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「食」に関する将来ビジョン検討本部（第３回） 

 

日時：平成 22 年７月１日（木） 

                           会場：農林水産省講堂 

                            時間：13：00～16：57   
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午後３時００分 開会 

○佐々木政務官 それでは、定刻となりましたので、ただいまから「食」に関する将来ビ

ジョン検討本部第３回会合を開催させていただきます。 

 防衛省の政務官が出席の予定でございますが、向かっているということでございますの

で始めさせていただきたいと思います。 

 皆様におかれましては、大変忙しい中お集まりいただき、特に有識者の皆様方におかれ

ましては、お忙しい中、遠路お越しをいただいた方がおられまして、心から感謝を申し上

げる次第でございます。 

 検討本部長でございます山田大臣でありますが、本日、所用のために遅れて出席させて

いただくということになってございますので、後ほどご挨拶をいただきたいと思います。

さらにまたいくつかの大臣政務官でございますが、今日、外務省、それから後ほど防衛省

の政務官が出席の予定でございますが、今、選挙のさなかということもあって、事務方の

代理出席となっておりますことをお詫び申し上げ、ご了解いただきたいと思います。 

 本日の会議は 17 時までを予定してございますが、本日の会議は公開となってございま

す。マスコミの方、傍聴される方、一般の方々、集まっていただいてございます。一般の

方含めて、およそ 100 名の皆さん方に傍聴していただいておりますことにも感謝を申し上

げたいと思います。さらにまた配付の資料、議事の概要、議事録等は後日、ホームページ

で公開させていただきたいと思いますので、ご承知おき願いたいと思います。 

 それでは、議事を進めさせていただきたいと思います。座って進行させていただきます。 

 資料１でございますが、１枚ものの裏表でございます。これは、６月 18 日に新成長戦略

が閣議されました。「食」に関する将来ビジョンを策定するということが、この新成長戦

略の中でも明記されましたので、参考までに配付させていただいてございます。表が文章

でございまして、裏が工程表になってございます。これを受けて、今後さらにこの会合で

の議論を活発に行って参りたいと考えているところでございます。 

 検討本部は、これまで２回にわたって各府省の政務官並びに各界の有識者からご意見を

いただいたところでございます。これまでの議論といたしましては、第１回会合では、検

討本部の基本的な考え方と「食」と「農」と「地域」を取り巻く情勢と課題について議論

が行われ、各府省からは検討すべき課題などについてご提示いただきました。また、第２

回の会合では、各テーマ毎に目指すべき「将来ビジョン」のイメージとその実現に向けて

必要となる「具体的検討項目」について議論が行われ、有識者の方々からも貴重なご意見
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をいただいたところでございます。ただし、各府省のご意見を伺う時間が限られてしまい

ましたことから、本会合を迎えるに当たり、私も各府省の政務官と直接ご意見を伺って参

りました。また、全ての府省を回ることはできませんでしたので、事務方での意見交換も

行わせていただいたところでございます。 

 今回、提出しております資料２でございますが、これまでの会合等でいただいたご意見

や提出いただいた資料に加え、我々が各府省との意見交換を行う中でいただいたご提言等

を踏まえて整理させていただいたものでございます。 

 資料２について、概要をご説明させていただきます。 

 総論部分につきましては、多くの課題が山積している中、検討テーマを共通する理念と

して、「国民全体で農業・農村を支える社会の創造」ということを掲げ、これまでの議論

で提起されたテーマについて、11 のプロジェクトとして整理し、将来のあるべき姿や具体

的な施策等についての検討を深めていくこととしてございます。各論部分につきましては、

11 のプロジェクト毎に「実現に向けた具体的検討項目」、「当面実施を目指すべき取組」

として整理させていただいてございます。 

 例えば、６次産業化等では、高付加価値化や観光産業との融合が必要だというご意見を

いただきました。また、再生可能エネルギーについては、コスト負担の在り方を検討すべ

きとのご指摘もいただいました。こうした様々なご意見を「実現に向けた具体的検討項目」

として整理してございます。また、「当面実施をめざすべき取組」という項目があります

が、これにつきましては、平成 23 年度予算要求事項等について、今後関係府省間で調整し

て８月末までに整理したいと考えてございます。 

 今後、将来のあるべき姿や具体的施策について、さらなる検討を深めるとともに、本会

合で問題提起がなされている「食の安全」等についても９月以降に取り上げ、これらの検

討の成果を年末を目途に取りまとめたいと考えてございます。 

 お忙しいところまことに恐縮ですが、皆さん方のお力添えをいただきますようご協力を

お願い申し上げます。 

 ここで、カメラは退席をお願い申し上げます。 

（プレス退出） 

○佐々木政務官 それでは、資料２の具体的な内容について、事務局から簡潔に説明をさ

せます。 

○末松政策課長 政策課長の末松でございます。 
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 資料２でございますが、今、佐々木政務官の方からお話をしたとおりでございますので、

改めてということもあれですので、構成等についてもう一度確認的にお話ししたいと思い

ます。 

 １ページには、総論ということで書いてございます。２ページも総論の続きでございま

す。３ページ目以降、11 のプロジェクトということで書いてございます。 初に（１）で

ございますが、地域資源を活用した農山漁村の６次産業化のための連携ということで、実

現に向けた具体的な検討項目として、そこに大きく２つの○と・でいくつか項目が書いて

ございます。地域ネットワークの形成が大切だとか、それから６次産業化に向けては、研

究開発、事業化の推進を進めていくことが大切であるということを整理してございます。 

 特に、下の方にございますが、イノベーションの創設に向け、研究開発から事業化まで

の優れた構想を有する地域に対して、関係府省の支援政策を総動員するための連携システ

ムの構築が大切ではないか、それから、農業経営の多角化、高度化や農商工連携、観光産

業との融合の促進が大切ではないかというようなことが指摘されており、これに向けて検

討を進めていかなくてはいけないということでございます。 

 ４ページをめくっていただきますでしょうか。再生可能エネルギーの導入拡大のための

連携ということでございます。実現に向けた具体的な検討項目といたしましては、バイオ

マス等の再生可能エネルギーの利用拡大のための条件整備として、全量固定買取制度の買

取対象、買取価格、買取期間、それからコスト負担をどうしていくかという検討が大切だ

ということでございます。 

 また、小水力発電とか、木質チップ等、可能性の大きなものについての検討も必要だと

いうことでございます。また、農山漁村地域における次世代エネルギー・社会システム、

これはスマートビレッジということでいろいろ提案しているものでございますが、それの

構築に向けた検討も必要だということでございます。それから、国産バイオ燃料の安定供

給の確保ということも項目として掲げております。 

 次、５ページが（３）として「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の連携という

ことでございます。 

 我が国の食文化についての状況を踏まえて、食文化を軸に政策を総合化し、我が国の観

光、経済、文化、地域の振興を図ることが大切だということで、具体的な検討項目といた

しましては、地域の「食文化」の発掘、継承、創造が大切であるとか、観光や関連他産業

との結び付きの強化が重要である。我が国の食文化の海外普及と新たなビジネスチャンス
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の拡大が必要であるというようなことが記載されております。 

 ６ページが、（４）といたしまして、戦略的なマーケティング展開のための連携という

ことでございます。実現に向けた具体的検討項目として、朝食欠食の解消について、朝食

欠食の原因とか背景をちゃんと把握、分析することが大切ではないか。地産地消を初めと

する国産農産物の利用拡大をきちんと進めていくということですが、そのときに給食と地

場産物の「つなぎ」をコーディネーターが推進することが大切だということが指摘されて

おります。 

 ７ページでございますが、（５）が戦略的なマーケティング展開のための連携というこ

とで、今度は輸出とか海外展開のことでございますが、いくつかある中で、東アジア品種

保護庁の設立を視野に入れた植物新品種保護制度の共通化に向けた取組の推進が重要であ

るとか、日本産農林水産物・食品と日本文化等の結び付けによる輸出が大切だということ

でございます。日本そのものをブランド化する広報活動の推進を各省がやっていくことが

重要ではないかということでございます。また、アジア等への投資・事業展開推進も重要

だということでございます。 

 次に、８ページをめくっていただきまして、（６）子どもからお年寄りまで、食や農の

教育機能を享受する生活に向けた連携ということでございます。 

 「生涯食育社会」の構築に向けた食育の概念の確立をすることが必要ではないか、それ

から、各府省の政策及びその関連業界との連携強化ということで、ここに書いてあります

ように、いろいろな関係業界との連携をきちんと進めていくことが大切ではないかという

ことでございます。 

 それから、９ページのところは（７）医療、介護、福祉との連携ということでございま

す。これは前回もいろいろなご議論が出て、農林漁業、農山漁村への新たな価値の創造や

医・食・農の連携により健康・長寿社会を構築するということが非常に重要なわけでござ

いますが、具体的検討項目として科学的証拠（エビデンス）の蓄積が重要であるとか、新

たなビジネス展開に対する支援策の在り方ということで、個人に必要な栄養摂取を直観的

に把握できるような表示方法の開発とか、生理的に効果のあるとされている食品の機能性

食品等としての位置付けの整理等、こういうことを進めていかなくてはいけないというこ

とでございます。 

 10 ページが８番目、農山漁村コミュニティの再生、地域活性化に向けた連携ということ

で、実現に向けた具体的検討項目としては、６次産業化、グリーン・ツーリズム、ブルー
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・ツーリズムや福祉ビジネス等、地域内経済の活性化に向けた多様な事業展開を推進して

いくことが大切ではないか、農山漁村とか離島・半島においては、「食」という重要な資

源がありまして、それを活用していくということでございます。 

 あと地域の担い手となる若者等の定住の促進にむけた取組ですとか、産学官の連携によ

る地域活性化の取組の促進というようなことが大切ではないかということでございます。 

 11 ページ、（９）農山漁村の環境保全に向けた取組ということで、生物多様性を重視し

た農林漁業生産活動をきちんとしていくということでございますが、具体的な検討項目と

しては、生物多様性保全、地球温暖化防止を重要視した農林漁業生産活動の推進をしてい

くことが大切ではないかということでございます。 

 12 ページ、(10)「食」に関する将来ビジョンを実現するための国民運動ということで、

これはいろいろあるわけですが、各府省が展開する国民運動と相互連携して相乗効果を生

み出すようなものとして進めていくことが大切ではないかということでございます。 

 13 ページ、総合的な食料安全保障の確立ということですが、国内の生産面のみならず流

通、消費面、国産面を含め、食に関する様々な不安要因とそのリスクの程度を分析・整理

して、リスクを低減するための方策とリスクが実現した場合のセーフティネットの在り方

を検討することが必要だということで、具体的な検討項目として国内生産における不安要

因とその対処策の検討ですとか、流通・消費面における不安要因とその対処策の検討です

とか、国際的な供給不安要因とその対処策の検討が必要だということでございます。 

 以上、11 項目についてこれまで出されたご意見とそれから関係府省の方々と佐々木政務

官初め議論して、こういうことを進めていこうということで、中間段階でございますが、

取りまとめたものが以上でございます。 

○佐々木政務官 今、課長の方から資料について説明をさせていただきました。 

 それでは、皆さんからご議論いただきたいと思いますが、本日はこの資料に基づいて関

係府省でとり進めることや検討項目に足りない視点等についてご提案をいただきたいと思

います。なお、皆様におかれましては、非常に貴重なお時間をいただいてお集まりいただ

いているところでありますので、いろいろご意見をいただきたいと考えてございますが、

本日、時間が限られてございますので、大変申し訳ありませんが、１人３分程度でご発言

をいただければと思っております。 

 また、本日、ご欠席の委員の皆様方からは、皆様方のお手元に配付させていただいてご

ざいますが、書面でのコメントをいただいてございます。小泉委員初め４名の皆様方から
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コメントをいただいておりますので提出させていただいてございます。適宜ご参照いただ

