
第２回食生活指針検討委員会議事概要 

○ 開催日時：平成１１年１０月２５日（月）１４：３０～１７：３０ 

○ 開催場所：三番町共用会議所第３，４会議室 

○ 概要 

事務局：委員の皆様、御苦労様でございます。ただいまから第２回食生活指針検討委員会を開催
させていただく。 
 始めに、今回本委員会に新たに加わっていただくことになった委員の御紹介をさせていただく。Ｊ
Ａ東京青壮年組織協議会の顧問をされている真利子伊知郎委員である。委員には、後ほど現場
の生産者の取組について御紹介いただく。 
 なお、本日は御都合により御欠席の委員が何人かおられる。金田委員、柴田委員、寺崎委員、
豊川委員、中村祐三委員が御欠席となっている。 
 本日、各省の取組を御紹介いただくということで、文部省から体育局学校健康教育課の竹内係
長に御出席いただいている。それから、厚生省から、第６次改定日本人の栄養所要量策定検討
委員会の副委員長をされておられた小林修平前厚生省国立健康・栄養研究所所長、現在は、和
洋女子大学の教授をされている。 
 次に、お手元に配布してある資料の御確認をお願いする。配布資料一覧に資料１から資料７ま
でお配りしてある。右肩に番号が書いてあるので御確認をお願いする。参考資料として、食品のロ
ス統計調査、統計情報部で来年以降本格的に調査する事業のＰＲ版がお配りしてある。 
 これから始めたいと思う。座長、よろしくお願いする。 

座長：前回は、資料を提出し、「食生活をめぐる事情について」御説明させていただいた。また、
「健全な食生活の検討に当たって」という資料を作成し、新しい食生活の検討に当たっての必要な
視点について御提案させていただいた。委員の先生方から幅広い視点から御議論を頂戴した。 
 その際、委員から御質問があり、資料要求をいただいているので、事務局から説明をお願いす
る。 

事務局：資料５は諸外国の食パターンについて、東・東南アジア諸国と欧米諸国等におけるＰＦＣ
バランスを１０年おきの平均値で比較したもの。 
 東・東南アジア諸国が上半分のデータ、脂質（Ｆ）の割合が、時代とともに高まってきていること、
糖類・炭水化物（Ｃ）の割合がおおむね低下傾向にある。下の欧米諸国、これと比べると糖類の割
合が高いのが特徴。 
 また、エネルギーの供給量に占める穀物の種類、右側に書いてある、年次は、９０～９２年の平
均値で示してある、これをみると米の割合が高いという特徴を有している。 
 東・東南アジアと欧米諸国を比べると、かなり差があることがわかる。 
この資料は、ＦＡＯ「第６回世界食料調査」から引用。以上である。 

座長：委員、いかがか。 

委員：適正比率という概念が確定していないかもしれないが、参考までに加えてほしいということ
と、エネルギーに占める畜産物の割合も記入されれば欧米とより比較できる。 

座長：次に、前回事務局から提案いただいた「健全な食生活の検討に当たって」というものについ
て、様々な御意見をいただいた。それを踏まえ、資料６として再整理させていただいた。 
 今回は、各省の取組ということで、厚生省と文部省について御説明いただくこととなっている。厚
生省についての説明者は、御都合により途中退席されるので、先に厚生省の御説明をお願いす
る。 

説明者：厚生省としての取組について説明する。私は行政そのものに直接タッチしているわけで
はないが、長期間にわたって国立機関の長として関わってきたので、その立場から紹介したい。



簡単に歴史的状況から説明するが、厚生省の栄養行政は具体的には３つの大きな施策をもって
いる。 
 １番目は、５年毎に改定される日本人の栄養所要量の策定とその現場に対する適用で、これ
は、主として栄養士を中心としたプロフェッショナルな立場から日本人の健康保持増進の基準とな
る栄養量、摂取量を科学的根拠等に基づき設定したもの。 
 ２番目に、それを実際にモニタリングとして行っているものが国民栄養調査。国民栄養調査は、
戦後から始まり、最近は、毎年１回行われている。今の所要量という適切な摂取量に対して、実態
はどのようなものかということを各栄養素毎に行うと同時にそれに関連する身体側の栄養状態に
かかる諸計測値、身長、体重、血圧、血液検査、運動状況等の調査を行っているもの。 
 ３番目は、最近の生活習慣病ないし成人病対策に係わって行われている日本人の食生活指針
である。これは、２回にわたって検討され、１回目は、１９８５年に一般的な指針として出され、その
５年後の１９９０年に対象別、個別の対象、たとえば、女性、子ども達、高齢者等に対して、成人病
予防を目指すという形で、個別の対象に対するガイドラインを出した。食生活指針の基本的な精
神は、健康づくりというのは基本的にはそれぞれが適切なライフスタイルを選択していっていただ
くものであり、そのためのガイドであるという主旨から、一般の方々にも分かりやすく直接の生活に
適用できるガイドラインを作るべく、また、それを利用して、それぞれの日常の生活行動をより健康
に適した方向に改めていただくという主旨に基づき作られたもの。この３つが科学的な背景をもっ
た施策の典型例。 
 最近、これらの背景に対し「健康日本２１計画」という計画が検討中である。この計画は、基本的
には、日本人のこれからの健康保持・増進、生活習慣病予防において、適正な栄養摂取量、食品
摂取量に対する目標値を数値的に確立していこうというもの。それは、できるかぎりの科学的根拠
に基づいた行動目標を定め、それへの評価を定期的に行っていくという方法論としても新しい形
の政策という位置付けで、この計画をもって２１世紀の健康問題に対応していこうとしている。 
 「健康日本２１」の精神に則った具体的施策の第１弾として、第６次改定「日本人の栄養所要量」
が決定された。資料３にその要約が紹介されている。今回の第６次改定は、サブタイトルとして「食
事摂取基準」というタイトルが上げられている。従来の栄養所要量は栄養の充足という枠組みを
持っていたが、これは古い枠組みであり従来から批判があった。これを生活習慣病への対応、す
なわち、過剰摂取というものに対しても、系統的な基準値をもったものにしようとするものである。 
 ある集団において充足可能な摂取量である所要量、摂取過剰の基準となる許容上限摂取量と
いった複数の基準数値を総称して、食事摂取基準という。２ページの図に掲げてあるが、概念的
には、 
①許容上限摂取量として、摂取の上限値を定めること。 
②所要量の基本となる平均必要量という概念を確立し、平均必要量と所要量との関係を明確にす
ること。 
③科学的根拠が少なくまだ平均必要量を設定するに至らないが、現実的に基準量を定めてほし
いとのニーズがあるものについては、それに対応できるやり方で所要量を別の角度から定めるこ
と。 
という３点で成り立っている数値群である。 
 ３ページの表１の年齢区分についても、これまで切りのよい数値で区切っていた区分を、国際的
な流れに沿って、生理的・合理的な区分とした。 
 表２のエネルギー所要量であるが、生活活動強度の違いにより適切なエネルギー量は変わって
くるので、「低い」、「やや低い」、「適度」、「高い」という区分を行った。 
 ４ページに具体的な区分基準が書いてある。基本的には生活習慣病の改善ということを目指し、
区分２の「やや低い」というところに現在の国民の平均的な生活状況の実態に即した活動量を置
いた。区分３として、適度という価値判断的な呼び方が入っている。これは、健康づくりの観点から
望ましいレベルまで運動水準を高めた場合、どれくらいの身体活動になるかということを当ては
め、適度であるという基準を区分３とした。それより極端に低いものは区分１とし、それより高いも
のを区分４とする区分方法としたものである。現状は区分２であるが、区分３に高めるのが望まし
いという発想が込められている。 
 エネルギー所要量もこれに基づいて、どういう人が一日どれくらいカロリーを取ったらよいかとい
う数値を出したもの。 
 次に、脂質の所要量は、日本人では２０～２５％であり、国際的にみても、特に欧米の基準から
みてもかなり低い目標値を定めている。これは、日本人の食生活の現状からみて設定したもので
ある。 



