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「食」に関する将来ビジョン検討本部（第５回） 

 

日時：平成 22 年 12 月 15 日（水） 

                      会場：農林水産省講堂 

                      時間：10：02～11：54 
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     ２．資料説明 

 

     ３．意見交換 

 

     ４．閉  会 
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午前１０時０２分 開会 

○田名部政務官 それでは大変お待たせをいたしました。皆さんおはようございます。 

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５回会合を

開催いたします。 

 皆様におかれましては、きょうは大変お忙しい中、ご参集いただきましたことを心から

感謝を申し上げます。特に、有識者の皆様におかれましては、遠路からお越しいただいた

方もいらっしゃるということでございます。本日ご参加いただいたことに改めて感謝を申

し上げます。 

 まず初めに、検討本部の本部長であります鹿野大臣につきましては、所用のため遅れて

参加いたしますことをご了承いただきたいと思います。また、幾つかの府省の大臣政務官

が欠席をさせていただいておりますが、事務方の代理出席となっておりますこともあわせ

てご了解を願います。 

 本日の会議は 12 時までを予定しております。また、本日の会議は公開となっており、

マスコミの方や傍聴される一般の方々が集まっておられます。また、配布資料や議事概要、

議事録は後日ホームページで公開されますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、議事を進めてまいりたいと思います。 

 まず、私のほうから資料の概要について説明をさせていただきますが、皆様のお手元に

は、名簿と、そして資料１「「食」に関する将来ビジョン（案）」、そして資料２、また

１枚紙の参考資料というものが配布をされていると思いますが、１枚物のこちらの参考資

料をごらんいただくと全体像がわかりやすくなっていると思います。 

 「食」に関する将来ビジョンについては、新成長戦略基本方針を受けて、本年４月、全

府省の政務官と有識者で構成される検討本部を設置し、これまで４回にわたり、各府省の

政務官、各界の有識者からご意見をいただき、今回「食」に関する将来ビジョンの（案）

としてとりまとめさせていただきました。 

 「食」に関する将来ビジョンでは、「食」は農林水産業と一体不可分であり、農林漁業

者が「食」に関する消費者ニーズを踏まえたビジネスに取り組むことが重要であるという

認識のもと、「地域資源を活用した地域活性化」、「アジアの成長力の取り込みとグロー

バル化への対応」、「少子高齢化への対応」、「「食」の安全と消費者の信頼の確保」、

この４つの視点から、「食」の可能性を 大限に引き出す、政府一体で取り組む 10 の成

長プロジェクトをとりまとめさせていただきました。 
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 具体的には、各プロジェクトにおける各府省間での連携施策、10 年後を目途とする各

プロジェクトの「発展のイメージ」としての地域の発展の姿、その成果としての発展目標

についてまとめさせていただきました。 

 例えば、「食文化」についてのプロジェクトでありますが、国内での食文化に根差した

「本物」の農林水産物づくりと、それを活用した独自の商品・料理等の開発、海外に向け

た日本の食文化の発信、観光との結びつけ等、日本の食文化を軸として、観光・産業・文

化施策の一体的な展開を図ることとしております。 

 また、本プロジェクトの推進に当たっては、経済産業省の「クールジャパン戦略推進事

業」や国土交通省の「ビジット・ジャパン事業」等と連携しながら取り組むこととしてい

ます。 

 これらの取組みにより、国内において「本物」の食文化が発掘をされ、日本食文化を軸

とする農林水産物等の輸出が促進されるとともに、国内外から観光客が誘致されることを

発展の姿とし、10 年後には 1,500 億円程度の経済波及効果、2,500 万人の訪日外国人旅行

者を目標としています。 

 なお、食ビジョンの各府省間の調整に当たっては、事務方のみならず、私自身も、７府

省の政務官等と意見交換をさせていただきました。お時間をとっていただきましたこと、

ありがとうございます。 

 また、来年度以降においては、各府省における食ビジョンの実施状況であるとか成果に

ついての検証をしっかりと行っていくとともに、必要に応じ見直しを実施してまいりたい

と考えています。このため、当省においては、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」（仮称）でありますけれども、これを設置することを盛り込ん

でおり、これにより、各担当部署にまたがる業務を、より組織的、また効率的に行う体制

を整備していきたいと考えています。 

 資料の具体的な内容について、事務局から簡潔に説明をさせていただきますが、カメラ

の皆さんはここでご退室をお願いをいたしたいと思います。 

（プレス退室） 

○大澤政策課長 資料の説明を簡潔にさしていただきたいと思います。 

 もう既に内容につきましては田名部政務官から詳細にわたる説明をいただきましたので、

それに若干即して、フォローするような形で簡潔に説明させていただきたいと思います。 

 資料の１をごらんいただきたいと思います。こちらが本日ご審議いただく本文でござい
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ます。「「食」に関する将来ビジョン」という題名にしておりまして、１ページめくって

