外食も含めて、それから製
造業も流通業も入りますでしょうか、そこの質の問題を盛り込んでいただけたらよいのではないか
と思います。 
 それから、一つ質問です。７ページにマージン率の表がございまして、ここにレタス、大根、きゅう
り等が含まれていますが、この数字を見ると、レタスなんかは半分もマージンなのかというように
思ってしまうのです。私どもはマージンという場合、小売屋さんが100円のものを売って50円収入を
得たというふうにとりますけれども、実は全金額に対して半分の収入を得たのではなくて、実は捨
ててしまったのではないかという印象を受けているのです。だから、マージンすなわち収入というよ
うに受け取っていいのかどうか。これを見ながら、レタスというのは軟弱野菜だから廃棄する部分
も多いので、そんな数字も入っているのか入っていないのか、教えていただければと思います。二
つ目は質問でございます。 
○部会長 ７ページの方は詳細な調査でございます。この調査内容については、廃棄部分はどの
ような取り扱いをなされているのか、どなたか御説明いただけますでしょうか。この追跡調査の御
担当の方いかがですか。 
○事務局 これは悉皆調査ではなく事例調査でございますけれども、全体として、その差をとって
いくという計算をしておりますので、先ほどの廃棄の関係等、そういうリスクは卸とか小売のマージ
ンの中に全部入った形でのマージンとして整理されているということではないかと思います。 
○専門委員 そうすると、マージン率という表現はこれでいいんですか。すごいマージン率だな、
儲かっているのだなという印象ですが。 
○事務局 ですから、そのリスク込みということでのマージン率ということになります。当然小売段
階において廃棄等は生じているわけでございますし、例えばレタスでは小売が40％儲かっておら
れるということでは全くないと思います。 
○専門委員 でも、こういう表現をするとそういうふうに受け取ってしまうので、やはり説明が必要
かなと思います。 



○部会長 これは事例調査ではありますが、きちんとした調査でありますので、今の点については
次回にでももう少し正確な御説明をお願いできたらと思います。確かに専門委員がおっしゃるよう
に、はっきりしない点が若干ありますね。 
 それでは委員、どうぞ御発言ください。 
○委員 今の件とは関係ないんですが。先ほどから卸売市場の話が出ておりますが、私の方も魚
はかなり取り扱っているので、卸売市場を非常に利用し、また大事に思っているわけでありますけ
れども、消費、さらには小売の段階が大きく変わってきますと、卸売市場のあり方も何か変えてい
かなければならない、あるいはまた弾力的に運営していく、こういうことが非常に必要だと思いま
す。その一番先が、先ほど専門委員からもお話がございましたように大口需要家に対する対応で
す。魚市場を通したのでは安定的に必要なものを加工できないということではだめなので、そうい
う点については相対取引とか予約取引といった制度、これは今回の第６次の中でも取り入れられ
ていると思いますが、そういうようなことが必要です。あるいは、休みの問題もよく問題になるので
す。スーパーさんなんかの場合、土曜と日曜の２日連続休まれては困る。そこで、休みは日曜と水
曜というように離そうではないかということもやっているようであります。また、物流関係についての
関心が卸売市場の場合は少し弱過ぎるのではないか。つまり、お客さんへ届ける、あるいはまた
産地から集荷してくる、そういう時に、もっと共同で何かをやるようなことができないものかなと思う
のです。 
 私は卸売市場というのは本質的には能率を上げることがなかなか難しい場所だなと思っており
ます。それはなぜかといいますと、取扱い商品が全部規格品でないということであります。つまり、
見本取引とか情報取引に乗っからない。それができれば非常に効率化できると思うのですが、一
つ一つ形を見、鮮度を見、場合によっては味も試して評価するということでございますから、どうし
ても今のような形で人が市場に足を運んで取引をするような格好になり、合理化には大きな制約
があるなと思っております。 
 だから解決すべきことが何もないということはないと思うのでありまして、その一つは、外国の市
場を見て歩きますと、日本よりは低温設備が進んでいるような気がします。常温にさらされている
時間が日本の場合は少し長過ぎるのではないか。こういうことでのハードの問題の改良、あるい
は取引慣行のあり方、これは課題だなと思っております。せっかくのコールドチェーンが卸売市場
で切れたのではどうにもならないわけですから、この辺はやはり問題がある。 
 もう一つ、市場というのは産地と消費地の両方の情報が集まってくる場所にもかかわらず、発信
情報が少な過ぎる、こういう問題です。貴重な情報を、例えば産地のものであれば消費地に流す、
消費地のものであれば産地に流す、こういう機能を積極的に果たしていかなければいけないので
はないか。こういう情報機能は事務処理を効率的にやることが一つでしょうが、同時に、関係者に
積極的に提案をしていく、そういう提案を提供できる手段として利用されているということが大事な
んです。その辺、現在は電話とか、せいぜいFAX程度でありますが、この辺について魚市場という
のは大事な公共施設だと思いますので、そういう観点から情報機能をもう少し高度化していくこと
に対して政策の手を差し延べてはいかがかなと、このように思います。 
 他にもございますけれども、まずこの点を申し上げておきたいと思います。 
○事務局 大分いろいろと御意見をいただきましたし、御質問にわたるような感じのことも幾つか
ありましたので、少しコメントさせてください。 
 三つほどございます。一つは専門委員がおっしゃっていました政策課題についての食品産業の
基本的な位置づけの問題ですけれども、22ページの一つ目のマルにありますように、「食品産業
は、国民経済的にみても重要な位置づけを有しているが、食料政策上も、消費者への食料の安
定供給や豊かな食生活を支えるという点で、国内農業と並ぶ重要な役割を有しており、また国産
農産物の重要な販路ともなっている」と、こういう基本的な位置づけをした上で、今後の課題として
次のような検討が必要であるというようにしたつもりでございます。ただ、もう少し精神論といいま
すか、理念論といいますか、哲学論といいますか、そういうものも入れろという御指摘かと思いま
すので、そこは考えていきたいと思います。 
 それからもう一つ、専門委員のおっしゃっていました技術にわたる話ですけれども、食品産業政
策を考える際に、先ほど御説明しましたけれども、これは一概には言えません。例えば、大規模な
大企業型の食品産業に共通の問題として、例えばコーデックス対応の問題とか、リサイクルにわ
たる問題とか、ＰＬとか消費者対応、それからチェーンストアとの取引の問題とか、ある意味でナシ
ョナルベースなりインターナショナルベースの企業の共通のテーマであるような課題と、中小企業
の食品産業分野の課題と両方あるだろうと思います。それはそれぞれ考えなければいけないので
すけれども、ただ、食品産業全体にわたる問題として、おっしゃるとおり技術の問題があると思い