 新しい知見に基づいて、脂肪酸の摂取比率を再検討した結果が下に示されている。 
 タンパク質については、国際的にみて日本人のタンパク質の所要量は高いという批判を受けて
いる。今回の所要量に関しては、やや低めに設定している、これは、国民のタンパク質の摂取の
質が上がったため、あるいは、ストレスによる加算が入っていないということを考慮に入れた結果
の改定。 
 ６～７ページにビタミンの摂取基準がでているが、ここに、今回の改定の主旨が大きく盛り込まれ
ている。かなりのものに関して許容上限摂取量が示されている。もう一つ大きなことは、一部まだ
食品成分基準値が決まっていないもの、ビオチン、パントテン酸等かなり特殊なビタミンも含めて、
食事摂取基準を掲げたことである。栄養指導の現場において、成分値も決まっていないものにつ
いて所要量を掲げるのはどうかという批判があることは認識しているが、国際化が進む中で、
様々な型の食品が日本の市場に出回る可能性を念頭におき、今のうちに、日本人としての適切な
摂取範囲をもっておくべき時期ではないかということが主旨であり、多くの栄養素、ビタミンでは１３
種類を取り上げている。 
 ８～９ページにかけて、無機質、ミネラルの摂取基準が示されている。これも同様の主旨であり、
今回の改定では食品成分値の記されていないものも含め、かなり多くの微量元素が所要量として
記載されることとなった。それぞれ上限値の設定に関して、日本人の食生活の実態に合わせて、
かなり活発な議論があり、カルシウムは専門家の間で所要量を上げるべきではないかとの意見も
あった。 
 今回の所要量改定は、新しいパラダイムに基づく枠組みのスタートであり、問題の残るものは継
続的に検討を続け、次の５年後に予想される第７次改定に向けて完成させることとされた。 
 これで、厚生省の取組についての御紹介と御説明を終了する。 

座長：ただいまの説明に対して質問があればお願いする。前回の検討委員会で、脂肪摂取量に
ついて憂慮されていた委員の方がおられたので、質問があれば併せてお願いする。 
 特になければ、私から質問させていただく。脂質全体のことは分かったが、資料の５ページの脂
質所要量の下の注の１に飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸の望ましい摂取割
合は概ね３：４：３を目安とすると書いてある。第５次改定までの所要量では、食物に置き換えて植
物性脂肪酸と動物性脂肪酸と魚油の割合について指標が掲げられていたと思うが、今回は考慮
しないことになっているのか。 

説明者：動物性、植物性、魚油の脂肪比率については、今回提出した要約版の資料には出てい
ないが、市販もされている総合的な資料には、４：５：１という具体的な数値が本文に記載されてお
り、これが基本的な背景にあると御理解いただければよろしいと思う。 

座長：何か質問は。 
 この脂肪の比率あるいは脂肪酸の構成については、これから後の議論にも関連すると思うので
確認させていただく。脂質の抑制については、所要量で示されているように、適正比率は従来どお
り２０～２５％を成人の比率として対応する。また、少し専門的になるが、所要量で示されている飽
和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸の割合を３：４：３とするが、それを食物ベース
で考えた場合は、動物性脂肪を４、植物性脂肪を５、魚由来の油を１、これが望ましい範囲にある
と理解してよろしいか。 

説明者：基本的にはそういうことである。その背景となるものが２つある。 
 １つは、文献的、疫学的データがその後も蓄積しており、どのくらいの比率が適切かは、様々な
角度から世界的にも議論されており、そのあたりを集約すると適切に近い比率であること。 
 それから、日本人の平均的な摂取実態はかなり望ましい方向であるとの認識の下に平均的な実
態に基づいて割り出した数値とその両者がかなり近い線にくるという２つの根拠から平均的摂取
状況を日本人全体として目指すのが当面現実的であり、適切であるとの判断で決められたと認識
している。 

座長：ありがとうございました。委員どうぞ。 

委員：厚生省の場合は摂取ベースのデータだと思うが、農林水産省の食料需給表は供給ベース



であり、同じ比率として考えていいのか、あるいは供給と摂取との間でＰＦＣがそれぞれ違った比
率で摂取されるということで、適正比率の割合が変わるものか。 

説明者：農林水産省の食料需給表ベースの比率というのは、それぞれ生の食品のその後のプロ
セスの過程で変化するので、私どもはそのあたりをよく把握していないのが実態である。 

委員：厚生省から健康について主として栄養素の問題の御説明があったが、食品の安全性につ
いてどのようにお考えなのかお聞きしたい。 

説明者：健康づくりを中心とする施策の中では、所管の問題もあるが、安全性と健康の効果の横
の連携を密にして議論する必要があると専門的な立場から考えており、以前よりは連携ができて
きたと認識している。 
 しかしながら、たとえば、特定用途食品制度、特に特定保健食品は食品安全行政として行われ
ているが、これを現場でどのように健康づくりに活用していくかという議論になかなか届かない面
もある。 

委員：薬品とか健康食品については厚生省が扱っているが、一般的な食料品の安全性は厚生省
は何もやっていないのではないか。宮下厚生大臣が在職中に話をする機会があったが、バイテ
ク、遺伝子組換え食品については厚生省が安全だと宣言してその商品が我々流通業者に回って
きているが、厚生省は安全性について調査研究する予算も機関も持っていない、モンサント等の
開発者の調査資料に基づき判断するということであった。そんないいかげんなことではまたサリド
マイドやエイズの二の舞になると懸念している。 
 責任をどのように明確にするのか。食品自体は農林水産省の所管であるが、食品の安全性の
確保はどうするのか。この間の東海村の事故は科学技術庁の責任だが、役所の縦割りは国民か
ら見て不安であり安全性に欠けるのではないか。 

説明者：今回の説明では安全性に触れなかったが、私自身、厚生省の食品保健行政の中核とし
て検討を行っている食品衛生調査会のメンバーでもあるので遺伝子組換え食品の安全性につい
て一委員の個人的な見解としてお答えさせていただく。 
 遺伝子組換え食品の安全性に関する検討をまったく実施していないわけではなく、基本的には
収集できる科学的資料を遺伝学、食品衛生学、栄養学等の専門家が現段階の知見で適切である
かどうかを検討している。また、調査研究についても厚生科学研究で積極的に推進している。不
十分という批判もあるかもしれないが、できることはやっている。 
 現段階の知見では遺伝子組換え食品は安全であるといわざるを得ない。逆に危険であるという
のであれば、我々は科学的根拠を求められる立場にあることを御理解いただきたい。 