ければとお願い申し上げるところでございます。 

 それでは、皆さんからご意見を伺いたいと思いますが、まず、前回出席いただけなかっ

た有識者の方々で今日出席していただいている方がございますので、そうした方々からご

発言をいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

 金子先生、お願いします。 

○金子委員 すみませんでした。前回、講義と重なってしまいましたので出席できません

でした。意見で、この「食」のビジョンの中で、戸別所得補償という考え方に立てば、農

業も輸出産業になっていくという論理的に必然的だとは思うんですが、そう考える時に、

安全と安心のルールというのは極めて重要になると思います。 

 口蹄疫の問題も今ようやくあれですけれども、オーストラリアの例えば、オージービー

フが非常に安全であるブランドのイメージをもって非常に徹底した管理をやっている。Ｈ

ＡＣＣＰ、ＧＡＰを含めた、そういうルールを日本で独自に作っていくということは極め

て重要だと私は思っています。 

 食文化の前にまずは安心安全のルールづくり、これが質的な意味で、日本の農業を守っ

ていくことになると思います。ちょっと農水省としては大きい声では言えないと思います

が、参入障壁になっていると。 

 それから、中国マーケットが非常に重要になってくるわけですけれども、メタミドホス

だとかメラミンだとかということで、中国の方々が３割ぐらいでも中間層になってくれば、

４億ということになってきますので、彼らが日本の食を安全でおいしいものだと考えてい

るということがあるわけです。それで日本のものがかなり出ていくようになっている。そ

このところをもう少し系統的にやっていくには、流通の中抜きを抜かすことと安全安心の

ルールを作り出すということは非常に重要だということを１点申し上げたいと思います。 

 ２番目は、いわゆる固定価格による再生可能エネルギーの買取制度というのが農村地域

を支える上で極めて重要な役割を持っていると私は思っています。それは、単純計算で、

耕作放棄地に太陽光パネルをはるだけで、2005 年時点の電力総量の 56％を提供できて、な

おかつＣＯ２が 90 年比で 24％削減達成できるということなわけです。 

 太陽光パネル以外に日本海側には風力があったり、いろいろしているんですけれども、

１点だけこの中で重要だと思うのは、農業にとって重要なのは小水力とバイオマスだと思

います。今の政権はダムとかそういう大きな公共事業をやらないとすれば、日本の山から
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平野、海に向かう傾斜地が非常にあるわけです。そこで小水力も買取の対象にし、そのお

金をプールすることによって中山間地のかんがい用水を守っていく。こういうことをしな

いと、農業土木予算を削っているだけでは、農業の基盤が壊れてしまうということを非常

に憂いています。 

 その上で、この考え方は、新成長戦略でよれば、負担の問題で言えば、電力料金に上乗

せすることになるわけですが、増税しても景気は悪くならないという、本当なのかとちょ

っと私は疑いはありますが少なくとも負担増が即そのまま新しい需要や投資に結び付いて

いくという意味では、考え方に必ずしも齟齬を来していないと思いますので、今のままだ

と一般家庭の太陽光の余剰電力のみの買取だと、都市の富裕層に限定された買取制度にな

ってしまう。本当の意味で全国の地域の隅々までがもともとエネルギーの地産地消ですの

で、そういう考え方にふさわしい方向に役に立てていって欲しい。そういう意味では、農

業にとって、あるいは農村地帯にとって極めて重要な制度的なインフラだろうというのが

私の意見です。 

 他にもありますが、一応２点だけ強調させていただきたいと思います。 

○佐々木政務官 時間にご協力をいただきましてありがとうございます。 

 欠席されていた方でご意見があれば、どうぞ。 

○三村委員 今日、初めて出席させていただきます。ここで「食」の将来ビジョンという

ことをテーマとしているわけですけれども、これを描くためにはどうしても健全な産業と

しての農業があって初めていろいろ議論できるのではないかと思います。 

 今の農業の状況というのは 65 歳以上の人間が 60％というふうに見られるごとく、完全

に老齢化が進んでおり、将来非常にいろいろな課題がある以上のむしろ危機的な状況では

ないかと思っております。その意味で、この検討本部の設置というのはまことに時宜を得

たものだとは思いますけれども、１つの軸として産業として自立し、若者が喜んで働ける

というようなそういう農業、産業として自立できる農業、こういう軸を中心に是非とも議

論していただきたいなと思います。 

 国民全体で支える農業と書いてありますけれども、もちろん農業というのは、食料を作

るだけではなくて、それ以外の多面的な機能がありますから、これは国民として支えなけ

ればいけないとは思いますけれども、そのベースとしてはあくまでも自立できる産業とし

ての農業を作った上での支えということだと思います。それを是非ともよろしくお願いし

たいと思います。 
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 それから、私はこの 10 年間の日本の経済を考えますと、東南アジアのいろいろな成長、

例えば多くの都市型産業はこれを取り入れて、非常に発展し、収益も上げ、賃金も上げて

きたということですが、それから、取り残されているのがやはり輸出と接点のない地方の

産業だと思います。今後の日本のことを考える意味でもやはり輸出産業だけではしようが

ない。都市型産業とそれから地方の産業との適切なバランスがあってこそ初めて日本は成

長できるものだと思っています。これをどうやってやるかというのは非常に難しいテーマ

でありますけれども、恐らく唯一の解は、やはり１次産業、これをもう一度活性化するこ

とだと私は思っていますので、そういう意味でもこの会の活動に期待したいと思っており

ます。 

 以上です。 

○佐々木政務官 ありがとうございました。 

 それでは、服部先生、お願いします。 

○服部委員 前回出られませんでした。今回初めてですが、よろしくどうぞ。 

 いま、三村先生もおっしゃられていましたけれども、やはり若者が農業等に参入できる

魅力、こういったものを構造的な部分で作り上げていただきたいなと思って、私もいろい

ろ考えては来ましたし、今までもやってきているんです。やはり国全体が同じ歩調で並行

していろいろな部署が動かない限り難しい部分もあるので、その辺をあらためてご検討い

ただきたいと思います。 

 それと私はＪＲＯという農水省の外郭団体であります日本の「食」を世界に広めようと

いうところで役員をさせていただいておりますが、先日、韓国の、食文化を広めたいとい

うプロジェクトを持っている財団の関係者が私のところにやって参りました。大統領命令

でできた会で、夫人が名誉会長になられているそうです。そのときに、日本のＪＲＯにこ

れから我々が学びたいことがあるというお話をされていました。ところでちょっとお聞き

したいんですが、予算をおいくらですかと聞いたんです。今年度の予算は大統領の方から

10 億円出たということでした。日本は、これはもう発表されているから申し上げてもいい

んだと思うんですけれども、２億数千万出ておりました。 

 ところがまたＪＲＯは事業仕分けにあいまして、金額が半分に減ってきたわけです。反対

に韓国は 10 億円が今年度、来年度からは 20 億出すということです。それに見合ったプロ

ジェクトを組みたいということで協力してくれと。それで、協力で我々も組み込まれまし

て、いろいろなところで動くことになるんですね。外国の役を我々がしなければいけない
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のかと思いながらも、ある意味で、彼らの熱心さとか国全体が同じ方向を向いているとい

うのが日本も今まさにそういうことで、そういう方向に来ているんだろうというふうに思

うんです。その辺をもう少し予算上でもカバーしていただければなと思っております。 

 それと食料問題に関して言いますと、私は食料自給率を知っている人というのを手を挙

げさせると１％はおられません。平成 20 年の数字でいうと 41％、これはカロリーベース

です。料金ベースで 65％です。これを知っている方がほとんどいません。大体、38 でした

かねとか。52 でしたかねとか、適当なことを言います。 

 私は海外で必ず聞くんです。食料自給率、あなたの国はどのくらいですかと言うと、大

体 70％の人が手を挙げます。当たる、当たらないは別にしまして、彼らはきちんと食料の

確保というものに関して非常に重要な意味を学校でも教わってきている。ところが、日本

で教えているか。安全保障という授業はないです。電気が切れたらどうしますか。ガスが

切れたらどうしますか。水道が出なくなったらどうしますか。食料がなくなったらどうし

ますかという我々が生活する一番の原点の部分が今の授業の中に日本では行われていない

という現状があるわけです。そういったことの意識をやはりきちんと教育の方でも高めな

ければいけないだろうということです。 

 今回見せていただいた 11 の項目というのは、あらゆるものがつながりをもって進もうと

いうことですから、非常に素晴らしいことだと思います。 

 ただ、私もいろいろな委員会に出させていただいて、厚生労働省もあります、農水省も

あります、その他内閣府もあります､内閣官房もあります。いろいろなことで今まで出させ

ていただいて、共通してどこかでつながりを皆さんダブる部分があるんです。ところが、

一本ボンとどちらかでまとめていただいて、そういうものの力が一斉に出せるような形と

いうのができないものかなと思ってやって参りました。 

 ３分間ということなので、本当はまだまだ 100 倍ぐらい話したいんですけれども、ちょ

っと無理なので、この辺にさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 

○佐々木政務官 実はこの後、榊原委員と楠田防衛政務官が途中退席ということでお伺い

しておりますので、お２人からのご意見をいただければと思います。 

○榊原委員 今日、これを見せていただきまして、非常によくできていると思うんですけ

れども、やはり議論の中心が産業としての農業をどうするか。農村をどうするか、環境を

どうするかということで、非常に広がってしまっていて、「食」に関する将来ビジョンと
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いうのは、農水省がやるのは画期的だと思ったんですけれども、生産ではなくて消費の側