いただきますと、１ページに「はじめに」ということで、この「食」の将来ビジョンを検

討するに至った意図が書いてございます。 

 冒頭から、「食」は人生の縮図であると。また「食」という字は「人が良くなる」とい

うことで、「食」というものに無限の可能性があり、これをビジネスチャンスにしたりし

ていくことが地域の活性化にもつながるということが書かれてございます。 

 その後、田名部政務官からご説明いただきました４つの視点、１から４までの、「地域

資源の活用」、それから「アジアの成長力の取り込みとグローバル化への対応」、「少子

高齢化への対応」、「食の安全と消費者の信頼の確保」、この４つの視点に基づきまして、

政府一体で取り組む 10 の成長プロジェクトをつくったということが書いてございます。 

 ４ページ以下は、その 10 のプロジェクトがそれぞれ説明がされております。細かい説

明は省略いたしますけれども、各プロジェクトごとに、前半部分ではそのプロジェクトの

趣旨あるいは実現すべき施策が主として、ある意味で政府の視点から書かれております。 

 その下の「発展のイメージ」につきましては、むしろ地域の視点から、地域でどういう

発展が行われることを期待しているかということがそれぞれのプロジェクトごとに書かれ

ているわけでございます。 

 11 ページ以下が「今後取り組むべき施策の方向」ということで、これは前回の検討本

部で、概算要求の後に行われました検討本部におきましてご報告いたしました、各省で相

談をいたしまして、各省連携して取り組む施策の取組内容と関連事業予算の一覧が記され

ております。基本的には前回お諮りしたものと同様でございますが、そのときの会議の意

見も踏まえまして、特に 19 ページのプロジェクトの７「医療、介護、福祉と食、農の連

携」につきましては、委員の皆様のご指導をいただきながら、関係省庁でさらに検討いた

しまして、厚生労働省、農林水産省、内閣府が共同して取り組む施策を充実させまして、

「科学的証拠の蓄積」、「新たなビジネス展開」、それぞれにつきまして、さらに施策を

充実させたところでございます。 

 後に、26 ページにつきましては、「食の安全と消費者の信頼の確保」、これは 10 の

プロジェクトの基本となる、基礎となるような、あるいは前提となるような施策でござい

ますけれども、ここにつきましても各省連携の施策の内容について新しく加えているとこ

ろでございます。 

 27 ページ以下は、各プロジェクトで目標としております数値目標の積算根拠が書かれ
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ているわけでございます。 

 資料の２につきましては、各 10 のプロジェクトごとにイメージを持っていただくため

に、各プロジェクトを１枚で「発展のイメージ」につきまして図示したものでございます。

それぞれのプロジェクトにつきまして、オレンジの枠の中に入っているものが各省連携の

施策でございます。オレンジというより、ミカン色のものが各省連携の施策でございまし

て、濃いオレンジのところに書いてありますのが実現しようとする姿を簡潔にまとめたも

のでございます。 

 資料の説明は以上でございます。 

○田名部政務官 それでは、皆様でご議論いただきたいと思います。とりまとめさせてい

ただいた食ビジョンの案についてご発言をいただきたいと思います。 

 先ほど申し上げたとおり、来年度以降、各府省における食ビジョンの実施状況や成果に

ついての検証を行うとともに、必要に応じ見直しを実施してまいりたいと考えております。 

 10 年後をめどに経済波及効果をどう生んでいくのか、どうやって観光客をふやしてい

くのか、先ほども説明させていただいたとおりでありますけれども、今後それを実現させ

るためにさらにどのように取り組んでいくべきかについてもご意見をいただければと思い

ますので、ぜひ皆様から。 

 早速お手を挙げていただきましてありがとうございます。時間も限られておりますので、

大変恐縮ですが、３分程度でおまとめをいただければと思いますので、服部委員どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○服部委員 ３分では本当に何もできないのですけれども、ただ資料の１の１ページを開

けていただきまして、１の「はじめに」のところで、「「食」は人生の縮図であり、」と

書いてございまして、「「食」という字は「人が良くなる」と書くように、「食」はまさ

に人間の原点である。」この「人が良い」というのは実は僕が言い出した話で、これは広

辞苑その他でお調べいただくと意味が全然違うのです。竈という文字が出てきて、それに

合わせてつくられた言葉で、これはあくまでも私が食育の観点で、ちょうどわかりやすく、

「食」という字は人という字に良いと書くから、人が良くなるのが食だと言ったのがずっ

と広がってここまで来てしまったのですが、これは国が冒頭でこれを出されるのは僕は胸

がちょっと痛いのです。 

 それで、本当の意味を必ず引っ張り出す人がだれか出てくると思うのです。そのとき国

が何をやっているのだと言われるのは、僕はちょっとまずいのじゃないか。ですから、も
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し表現を変えられるならば。この言葉は私は個人的にはおもしろいと自分では思っている