座長：本日は厚生省の栄養所要量についての御説明であったので、その件についてはまた別の
機会に質問していただくこととする。 

委員：資料５の各国のＰＦＣバランスの表を見て意外に思ったのは、ドイツの３つの期間を比較して
ＰＦＣバランスがほとんど同じであるという点である。かつてドイツには肥満が多く、カロリーコントロ
ールをしてかなり急速に肥満の人達が減少したと思うが、ＰＦＣの構成比が変わっていないという
ことは、カロリーの絶対量が減ったということなのか。今回もカロリーの絶対量が変わればよいと
いうことになりかねず、食生活のあり方という面から見ると非常に気になる点である。 

説明者：先ほど御指摘があったように、供給側からの数値と摂取側からの数値の実態のズレも若
干あると思う。欧米諸国では特に心臓病対策を中心にかなりの努力がなされ成果も得ているが、
内容的にはＰＦＣだけが改善の対象ではなく、食物繊維、脂肪酸の質等いろいろな改善が含まれ
ている。それが供給側の数値には必ずしも明確にでていないのではないか。 

委員：資料５では北欧と欧米先進諸国が多く取り上げられているが、粉食の多いイタリアの比較が
でていない。魚介類の摂取量が多いこと等からすれば、イタリアの食生活は欧米の中でも日本の
食生活に近い。欧米との比較というとアメリカ、フランス、イギリス、ドイツ等に目がいきがちだが、



どうなっているのか。 

座長：フランスの脂質のエネルギー比率は３０～４０％と高いが、イタリアも大体 
３６～３７％と高い。ただ、アメリカのような動物性脂質をベースとしたものではく、植物油、オリーブ
油の消費量が多く、現在のガイドラインでも油のうち４５％をオリーブ油から摂るように提唱してい
る。 
 この点について事務局から補足はあるか。 

事務局：御説明が不足していたが、資料５の表は諸外国のＰＦＣバランスを経年的かつ網羅的に
把握しようという主旨で作成したもので、ＦＡＯの供給ベースを用いており、摂取ベースのものとズ
レがあるということを前提にみていただきたい。 

座長：他に質問がなければこの件はここで終わりにさせていただき、脂肪それから脂肪酸の構成
についてはただいまの御説明の線で進めさせていただきたいと思う。 
 なお、前回脂肪に関しての質問を出していただいた委員が欠席されているが、事務局で委員か
ら「脂質の適正比率については１８歳以上で２０～２５％を目安とする栄養所要量をベースに、政
府としての統一性を保つことは適当であるが、実際の指導の際には、肥満だけでなく、『やせ』も多
く存在することに注意が必要である」とのコメントを頂いているので御了解いただきたい。 
 次に文部省の取組について説明をお願いする。 

説明者：資料４に基づき、健康教育の一環としての食に関する指導の充実施策を説明させていた
だく。 
 １番目に食に関する指導の充実。おおむね、１０年に一度改訂している学習指導要領を昨年度
改訂し、これまで小５から行っていた体育の中の保健領域を小３に引き下げるとともに、その内容
に生活習慣病対策を入れた。また、教科横断的に自ら主体的に課題を見つけ、考え、学び、判断
し、問題を解決する資質・能力を育てることをねらいとした総合的な学習の時間を導入した。その
課題は学校で自由に作成することとなっているが、例示の一つとして健康を取り上げている。さら
に、保健の指導にあたり学校栄養職員等の専門性を有する教職員の参加協力の推進を掲げてい
る。 
 ２番目に学校栄養職員の参加促進。近年、子ども達の心の問題の深刻化が憂慮されるが、その
背景には子ども達の食の乱れもあるのではないかとも言われている。ティームティーチングや教
員免許を持たない者が授業を行う特別非常勤講師制度が許可制から届出制となったことを活用
し、学校栄養職員の参画等により食に関する指導の充実を図れるよう、昨年６月に文部省体育局
長通知を発出したところである。 
 ３番目に指導に有効な情報提供・集積、カリキュラムの研究開発。これは平成６年度から実施し
ている栄養教育推進モデル事業のモデル校における取組の事例を集積 し、その指導内容、方
法等を体系的に取りまとめた資料を現在作成中である。なお、ここでは「栄養教育」という言葉を
用いているが、「栄養教育」は栄養素に関する教育と非常に狭い概念で捉えられがちであったた
め平成９年９月の保健体育審議会で 「食に関する指導」に改められている。 
 ４番目に情報ネットワークの活用。これは３．のカリキュラムに沿った実践にコンピューターを活
用するもので、平成１０年度の補正から来年度までの３カ年の事業となっている。 
 ５番目に食に関する指導の研究会の実施。これは学習指導要領が改訂されたことに伴い、食に
関する教育を一部の教職員が実施するのではなく学校全体として取り組むことを趣旨とし、今年８
月にヤクルトホールで実施し、約６００人が参加した。ブロック別の研究会は年明けに実施する予
定となっている。 
 ６番目に学校栄養職員の定数改善。公立の義務教育の教職員については国が１／２を負担し、
残りを県が負担しているが、定数は改善計画に基づき適宜が実施されている。第６次の改善計画
は来年度までで、次期の改善計画は現在、調査研究検討者会議で検討されている。 
 食に関する施策は以上であるが、併せて次のページから教科書における食に関する記述を載
せてある。 
 また、ここに載せてないが文部省で１２年度の新規要求として「食に関する指導推進事業」を要
求中である。これは食に関する指導は食に関する知識だけでなく、知識を望ましい食習慣の形成
に結びつける実践的な態度の育成が重要であることを受け、家庭や地域と連携して子ども達のよ
りよい食習慣の形成を図っていただくための事業を都道府県に委嘱して実施するものである。 



座長：次に、現場の生産者の取組について、委員から御紹介いただきたい。 

委員：江戸川区で、４５aの土地に主として小松菜を栽培、そのうち３０aで施設栽培をし、ほとんど
を太田市場へ出荷している。 
 都内は農家戸数も少ないこともあり、見学や体験等についてできる範囲内で対応している。学校
関係や定年退職者等の高齢者や土にふれたい都民等の体験希望者が増えてきている。 
 江戸川区では３年生で地域の産業について取り上げることになっており、今年で３年目になる
が、当農場でも、小松菜栽培の土づくり、種まきから収穫、出荷作業まで経験していただいてい
る。 
 小松菜は江戸川区の特産であるが、小松菜とほうれん草を見分けられない子どももおり、農業
機具を見せてもこれは何かと問い返されるような状況であり、一つ一つ説明していかなければなら
ないが、狭い農地ではあるが、半日体験すると喜んで帰っていく。 
 江戸川区では生産緑地制度に移行して以降、高齢生産者の出荷対策として、一般から応募した
人に掘ってもらいサツマイモを１０株で１０００円位で持っていってもらっている。 
 東京都の中では、補助金を出して農地、農作物に触れながら行っていた親子のオリエンテーリン
グが今年から取りやめとなり、実施できなくなった。この人集めは、時期が学校行事と重なることも
あり、農協青年部が実施しているが、参加者がじり貪で誠に残念である。 
 農家は、消費者に来てほしいと思っている。直売もしている。畑に入ってそこに何が生えている
のか見に来てほしい。 