からアプローチしようというのが「食」に関する将来ビジョンだと思ったんです。その意

味で若干食文化とか食材とか料理とか、そういうところがもうちょっと強くしてもらわな

ければいけないという感じがします。 

 先ほど服部さんからも、あるいは小泉さんの意見の中にも入っていましたけれども、例

えば韓国で大変な「食」に対する大会をやっているわけです。あれは本来日本がやってい

いことなんです。そういうことの音頭をむしろとってもらいたい。韓国料理というのは別

に世界的に評価されてないわけですから、日本料理というのは世界的に圧倒的に評価され

ているわけですから、日本がどうして韓国がやっているようなことができないか。あれは

大統領のイニシアティブでやったということですけれども、農水省あたりが音頭をとって

少し「食」に関する祭典みたいなことを日本でやる。世界の人を呼ぶというようなことを

考えてもいいのではないかということで、若干、フォーカスをもう少し食とか食文化とか、

そういうところに向けていただきたいなというのが私の要望でございます。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 楠田さん。 

○防衛省（楠田政務官） もうちょっといられると思うんですが、先に意見をさせていた

だきます。 

 先ほど、服部委員からもご指摘がありましたように、防衛省としましても、まさに食料

安全保障という観点から、この農業問題を考えていくという視点も今回総合的な取組とし

て加えていただくということで、11 番の中にも不安要因、リスクとして考えていくかとい

うことについては、防衛省としても知見として様々な力になれるところがあるのではない

かと。そうした思いから、今後、この点を中心に協力させていただければと思っておりま

す。 

 私自身、もう１つ、前回も発言させていただきましたが、（５）の戦略的なマーケティ

ング展開のための連携にもかかってくるかもしれませんが、もちろん輸出をしていくと海

外展開をしていく上で、先ほど金子委員からもご指摘がありました安全安心のルールづく

りというものを日本発でルールを世界的に広めていくということはもちろんであります

し、また輸出の際ではなくて、輸入、日本に入れる際においても、日本の中で基準的に不

勉強でありますけれども、海外から入って来るものに対して、日本としての基準を義務付

けするなどして、日本の国産のものに対して、さらなる価値が高まっていくような、また
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そうしたものを備えてないものについては、値段的にも日本製品がより競争的になれるよ

うな、そうした技術的なもの、技術というか、基準的なものについてもさらに研究をして

もらえればいいのではないかなと考えています。そうした観点からもこれから防衛省の枠

に関わらず、全体的な観点で議論に協力できればと思っております。 

 以上です。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 吉良政務官と木内委員に今ご意見をいただきたいと思いますが、先に吉良政務官の方か

らお願いいたします。 

○外務省（吉良政務官） 今、楠田政務官から 13 ページ（11）の総合的な食料安全保障の

確立についての意見がありましたけれども、先ほど榊原委員から出ました、生産者の視点

のみならず消費者の視点からの食文化、食の安全保障というのは大変大事なテーマだと思

っています。その意味で、この 11 番の記述そのものが食料安全保障という意味では、その

リスクの分析、それにどう対応するかということが書かれておりますが、外務省としてず

っと議論してきておりますのは、食料安全保障の確保は、国内での増産は大事なことであ

りますけれども、同時に、国民への食料安定供給という意味では、輸入元の多角化による

安定供給、そしてそれを含めた食料の貿易の安定化というのが非常に重要だということを

言わせてもらっております。 

 食料の安定供給を確保する意味でも、世界全体の農業生産の増大、そして世界全体の農

産物貿易の円滑化ということも非常に重要だと思っております。ここの中間報告、13 ペー

ジの（11）のところでは、是非緊急時のリスク分析及びそれに対する対応のみならず、今

申し上げました食料の増産、輸入元、供給元の多角化を通じて食料の安定供給を貿易も含

めて確保する。この点を是非盛り込んでいただきたいと思っております。 

 また、ここに書かれております施策を実行する際には、当然予算が必要なわけでありま

すけれども、外務省としてはＥＰＡ、ＦＴＡを含む広域経済連携をどんどん進めていくこ

とで国富全体を増していく。その国富の中で、国内農業を含めて大事な価値は守っていく。

そういう観点からＥＰＡ、ＦＴＡ、是非推進したいと考えており、その際にも今申し上げ

ました貿易の自由化、安定供給元の確保、この視点を是非盛り込んでいただきたいと思っ

ております。 

 以上です。 

○佐々木政務官 ありがとうございました。 
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 それでは、木内委員、お願いします。 

○木内委員 和郷園の木内と言います。前回は所用がありまして欠席させていただきまし

た。すみませんでした。 

 私は、現場からの声ということで、いくつか提案したいと思います。１つは、やはりス

ピード感を持って成功事例をまず１つ作るということが大切だと思います。それを必ず継

承して広く全国に広報活動していくという手法が必要ではないかということです。 

 あと現場から言いますと、農業というのは、畜産でも牛、豚、鳥で全く違うわけです。

もっと言えば、野菜、穀物、全然実は産業が違うのではないかというぐらい違うんです。

それなのに１つの基準、１つの考え方で無理やりくっつけよう、またはその中の枠組みに

はめようということがもう限界に来ているのではないかと。従って、この 11 のプロジェク

トの提案はいいと思いますけれども、それに関して私はもっと丁寧に、例えば自給自足の

農家、または兼業農家であったり、または今言われている輸出、成長戦略の農業というと

これはもう事業として農業をやっている農家であったり、それについていろいろ基準や枠

組みをしっかり考えていかなければ、１つの方法だけで縛ってしまうというのは難しいの

ではないかというふうに思っています。 

 ちょっと時間がないものですから、11 のプロジェクトについて、私の意見なんですけれ

ども、１番目は、地域資源を活用したとありますけれども、６次産業化とありますけれど

も、ここは圧倒的にやはり開発企画力のある農業プロデューサー、フードプロデューサー、

こういうものを早急に育成しないと、実は実現しないのではないか。もう１つは、学生と

いうレベルで言いますと、農業版ＭＢＡのようなもっと価値の高い資格を持たせた、そう

いう基準を作るべきだろうと思っています。 

 ２番目の再生可能エネルギーというところは私の持っている知識だと熱に焦点を当て

て、いろいろなことができるのではないか。例えば、バイオマスプラントは当社もやって

おりますけれども、この中で、バイオマスプラントはどこに設置するのがベターなのかと

いうと熱源を持っているところです。例えば、ゴミ処理場であったり、または発電所であ

ったり。その脇に設置することによって、その地域で環境汚染につながっている糞尿を一

元化に集めて、そしてエネルギーを再生して、液体肥料を作ります。液体肥料がもっと価

値を高めるために、輸出までできるようにするためには濃縮をしなければいけないです。

この濃縮のエネルギーコストを一番ゼロに等しくできるのは発電所やそういう処理場の熱

を有効活用すればできるのではないか。 
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 これは例えば物流で言えば、油を中東から持ってくるタンカーのバラストタンクなんか

を利用すれば運賃が大幅に軽減できますから、そういうもの。またはその中でジェル、ゲ

ルといった保水性、または肥料の機能性を持たせたそういう人工土壌がありますから、そ

れと組み合わせることによって砂漠の緑化とか、そういうことに有効な技術にも結び付い

ているのではないかというふうに思っています。 

 ３番目、これが私は一番全体的な枠組みで必要ではないかなと思っているのは、やはり

私が仮称で言っているんですけれども、東京農業祭、100 年続く世界 大級の東京農業祭

をやるべきではないかと思います。ここに、今言われている公益資本主義、地方発の海外

に出られるようなビジネスフードマネジメントの祭典、または日本のクボタさんやヤンマ

ーさんという大手農機具メーカーの下に実は中小のものすごい小さな機械メーカーが日本

の農業を支えているわけです。こういうものの世界に出てくる伸びしろまで含めた展示会、

あとは都市住民に対するやはり基本的には食育、これをしっかりやるべきではないかとい

うふうに思っています。 

 ４番目は、これはちょっと難しいのではないかと。現状は、国内マーケットというのは

デフレ現象です。従って、今後少子高齢化、または若い人たちのダイエット、またはその

現状の裏側にはオーバーストアという現状がありますから、いくら地域の中で付加価値の

高いものを作って、マーケットに出したところで、果たしてそれが経済の活性化になるか

というのは疑問です。 

 ５番目は、これは先ほど金子委員からもありましたけれども、日本の農産物をいいと思

っているのは世界にいっぱいいます。日本人もいいと思っています。しかし、この農産物

を適正な基準で担保する統一した基準がないわけです。だから、その基準をＧＡＰ、そう

いうものを政府主導、民間の力を活用して一本に絞るべきだと思います。そして、絞った

基準を 大限世界にＰＲするべきだというふうに思います。 

 あと６番目が、これは食育という部分でいくと、都市近郊という部分では、貸し農園と

今話に聞くと貸しオフィスがかなり低迷している。今、企業の保養所とか研修所が減って

いるわけですから、こういうオフィスの空室率にプラスαをして貸し農園があるような、

そういう新たなサービスモデルを作って、または片方ではフランスのバカンスのように、

そういう時間的な余裕を持たせるような仕組みを持っていった方がいいだろうと思ってい

ます。 

 あと７番目は、この中で圧倒的に大学に眠っているいろいろな技術研究で出せばいいの
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かなと思います。例えば我々のところで言いますと、玉ねぎの皮、ここに防腐剤に代わる

成分があります。現在、化粧品というのは日本の化粧品というのは、キャリーオーバーと

かいろいろ基準がありますけれども、ほとんどパラペンが入っています。これは石油系の

ものです。これがかなり皮膚がんのもとになるんですけれども、こういうものが実は野菜

やそういうものに変わるものがありますので、そういうものができならいいなと。 

 以上、ちょっと足早ですけれども、時間を過ぎてすみません。 

○佐々木政務官  それでは、自由にあとはご意見をいただきたいと思いますが、私の方

は進める側ですから、あまり意見をはさまないようにしたいと思いますが、今までのとこ

ろでも大変適切な意見をたくさんいただいたと思ってございます。ただ、これだけ連携し

て各府省の皆さん方から、私自身も各府省の皆さん方の意見を聞いていて、非常に皆さん

方に関心を持っていただいて、ご意見、ご提言をいただいておりまして、加えて有識者の

皆さん方からも意見をいただいたということで、こんなに関心を持っていただけるという

こと自体大変うれしく驚いているところでございます。 

 そういった意味では、連携という話がいくつか出ましたが、少なくとも我々のこの政治

主導と言われて、我々が進めている中では、政務官同士も相当自由に意見の交換をさせて

いただいておりますので、俗に言われる縦割りと言われているものはかなりそれを打ち破

る方向で進めさせていただいていると多少自負させていただいているところでございま

す。 

 あまり私の方からたくさん意見をはさむと時間がなくなりますので、皆さん方、どなた

からでも構いません、ご意見をいただきたいと思います。 

○近藤委員 近藤でございます。私からはまず資料を提出してございます。この資料は私

どもの現在の取組をこのビジョンにふさわしい取組に整理したものでございまして、今日、

時間がございませんので、これは説明を省略いたしますけれども、是非参考にしていただ

きたいと思いますし、８月までに整理される中で好材料になるかと思いますので、ひとつ

よろしくお取り扱いのほどお願いいたします。 

 全般的なお話をさせていただきますと、まずはこのビジョンを実現するためには、私が

大事だなと思うのは、過去の反省として、やはり生産者と消費者の関係、この関係を密に

していく必要があろうと思います。今までは私はかなり距離を隔てていたように観察され

ました。従いまして、意識的に相互の距離を短くしていく。そのことによって消費者ニー

ズをしっかり生産者が受け止めて、これに応えていく取組、これが強調されるべきであろ
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うというふうに思ってございます。 