ます。その技術の問題につきましては、官も関与する政策課題として積極的に取り組んでいく必要
があるだろうと考えています。その中の一つとしてバイオの問題もあるだろうと思っております。 
 それから、卸売市場の機能強化の問題ですが、これはそれぞれの委員の御指摘のとおりでござ
いまして、産地の側も大きく変わってきておりますし、買い手の側も大きく変わってきていて、卸売
市場がきちんとした機能を発揮していくためには卸売市場の機能強化が極めて大きな課題である
というように我々も認識しております。一つは、まさに低温流通なり衛生管理で、コールドチェーン
が卸売市場で途切れてしまうという問題は確かにおっしゃるとおりです。それから、物流の最新の
技術なんかも必ずしも導入されていない。また、大手の量販店なり外食の大型ユーザーが、例え
ばカットサービスをするとか、配送サービスを求めるとか、そういった物流サービスを求めることに
ついて卸売市場が十分機能できていないという点も事実でありまして、これも必要です。 
 それから、情報化についてはまさに当面の最大の課題だと思っておりまして、「21世紀に向けて
の高度情報利用卸売市場」という提言も今年の６月にまとめていただきました。一部、京都の卸売
市場や名古屋の卸売市場、仙台の市場では場内LANがかなり進んできております。それが川上と
川下とを結びつけるような形で展開できるようにということで事例集なども整理しながら、今の比較
的使い勝手のよくなった情報技術、誰でも使えるというような技術を前提にして、卸売市場も高度
情報利用卸売市場に脱皮すべきだということを提言しております。平成10年度の予算では、今御
説明しましたような点に力点を置いて卸売市場の機能強化を図るような施策を打ち出しているとこ
ろでございます。 
 ４点目は、食品産業の環境問題と環境保全型農業の展開みたいな話ですけれども、外食産業
界は積極的にそれを進めていこうということを提言されておりますし、現にモデル的に取組もうとし
ている事例もありますので、むしろ専門委員の方から御説明していただいた方が皆さんにはわか
りやすいのではないかと思います。 
○部会長 専門委員、最後の点について少し御説明いただけますでしょうか。 
○専門委員 私も直接タッチしておりませんので詳しいことは承知しておりませんけれども、業界と
してこの問題が非常に重要であり、これからもさらに避けて通れない大きな問題だろうという認識
が数年前から起こっております。それをどのような形で解決をしていったらよいかということです
が、実は大手はかなり個別に自分のところで残滓をどうするかという対応をしきりとやっておりま
す。業者も大分増えてまいりまして、焼却する方法であるとか、再資源・再利用の方法について、
こんなうまい方法があるというような売り込みが毎日のように来ております。それは民間の開発が
主でして、聞いてみればうまい話ですけれども、まだその辺の技術が実験してみるとほとんどだめ
というような状況で、現在足踏みをしております。 
 それが一方にありまして、さらに協会なんかでは、規模が全然違いますから、自分のところだけ
ではできないという人達にとってみるともう少しまとまってこの問題を解決できないかということから
スタートをしております。議論が長いものですから、時間ばかりかかって、なかなか具体化しており
ませんが、少しずつ少しずつ進めております。これは基本的にはコンポスト化して、それを土地へ
還元していくという仕組みで、かなり大がかりに取り組んでおりまして、お役所の方も手伝ってくだ
さるということで、後押しをしていただきながら進めております。ただ、まだ直接具体的に実験が始
まっておりませんので、そういう意気込みで繰り返し検討をしている最中でございます。 
 それから、ついでで申しわけないのですが、今度は別なことを申し上げたいと思います。先ほど
私が大型ユーザーの問題を視点にして欲しいと申しましたけれども、食品の安全の問題が盛んに
持ち出されております中に、大型ユーザーというのはどうもその辺を無視してやっているのではな
いかという御心配が何となくうかがえるものですから、それについて申します。 
 我々も、安全でよい食材を手に入れて、そして健康なおいしい食事を提供したい、これは理念と
して常に持っておりますし、それが責任であると考えておりますから、そういう取組みをしているの
ですが、例えば今具体的に取り組んでいるのは有機野菜とか有機米なのですが、なかなか大変
です。有機米のようなものを使いますと消費者の皆さんは非常に喜んでくださるし、我々も胸を張
って「うちの米はいい米だ」と言えるわけですけれども、その米を作るのには年数もかかりますし、
価格の問題もあります。それから、一番大事なのは農協さんだと思うのです。 
 我々がいつも思いますのは、農家の皆さんと我々とが直接話をしようとしても、そうはいかないと
思うのです。その間をとるのはやはり農協さんだと思います。先ほど事例が一つ説明されたよう
に、ある農協さんで特定の品目を大量に作ってくださるようなケースはあちこちで始まっているわ
けです。全国いろいろなところにびっくりするようなケースが出てきているわけですが、全体で見る
と農協さんの間にばらつきがものすごく大きいわけでして、取組みの仕方が全く違うわけです。こ
の辺を統一していただくといいと思います。我々の方は大いに期待をしているわけですから、その