座長：御質問、御意見をお願いしたい。 

委員：文部省のいう食は栄養とか健康で、教科書を省全体でコンセプトを作るとき、農のイメージ
は入っていないのか。なぜかというと、食に関する指導の充実施策の中に学校給食が入っていな
い。学校給食は役目が終わった等いろいろな説はあるが、１日の食べ物の中では一番栄養に配
慮したものと思う。そこで使われる食材が地域のものであれば、農を含む食教育の適切な現場に
なると思う。指導の充実施策にもう入らないのか。強調する必要はないのか。あるいはこの分野は
重視しなくてよいということかお聞きしたい。 

説明者：学習指導要領上、学校給食は特別活動の学級活動に位置付けられている。食に関する
指導の充実施策１新学習指導要領のところで説明が足りず、申し訳ない。学校給食の今日的意
義については、平成９年の保健体育審議会において学校給食は栄養バランスのとれた食事内容
であり、衛生管理を直に体験できる生きた教材として活用することが可能であると述べられてい
る。欠乏しがちな栄養素を提供でき、郷土食等の活用等も行っている。農林水産省との関連とし
て、食に関する指導の中に当然入ってくるが、健康教育の施策としては抜けているということであ
る。つまり、今回の資料４に抜けているだけであり、これに関する記述については、資料７に別途
関係課で用意している。 

委員：文部省の取組での特別非常勤講師制度については、許可制から届出制となったとのことだ
が、どこがどうしたのか、また、現状において、特別活動以外の部分では教育活動の中のどの部
分での関わりが多いのか。 

説明者：特別非常勤講師制度は教職免許は持たないが、各種分野で優れた知識や技術を有する
社会人を都道府県の教育委員会が採用している。たとえば、高校の看護の時間で医師を活用す
る等、教職免許はないが、その世界で活躍している者をお願いしている。 
従前、小学校では、音楽、家庭、体育等が対象であったが、全教科対象となり、また、許可制から
届出制に変わった。具体的事例としては、地域の伝統文化の継承者等を講師にお願いする場合
等がある。 

委員：許可は都道府県の教育委員会がしていたと思うが、届出は誰にするのか。 

説明者：都道府県の教育委員会に届出することになる。 



委員：文部省の取組の２ページの教科書の記述の例について、厚生省の取組の８ページから９歳
～２９歳の育ち盛りにはカルシウムが必要と思われるが、学校給食がなくなると牛乳離れが始ま
る。一時的な不足ならともかく、ずっと不足しているというのは、教科書の記述が不足しているので
はないか。もう少し具体的に書くべきではないか。 

説明者：教科書について、学習指導要領では、民間で作成されたものを、教科用図書検定基準に
基づいて、調査審議して合格したものが文部省検定済教科書として使用されている。教科書は民
間が作成するものであり、学習指導要領に書いてあること以上のことは民間に言えない。 

委員：教科書の例が３つ掲げられているが、確かに自分の子ども時代に、このような教育を受けた
覚えはないので、充実が図られてきているのであろう。ただ１つ、気になる点としては、子ども達に
は、食を作っている人達に対して感謝の気持ちがない。学校で「いただきます」のあいさつをさせる
とかできないのか。 

説明者：各学校の判断によるが、大抵の学校で行われていると思う。 

事務局：農林水産省としては、教科書会社、執筆される先生方に農林水産省としての施策を理解
していただき積極的に書き込んでいただいたり、文部省にも当省の施策を理解していただくため、
文部省と連携協議会を昨年１２月に作ったりし、両面で認識して取り組んでいくこととしている。 

委員：私は、農業関係の教科書を書いたことがある。学習指導要領検討委員にもなった。委員の
御指摘は、そのときの検討委員に栄養学者が入っていれば書き込まれていたのではないか。いな
ければ次期から入れたらよいと思う。 

委員：戦争中に育った人間として発言したい。いろいろと検討しているが、帰結するところは教育だ
と思う。農業を大事にするという教育が必要。味らいの発達は子どもの頃に形成されるという説が
ある。覚えた味は終生ついて回る。教育の中で取り上げるときは、社会全体をみながらお願いした
い。 

委員：委員に聞きたい。今回の食生活指針の検討に関わりのある材料の一つとして考えるために
は、今、各地域でも、なるべく地域の農産物を消費していこうという動きがある。特に、岐阜県で
は、県全体の自給率を調査し、発表したと聞いているが、そういう動きを生産現場としてどう認識し
ているのかということを伺いたい。岐阜県以外にもそういった考え方が強まっているのかどうかと
いうこともあるが、なぜそういったことがこの検討会と関係があるかと考えるかというと、先ほど厚
生省の精緻な数字的なことも健康管理の上で必要だと思うが、もう一面からは、日本の地域で穫
れるものを食生活にどう位置付けていくのかということが大事だと思うので、そういった面からお話
が聞きたい。 

委員：練馬等では現場から学校給食に出す等、「地産地消」「身土不二」といった動きは全体として
は進んでいると思う。農林水産省が県別自給率を公表していると思うが、県の自給率では東京は
ものすごく低いはず。生産現場からいえば、本当は「地産地消」がいいのかもしれないが、東京の
マーケットはとても大きく、全国の生産者が狙っており、東京に持ってきた方が高くなることもあり、
たとえば、岩手の前沢牛は、地元より東京で有名というような話もある。地元のマーケットの値段
を上げる等、地元のマーケットを狙うようにすることが必要かもしれない。 

委員：学校教育の場は重要であり、食に関していえば「教科書を通じた頭からの教え」と「給食とい
う実践体験」の両面がある。この他、地場の農産物を給食に利用すれば、生産されている現場も
分かってくる。学校は、生産、流通、消費をトータルで体験できる場である。 
 また、現在の教室での給食を児童数の減少に伴う空き教室を利用して、同一メニューからチョイ
ス方式までの提供と様々工夫ができ、学校は、よい食に関しての教育の場にもなる。 

説明者：非公式の一昨年の調査によれば、地場の農水産物を学校給食で利用している都道府県
は４１あり、この他にも、地場の農水産物（意図していないもの）が広く利用されている。 



また、「文部時報」の今年の４月号より、「ランチタイム－郷土の食材を使った学校給食事例」で毎
月一例ずつ取りあげている。 

委員：教科書で、「食」は大切な基本分野のため、もう少し、教科書の作成に際しては指針なりが
あってもよいのではないかと思う。 
 調査によれば、「子ども達の楽しい風景」で４２％が「学校給食」をあげ、家庭面では「楽しい食
事」は２４％となっているので、家庭での食も併せて学校教育の場において「食」の指導がもう少し
あってもよいのではないか。 
国内生産者が苦労して作られている食材と輸入食品に「安心感」が得えられた上で、「食べる場」
と「作る場（母親→加工事業者にシフト）」の食卓をもっと家族中で支えあってもよいのではない
か。「食」に関する指導は少しはあるが、力強さが足りない気がする。 
 「食」は心の接点で家族、民族、地域の食、そして日本の食は世界的にみても際だった食である
ので大事に育てて次の世代に受け継いでいってほしい。 