 また、このビジョンの実現のためには、先ほども話がございましたとおり、１次産業の

基盤強化が大前提であると思っております。１次産業の担い手たちの意欲とやる気を高め

て、やりがいのある事業環境、事業環境といえば特に国の制度、国の支援といったものを

しっかりと整えることがまずもって重要ではなかろうかと思ってございます。 

 魅力ある農村のためには、やはり魅力ある農業にしなければならんということで、これ

を実現するためのエッセンシャルな条件であろうというふうに思ってございます。その点

が、この資料の中でもう少し強調されてよいのではないかというふうに思ってございます。 

 そして、具体的な取組といたしましては、地域の資源、技術というものを今まで以上に

取組を盛んにして、そして海外にも打ち出していく。そして、お互い双方にメリットのあ

る、例えば典型的な例として今日提出の参考資料の６ページに書いてあるんですけれども、

私どもはインドネシアのカカオプロジェクトというものを推進してございます。これはチ

ョコレートの原料のカカオの大半がインドネシアから輸入しているんでございますけれど

も、なかなか発酵技術が十分でなく、需要が増えている中で、日本への調達が難しくなっ

ている。そこで、私どもの発酵技術を彼らに提供しながら、そして従来どおりの良質なカ

カオの数量を確保しているといったプロジェクトもございます。 

 こんなことでお互いにｗｉｎ－ｗｉｎの関係でもって食の交易というものを盛んにして

いくべきだろうと思います。 

 また、一方、例えばかぼちゃとかいちご、これは端境期というものがあって、端境期と

それ以外がかなり国産の量をゼロから 100 にというぐらいの差がございますので、私ども

は品種改良とか、貯蔵技術を使って、特にかぼちゃ、いちごというのは、スウィーツの需

要は年中ございますので、こういったものにしっかり応えて、輸入ものを国産ものに変え

るという検討もしてございますし、こういったものも国の力を少しいただきながら、加速

して研究を進めて参りたいと思ってございます。 

 それと記載のバイオ燃料の安定供給のことにつきまして、これにつきましては、やはり

バイオ燃料の安定供給のために農業があるのではないということを忘れないで取り組んで

いくべきであろうと思います。 

 それと生涯食育教育につきましては、少年少女、彼らに修学旅行等でもって、生産現場

で体験していただいて、そしてそこで食のありがたみというものを理解してもらう。そう

いう活動も盛んにしていくべきであろうと思っております。 



- 18 -

 以上です。 

○佐々木政務官 それでは、次に、東委員。 

○東委員 東です。マーケティング、広報の話がいくつか出てきましたけれども、私も専

門の立場で見ていまして、ここまで大きなプロジェクトの場合、民間の企業ではハウスエ

ージェンシーと言いまして、企業独自の戦略的なマーケティングをやる会社を持つんです。

そこで育った人がマーケッターとなって、その企業に外部として所属していくというのを

よく見る例です。まさしく農林水産省に限らず、地域でもそのような部門を作らないと、

やはりプロジェクトを進めるのは難しいのではないかという気がします。 

 同様に、11 のプロジェクトをどのようにステークホルダーに、または 終的に国民に伝

えて行くのかという課題があるわけですけれども、そこにはやはり広報のプロを育てる必

要があると思います。 

 それで農業とか水産業に関して、悪い固定イメージというがすごく強いものがあるので

はないかと。このパンフレットを見て、そういうところからも少し議論が始まっているの

ではないかという気がするわけです。今までの農林水産省のパンフレットをいろいろと見

ていますと素晴らしい発信をいくつもしています。だから、それを一度検証して、またそ

ういう中から農林水産に関するトーンアンドマナーというんですけれども、イメージづく

りというものが必要ではないかという気がします。 

 それと諸々の広報活動をした後に、必ずそれを検証して対策を練っていくという地道な

活動がこれからの農業、水産業を変えていくのではないかという気がしてなりません。そ

れといろいろな事業がたくさん出てくるわけですけれども、事業構想ができる人をどうい

うふうに育てるか。私も大学でいろいろな先生方とつながりがあるんですけれども、やは

り学問の身から新たな事業を起こすというのはなかなか難しくて、実際問題、経験した方

から指導を受けるというのが一番早いと思います。 

 そういう新しい形の学問的な事業構想というものを確立しないと、それと同時に地域に

密着した人、地域の風土とか、自然とか、すべてを体感している人にそういう形を教えな

いとやはり事業構想としては難しいのではないかという気がします。 

 後ですけれども、自給率の低下について、11 番の安全保障の件ですけど、これに関し

てすごくシンプルに考えますと、一般的に製造メーカーというのは６割から７割ぐらいの

粗利があるんです。そう考えますと、食品はコモディティ化していますから、５割の粗利

としても、その利益の確保がきちんとできなかったら、なかなかその産業には入ってこな
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いと思います。 

 そういう中で、国策として、やはり市場価格の変動というものをよく見て、やはり利益

体質のビジネスモデルにしていくと、新たな参入とか継続はできると思います。難しく考

えない方がいいのではないかという気がしてなりません。 

 以上です。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 それでは、いくつか手が挙がっておりますが……。 

○篠崎委員 今、いろいろお話がありまして、地域密着という言葉もありまして、非常に

重要だなというふうに思っています。観光という文字がかなり出ておりまして、今、海外

に向けての情報発信がますます強化されてきているということです。特に、10 月、11 月に

なりますと全国の市町村都道府県の首長さん方が海外に行かれて、それぞれの地域をアピ

ールされるという流れになっております。 

 そういう中で、やはり海外のプロモーションなんかを見ていると、それぞれの地域が自

分の地域の良さをアピールするというところはいいと思うんですけれども、日本食全体の

このように食文化というふうになった時に、そこの深い部分の話ができる観光協会の職員

とか、自治体の観光課の職員が一体どれだけいるだろうかということを考えると、まずは

海外のプロモーションで地域資源について競争させる部分とやはり共有させる部分、共同

戦略をとらせる部分とをある程度両輪でいかないと難しいのではないかなと思います。 

 どうしても地域職のそれぞれの競争になってしまいますと、メニューの競い合いみたい

なところがあって、おいしいですよ、というようなところ、ここではこういう料理があっ

ておいしいですよ。その次の言葉というのはほとんど自分の体にしみついていないという

ことがありますので、やはり観光で食文化を掘り下げて活用していくということになりま

すと、まさにその前線に立っている人材に対して、どのように伝えていくか。なるべくシ

ンプルに伝えていく。それで身に付けさせるというような部分が非常に重要になってくる

のではないかなと感じました。 

 取りあえず以上です。 

○佐々木政務官 それでは、手が上がっていました安井委員、信川委員、服部委員の順番

でお願いします。 

○安井委員 将来ビジョンに対して、各省庁にわたる、多方面の協調作業で縦割りを排除

するということは大変いいことだと思います。特に、中身を見させていただきますと、ハ
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ード面よりもイノベーションであるとか、ソフト、人材育成というところに焦点が置かれ

ているということで大変そういう点では画期的でもありますし、いいことだなというふう

に思います。 

 農業への理解が必要と思いますが、次世代の後継者を育成したり、本来の努力が報われ

るような農業施策というようなことを確立していかなければいけないと思います。都市近

郊では耕作放棄地がどんどん増えて住宅になり、建売住宅が建ち、マンションになり、駐

車場になり、代々、地主さんというのは農業をされてきた方々であると思いますので、そ

ういうことを阻止するというか、次の息子さんや娘さんが親のやっている職業が割の悪い

職業なんだという、そういう認識から脱却できるように一生を託すのに足る職業であると

いうふうに成り立たせなければいけないというふうに思いますが、同時に、それは食育と

いうことにも側面的からすごく関係しているのではないかと思います。 

 農業への理解不足とか、食育というと食べるところからの教育というふうにとらえられ

がちのような気がしますが、食べ方とか朝食欠食をどう解消していくかということにも偏

っているようですが、もう少し川上の農産物、農業、生産者側、食べ物自体への理解、そ

ういうことも本当に普通の消費者にきちんと教育していかなければいけないのではないか

なと思います。 

 話はそれるかもしれませんけれども、消費者センターとか、消費者庁の窓口へのクレー

ムの半分以上が食品に対する無知とか不理解、情報不足、そういうものによって間違った

使い方、間違った保存の仕方なりをしているということで、それは本当にいろいろな意味

でコストもエネルギーも無駄でありますし、そういうことが少なくなっていくように、食

育をきちんとやっていただきたいというふうに思います。 

 また、農業とか生産者側への理解が深まれば、本当に農業従事、農業に対する興味がわ

いてくるとか、従事者も増えてくるということだと思います。スーパーでも、オールシー

ズン、いつでも必要なだけ均一価格で、年中同じ価格で農産物が手に入る。これが当たり

前ではないということをきちんと教育していかなくてはいけないのではないか。そのため

には当たり前じゃないことが行われているために、ものすごく無駄なコストやリスクやエ

ネルギーを払っているんだよということを理解していただきたいと思います。 

 安心安全のことなんですが、一方で一部の不心得な供給側、メーカーが偽造とか不当表

示ということでクローズアップされましたけれども、実際には真面目にきちんと生産して

いる中小の地元のメーカーというのは本当に疲弊していまして、規制や表示の厳密化が実
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施され、またどんどん変わっていくというところの中でコストアップを価格に反映、転嫁