中間に立つ立場として、どういうものが欲しいのか、どういう品質のものをどのような規格でどれだ
け欲しいのかという我々が一番希望する問題に取組んで欲しい、これが私ども川下からの希望で
ございます。 
 以上です。 
○部会長 どうもありがとうございました。 
 大体予定した時間がまいりましたが、食品産業の問題は非常に幅も広いわけです。卸売市場の
ように長い歴史のある分野からバイオテクノロジーのような非常に新しいもの、それから外食産業
と食品工業と流通業等様々な分野、大企業と零細商店というような様々な規模がありまして、一
概に言い切ることがなかなかできないのではないかと思います。あるいは政府の役割と民間の役
割の間の線引きなどもなかなか難しいところがあろうかと思います。今日の資料で専門委員から
矛盾に満ちているという御意見がございましたけれども、今後の課題ということは非常に重要であ
ると思いますので、事務局の方でもまたいろいろ御検討をいただきたいと思います。 
 本日はいろいろな資料の要求がございました。例えば廃棄物についてもう少し詳しい資料はな
いかということでございますが、できる限り準備していただきまして、次回以降に御提出いただきた
いと思います。 
○専門委員 済みません。もう一つ、次回までで結構ですのでお願いします。例えば、中央市場に
来てまた地方市場へ返るという転送、そういうものが多分に多いと聞いておりますので、その実態
がわかればと思います。 
 それから、牛肉なんか、九州の牛肉はあちらで売ればいいと思うのに東京まで来るので、あるい
は肉が来ますから、非常に流通の無駄ではないかと思っておりますので、そういう無駄はないの
かということもお調べいただけたらと思います。 
○部会長 それでは今の点もつけ加えてお願いいたします。 

５．閉  会 

○部会長 次回以降のスケジュールでございますけれども、前回も申し上げたと思いますが、第６
回は10月17日、第７回は10月31日と、いずれも今日と同じく午後２時からを予定しておりますの
で、よろしくお願いいたします。 
 なお、それぞれの議題でございますけれども、第１回合同部会の際に、第６回においては品質、
安全性等、食料供給の質的確保のあり方、それから第７回におきましてはその他の消費者関連
施策のあり方と、こういうふうに申し上げたわけでございますけれども、これまでの議論の中でこ
の部会として我が国の食料安全保障のあり方、特に自給率の問題等を巡ってこの前の合同部会
でも様々な意見が出まして大きな問題になっておりますので、次回の第６回に安全性の問題その
他消費者関連施策をまとめて御議論いただきまして、第７回は第１次答申の重要なポイントになる
と考えられます我が国の食料安全保障のあり方についてどう考えるか、この点を中心にもう一度
議論をしていただきたいと考えておりますが、よろしゅうございますでしょうか。 
〔「結構です」の声あり〕 
○部会長 それでは、次回に安全性の問題その他消費者関連施策をまとめて議論いたしまして、
その次の第７回におきましてもう一度我が国の食料の安全保障についてどう考えるか、この点に
ついて集中的に議論していただきたいと、このように考えております。 
 その後、11月７日に第２回の合同部会、11月20日に第３回の合同部会を予定しております。いず
れも正式には改めて事務局から御案内を差し上げることといたします。 
 それでは、本日は非常に長い間どうもありがとうございました。これで本日の食料部会を閉会い
たしたいと思います。 
 どうもありがとうございました。 