座長：教科書のことは別の時点で検討していただきたい。文部省の援護として一言発言したい。 
私は、１５年間健康教育を行っている学校を毎年５校ずつ見た経験がある。そこでは、今議論され
ていることが全部行われている。たとえば、農協の人と一緒に作ったものを学校給食で食べる、学
校菜園で大根を植え、育て方を教えて給食で食べる等を多くの学校で行っているのを拝見してき
た。今日は教科書についての限られたページ数での紹介だったため、すべてが紹介されているわ
けではない。実際にやっていることもあり、文部省にお任せしてよいのではないか。 

説明者：文部省が学習指導要領を作成し、それに基づいて学校で授業を行っている。この他に
「学校給食の指導の手引」を作成しており、その内容は小学校低学年では「食前食後のあいさつ
ができ、ぎょうぎよく食事ができる。」、小学校中学年では「食事の大切さが分かり、よい食事の仕
方を身に付けるができる。」としている。 
学校給食は特別活動であるので、この手引を作成している。 
教科書に係る学習指導要領は来年度からの移行期間を経て平成１４年より完全実施に移されの
で、教科書もその内容が変わってくる。 
多様な食事とのことに関しては、カフェテリアやバイキング方式のものもあり、児童が体調、体型
等から自ら考え，食事を摂る方式が取り入れられてきている。 
また、余裕教室を利用してのランチルームの整備も行ってきている。 

座長：前回、効率的な議論の進め方について、事務局と相談して事前に資料を作成させていただ
くということで御了承いただいたと思う。相談の結果、資料７「食生活をめぐる問題点と改善方策に
ついて」という案をまとめて整理をした。その改善方策について、消費者が自ら取り組むべきもの
と、それ以外の食料供給、行政サイドが取り組み環境整備を図っていくものに分けて、前回議論し
た視点に沿った分野を設定し、過去の指針や厚生省の指針を参考として載せてある。 
 この資料には、当然、抜けている部分もあるであろうし、また、この資料がそのまま報告書になる
といった性格のものでもない。あくまでも、議論を効率的に行うための素材として提供させていただ
いたものである。今回は、この資料をたたき台として、食生活改善のための具体的な方策につい
て建設的な御議論を頂戴したいと思う。 
 なお、今回御欠席の委員の方には、事前に資料をお送りした上で御意見を提出いただいている
方もいるので、その項目にきたらその都度御紹介したい。 
 では、御議論をお願いしたい。委員、どうぞ。 

委員：この案はよくまとまっているが、２点補充することで提案したい。 
① 咀嚼（そしゃく）に関する記述がない。 
 軟食化、高齢化がこれからの社会のキーワードになってくる。咀嚼は、カルシウム、免疫、味覚
にも影響する。平成３年に厚生省が「食品の物理的基準」を作っている。厚生省、文部省があまり
目をつけていないうちに、農林水産省でターゲットにしてはどうか。咀嚼を別に項目立てて記述し
ていただければと思う。その際、厚生省の基準とあわせてやっていくと面白いかもしれない。 
② 作り手（生産者）の顔を見せることが大切になってくる。 
 委員から厚生省・農林水産省では安全・安心に関する研究はやっていないということであったの
で帰って調べてみたが、「少しは」やっているとのことだったので安心した。この「消費者の安全・安



心」と委員からあった「生産者からの消費者にもっと生産者を知ってほしい」という２点を考えると、
「生産者の顔を見せる」というキーポイントがかけていると思う。せっかく、農林水産省で作る指針
であるから、生産者の顔を見せるような項目がないか。 
 具体的には、インターネットを通じての情報公開が進み、たとえば、１つ１つの食品に「タグ」をつ
け生産者の声を聞くことができる等、どのように流通してきたのかが分かるようになっており、現
在、このようなプログラムが作られてきており、（財）食品流通構造改善促進機構においても検討
を行っている。 

座長：委員の皆様にお願いだが、「健康・栄養」の項目から順番に検討していただきたい。 

委員：前回、欠席だったので、今回からの出席となるが、この案では、「中食、外食」についての記
述が各ページに掲載されているので、外食関係者として、責任の重さを痛感している。 
 外食は３０兆円規模の産業であり、将来、３食のうち２食を担うだろうと言われている。文部省提
出の資料の４ページをみても、朝食がトースト、昼食がざるそば、夕食がうな重と、３食とも外食で
提供できるものであり、文部省も外食を推進しているとみえ、心強い（笑）。 
 外食産業の特徴としては、材料を調理して消費者に提供するまでを一単位ですべて完結できる
ことである。 
安全・衛生その他は、業界としては核になるものであるが、栄養成分の情報提供に関しては、業
態とメニューが多様化していることから、外食産業からの情報提供は難しい。これこそは、学校教
育の中でやっていただければと思う。我々の間ではパンかライスかといったチョイス方式をとるとこ
ろが多くなっているが、お客様の多岐にわたるニーズに対応しながら、メニューを構成していく上で
栄養成分の情報提供をしていくのは非常に難しい。 
 願わくば、学校教育の中で、原料の成分情報ではなく、たとえば、キムチ、ステーキ、ポトフとい
った食品やアイテムそのものがどんな栄養をもっているかの情報を教えていただけると、我々の
負担が軽減されるのではないかと思う。いずれにせよ、外食は国民の食を担っていく上で重要な
ものとなっていくと思われるので、安全でバラエティのある食材の提供ができるよう、農林水産省も
農業者を督励していただけると、より豊かな食生活を国民に提供できると思う。 

座長：それでは、１ページに戻っていただき、できれば、改善の方向や消費者の改善方策をどのよ
うにガイドラインの中に入れていくかということまでお含みいただければと思う。 

委員：前回、途中退席したので発言するが、「健全な食生活の検討に当たって」（資料６）の「資源」
と「環境」の間に「食材」を入れるべき。 
それは、「風土にあった食生活を」というのが大きな流れになると考えるからである。「風土にあっ
た食材」というものをここで見直していくという視点がないと、農林水産省でやるという意味がない
のではないか。 
 併せていうと、「風土にあった食生活を」というものを考えると、我々には、牛乳の乳糖分解酵素
をもたない体質の人間が自分を含め多くおり、カルシウム不足だから牛乳を飲めといっても酷であ
るので、そういう人に対する配慮も表現にいれてほしいと思う。 
 いずれにせよ、「風土にあった」ということと「食材」というものがキーワードにならないか。 

委員：食生活指針を考えるに当たって、「健康・栄養」という視点は重要な項目だとは思うが、厚生
省も同じようなことを考えているはずで、農林水産省として作る場合に、食べて体の中でどうなる
かということも大事であるが、それ以前に、やはり「食料政策」というのを大きな柱として出した方
がよいのではないか。 
 健康政策の一環として食生活指針を考えていくと、農林水産省がまとめていく軸がどこにあるか
分からなくなることが心配。したがって、視点の中でも「食品の安全供給」は大きな軸になるのでは
ないか。 

委員：４ページ以降の事項と思ったが、関連発言があったので発言する。前回も言ったとおり、「食
料政策」としての考えを全体の視点に入れたらどうかと思う。みなさんの意見は聞いたという話で
あったが、その部分はあまり前と変わっておらず、ほとんどその観点が入っていないので、不満で
ある。 