のですけれども、そういうわけです。 

 まず冒頭でそれを申し上げることと、観光の問題に関して言わしていただくと、本当に

日本はガラパゴス化されていると思います。うちには料理人が、海外から外国の人が年間

大体７～８名やってまいります。またほかの委員会でもいろいろ人を呼んでいるのですけ

れども、まず銀行でのカードがきかないです。外貨を日本円に替えることができない日本

の現状というのは世界であきれられていまして、たまたまコンビニで替えられるようには

なったのですけれども、それ以外は替えられません。あと、日本のいわゆる携帯電話、

我々は外国に行きますから日本の携帯電話は非常に便利にさしていただいていまして、向

こうから日本にかけることができるのですが、外国の人が自分のところの携帯電話を持っ

てまいりますと、一切使えないのです。私どもが貸して差し上げているのです。 

 はっきり言って、本当にガラパゴス化もいいところで、日本というのはそういう共通点

を見出すことを全然よしと考えてない以上は、これがこれからさらに広がっていくかどう

かという保証を、やはりそういう整備をもっともっとされないとまずいのじゃないかなと

いうふうに日ごろから感じておりますので、ぜひ、急務だと思います。 

 それと、日本の安全保障という意味では、私が食料自給率をご存じの方ということを大

勢の前で手を挙げさせますが、せいぜい１％手が挙がるか挙がらないか。私は海外へ日本

の食文化を伝えに行ってまいりまして、もう７～８カ国は回っておりますけれども、そこ

で必ず、あなたの国の食料自給率は何％でしょうかと聞くと、低いところで 40％、高い

ところで 75％の方が手を挙げます。 

 日本は安全保障というのが教育の中に入ってない以上、これを実現させるのは非常に難

しいのでしょうが、来年の４月からは小学校の中の学習指導要領に食育が入ります。２年

後から中学校に入ります。３年後から高等学校に入りますが、その教科書づくり、私も内

閣府の食育推進室の委員をさしていただいていますけれども、この教科書づくりがどうい

うように発展しているのかというのは一切、文部科学省のほうの中身は知ることができま

せん。 

 やはりこれは、私どもがこれだけ一生懸命やってきて中身を充実させようというときに、

その中身に関して、少なくともどんな教科書を伝えるべきかということを我々の目に触れ

させないというのはおかしいと思います。やはり我々の目に触れさしてくれるような機会

をぜひ持たしてもらいたい。それでない限り、はっきり言って安全保障まで含めてその保
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障はありません。というか、できるのかなという、それを非常に私は心配しております。 

それと、今ＪＲＯという、日本の食品に関する、また日本食というものを世界に発信させ

ようということで、農水省の外郭団体で私、これは提案したのが３年前でした。予算も２

億 7,600 万円ずついただきました。ところがことし、事業仕分けに遭いまして半分になり

ました。 

 ところが農水省でも、韓国の農水省が大統領命令で、韓国料理の普及というものを世界

向けにやってまいりました。予算を聞きました。あなたのところどのくらいなの。そうし

たら、ことし 18 億、来年 20 億、そして 10 年計画の中でどういうことをやろうとしてい

るかというと、食のハブ化をねらっているのだそうです。 

 というのは、日本に入ってくる食をみんな押さえて、国が日本に入ってくる前に押さえ

るということをどこまでできるかわかりませんけれども、そういう非常に将来的なことま

で考えながら彼らは動いているのです。 

 日本というのは果たしてどこまでそういうことを先まで読めるのか。僕はそれが非常に

心配でしようがないものですから、３分超えましたけれども、実はそういうことを含めま

して、やはりこの要件の中にまた入れていただければなと思っております。 

○田名部政務官 貴重なご意見ありがとうございました。 

服部委員のご意見をよく踏まえさせていただいて、また検討してまいりたいと思いますし、

予算の点に関しても、非常に厳しい財政状況の中でありますが、まさにこの食で日本を再

生していけるような思い切った予算の確保にも努めてまいりたいと思っております。 

 ほかに。どうぞ阿南委員、よろしくお願いいたします。 

○阿南委員 全国消団連の阿南と申します。 

 私はこのビジョンの中の、視点の４「食の安全と消費者の信頼の確保」が特に重要だと

考えております。それに関連する施策が 26 ページに出されていますけれども、私は、視

点として盛り込んだわけですので、ここはