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大臣官房政策課         

                                                                               

「食」に関する将来ビジョン検討本部（第４回） 議事概要 

                                                                               

１．日 時：平成 22 年 9 月 8 日（水）14:00～16:00 

２．場 所：農林水産省 講堂 

３．出席者：佐々木農林水産大臣政務官、舟山農林水産大臣政務官、小川総務大臣政務

官、高橋経済産業大臣政務官、藤本国土交通大臣政務官（以下代理出席）

内閣府：黒田消費者庁政策調整課長、法務省：小川大臣官房秘書課長、外

務省：西塔経済局審議官、財務省：妹尾大臣官房審議官、文部科学省：前

川大臣官房総括審議官、厚生労働省：伊奈川社会保障担当参事官、環境省

：加藤大臣官房審議官、防衛省：鎌田大臣官房審議官 

東委員、木内委員、菊地委員、黒岩委員、近藤委員、榊原委員、篠崎委員、

仲宗根委員、信川委員、服部委員、美甘委員、安井委員、渡邊委員 

 

○佐々木政務官 

・前回の検討本部（第３回）においては、１１のプロジェクトについて、どのような各

府省連携施策が考えられるのか、また、来年度予算要求でどのような各府省協調がで

きるのか等について検討し、「当面実施をめざすべき事項」として整理することとさ

れていた。資料１は、これを受けて各府省間で意見交換を行い、現在検討中の取組事

項について整理したもの。特に、有識者からいただいた、「プロジェクトの検討事項

の重複があるのではないか」、又は「プロジェクトの検討事項をもっと集約し重点化

すべきではないか」といったご意見も踏まえ、できる限りそのように整理させていた

だいたところ。各府省の政務官からは、各府省の立場、政府全体の立場から、どのよ

うな事項を重点的に推進すべきか、あるいは、予算や制度の運用等、どのように連携

できるかという観点からご意見をいただきたい。また、有識者委員の方々からは、政

府にもっと頑張ってもらいたい事項や、現場にこうした構想をどのように下ろすのか

といった観点も踏まえて、ご議論をお願いしたい。 
・資料２については、これまでの検討本部における各府省や有識者の方からの主な意見

と、それに対する対応状況を整理したもの。特に、その中で、「ビジョンの策定・実

現に向けたスケジュール感を示すべき」とか、「成功事例を作り、それを検証して全

国に広めることが重要」といった、今後の議論の進め方に関するご意見をいただいた。 

・いただいた御意見を踏まえて、資料３として、今後の議論の進め方についての提案を

させていただいた。特に、具体的な成果を国民に対して示していくことが重要と考え

ており、今後、プロジェクトに取り組む先進的な地域等の姿について検討を行っては

どうかと考えている。なお、こうした検討の過程において、プロジェクトのタイトル

名も含めて集約化を図るなど、プロジェクトの更なる重点化を進めて参りたい。 

・今後、本日いただいたご意見を踏まえ、更に検討を深めていきながら、できれば１０

月から１１月には「ビジョンの実現に向けた姿」のようなものを素案としてお示しし、

１２月には「食に関する将来ビジョン」としてとりまとめを行いたい。 

・参考資料において、農林水産省における「食に関する将来ビジョン」の検討体制を紹

介しており、来年度の組織要求において、大臣官房政策課に「食ビジョン推進室」を

設置することを盛り込んでいる。これにより、各担当部署にまたがる業務を、より組

織的・効率的に行う体制を整備していきたい。 
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○東委員 
・今までの資料を再度読んだが、プロジェクトはすばらしい。資料１に全てが入っている。