 どんな形の指針を作るかも大事であるが、「柱」の確認をきちんとしていかないと、最終的にガイ
ドラインを作っていくときに、また省庁内の縦割りの弊害が出てくると思う。つまり、すべての食材
についてこれまで続いてきたのは、一律に消費拡大であり、米、牛乳、野菜、魚、すべてそうであ
った。だから、どういう基準でやっていくかを示していかないといけないのではないか。 
 そこで、農林水産省の食生活指針は、あくまで食料政策として、誤解をおそれずにいえば、「穫
れるものを食う」ということだと思う。その上で、それが健康面ではどうかということをその次に考え
る。厚生省は逆にいけばいいと思う。両者がすり合わせて、どんな形のものができるか。一緒にな
らないにせよ、二つの情報を出すということはあり得ると思う。前回も言ったが、今の案では厚生
省がやった方がいいようなコンセプトが連なっており、なぜ、このような打ち出しをしたのか。科学
的な方法で攻めていく方が、省庁間の対立や摩擦を押さえるのに都合がよいから、このような形
になっているのではないかとさえ思いたくなるようなコンセプトである。そのあたりを考えていただき
たい。 

事務局：指針の作成は、「食料・農業・農村基本法」中の「食料消費の改善、農業資源の有効利
用」の観点によるもので、食料消費の改善は栄養との関連が強い。また、案ではどれを強調する
というものではない。 

委員：そう菜の原料は野菜であるが、安全・安心と収穫量はトレードオフの関係にある。また、異物
に対して最近の消費者は大変厳しい。製品として売る場合、異物除去が大きな問題。原料の１０
倍も人件費がかかる場合もあり、それならば人件費の安いところで処理したものを入手した方が
よいということになる。国内に十分素材はあるものの、それが使えないことが外食・加工業界の宿
命的な悩み。 

委員：安全・安心について消費者の関心は高い。消費者が使ってほしい食材と、加工業者が使い
たい食材にコンセンサスが取れていない。少し古いが、総理府の統計では、価格等の前提をおか
ずに聞けば、安心のために８割は国産品が食べたいといっている。健康のために野菜はとりたい
といっている。唯一自給できている米も健康によいということになれば、若者を中心に米離れが進
んでいるが、米を取り入れていきたいということになるのでは。 
 国としては国内の食材をある程度確保して使ってもらう方向に政策を向けていくべきだが、加工
食品の原料は分からないので情報提供が重要。加工食品はこれからもさらに増えていくと思うの
で、加工食品業者に国産品を使ってもらうという政策的努力をしていかないと、日本の農業はなく
なってしまう。農林水産省は原料についてどう考えているか。「安全・安心」の項目では、原材料に
ついての記述がない。現場の人に対する農薬や化学肥料についての知識、つちづくりといったこ
とが入らないと、原材料が入ってこない。安全な原材料があって、安全な加工・流通がある。最初
の原点が抜けているので心配。 

座長：明確にしておきたいが、「食生活の安全性」と「食品の安全性」とはカテゴリーが違うと考え
る。ここでは、食生活における安全性、つまり、消費者の食品取扱い知識の習得の問題に焦点を
合わせていただき、「食品の安全性」は、また、役所へ直接あるいはその他のルートで尋ねていた
だければ大変ありがたい。というのは、限られた時間でまだ多くの議論があるので、大変恐縮であ
るがお願いしたい。 
 資料６に示した視点であるが、栄養だけに焦点を合わせずその他生産側からの意向をこのガイ
ドラインの特徴にしたらよいではないかという非常によい御意見があったが、ただできたものを食
べろというのでよいガイドラインなのか。少なくともガイドラインを作るからには、何のために食べる
のかといえば、健全に生きていくために食事をするはずであるから、栄養・健康の問題もベースと
して必要ではないか。 
 それから、それを摂取するために食品あるいは食材、資源、環境といったものを全部含めた食
材というものをこの「食品」という言葉で置き換えている。そして、それを加工するという食事は、中
食・外食・家庭における食事もこの中に含め、さらに大きく、食文化、社会における食の位置付け、
精神的なもの、経済性を含めたというところまで、波状的に考えていこうという構想で、このミクロ
からマクロまでの構想を考えているので、栄養はいらないのではないか、健康は厚生省でやって
ほしいということではなく、やはりガイドラインの筋としては、ミクロからマクロまでの範囲があって
いいのではないかということで、事務局と一緒に考えた構想である。 
 そういう背景があるので、食材が抜けているわけでも、国土資源の有効利用が抜けているわけ



でもないと考える。栄養については、所要量の充足について問題の御指摘を頂いた。厚生省から
も御提案をいただき、カルシウムの不足についても認識していただいているところと思う。 
 次に、「食べ方」について消費者に訴えるかということで、「孤食」「簡便化」「食べ残し」といった問
題は外食、家庭食を含め大きな問題と思うので、国民にどうアピールしていくかということについて
御意見はないか。 

委員：「宴会での料理を少なめに」というのは消費者の取組の欄にあるが、この資料でいう「消費
者」は食べる人だけを指すのか。おかしいのではないか。 

座長：「消費者」は一般国民の意味であり、供給業界ではない（委員、納得できない様子）。 

委員：資料６の主要な視点ではよいと思ったが、全体を通じて考えると、ここでは消費者といういい
方になっているが、生活者がどう扱われているのかという観点が薄い。 
 消費者には嗜好の変化、流行、ファッションというものがあり、そういったものに主体的に関わっ
ていきたいものである。「食」をハードの方で捉えており、もう少しソフトに「ライフスタイルの多様
化」ではなく「食の楽しみ」という視点をもう少しを入れていただかないと、一方的に押し付けるよう
な発想になるのではないか。食生活はどんな流れがあったのかという視点がもう一方に必要。食
品を栄養素に分解すると味気なくなるということとも通じる。極端にいえば、栄養さえよければ、国
産でも輸入でもよいということになる。食べる楽しさということをもう少し取り上げるべき。 
 「孤食」の欄にある「食と一体化したレジャーを楽しむ」ということと関連して、総理府の生活の力
点についての世論調査をみると、食生活はずっと下がってしまっている。現在は、娯楽・レジャー
に力点をおいている。レジャーの中に食を取り込まないと、食というものに対する価値観が大変低
くなっている。 
 その辺りを考えていかないと、生活者と遊離してしまい、生活しているものではなく、ただ消費し
ているものだけという捉え方になってしまうので、「楽しみの食」といったものを作り出し、選び残し
ていくという視点がないかと思う。 

座長：何かよい案はないか。 

委員：「食べ方の創造」のような素直なものとかはどうか。 

委員：食に対するこだわりというのは、ちゃぶ台を前に家族が一緒に食事をする家庭の団らんとい
うものが当たり前であった時代の人の一つの考え方がベースになっているのではないかと思う。し
かし、今の時代に、このようなノスタルジー的なものが再現可能なのか。文化として求める視点は
大事だが、それだけではいけない。別の切り口が必要だと思う。その際、食べるだけではなく自分
たちで作るアメリカのパーティー食や、自分たちで作ってお客をもてなす側面がある茶の湯等、食
のレジャーとしての面をアピールしていくことが一つ考えられるのではないか。 
 もう一つは、家庭の夕飯は楽しかったのか。個人的なことを言えば、私の家では食事中に喋って
はいけない等、父親に怒られてばかりで楽しくなかった（笑）。 