できないということで、そういう供給側だけにコストを押し付ける、リスクを押し付ける

ということではない安心安全の確立ということが一方で大事ではないかなと思います。 

 以上でございます。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 続いて、信川委員、お願いします。 

○信川委員 ２つの項目、コーディネーターと健康食品について意見を述べさせていただ

きます。 

 まず、コーディネーターについてでございますが、「農」を支える多様な連携軸の構築

としまして、地域資源を活用した産業創出に携わる人材育成の取組を推進することが重要

であります。特に、コーディネーターや仲介機関の育成を推進することが急務であります。 

 コーディネーターや仲介機関の役割は知識、技術、技能、経験に関するコーディネート

及び交流会の開催、ＩＴの活用によるマッチングの機会などの拡充を進めることでありま

す。 

 ソフトウェアとしての人材を育成するためには、しっかりした教育体制の整備、すなわ

ち教育カリキュラムの検討、教育カリキュラムに沿った教育ツールの開発、すぐれた教育

ができる人材の確保、教育機関の整備、教育体制を整備するための具体的な支援が不可欠

であります。このようなソフトウェアとしての優れた人材の育成には、時間とお金を必要

としますので、国家規模での支援が必要であると思います。 

 優れた人材の育成により、国内での新たな産業振興、質の向上が図れるばかりでなく、

国際競争力を備え、競争力を持続することができる基盤を作り上げることができると思い

ます。 

 次に、健康食品についてでございますが、日本が世界各国の中で勝ち残ることのできる

世界標準を視野に入れた現行制度の見直し、及び規制上の課題の解決を早急に図ることが

必要であると思います。 

 世界的な日本食の広がりとアジア諸国における経済発展に対応し、高品質な我が国の農

林水産物、食品、これは健康食品を含めてでございますが、海外販路を維持拡大すること

により、輸出促進を図る戦略を策定することが重要であると思います。そのためには例え

ば健康食品の安全性の確保、質の確保のための制度の見直しが急務であります。 

 中国政府が認めている健康食品は１万品目にも及び、その表示は、”美肌効果”、”毛
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髪が生えてくる”、”高血圧症が治る”等であります。それに対しまして、我が国では、

「特定保健用食品（「トクホ」）」は 941 品目であり、その表示は、”血圧が高めの方”

等でありまして、消費者が理解しにくい表示となっているところでございます。 

 国際競争力を高めるためには、特定保健用食品の表示許可品目の増加と、表示を消費者

が分かりやすくすることが必要であります。これらは我が国ばかりでなく、アジア諸国の

消費者ニーズに対応する特定保健用食品を増やし、消費者が正しく理解し、適切に使用す

るために不可欠であります。 

 特定保健用食品は現在 5,500 億円の市場であり、トクホの申請には１件当たり少なくと

も 2,000 万円から 3,000 万円の費用を必要とするため、その体力のある大手企業がその多く

の表示許可を得ています。その他の「いわゆる健康食品」は１兆 1,000 億円の市場であり、

90％以上は中小企業であります。 

 このような状況を鑑みますと、中小企業が特定保健用食品の許可申請を可能な制度への

見直しを図り、現在の 941 品目から 2,000 品目への増加が必要であります。また、61 の規

格基準による「JHFA マーク表示許可食品」が現在 500 品目であり、これは「いわゆる健

康食品」の７％に相当します。その他の 90％以上の健康食品は、何もチェックが行われて

いない状況であります。そこで、JHFA マーク表示許可食品を 2,000 品目に増加するために

は、新たに規格基準を 400 作成することが不可欠であると思われます。１つの規格基準を

作成するには、約 200 万円の費用を必要とするといわれておりますので、国家規模での支

援体制づくりが必要であると思います。 

  現行制度では食の機能性について特定保健用食品の表示許可制度、栄養機能表示制度が

ありますが、今後は世界標準を踏まえた”健康食品の法制化の実現”を第三者認証制度の

推進状況を踏まえて進めていくことが必要であると思っております。 

 以上でございます。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 それでは、服部委員、渡邊委員の順番でお願いいたします。 

○服部委員 ２回目ですみません。 

 近の若者を見ておりまして、私も学校をやっている関係で、よく見ています。あと大

学にも講師で８カ所ぐらい行かせていただいておりますけれども、学生が本当に眼が輝い

ていませんし、やる気がないし、元気がないし、こんな人たちに日本の将来を託していい

のかという企業の方々も将来が不安でいっぱいです。こういう状況の中で、何でこんな人
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たちが育ってきたのかということなんですが、これは文部科学省批判で言っているのでは

なくて、これ、大元はやはり食育だと思っています。食育というのは、よく誤解されてお

りまして、一般の人に聞きますと、親子料理教室でしょうとか、農業体験じゃないの、と

言われるぐらいの感覚でしか捉えてないんです。これは確かに食育の中に入っていますが、

はっきり言いますけれども、私は３つぐらいに絞るべきだと思っています。 

 １つはどんなものを食べたら安全か危険か健康になれるか。そしておいしく食べられる

か。これを選ぶ能力、これが１つ目です。２つ目の柱が、衣食住の伝承、これが欠けてき

たからこそ、今、おかしい子どもたちが出てきた。それから、３番目が食料問題とか環境

問題です。 

 この真ん中をちょっと３分間の中で説明させていただくんですけれども、実は、脳に非

常に関連があるんです。脳というのは大体 12、３歳で完成します。小脳というのは８歳ぐ

らいでできるんですけれども、いいこと、悪いことを判断する能力というのは小脳がまず

第一に堤防としてありまして、そこで子どもの時から、乳児から児童にかけて、８歳まで

の間に食卓で、「姿勢が悪いぞ」、「なぜ箸を持てないんだ」、「いただきます、ごちそ

うさまと言え」、こういうことを我々は言われながら育ったわけです。少なくとも我々の

世代はそうです。ちゃぶ台の上で、みんなで育った。 

 ところが、これが核家族化して、いっぺんに飛んでしまったんです。ですから、今、個

食をしている子どもたちがやたら多いです。この個食をしているがゆえに教わることがな

いんです。一般常識というのが８歳までの小脳ができるまでの間に、きちんと食卓で教わ

ることなんです。ですから、僕は、食育基本法というのは食卓基本法のことだろうと思っ

ているぐらいですから。 

 そういうことからまず人間づくり、人づくり、そして人格づくりというものをしていく

ためには、まず一番大事な幼年期の時が大事なわけです。それを今の教育者も分かってな

くて、その辺が脳科学とくっつけて実は８歳までに分からないことをこういうことを勉強

してなかった親御さんが、実はうちの子供は９歳になりましたけれども、これからどうし

たらいいんでしょうか、と言うから、もうあきらめなさいと言ったんです。 

 というのは、もうそれまでに食卓で実は餌付けされてないものは無理です。というのは

20 になっても 30 になっても 40 になっても 50 になっても、実はもう取り返しがつかない

んです。その辺をきちんと押さえることからまず始めるためには、親がしっかりしなけれ

ばいけない。 
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 この親を育てるということ、今日、いろいろなことでこうやって 11 のプロジェクトがあ

りますけれども、人材がきちんとしていなければどうにもならないんです。やる気のない

ような人間をこういうところに参入させたってしようがないんです。ですからまずはそう

いうことです。 

 それともう１つ、これはちょっと話がはずれますけれども、水に関してどこまでお考え

なのかというのをちょっとお聞きしたいんです。水に関しては非常に重要で、今、水のペ

ットボトルをどこかで作れないかと頼まれて、いろいろ調べてみますと、何と言われるか。

それは中国が場所を買っちゃいましたというわけです。水の出るところを買っちゃった。

中国の経営者にお金を出して、また日本が買わなければいけない。こういうことが起きて

いるわけです。 

 その他、土地の問題もうそです。住宅、中国では土地は借りるんだそうです。50 年とか

で借りるので、いわゆる売ってくれないそうです。だから、それだったら金を持っている

人は日本の土地を買いに来ているわけです。ですから、そういうことを考えたら、果たし

て日本は今後のことを考えていったら、そういうことを含めて、日本はどこまで安全保障

も含めて、考えていかなければいけないかということを一度ご検討いただければなと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 渡邊委員、お願いします。 

○渡邊委員 私は、科学・技術と取り組み方について、２点ちょっとお話したいと思いま

す。先ほど信川委員が機能性食品という言葉を言いましたけれども、あれはまさに日本が

言い始めた言葉なんですが、実際には現在ヨーロッパの方が、ファンクショナルフードと

いう言葉が浸透しております。 

 例えば、オランダのフードバレー等は、いろいろな食品機能を見つけて、いろいろフー

ドラベルに使っておりますが、日本は表示の問題で一切書けないんです。ですから、全く

市場性がないということになって、国際的な競争力も負けつつあるという現状であります。 

 科学・技術のことがどこかにありましたが、私はやはりデータベースが国民全体のため

に必要だと思っております。データベースと言うととかくスケルトン、骨格だけにいつも

予算がついてくるのです。それで中身のコンテンツを誰が作って、どう載せていくかとい

うところがなかなか配慮されておりません。それでいったんできてもそれをさらに大きく

育てていこうというところが、なかなか支援がないです。 
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 ですから、日本は大学の先生がいろいろ一生懸命やっておりますが、そういった新しい

科学・技術がなかなか社会全体に還元される仕組みというのが非常にうまくいっていない

というように感じております。 

 それから、もう１点は、この 11 項目に前回もいろいろ出た意見が非常によくまとまって

いると思いますけれども、よく読んでみますと、ちょっと用語とかいろいろ重複している

ところがあります。地域で開発する話、それを国として全体にどうサポートするかという

話、あるいは国際的協調の下に何をどう進めるのか。そういうふうにまず場の問題をもう

一度整理していただくといいのではないかと思います。 

 それから、２点目は、プリオリティ、何をどういう順番でやっていけるのか。そういう

プリオリティをきちんと書いていただけるといいのではないか。３点目は、スケジュール

です。やはり長期的にどういう方向を目指してやっていくのかというのをまず明らかにし

て、それを１年目、２年目、３年目でステップワイズにどう進めるかというあたりがすっ

きりするといいと思います。 

 例えば、日本の農業独特の特徴というのがあると思います。先日、アイオワの大豆を作

っているアメリカ人とちょっと話したのですが、数百ヘクタールの大豆畑を５、６人の家

族でやっているわけです。そうしますと必然的に GMO が便利で単一品種しかできない。

だけど日本は数反歩の大豆をこまめに一生懸命手がけて作っていて、木綿、絹ごし豆腐と

揚げと細かく大豆の品種を変えているのです。200 種類ぐらいの品種が日本では植えられ

ています。ですからこういった細かい手づくりの良さというのをもう少し国際的にも主張

できるのではないかと思っております。 

 それから、６ページに朝食欠食の解消というのが出ていますが、これはちょっと具体的

検討項目としてはむしろ地産地消を初めとする国産農産物の利用拡大の次ぐらいに位置し

てくる話ではないのか。特定の朝食欠食だけですとちょっといかがかなというふうに感じ

ました。 

 産業も例えば米粉パン焼き機も 近出てきておりますし、スチーマーも随分出てきてお

ります。日本の食と一緒にこういった器具も海外にどんどん広められればいいというよう

に思っております。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 それでは、金子先生と浦郷委員と２人、挙がりましたが、浦郷委員が初めてですので、

浦郷委員、金子委員という順番でお願いします。 
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○浦郷委員 大きく２点申し上げたいと思います。 