後は、アイディアと実行だけである。さらに、民間からもアイディアをもらうようなシ

ステムを大至急構築すべきである。 
・これだけ大きなプロジェクトでは、省庁間で今まで以上に力強い協力や、連携した行動

が必要であり、これらをやることによって官庁のイメージは大きく変わることになる。

また、国民は、そのことを期待している。 大のチャンスである。 
・国民全体で農業・農村を「支える」社会の創設を目指すとあるが、「支える」以上に

も大切なものことは、国民がそのことを認識し、理解することであり、そのためにはこ

のことを力強く出すべきである。効果は徐々に表れるものであり、すぐに始めるべきで

ある。 
・６次産業化については、先ほど申し上げた各省庁間での連携を行えば、必ずよりよい方

向に進むはずだ。地域に限らず、私たちの身近な場面でも、食、観光、文化や歴史に関

して、 初のコミュニケーターが重要である。例えば、旅行に行っても、タクシー、観

光案内所、交通機関に対して、きちんと指導、教育することがすぐにも必要だと感じる。

日本人に対してさえ親切ではなくて、海外の人に親切であるはずがない。これは農林水

産省だけの仕事ではないため、プロジェクトを開始する前に各省庁が連携してやるべき

ことと思う。 
・各省庁や自治体で発行する広報誌が多くある。それらを連携して上手に使い、一刻も早

く国民に「国民が支える」というキーテーマに基づき、その理念を一貫して伝えるべき。

その際には、国民の生活から離れた表現、奇をてらった表現は避けるべきである。 
 
○黒岩委員 
・医療・介護・福祉の連携について伺うが、この検討会における目玉はここだと思ってい

た。農林水産省が食を掲げ、医療まで手を伸ばすということは非常に新しい動きであり

大変期待をしたが、各省の折衝の中で厚生労働省からの回答がほとんどないということ

は、厚生労働省としては、連携していく気持ちがないのか。 
 
○伊奈川厚生労働省社会保障担当参事官 
・この件に関しては、農林水産省から相談をいただき、連携を個別のテーマごとにしてい

こうとの話をしている。また、議論が深まっていく中でもう少し具体的なものが出てく

るかもしれないし、基本的には一緒にやっていくということで議論をしている。 
 
○黒岩委員 
・一緒にやっていくということであるが、何故、現在の取り組み事項の中に一緒にやって

いくという中味が入っていないのか。厚生労働省はモデルの普及についてしか回答して

いない。 
・資料を用意している。若干説明したいが、これは厚生労働省の科研費を使って、「漢方

・鍼灸を活用した日本型医療創生のための調査研究」を私が座長を務めてとりまとめた

ものである。この内容というものは、本検討会とつながっていると自覚している。この

ことについて、厚生労働省は自覚されているのか大いに疑問がある。まず、漢方・鍼灸

を活用した日本型医療創生ということであるが、これは、まさに民主党のマニフェスト

「統合医療の確立と推進」というところを踏まえて、このようなものが始まった。西洋
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医学の足りないところを漢方の知恵をもって補っていこうという一種の合意ができた。

そのなかで何が必要かというと、漢方はなかなかエビデンスが取りにくい。しかし、エ

ビデンスが取れないかと言ったら、スーパーコンピュータを駆使して、膨大な診療デー

タをデータマイニングという新しい手法を使っていくならば、個別化医療というものが

実現できる。そうすると、漢方の手法もエビデンスができると考えられる。そのために

、提案１として、「オーダーメイド医療実現のための基盤整備」を書いた。そして、大

事なことは提言の２の「生薬資源の安定的確保」である。漢方的なものを普及していく

ためには生薬の確保が重要である。しかし、生薬は中国から８割を輸入している。しか

し、中国は漢方は儲かるということで生薬資源の権利を全部押さえようとしている。こ

のような国際情勢の中で、傍観していると日本の漢方薬は使えなくなってしまう。従来

型農業というものを活用して、休耕田等を利用して漢方をつくったらどうかというアイ

ディアを提言している。漢方の哲学に医食同源ということがある。生薬そのものはもと

もとは食材である。普通の野菜がかたちを変えたのが生薬となっている。まさに医食同

源の思想はそのような中にある。病気を攻撃するのが西洋医療である。医食同源によっ

て生活の質を高め、全体の力を増していくという漢方、この併用が少子高齢化中で病気

にならないようなことにつながる、というようなことをまとめた。これを受けて、農林

水産省にも食という中で医療・介護・福祉と連携していこうという話があり、漢方薬と

いう話はないが、基本的には同じことである。エビデンスを蓄積していくという厚労省

の研究会の内容と正につながるような形でエビデンスの蓄積をしていくということだ

が、これに対して厚生労働省は無回答とはどういうことか。 
 
○伊奈川厚生労働省社会保障担当参事官 
・漢方の関係は統合医療の関係の一つの柱。平成２２年度においても漢方の関係では科研

費で取り組んでいるし、統合医療についても検討している。農林水産省とは連携してい

きたい。漢方は８割くらいが中国から輸入となっているという現状。そういった点から

しても、重要な指摘をいただいた。農水省と相談していきたい。 
 

○渡邊委員 

・黒岩委員の発言に関連して、厚生労働省は間口が広く、連携体制をとることが難しい

と思う。そこで、それぞれのプロジェクト毎に、専門家、関係省庁を集めたワーキン

ググループを作って検討してはどうか。 

・食育については、私が提出した資料のようにまとめるとすっきりすると思う。乳幼児

から高齢者に至るそれぞれのステージで個人の目標、地域の目標、国の目標があるが、

地域の助け合いでコミュニケーション社会を再生しないと日本はつぶれる。このため

に国としてはこれを下支えするスキームとメニューの提示が必要。また、民間も地域

のコミュニケーションつくりに参画することで郷土愛や地域力アップに働く。また、

食品の開発等も新規需要を起こせる。 

・私の資料には、食育に関して各省庁がやっていることも書いているが、これと今回の

プロジェクト６、７は重なる部分も多いので、ワーキンググループを立ち上げて、健

康を維持する食とは何なのか、どう心を育てるのか、ということを検討していただく

とよいと思う。 

 

○信川委員 

・私は臨床現場において患者に生薬を併用して治療を行っているが、人間は口から摂り
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入れたものによって免疫力（抵抗力）をつける。保険適用外の漢方（生薬）も状況に

あわせて使う必要。病を（専門的立場で）見るのではなく、人（消費者ニーズ）を見

ることが大事である。 

・食育に関して問題を抱えている母親や中学生は、どんな問題があるか、どんな解決方

法があるかを教えてもらえていない。昔は家で教えていたことがうまくいっていない

のが実情。 

・このため、実例を分かりやすく示す必要。健康日本２１などが出ているが、素直に伝

わっておらず、具体的な事例を示すことが必要。できることからやっていくことが食

育ではないかと思う。 

・実例を作るには、企業だけでは駄目で、国が方向性を示して全省庁が一丸となって後

押しをする必要。各省が関係しているので協力し、企業を巻き込んでやることが重要。 

・プロジェクト７について、自分が持っている課題を解決するためのエビデンスを短期

間で蓄積して得るのは難しい。国は医療、健康食品に関してはリスクゼロの場合でし

か対応できないと考えるのではなく、医薬品の効用、食経験などを意味あるエビデン

スと捉えて、各自が情報を得た上で健康のための課題を解決するメニューを選択出来

るような環境を作ることが重要。世界基準に合ったチャレンジをしていく行動内容が

新成長戦略のために必要。短絡的に国の責任を問うことがないように消費者を含めた

関係者の理解と努力が必要。 

・食を使った健康モニターを公務員がやるとよい。各々の本省の方は過酷な状況に置か

れているが、そうした方が食生活改善に取り組んで、どのように健康になっていくか

を見ていくことにより、国民はより身近なものとして捉え、国民との心理的距離を縮

めることも期待できる。 

・プロジェクト８で、高齢者の見守りを進めて行くことを取り上げてくれて感謝。また、

プロジェクト１の６次産業化のコーディネーターの充実は是非進めて欲しい。 

 

○安井委員 

・プロジェクト１（１）について、持っている情報の共有、リンクなんて難しくもない

しコストもかからないし、1 秒でもできてしまうこと。あえてこれを取り組み内容と

して大上段に構えて言うことか。これは第一段階としては大事なことではあるが、あ

くまでツールである。多面的・多層的なもっと連携に関わる課題が生じた時、どうや

ってリーダーシップを取っていくのか、もっと連携に関わることを取組内容として掲

げるべきではないか。 

・プロジェクト３について、いきなり地域に特化した内容となっているが、もっと日本

食としての一般的な良さを発信することから始め、それから地域の特性・特徴にブレ

イクダウンしていくプロセスが必要ではないか。 

・長寿立国となった背景に日本独特の食文化がある。たいして動物性タンパクを取らず

とも、米と大豆で健康な体を作ってきたという経験則や合理性をもっと披露すると良

い。そのことは、これから人口増加や経済発展していく国々の人にとっては興味深い

話だと思う。薬膳や漢方以上に健康的で予防的で、しかも安価で美味しい。第一段階

ではそういうことを発信し、次に地域特性、観光や産業に繋げていくべきではないか。

いきなり地域ではありとあらゆる所となってしまい、とりとめがつかなくなる。四季

の変化や豊富な食材、そういうものが健康的で美味しいということであれば、海外の

人も喜んでいただけるのではないか。 

・日本食の特徴の中には発酵技術や微生物の活用ということがあるが、これは生物多様
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性の 下層というか源泉、こういう考えにも繋がってくるのではないか。伝統的に何

気なく食しているもの、お漬け物でもなんでも、家庭で一般的に発酵技術が根付いて

いる、普通の人がそういうものを食べているということをもっと披露した方がいい。 

 

○美甘委員 

・日本の食料の安全保障について考えると、強固かと言われれば決して強固ではないが、

極端に脆弱かと言われるとそうでもない。一つには、価格が暴騰すれば別だが、日本

はまだまだ経済力・購買力を持っている。もう一つは、穀物の調達先として先進国（米

豪加伯）が中心なので相対的に安心感はある。これは、政治的不安定性を抱える国か

らの調達が多い原油とは大きな違い。 

・しかし、安全保障について何もしなくていいという訳ではない。その場合、供給ショ

ックがリスク要因となる。世界的に需要はどんどん伸びるものではないが、供給は大

きく減産してしまう事態があり得る。今回の露の小麦の減産は一つの事例といえる。

天候不順による供給ショックでマーケットに影響が及ぶことはしばしばある。 

・平時においては、あくまで民間の経済活動が主体で、民間は安くて安定的な食料供給

を確保するという役割を果たすべき。一方、官は民の活動を側面支援する役割である

べき。官の役割は、シーレーンの確保、食料輸出国との友好な外交関係を維持するこ

と。また、今から有事法を整備し、たとえば、有事に配給や農地の転換などが可能と

なるような準備が必要ではないか。輸入の円滑化の観点からは、港湾のインフラ整備

などもあると思う。 

・大事なのは国内生産の増強だが、これはあくまで農業の競争力強化が前提であって、

その結果として国内生産が増えていくという姿が理想的。 

 

○服部委員 

・フランスでは「食料自給率１００％でなければ独立国ではない。」との発想の下、食

料自給率を向上するための様々な取組が行われた。他の先進国も同様に食料自給率の

向上のための努力をしており、この結果、ドイツ、アメリカ、フランスいずれも向上

している。 

・日本は、農業従事者が激減し、平均年齢も６５才を超え、今後１０年経てばどうなる

かといった状態。 

・若者が参入してくることが重要で、そのためには米生産をはじめとする農業で生きて

いけるような仕組み作りが必要。例えば、マクドナルドで働いた場合の時給は９００

円であるのに、米農家では１７９円といった現状がある。 

・スローフードにおいては消費者を動かすような運動をしている。消費者から農業従事

者に対して「もっと良いものを生産できないか。」と働きかけるようにしている。こ

れにより、生産者は努力して良いものを作ろうとするし、ニーズに応えようと色々な

ものを生産しようとする。消費者に「スーパーで並んでいる野菜の原産地を店員に聞

いて下さい。」と薦めている。また、「外国産だった場合には、なぜ国内で生産でき

ないのですか。」と聞くこともお願いしている。すると、今度はスーパーが農業者に

生産を働きかける。このような仕組みは当初は働かないとも思っていたが、 近は動

き出している。 

・こういった運動の展開に当たっては、日頃からマスメディアをもっと動かすことが重

要。例えば、ドラえもんやピカチューといったキャラクターを活用。 

・農業者のスーパースターを作ること、農業には夢があることを示すことができれば、
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新規参入にもつながるものと思われる。 

・サスティナビリティーのある社会が重要。政府として、サスティナビリティーを重視

した考え方を打ち出せないか。 

 

○榊原委員 

・今回の検討で打ち出されている地域や農村といった視点は重要であるが、国際的視点

が足りない。 

・日本の食文化はユニークなものであり、食材もイタリアやフランスに比べて豊富。今

までの食文化はどのように維持され、今後、どのように維持していくのかといった観

点が必要。 

・スローフードはイタリアが発祥であるが、日本の食文化の特徴でもある。地産地消や

地域の食文化も必要ではあるが、「日本の食文化」という観点が重要。 

 

○近藤委員 

・資料３について、プロジェクトに取り組む先進的な地域等の姿についてこれから検討

を行うとあるが、既に先進的な取組を行っているところもあるので、それに対する後

押しすることを盛り込んでもらえないか。そうした取組をモデルとして全国に広める

べき。 

・プロジェクト１について、１次産品の付加価値の向上は６次産業化の取組に含まれて

いると思うが、２次産品ではない、１.５次産品のようなものも対象にすべきではない

か。例えば、通年出荷を目指して端境期を狙った出荷も６次産業化の中に含まれるの

ではないか。また消費者ニーズの反映といった視点からの記述がない。地産地消、地

域ブランドの創造の観点から、消費者と生産者の距離を短くして共に商品開発に取り

組む施策を盛り込むべきである。さらに、６次産業化を進める上で、コーディネータ

ーの活動は要となるが、質と量の確保はどちらも重要。人材情報の共有化にとどまら

ず、コーディネーター確保の支援措置を盛り込むべき。 

・プロジェクト２について、バイオ燃料への取組について、混合率の向上に向けた検討

とあるが、諸外国で導入されているＥ１０への挑戦が必要。北海道でも実証モデル事

業を行っているが、畑作で地域燃料サイクルの確立を目指している。制度上厳しい面

もあるかもしれないが挑戦してほしい。余剰となっているビートを利用すれば北海道

では輪作体系の維持にもつながる。 

・プロジェクト５で、輸出先のＦＳ調査をするということだが、全国 1 カ所で調査をし

ても、意味がないので、輸出というのは特定の市場を狙うことになるので、物流の調

査等を地域でできる仕組みを作るべき。調査終了後、多くの地域や企業が輸出に踏み

出せるような調査であってほしい。個別のものをひな形としても使い物にならない。 

・プロジェクト７で、機能性食品については表示については難しいが、中小企業にとっ

て認証取得への負担が重い。海外の制度、ＥＵやアメリカ、中国、韓国に比べて大き

く遅れをとっている。栄養機能性食品の範囲拡大、トクホ認証取得負担の軽減、地方

でも認証できる仕組み（地域店頭表示など）の構築など、検討されたい。また、日本

の伝承的な健康食品として発酵食品があるが、黒酢とか納豆、くさやなど我が国固有

の食品が健康に寄与してきた可能性が高いものの、科学的な根拠がない。体系だった

調査をする体制を構築すべき。 

・韓国では、フードポリス構想というものがあるが、5,500 億ウォンを投じた国家プロ

ジェクトとして、アジアの市場を展望して、食に関する拠点を形成することによって、
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食のハブになろうとしており、国の成長のエンジンとしようとしている。仁川や釜山

で空港・港湾のハブをとられており、食の分野でも我が国が遅れをとることがないよ

うに、国家レベルの大型クラスターを形成して世界の通用する新たな技術・商品・販

売のイノベーション創出に取り組んでいく必要がある。このような視点に立って食に

関する将来ビジョンを策定してほしい。 

 

○舟山政務官 

・食文化と医療は密接不可分。日本独自のユニークな食文化を改めて再発見することは

重要。味噌やぬか漬けなど発酵という独自の文化を再発見し、改めて認識をした上で、

地域に落とし、海外に普及していくということが必要だと思う。機能性食品について、

伝統的に体によいというものがあるが、長芋を蒸して食事で与えたというお話が第２

回にあった。どういう機能があったからそうした食事を与えたのかというのはエビデ

ンスがはっきりとは分からないが、そうしたことを普及するにはある程度のエビデン

スの蓄積は必要だが、どこまで積み上げれば一定の機能が謳えるか検討していきたい。

厳密に証明できないと表示できないのが今の機能性食品の現状だが、薬の副作用が怖

くて飲めないが、食品ならば仮に効かなくても毒にはならないと思う。厚労省や文科

省と連携してきちんとエビデンスを積み上げる必要。 

 

○篠崎委員 

・プロジェクト８については、企業との関係に踏み込んで考えるべき。現在、企業は人

材の入口（確保）と出口（高齢者の活用）で苦労しており、再設計が課題となってい

ることから、例えば企業の人材育成を農村に任せるという考え方もある。 

 

○菊地委員 

・心や体が健康であるため、いい食事をどのように進めるべきか。日本ではガン、糖尿

病、アトピー等が増えており、乳がん、骨粗しょう症も欧米並みの水準である。他方、

世界には多数の調査研究がある。例えば、1970 年代の米国はガンが増加していたが、

国を挙げた研究、フードピラミッドの推進に取り組み、９０年代にガンは減少した。

日本でも調査チームを立ち上げるなど国家を挙げて強力なリーダーシップのもとで省

庁横断的に取り組むべき。 

 

○木内委員 

・「生産者にシンプルなビジョンを示す」「成功事例を作る必要があり、施策の選択と

集中が必要」「「本気」を伝えないと現場は動かない」という３点を踏まえたビジョ

ンとするべきである。 

・農業農村の資源は水であり、これが製造業や農業によって汚染されている。水を継続

的な資源として担保できるような製造業や農業に対して支援を行うべき。 

・関係予算については、「テーマを明確にし」「入口は緩く」「出口で閉める」ことが

大事。費用対効果の観点を専門家が評価し、補助率で差をつけるようなことも考える

べき。 

・農家の再生産のためには、価格が２割上がれば大丈夫である。川上が損をして川下が

得をしているとも言われるが、実態は皆が苦しんでいる。価格が２割上がれば川上に

も反映される。その場合の問題は市場が先取りにより機能していないことである。 

・農業を「生産事業」と捉えれば、リーダーやプロデューサーを育成するという施策が
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該当する。他方、農業を「地域保全事業」と捉えれば戸別所得補償が該当するのだろ

うが、その場合には環境、生物多様性、ＣＯ２削減、リサイクルといった要件をかけ

るべきである。施策はシンプルにして選択できるようにするべき。 

 

○仲宗根委員 

・沖縄を支える主要経済は、年間 2,000 億円を超える公共事業、基地の借地料や米軍関

係の雇用といった 2,000 億円を超える基地収入、急成長を遂げている観光で 4,300 億

円を超える観光産業の収入、３K 経済と呼ばれているが、高失業率、低所得県という

こともあり、地域経済の発展のため、公共事業や基地収入に依存する経済から自立経

済への転換を掲げており、沖縄観光産業のような地域を牽引する新たな基幹産業が必

要になってきている。 

・公共事業や基地収入が今後厳しいことから、現在の３K 経済に変わる新たなものとし

て、健康食品、環境ビジネス、金融の新３K 経済、大学院大学の研究を含めた新４K

経済がある。 

・健康食品産業として、長命草、天然塩、モズクを原料とするフコイダンの抽出、月桃

からは、防虫や血栓予防薬の成分の抽出などの新分野ビジネスがあり、原材料の生産

者側は、機能性の高い地域資源の掘り起こしを図っているが、健康食品や加工品にす

る技術のノウハウ、事業展開、エビデンスの問題や資金的にも難しい状況。事業展開

を逃した生産者へも救いの手段を見いだして欲しい。 

・農商工連携でブランド加工や販路展開に成功した人が、他の生産者からの独占・競合

しない原料の買い取り価格の向上を視野に入れた６次産業創出の支援を展開してほし

い。 

・沖縄は過去は長寿の県であったが、 近は肥満率ワースト１になっている。戦後のア

メリカの影響で食事が欧米化し、インスタントフード、ファーストフードなどの摂取

により、成人病を抱える子供たちも増えている。このため、地域の食文化の再発掘や

継承（沖縄には先人が伝えてきた栄養価の高い食物がある）を通じ、食育活動を始め

ている。 

 