座長：ここで、「孤食」、「簡便化」に関連して、御欠席の委員から御意見を伺っているので御紹介
する。「孤食については、子どもの食生活の実態が問題の中心になると思う。家族を対象とするよ
うなキャッチコピーが必要となってくるだろう。また、簡便化に関しては、食品供給・行政サイドの具
体的改善方策には、中食・外食で積極的にバランスの取れた食事を提供することも必要であろ
う。」との御意見であった。 

委員：食事の楽しみは、団らんより美味しいものを食べるというところにあると思う。そこで、Ａ級グ
ルメだけではなく、Ｂ級グルメ、Ｃ級グルメを楽しもうというキーワードを入れてもいいのではないか
と思う。 

委員：前回の検討委員会の資料にもあったが、現在の食事内容はそれほど不健全でもないと思
う。 
 むしろ、国内生産が消えてしまわないような食材の使い方を加工業者・中食関係者にしてほし



い。それを使ってもらえるようにするには、生産者の努力も必要。黙っていると、全部外国の素材
になってしまいそうな危機感をもっている。 
 現在、やせが流行っているが、平安時代は太っているのが流行だった。外食がまったく不健全か
というとそうでもない。加工食品に頼っているところを考えれば、個食も楽しく、外部化しても健全な
ものが食べられると思う。 

委員：１日３０品目摂取、主食、主菜、副菜を揃えて等とあるが、家庭の主婦にこれが実現可能と
は思えない。主婦の調理技術や素材知識に対して過剰な期待をすると実現不可能になる。一社
で毎年二、三億食提供する業者も現れている。外食を避けて、今の日本の食生活はあり得ない。
委員の御発言にあったように、外食は不健康・不安心な食品を供給しているわけではなく、我々ほ
ど、安全・安心な食品を追求している業界はないし、国内の食材に対する期待も高い。 
 家庭食、中食、外食それぞれで取るべきものは何か、またそれらを日本の食生活としてどう組み
立てていくのかという方が現実的であり、家庭食にばかり期待をしても実現性は低い。 
 また、素材・材料ではなく、アイテム、完成品にこだわるべき。 

座長：４ページの「簡便化」のところで、今の御発言も十分勘案したつもりで、「外食、中食、加工食
品と手作りの上手な組合せ」や「選び方を身につける」というステートメントが必要ではないかとい
うところまでこちらでまとめてはいる。 

委員：４ページの「孤食」の消費者の具体的改善方策に、男性だけでなく子どもも入れてほしい。
子どもも食に対して簡単な組合せ方、作り方等を知るべきだと思うので、子どもを入れるべき。加
工食品の楽しくする組合せ、体にいい組合せといった選び方について、男性だけでなく子どもに対
しても教育が必要。 

座長：御指摘の点については、６ページ「食教育」の欄に、子どもや父親も含めて料理に関心をも
ってもらおうというステートメントを入れてはいかがという提案はされている。 

委員：水産関係者として、水産物への配慮がしてあることに満足。１ページのやせはファッションで
あり改善は困難。４ページの「簡便化」の改善の方向の欄にあるサプリメント等の記述はそれを提
供している業界もあることから配慮が必要ではないか。 

委員：消費者は様々なことをせねばならず大変。全体的に言い方に工夫が必要。たとえば「適正
体重の維持」というより「自分の適正な体重を知ろう」というところから始まるのではないか。一人
一人は固有の食生活を送っているので、まず自分が今回の指針に照らし合わせてどんな食生活
をしているか知ろうという呼びかけで始めた方がいいのではないか。 
 また、食生活は個別に異なることから行政における相談システムの充実は大事であるが、これ
は行政だけでなく健康診断や人間ドック等のアドバイスが非常に重要なので、相談システムのとこ
ろに加えてもらえればと思う。 

座長：現実に個人向けの相談がなされているのは栄養士会関係と思うが、委員、何か現状につい
て御説明があるか。 

委員：健診について、このまま放っておくと病気に進むものについては栄養士を中心とした指導が
きちんとなされている。平成９年度から地域保健法に基づき、市町村長の権限の下で、地域にお
ける健診の充実、その後の指導は軌道に乗ってきている。 

座長：今の御発言のようなことがさらに発展するような提唱を入れた方がよいという御示唆であっ
た。本題に戻る。 

委員：朝食の欠食のみが取り上げられているのが気になる。過度のダイエット情報で昼食、夕食も
食べない子どもが増えている。食事がオヤツ化、昼食、夕食の曖昧化や食事を抜くことへの問題
意識は極めて低い。欠食は朝食に限らずもっと幅広く捉えるべき。 



座長：その問題については、おそらく６ページ「食教育」のところに非常に細かくに書いてあるの
で、そこで御議論いただくとして、時間も迫ってきたので、先ほど食材も含めて国土資源のことにつ
いて御議論をいただいたが、食料政策の視点も含めてこの中で御議論を頂きたい。 

委員：先ほど申し上げたのは、分かりやすく誤解をおそれずにいえば、そういう考え方に農林水産
省の検討会は立つべきだと申し上げただけであり、栄養については厚生省に任せるべきだという
ことを申し上げたわけではまったくない。 
 委員の御発言を興味深く聞かせていただいたが、現状をいえば、食べ方とも関係するが、主婦
の方はあまり作らない。女性だけでなく男性も作るべきとは思うが。アメリカ等はまさにそういった
傾向にあるが、楽しく、家族そろっていれば、作らずに買ってきたものでもよいのか。国産のもので
も、外国から買ってきたものでも構わないといった視点に立つのか、そこに若干の食料政策的な
視点を入れる必要がないのかということを申し上げているだけである。 

座長：この検討会が始まるときに申し上げたが、ＦＡＯ／ＷＨＯが提唱している食事指針の目標に
おいて、国民が健康を維持するために、自分の国でできたものや入ってきたものをどううまく食べ
てもらうか、それで、食べるものによって国の食料政策に反映させるというのがガイドラインの大き
な目標でもあり、委員の御発言は本来のガイドラインのあり方としては正しい理解であると思う。 
 国土資源の有効利用というところに食料政策の視点をいれるとすれば、どういった表現であれ
ば、直裁的でなくうまく表現できるか、いい知恵を拝借願いたい。 

委員：「気候風土に制約を受ける農業生産」という言い方では、国内ではあまり十分な食材が提供
できないと受け取られる。むしろ、国内では様々な食材ができるということを強調すべき。 
 ６ページの食歴の話は筑波大学の鈴木正成氏の発言と思うが、鈴木氏のもう一つの論点では、
米は他の多様な副食と親和性があるということを強調している。それもどこかへ入れるべき。様々
な食べ物の組合せのベースには米が非常にあうことを強調してほしい。 