 まずは、11 項目の中に教育機能ということをしっかりと位置付けていただいているとい

うことは非常に大事なことではないかなという思いがしております。 

 同級生が始業式の日だけ赤飯で来る友達がおりました。これはずっと小学生の時からと

言うんですが、そのお母さんの気持ちというのはすぐに通じるわけです。うらやましくあ

ったのを覚えているんですが、この「食」の教育機能というのは、いろいろな面で、今も

やっているわけですけれども、問題行動とか多々起こす子どもがいるわけですけれども、

心をつかみましょう、なかなかつかめない。 低限、先ほどの服部先生のお話のように、

胃袋をつかんでいますかというのをお母さんには言えるわけであります。そういう面で、

子どもたちの問題行動の裏に食の寂しさというのがときどき感じるわけであります。 

 それから、小中連携して食育部会というのを立ち上げたところがございました。これは

学習習慣、生活習慣上も非常に効果を上げているというふうに見ております。そういう教

育機能のことでございます。 

 もう１つは、先ほど出ましたコーディネートの部分であります。学校教育でもかなり食

育等が進んでいるわけでありますが、やはり今の時期、何らかの行政的なきっかけという

のが必要かなという気がいたします。うちの場合は食育課を子ども部の中に設置して、い

わゆる生涯食育という形で胎児期から乳幼児期、児童期、青・壮年期という、それぞれに

いろいろなことを試みているわけですが、学校給食だけを取り上げましてもやはり誰かつ

ないでいただく方が必要だという思いがしております。これは、食育課があったために、

農林課とつないでＪＡとか直売所等をつないでいただいた。まだ、いい方法を模索してい

るというところでございます。 

 それから、栄養共有制度ができまして、非常に積極的な学校給食等になってきていると

いう変化を感じております。まだ限られた数でありますけれども、そういう積極的な学校

給食への変化というのをさらに高めていきたい。 

 それから、ここにも理科等の結び付きとありますけれども、食については学習面で非常

につなぎやすい、いろいろな面とつなぎやすいという特性があるわけですので、これをさ

らに充実して、先ほどの話がありましたように、知的な理解、そして知的、情的、全て含

めて総合化しやすいその特性というのを活かした教育活動が食を今後も支えていくのかな

という思いがいたしております。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 
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 金子委員、お願いします。 

○金子委員 話は食育の話ともう１つは、６次産業に関することで意見を言わせていただ

きます。 

 １つは、食育ですけれども、大都市のど真ん中で、ここにも出てきますけれども、昔は

中間層で朝食事をとらないで来る小、中学生がいるということが問題だったんですけれど

も、今は、貧困で、女性が夜や土日に働いて、ゲーム機といわゆるジャンクフードを与え

てきてしまう。保健室であめや砂糖をなめさせる。そうしないと血糖値が上がらないと頭

がボーッとしている。そういう問題も発生しているということです。 

 片方で生産者側から見ると、非常にいい取組をやっているところがあるんです。北区、

甘楽富岡、先行例ですけれども、いわゆる野菜をそこから提供してもらったら、そこで出

てきた生ごみをたい肥として生産地に送るという。これがグリーン・ツーリズムみたいな

ものにさらに結び付いてくればいいわけですが、ただ問題は鳥取県のように一生懸命に県

内産を使おうとしていたりするんですが、給食センターもどんどん人件費を抑えています

ので、カット野菜が欲しくなるわけです。そうすると中国産で簡単にカットしてある方が

すぐに使えますので、調理に手間がかからない。 

 ６次産業化というと、何か直売所とか加工ばかりをイメージしていますが、例えば北海

道の美幌だったと思いますけれども、ポテトチップスの加工されたところまで作って出す

と、要するに市場価格の変動の悪影響を被らないで、たえず安定的な値段の収入が入ると

いうやり方をしていたりする。そういうことも含めて、食育や生産の供給の在り方を結び

付けた方がいい。 

 それから、もう１つは、規模拡大ということの限界を非常によく見てきまして、やる気

のある農家のところにはもう担い手がいないので、どんどん土地が集積してきているんで

すが、例えば中途半端に土地が大きくても大型のように産地形成しないと結局はチェーン

店とか、加工用とかいうのに出せないんです。一定のロットがないと。逆に、６次産業化

というのは、そういうところから出てきたんだと思います。流通や加工をにぎることによ

って。だけど、十勝の 100 ヘクタールや 50 ヘクタールの農家でも農業は農繁期と農閑期が

あまりに差があるので、常用雇用を雇う範囲は限られて、機械化して農繁期だけパートを

雇うということになりますので、結果的には流通や加工を含めたところで、地域で雇用を

作り出す、あるいは兼業するというようなことをやらないと、農家所得そのものが上がら

ないのが普通の農家になっているのではないか。そのときに、やはり儲かって環境や安全
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な食を提供するというミッションがしっかりしていれば、若い人が来るわけです。 

 ところが、そういう６次産業化をやる時に、私はいくつか見ているんですけれども、大

分の大山とか甘楽富岡とか内子町とかは有名なんですが、ほとんどコーディネーターなん

です。農協がすごくいいところと悪いところを真っ二つになっていて、そういう能力のあ

るところは非常にいいことをやるんですが、ないところはもう全然駄目なんです。 

 もう１つは、経産省の農商工連携で、加工業者が非常にいいことをやって、流通業者が

非常にいいことをやって中に入っていくんです。例えば、味噌を作っているメーカーが山

の中で休耕地を買い取って、無農薬の農業をやったりする。それを原材料としてやって、

また通販で売ったりするということをやっていたりするんです。 

 全然、これはバッティングしない場合はいいんですが、例えば直売場を作ったすぐ近く

に道の駅を政府がお役所の補助金が出てできて、何をやっているのかというような事例が

たくさんあるわけです。こちらで連携をとっても地元で連携をとる人、コーディネーター

というのはそういう意味で、地域全体の営農をきちんと立てられるような、そういうコー

ディネーターが幹になってくるんです。概ね東京に行って、Ｕターンをしてきたり、外部

で優秀な人を引っ張ってきたりしているところがうまくいっているんです。 

 だから、恐らくこの６次産業化がうまくいくかどうかはコーディネーターというものを

どういうふうに作り上げていくのか。あるいはどうやって発見していくのか、あるいは育

てていくのかというところに対して、かなりしっかりした方針がないと、非常にこの方針

が出たことによって、うまくいく地域ともう既にあっぷあっぷの状態で担い手がいないと

ころでもう手遅れになってしまう地域が生まれてしまって、どれだけ底上げできるかとい

うのは、そこらにかかっているのではないか。そうするとマーケティングの能力があった

り、経営のノウハウがあったり、農業者は作ることに専念してきたものですから、そうい

う能力が非常に弱い。そういうところは会社形態というのは非常に有効であるというふう

に思います。 

○佐々木政務官 ありがとうございました。 

 次に、榊原先生。 

○榊原委員 このレポートで触れられていない１つの大きな問題は、それは流通の問題で

す。農業の 大の問題というのは、生産と消費が切れていることですよね。農業協同組合

という巨大な流通組織があって、それはほぼ一手に流通をやっているという形になってい

るわけです。ですから、農協改革をどうやってやるのか。単位農協は非常に前向きにいい



- 29 -

仕事をやっているところ、非常に古いところもあるということですから、農業協同組合と

いう組織をどうするかということをやはり農水省として私は考えていただきたいと思いま

す。 

 それだけではなくて、今、金子さんもおっしゃいましたけれども、大企業が直接参入す

るということになれば、生産と流通と販売と全部一緒にできるわけです。あるいはインタ

ーネットが非常に発達しておりますから、個別の生産者が消費者と直接つながることがで

きる。今、生産者と消費者が切れている形になっているのをどういう形で結んでいくかと

いうことを考えるのは、やはり産業としての農業を考える時に恐らく一番重要な問題なの

ではないかと思います。農協という巨大な組織があるわけですから、難しい問題であるこ

とは、私は十分理解しますけれども、その辺の話にどう取り組むか、どういう議論をする

か。むしろ農協の人を含めてどういうことをやっていったらいいかということを考える必

要があるのではないかと思います。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 先に渡邊委員、お願いします。 

○渡邊委員 私も人を育てるというのが非常に大事だと思います。私の関係した大学でロ

ーバスカウトがいるのですけれども、卒業すると故郷に帰って、農家をやるのが結構いる

のです。ですが野菜の供出等で規格がありますでしょう、そうすると半分近く捨てちゃう

場合があるというのです。ですから、そういう農業をやっていてペイするはずがないです

ね。ですから、そういうところは、もう少し消費者団体の教育とかそういうのも大事だと

思っております。 

 それから、地域に農業高校とか農業大学校があって、その地域でのいろいろな野菜とか

豚を育てるとかいうのは特化しているのですけれども、その全体でそれこそ経営基盤まで

考えてしっかりやっていくという、マスタークラスの大学院的な部分というのが非常に弱

いと思うのですよ。ですから、現在、大学の農学部で大学院を持っていますが、ほとんど

が遺伝子とかそっちの方にいっちゃっています。ですから、そういう意味では、私は仕分

けされてしまいましたけれども、筑波にあった大学はうまく機能すればそれなりに人を育

てる基盤になると思いますので、各大学で定年になった教授を非常勤、あるいはボランテ

ィアでお願いしてしっかりと人材を育てるということを是非考えていただきたいと思いま

す。 

○佐々木政務官 そこの卒業生の木内さんは思いがあるかもしれませんが、先に吉良政務
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官の手が挙がっていましたので、吉良政務官、先にお願いします。 

○外務省（吉良政務官） 外務省を離れて農業に深く関心を持つ一人として発言させてい

ただきたいのですけれども、先ほど、金子先生の方から私の出身地であります大分の大山

町について触れていただきまた。その後、榊原先生、また渡邊先生からも人材育成、それ

からマーケティングの重要性ということの指摘をいただいたのですけれども、まさに大山

町というのは、地域興しの先進地であり、大山町は農業と言えば生産のみならず、産業と

しての役割についても本当に消費者の視点を 大限取り入れたマーケティングを実施しな

がら、特に都会の消費者に受け入れられる商品を作ってきました。それを作る人材を育成

して、海外に留学させ、代々リーダーを育成してきたという歴史があります。 

 そういう意味で、諸先生方が発言いただいた中で、今の「食」に関する将来ビジョン全

体を考える中で、ちょっと失礼になるかもしれませんが、農水省はやはり産業としての農

業、農家という視点が中心だったと思いますが、今、諸先生から出ている消費者サイドも

見据えたマーケティング、人材育成、そこも是非このビジョンの中に大きく取り上げても

らう必要があるのではないかと思っております。 

 それから、渡邊先生がその前に発言されたプライオリティをつけるということについて

も、私もずっと思っていましたのが、この「食」に関する将来ビジョンの中でもとにかく

農業を守りたい、農村を守りたい、農民を守りたい、それはもう十分理解しております。

それを実現する際に、農業を産業としての産業政策でやるのか、それとも 60 歳以上がもう

半分を超えた高齢者農業の中にあって、一種の社会政策として農家の人たちの生活をどう

維持していくのか。その意味では、このビジョンの中間取りまとめ案の 11 を見ると、産業

政策であったり、社会政策であったり、地域政策、人材育成、エネルギー政策、環境政策、

観光政策、全て盛り込まれていますが、あえて言うならば、特に産業政策としての農業と

か、苦しいけれども、優先順位付けをしなければ曖昧になってしまうのではないでしょう

か。力強く自立する農業、そしてそれに支えられる農村というのが作り得ないかと思って

いますので、是非いろいろ述べられていること、全て大事なのですが、あえて優先順位付

けをしていくということが大事だというふうに思っています。 

 後に１点、私も政務官として政治家として出てきておりますので、私たちの新政権の

１つのスローガンというのは、これまでの政府が、いわゆる生産者の声を聞くということ

がより強い政府であったのに対して、私たちは生活者の視点、消費者の視点ということを

大限取り入れる、大きく耳を傾けるという政府ですので、 初の私自身が申し上げた論
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点に戻りますけれども、生産者の視点ももちろんながら消費者を見据えたマーケティング