○藤本国土交通大臣政務官 

・別紙１の「食文化」を軸とする観光・産業・文化政策の展開について、地域資源を活

用しない観光はあり得ないため、「地域資源を活用した観光事業の促進観光」部分の

表現を修正してほしい。 

・木内委員から、水が大事という発言があったが、森林に関することも入れてほしい。

森の中の多様な植物は、何が食べられて、どんな食べ方をすればいいのかなど、地域

の人しか分からない食文化がある。一方で、地域の人と仲良くなるとレストランでは

出てこない料理が色々と出てくる。地域の人たちが普段食べているものが一番おいし

く、地域に根ざしている。このような地域食文化の実態を把握し、その地域の生活に

根ざした食文化まで把握すると奥深いものになると思う。 

・観光客が訪日前に期待したこととして、2008 年は日本食、2009 年は日本の食事とある

が、この「日本の食事」の中には、日本食以外にも日本で出しているイタリア料理や

中華料理などはどこで食べても美味しく、世界的に見ても日本の食事はバラエティー

に富んでおり、観光面から言うとこれも資源と考えられている。 

・料理人による発掘として、料理に使っている食材について、産地などの詳細の説明が

あればその食材の産地に行こうという気になり、地域の食材を売る機会になる。 
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○高橋経済産業大臣政務官 

・様々な出口対策についてきちんとまとめられており評価したい。 

・一方で、新聞記事にもでているが、農家が減ってどうなるのかという問題がある。こ

れは戸別所得補償の論議になるかもしれないが、今回の食ビジョンはクオリティの政

策が中心。フード・セキュリティの観点からは量の確保の観点からも再度考えていく

必要があるのでは。 

・経産省、農水省で連携すべきところはしていくべきであり、そのための勉強会も実施

しているところだが、輸出や輸入の話になると急に険悪な状態になってしまう。輸出

や輸入は経産省のものでもなければ、農水省のものでもないので、一緒に議論を進め

ていきたいと考えている。 

 

○小川総務大臣政務官 

・何を課題にして、何をターゲットにするのかを明確にするべき。 

・日本の農業、１次産業はなぜ弱いのか。技術なのか、天候なのか、土地なのか、輸入

相手国の戸別補償の差なのか、為替なのか。何が日本の農業を弱くしている原因なの

か有識者の方々にお聞きしたい。 

 

○菊地委員 

・農業というのは国民の健康を守る立場にある職業。産業としてだけでなく、健康を伝

えていく、発信していくという使命を持っているのが農業。ところが、研究機関、農

協は体の健康という発想は全くない。消費者、流通業者から発注があって始めて形を

作っており、農家側の発信がないのが私は一番の問題だと思う。 

・農協の青年部が食と健康の勉強をしたいということで私が呼ばれたが、農協の幹部が

「あいつの言うことを聞いたら農協がつぶされる」といって途中でペケになった。そ

んなことが農業を駄目にしている大きな原因でないかと思う。 

 

○佐々木政務官 

・服部委員のご質問に対して、農業への参入について、昨年農地法を改正し、相当参入

については緩められたが、所有に関しては依然規制はある。これは、所有をあまり緩

くすると、農地が復元不可能になることが心配されるため。ただし、農業生産法人に

参入し、農業者の資格を持っていただければ農地の所有も可能。 

・「食」ビジョンを通じて、産業という農業の発展だけではなく、命やふるさとを考え、

これを通じて成長戦略に位置付けたい。そのため、関係省庁が連携をとれるような仕

組みをとっている。 

・今後の進め方については、１２月を目途に取りまとめができるよう、本日いただいた

意見も踏まえながら、各府省連携に向けた更なる検討を進めていきたい。 

 

 

（ 以 上 ） 