座長：他に何か「もう少し自給率を上げよう」といったことをまろやかに表現できるようなことがあれ
ば。 

委員：資料５をみても、日本人の栄養はアンバランスではないと思う。牛肉は自由化になっても消
費量はそれほど増えなかった。６９年～９２年の脂肪の伸びも日本人の体格の伸長に伴ったもの
だと思う。日本の国土で生産しているものは、日本人の食生活で必要な食材であり、不足はして
いるが種類としては十分補って余りあると思う。自然の身体的調整と日本人の従来型の食生活と
の調和によって、それほど食生活の心配をする必要はないのではないか。 

委員：嗜好の変化を重視してほしい。狂牛病の影響で牛肉が好きだという人が減り、豚肉の消費
が増えた。また、委員の御発言のように、高齢化社会になってきているので魚の消費に移ってい
るとは思うが、ただそれだけではなく、情報によって食生活がダイナミックに変わるということも併
せて考えてほしい。 

委員：ＰＦＣバランスと成長との因果関係は研究しているのか。 

委員：カロリーとの因果関係は研究している。 

座長：身長とたんぱく質摂取、体重と脂肪摂取はそれぞれに相関が高く観察される。 

委員：日本人の食生活は問題がないという発言があったが、問題がなければ食生活指針を作る
必要はなく、問題があるから指針を作ろうとしている。確かに日本人の食生活は平均的にはよい
が、個々には問題がある。問題がなければ生活習慣病がこれほど増加しないはずだが、現実に
は増えている。先日の肥満学会では、新しく基準値をＢＭＩで１８．５～２５にしたが、２０代女性の
平均が１９であり、全体がやせ、類栄養失調のカテゴリーに入りつつある。そういったことを考える
と、問題があるという前提で議論すべき。 
 国土資源の問題については、食料が豊富で食べ過ぎであるという前提で議論しているが、これ



は世界中から食料をかき集めて豊富な状況を作っているので、食料危機もあり得るということを前
提に指針を考えるべき。 

委員：知恵を出せということなので、言葉、コンセプトで、自分の気持ちの中にあるのは、様々な意
味合いがある「国土資源」という言葉ではなく、はっきりと「食料自給」という言葉にするとか。 
 改善の方向としては、委員から御発言があったように、制約を受ける農業生産という言い方だと
日本の農業生産が制約を受けるイメージがあるので、国内で生産される食材の見直しという言い
方にするとか。 
 消費者へのアピールとしては、「風土にあったごはん中心の日本型食生活」というイメージが今
でもコンセプトとして成立するのか、つまり、ごはんは一部であり、「できれば地域でとれる食材を
中心とした日本型食生活」とか。 
 「原産地表示を見た上で」はいいコンセプトであると思うが、このように分かりやすく書いてもらっ
たほうがいいと思う。 

座長：安全性と食教育については、今までの御議論で多くの御意見を頂いた。食文化と正しい知
識と理解について御意見を頂戴したい。食文化をどういった形で捉えて、ステートメントの中に入
れるのかということと思うが。 

委員：正しい知識についてであるが、高度経済成長時代に育った人は、野菜の名前や生え方を知
らない。落花生や松茸が木になっていると思っている。本やテレビを見てもだめで、現場を見せど
うやって作っているか見せることが大切。 
 また、自分で育てたものは、とくに大切に食べる。買ったものだから捨ててしまう。どんな小さい
機会でもいいので、プランターで食物を育てることから正しい知識が身に付く。見せられるものは
見せてあげることが食料については一番大切。 

委員：食文化の点では、日本人の食生活は、いただき方に個性がある。食器にしても、使い方は、
竹細工、土のもの等、多岐にわたるが、使用法、手入れ方法等、分からない人が多い。これらの
問題も多様性の維持発展というところに含まれているかもしれないが、大事な分野だと思うので入
れてほしい。 

座長：ここで、御欠席の委員の御意見を御紹介する。安全性にも関連すると思うが、「正しい知識
と理解については、何に関する正しい知識と理解か不明である。食品や食品製造・生産過程であ
るとすれば、有機農法による食品や遺伝子組換え食品、ＨＡＣＣＰについて取り上げた方がよいの
ではないか。」それで、安全性の欄では、最新技術や新食品の分かりやすい情報提供が必要であ
るとの御意見が届いている。 

委員：テレビのバラエティ番組の影響が大きいがこれをどう考えるか。ほんの一部分しか話をして
いない。ここでチェックをする必要性があるのではないか。 

委員：食文化ではなく食文明として考えるべき。文化というのは一ヶ所で停滞しているものであり、
必ずしも日本の伝統料理・郷土料理だけが食文化ではない。今の日本のように各国から新しい料
理が入ってくるので、文明というのは他国の影響を受けて、自分の文化を進化させていくものと解
釈すれば、必ずしも日本の伝統料理・郷土料理にこだわる必要はなく、食文明を発展させ新たな
日本の食文化をつくるという解釈をして、多くの食材・レシピを楽しんで日本人の食生活をもっと豊
かにすべき。 

座長：最後になったが、食べ残しについて、委員から「宴会での料理を少なめに」のカテゴリーをど
うするかという御意見があったが、何かないか。 

委員：具体的改善方法のどこに入るかは分からないが、食品供給・行政サイドの意識としては、リ
サイクルを入れる必要があるのではないか。消費者に対しても、そういう時代になってきている。
つまり、大量に捨てることは社会的なコストがかかるということを意識として徹底させる。そういった
意味をコンセプトに入れるということではないか。 



委員：食品廃棄の問題について、家畜糞尿については技術的に解決しているが、行政施策として
どうするかという段階。ただ、食べ物のコンポスト化等のリサイクルについては、技術的に解決す
べき問題が多いと思う。食品流局内でも様々な研究事業を行っているが、もう少し産官学が協同
して行うような仕組みをここに書き込んではどうか。 
 技術的には、まだまだできない状態。様々なものが混ざってくるので、非常に大変な問題がある
と思う。 

座長：多くの御発言を頂き、感謝申し上げる。 
 最後にコメントだが、メディアの話が出たが、スリランカの食事指針には、「テレビで言っているこ
とはすべて正しいことではないということを母親に伝えなさい」という提言がある。非常に直接的な
ガイドラインである。日本でそのようなことを言った場合、どうなるかは分からないが。 
 それで、各分野について一通りというか、皆様、まだ議論したいところもあるかと思うが、とりあえ
ず本日はこれを踏まえて事務局に指針として盛り込んでいくべき事項について整理をしていただ
き、次回、指針の骨子になるようなところをまとめさせていただくので、それについて御議論を行っ
てはどうかと思う。 
 まだ御議論が行き届いてない部分もあるかと思うので、骨子の作成の過程において、事務局か
ら専門的な事項について個別に委員の方々に相談させていただく場合もあるかと思うので、よろし
く御協力願いたい。 
 次回の検討委員会の日程等については、事務局の方から説明をお願いしたい。 

事務局：ありがとうございました。 
 次回の日程についてだが、１１月２６日（金）１０：００から、今回と同じ場所、三番町共用会議所
第３，４会議室で開催する予定である。後日、正式連絡したい。 
 御検討の内容は、先ほど座長から御発言があったように、本日頂いた御意見に基づき、事務局
の方で指針に盛り込むべき事項を整理させていただき、報告書の骨子（案）を提出させていただき
たいと考えている。その際、個別に委員に御相談させていただくこともあるかと思うのでよろしくお
願いしたい。 

＜了＞
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