や人材育成等等の点に力を入れていきたいし、それを是非 終案では盛り込んでいただき

たいと思っております。 

 以上です。 

○佐々木政務官 どうもありがとうございます。 

 先に、木内委員、どうぞ。 

○木内委員 私は実際に今言われる農商工連携であったり、６次産業であったりという方

向性をもう既に 20 年前から取り組んでやってきました。実際に感覚としては、実は金子先

生の話にもありました甘楽富岡、私もよく知っていますけれども、当社も営業マンが 10

人ぐらいいて、できるだけいい取引ができるところを日々探しているんです。ないんです。 

 どういうことかと言いますと、日本のマーケットは本当に片方で食料自給率が低いとか

いっていますけれども、日々生活の中でこんなに安くランチやお弁当なんかもう 250 円で

す。小売で 250 円で売られるということは、あの弁当の食材の原価というのは 50 円を切っ

ているんです。その中で、農商工連携をやって、実際に地域の活性化、豊かな経済の農村

になるかというと、私は甚だ疑問です。 

 だからやはり私は先ほども言いましたけれども、農業者というのがもう専業農家でずっ

とやってきたけれども後継者がないから、自分が健康のためにやっている、おじいちゃん、

おばあちゃんの農業、これは直売所を中心とした少量多品種生産等のバランスのとれた場

を提供する。または、兼業農家で例えば役所や農協に勤めながら、田んぼを 10 ヘクタール

ぐらいやっているという人が、千葉にはざらにいるわけです。こういうのはもう完全に副

収入になっているわけです。それに戸別所得補償制度なんていうのは、我々農業者からし

たらもってのほかで、かなり問題ありだと。実際に、日本の農業を産業化していく、また

は農業で雇用を生んで行くというところをちゃんと分けて、そこに対する基準、やはり政

府として支援すること、またはやはりその中で発展していくための伸びしろを海外に向け

るしかないと私は思っています。 

 そういう意味においては、先ほどいろいろな先生からもありましたけれども、いろいろ

なことを全部一気にやるというのは難しいと思います。やはり東京農業祭に１個に凝縮で

きるのではないかと私は思っています。これは、消費者のためにもなるんです。消費者に

何でこの牛乳が安いのか。同じ牛乳なのに。例えば、牛だってホルスタインもいれば、ブ

ラウンスイスもいれば、ジャージー牛もいるわけです。それの乳の出る量が違う。または
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濃さが違う。そういうものを実際に消費者に知らせないと、ものの価値は分からないわけ

です。どういうふうに選んだらいいか。 

 そういうものを含めながら、私はよく言っているんですけれども、スターバックスみた

いな、ああいうワンストップサービスのお店というのは、実は日本の地方にいっぱいある

のではないか。あれに金融や世界に出ていくための仕組み、そういうものが加われば十分

世界に店舗展開できる。その中で使われる素材が全部日本産であれば、結果的に日本の生

産事業を強くする。こういうふうな単純な構造もありますので、私としては是非そういう

東京農業祭のような、いろいろな省庁が一元化して、強みを発揮した場面を提供してもら

いたいなというふうに思っています。 

 以上です。 

○佐々木政務官 服部先生、その後、お願いします。 

○服部委員 すみません、３回目になりました。ぼつぼつ切りながらしゃべっています。 

 実は、農業従事者、特に米を生産している人、時間給で計算しますと、マクドナルドが

大体 800 円とか都内だと 900 円ぐらいいただけるんですけれども、これを米の生産者に換

算しますと、179 円です。若者がそんなものに参戦できるか、入ってくるような魅力があ

るかということです。ですから、兼業農家、ほとんど 95％が。他で稼がない限り生きてい

けない。そういう部分があります。 

 僕、思ったんです。1,435 万人も 40 年前に農業従事者がいました。今は、320 万人です。

本当に減りました。先ほど 60％が 65 歳以上。漁業に関して言えば、300 万人いたのが 30

万人です。10 分の１になって、やはり同じように、65 歳以上が半分です。 

 あと 10 年したら本当に 75 歳で力を持っているかと言ったら、もうますます衰えていく

ばかりだというふうに思うんですけれども、私は 60％近くのものを輸入に頼っているんで

すけれども、これは財布の出方なんですけれども、国が例えばそのうちの３割ぐらいを金

を出して、向こうから商社が買ってきたりするわけですけれども、そのかわりその金を若

者たちが魅力あるふうに感じる、そういうものに国が国策として金を出せないんですかね。 

 これはちょっと頭を切り替えないと難しいと思うんですけれども、輸入に６割も頼って

いるんだったら、少なくともその部分を商社の人に金を出してくれとは言えないわけです

から、国がその部分、代替して働く人たち、そしてものを生産してくれる人たちが魅力的

に感じるような土地づくり、そういうものに金を一部回すような形というのを頭を切り替

えてできないのかなと日ごろ思っているんです。そういうことを実は一度ご検討いただけ
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るかなと思います。本当にそういう意味では、私は農業というのは、そういう切り口の変

え方でできると思います。 

 あともう１つ、先ほどの食育に戻るんです。保育所というのがありますが、０歳から今

は預かるんです。大体３カ月ぐらいの子どもから預かるんです。ところが、子どもという

のは、本当は一番大事な乳児期から幼児期というのは離してはいかんのですよ。少なくと

も３年間は親の元に置くのが本来理想であると思うんですけれども、それが現実には今ほ

とんど働きに出ています。 

 ところが外国を調べてきました。外国の保育所というのは、４時から５時になるともう

保育所に子どもはいないんです。全部引き取りに来ます。日本の場合は８時になっても引

き取りに来ない。こういうような部分があるから、逆に一番大事な会食をする、団欒をす

る時に子どもたちが一緒にいないんです。こういうような制度も含めて、検討していかな

いといい子ができないんですよ。だから、こういうことも是非加味しながら総合的にいろ

いろなところで、食育も入れていただいたり、今日、いろいろな先生方がおっしゃった部

分を組み合わせて、検討していただければと思いました。 

○佐々木政務官 仲宗根委員、お願いします。 

○仲宗根委員 11 あるプロジェクトの中で、８番目の農山漁村コミュニティの再生という

ところの中で、地域の担い手になる若者の定住促進に向けた取組という部分で、気になる

ところをお話ししたいと思います。前回の委員会の方では、私の方で、ブルー・ツーリズ

ムのソフト支援からつながる若者の後継者の育成ということでちょっとお話をさせていた

だいたんですが、今回は、信川先生、金子先生はじめとしまして、先ほどコーディネータ

ーの育成が大事ということでありました。私は、沖縄県の小さな漁協ではございますが、

まさにこのコーディネーター、この人材が全く足りない状況でございまして、県の普及員

事業の拡大事業におけるペーパーではない現場での漁業技術を見直す支援をいただきたい

と思っています。 

 沖縄県内のあらゆる漁協の漁業者が養殖業以外の漁船漁業、通常の漁船漁業の指導をま

ともに受けられない状況がございまして、たとえますと沖縄県の農業普及事業に年間約１

億円の予算が組まれておりまして、現場指導の普及員も 100 名以上にいることに対しまし

て、水産普及事業では年間約 600 万円程度の予算しか組まれておらず、普及員も 11 名足ら

ずということで、沿海地区出資漁協だけでも県内で 35 漁協あるのに対し、現場の指導の普

及員が絶対的に不足しているのが現状でございます。 
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 現在、１人の水産普及員で７から８つの漁協をフォローして歩いておりますが、今後は

現場指導の普及員を増員することにより水産現場の漁業者の方々とお付き合いを行いなが

ら、細かいケアをいただきたいと思っております。 

 また、水産普及員の方は、年間予算の少ない中で、漁船漁業の現場指導をしながら、漁

業振興基金などの外部資金を取得するためのノウハウもまた必要になっておりまして、そ

ういうノウハウは漁業者は持っておりませんので、漁業者が個々の普及員にそうした資料

づくりの能力だのみになっているという現場の声をお聞きいたします。 

 また、先ほどの食育の話にもつながりますけれども、水産物を取るところから食べると

ころまでの子どもに対しての料理教室なども沖縄県の方に多く寄せられるということで、

県の水産普及所の方でも、いろいろ漁協の方でも取組をやっておりますが、そうした普及

員の予算が少ないために、例えば 近開催しました小学校の料理教室でも予算が３万円し

か組まれていないということで、材料費だけで、専門家をお招きするにはボランティアと

しては難しいということで、なかなか思うように食育普及が行われていないのも現状であ

ります。 

 こうした内容も含めて、国でせっかくお考えいただいたものがトップダウンで下ろして

きていただいても、地方で活かしきれなければ、食料自給率向上の要と言える現場の生産

者の就業率と生産率増大は今後難しいのではないかと思っております。ハードの支援の方

はいろいろご支援いただいているんですが、そういったハードの支援に偏りがちな部分を

今後は漁業者の相談窓口の確保や現場の声を伝えていけるような、市町村及び県との間の

施策を含めたソフトづくりのご支援をいただけたらと思っております。 

 以上です。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 それでは、菊地委員、お願いします。 

○菊地委員 菊地です。初めに、現場から農業者として農協について、さっき農協の話が

ありましたので、総合農協は問題がありすぎ、専門農協の育成というふうに見直しを図る

べきだと私は思っています。というのは、特に私のところは山形県の山形おきたま農協と

いうんですが、日本一になったことがある大きな農協ですが、経営能力の問題もあると思

いますが、ほとんど小さな昔の単協まで掌握しきれていないというのが現状だと思います。

ここはもう少しきちんと農協問題を考えてもらう必要があると思います。 

 その次に、現在日本の国民のおかれている健康度は心身ともに著しく低下している現状
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を踏まえて、内外の環境、生活のやり方、食べ物の質と食べ方、体のうちからの生理毒、

これはこういう毒という話は食べ物の中にはあまり出てきていませんが、外からの生活毒、

運動を含めた心身のバランスなどを一括して検討することが大切です。 

 例えば、科学技術庁やその他健康に関するデータを持っている省庁、東京都、各研究機

関や個人の先生方の情報を提供いただき、国民の食と健康、生活を食育の中に取り入れて

指標、ビジョンづくりを検討するのがこの本部の趣旨ではないかと思います。 

 一例を挙げますと、今、若者の多くは朝食からインスタント食を食べ、生活は毎晩のよ

うにスナック菓子のような軽い栄養素の少ない食べ物で酒飲みをしており、多くの行政指

導の料理教室では、脂肪分の多い肉を使用し、穀物、特に米、パンについてはミネラル、

ビタミン、繊維質を取り除いた体の健康を全く無視した、それに加えて白砂糖と油を中心

とした料理が主体になっているのが現状です。 

 ミネラル不足についてですが、これは私の提案ですが、外国からの輸入に頼っておりま

すが、海水からミネラルの回収利用も早急に取り組むべきだと思います。 

 そして、11 のプロジェクト各々については良いと思いますが、その根幹をなす、体と心

の健康は体を支える食べ物と食べ方だと思います。私は、その根幹、食べ物と食べ方が各

々のプロジェクトの基本にならなければならないと思い、そのためには若い世代による食

べ物に関心を持つような環境づくりから取り組んでいくことが 優先にしなくてはなりま

せん。我が国の食についての基本的な方向性の確立を立ち上げることが大切だと思います。 

 その他に、今回のサッカーの日本選手たちの体力切れをずっと心配しておったんですが、

後までスタミナ切れが起こらなかったことは、食べ物の力だと思います。食育を行って

いる文部科学省あたりは特に食べ物の重要性を認識し、知力と体力の向上に図ることが私

は大切だと思います。 

 以上です。 

○佐々木政務官 ありがとうございます。 

 たくさんご意見をいただきまして、本当にありがとうございます。 

 食という字は、人が良いと書いて、食という字でありますので、まさに人間の原点だと

いうふうに思いますが、ご意見いろいろいただいた中で、自給率のことが本当に国民が分

かっているのかと言うと、それが十分に分かっていないのではないかというご指摘もいた

だいて、我々もまだまだ反省しなければならないと思ったところでございます。 

 水のこととかのご指摘もいただいたんですが、我々も今計算しておりますが、フードマ
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イレージという言い方がありますが、その食を持ってくるためにどれだけのエネルギーを

使っているんだろうかということもやはりきちんとアピールしていかなければならないと

いうふうに思っております。 

 そういった意味でも、国産の食というものが安全性の上においては、全然それは問題に

ならないわけでありますから、先ほど国際的な食料安保という視点も同時に必要でありま

すが、同時に食の安心安全という視点も同時にやはり考えていかなければならないだろう

と思っています。 

 私は、実は自分自身が農業ですが、安くておいしくて安全な農産物を作りましょうとい

う普及員から指導を受けるんですが、そんな３つを一遍に可能にするものなんかあり得な

いというふうに僕は言っているんですが、時代とともにニーズは変わってくると思います。

食べれない時代、少しものが買えるようになった、もっとよくなった時に今度は安全性は

大丈夫なのか。その時代のニーズというのがやはりあると思うので、３つ全部必要ですが、

すべてをいっぺんに満足させるということはなかなか無理だとしても、時代のニーズの中

で、どうやってそれをやっていくのかということが必要だと思っております。 

 我々の政権になってから、３回、地方を政務三役で回らせていただいております。その

中で、農家自身からあまりそういう声は聞かないんですが、我々の政策がバラマキだとい

うような批判をよくいただくんですが、私は決してそんなことはないというふうに思って

いまして、今まで組織や団体を通じて、流れていた予算が直接行くようになったという仕

組みが変わっただけでありまして、中間を省いたわけであります。それは生産者に直接、

生活者に直接いくようになったがゆえに、見方によってはバラマキというふうに見えるの

かもしれませんが、予算の使われ方としてはむしろ中間にいろいろな人が介在しなくなっ

たということでは私はむしろ非常によくなったのではないかと思っていますし、ある意味

で生活者や生産者と国というものが近づいたというふうに私は思っています。 

 そういった意味では、そういう効果はあったのではないかと思っていますが、ただ今ま

での補助事業の農政というのは１つの基準がありますから、下も支えてくれたんですが、

上も押さえてきたというところがあります。１つの形の中に全体をはめていくというのが

補助事業のやり方ですから、１つの基準がありますから。ですから、下も支えたけれども、

上も伸びてこられなかったものがあったと思います。 

 我々がやろうとしているのは、下を支えようとしていることだけですから、上は自由に

競争をできるだけしていただきたい。だから、下支えを戸別所得として交付したいと思っ
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ていますので、上はむしろ大いに競争していただいた方がいいと思っていまして、その中

から必然的に淘汰されるというような人たちが出てくるのは、これは仕方ない話でありま

すから、競争条件が他の産業と比べて違いますから、そういった中では競争条件を少し下

支えするという形で支えていく。 

 今まではものに全部価格の補償という形でついていたものを農家に渡すということは、

価格に転嫁されないという仕組みになりますから、今までむげに奨励金や交付金がいっぱ

いついていたのは 後は消費者が負担することになるんですが、農家に払われる小麦の値

段はもとの値段で動きますから、そういった意味では消費者負担型から国家財政負担型と

いうヨーロッパがやっているような手法に今変えようとしているということでありますの

で、ある意味でいくつか大きな転換点に今さしかかっていると思っているところでありま

す。 

 農協を何とかしろという話がありましたが、私は２つあると思っています。１つは、一

番小さな単位の単協というところはやはり農家、あるいは漁協もそうですが、漁民と切り

離されないところがあると思います。それと連合体である中央会とか他のところがありま

すが、これとは少し切り離して考えるべきではないか。 

 我々は別に連合体のところに手助けを求めなければならないことはそんなに多くはなく

て、しかし単協の皆さん方と一緒にやらなければいけないところは結構たくさんあるとい

うふうに思っています。連合体のところはあまり政務官として踏み込んではいけないかも

しれませんが、用途別には相当機能していると思います。連合体の農協の組織というのは。 

 全体として１つになっている経済連とかそういうところとして機能しているかどうかと

いうとそこは少しチェックする必要があるのではないかというところを私自身も感じてい

るところであります。 

 いろいろたくさんお話をいただいたんですが、先ほどご指摘いただいたこの後のスケジ

ュール感とか、そういったものをどうするんだというお話がありましたが、資料を説明さ

せていただいたところにもありますように、趣旨が書かれていて、具体的な項目というと

ころをさらに深めたいと思っています。そして、その下に当面実施すべき取組というとこ

ろがありますが、そこのところで来年度予算に向けて府省連携でやれるものについてはそ

このところに盛り込んで、府省と連携して概算予算、あるいは本予算に向けて整理をして

いくという、それで二段構えにさせていただいているということでありますので、これか

らまたさらに進めたいというふうに思っています。 
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 今日は、各府省からも幹部の皆さん方がそれぞれ来ておりますので、先ほどありました

機能性食品とか、厚生省の皆さん方との連携も必要でありますし、文科省との話も出まし

たが、各府省の幹部の皆さん方も全員参加していただいていますので、その辺はさらに検

討を進めていきたいと思っているところでございます。 

 ただいま本部長であります山田大臣が到着いたしましたので、ここでご挨拶をお願いし

たいと思います。 

○山田農林水産大臣 どうも皆様、ご苦労さまでございます。 

 今日、大変熱心なご討議をいただいているとお聞きしております。まだ詳しく佐々木政

務官、事務方からもお聞きしたいと思っております。 

 赤松さんのあとを受けまして、私が農水大臣をさせていただくことになりました。口蹄

疫の問題でしばらく宮崎の方で私もずっと行っていたんですが、ようやくワクチン接種、

家畜を含めて、27 万頭という大変な数の家畜の殺処分、埋却が昨日の夜に終わったところ

です。まだまだウイルスは残っていますし、たい肥、敷きわら、糞尿等々数多く残ってい

ますし、まだまだ予断を許さないところでありますが、ひとまず一応のところまで来たと

ころだと思っております。 

 今回、口蹄疫、ウイルスで思いましたが、食の安全と安心というのは本当に大変なこと

で、これからどういうことがどういう形で起きてくるか分からない世の中で、よくしっか

りと日本においても食の安全、今、水産の現場等々に行きましても、ほとんどもう一人一

人の漁師さんたちでトレーサビリティができるほどまでになって参りました。トレーサビ

リティ、ＧＡＰ、ＨＡＣＣＰ、そういったものをしっかり、場合によっては法律を義務付

けして、それが輸出にもつながっていく、かつ変なものは輸入しない。これが食の安全で

ある。自給率を高める。これが私どもの仕事であると考えているところです。 

 どうかそういう意味で、これから私どもも新しい政権になって、食の未来というか、こ

れからの食の将来をしっかり皆様方に検討していただきながら、今日は各府省の皆さん方

にお集まりいただきまして、どうかこれからもしっかり取り組ませていただきたいと思っ

ているところです。 

 どうかひとつよろしくお願い申し上げます。今日は、本当にありがとうございました。 

○佐々木政務官 大臣、ありがとうございました。 

 そろそろ予定の時間が参りましたので、少し事務的なお話をさせていただきたいと思い

ます。 
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 今後の進め方についてでありますが、先ほど少し触れさせていただきましたが、年末を

目途に「食」に関する将来ビジョンを取りまとめていきたいと思ってございます。 

 今日、お示しさせていただきました資料２の各プロジェクトについて、各府省からも来

ていただいてございますので、どのような施策が考えられるか。あるいは協調した予算要

求可能か等について検討させていただき、８月末までに先ほど申し上げました当面実施を

目指すべき取組として整理していきたいと考えているところでございます。 

 また、資料２の総論部分、あるいは各プロジェクトの内容について、本日の議論も踏ま

え、さらに内容をグレードアップさせていただきたいというふうに思ってございます。 

 さらにこれらを関係府省間で調整させていただいて、23 年度の概算要求決定後に速やか

に資料２の改訂版を公表したいと思ってございます。委員の皆様方におかれましては、予

算の概算要求決定後の９月上旬と思ってございますが、概算要求の時期とあまりずれない

時期に次回の会合を開催して、その内容も報告させていただきたいと考えているところで

ございます。 

 具体的な日時については、後日、ご案内を申し上げさせていただきますので、よろしく

お願いを申し上げます。 

 それでは、時間になってございますので、本日はこれにて閉会とさせていただきます。 

 どうもありがとうございます。 

午後４時５７分 閉会 

 


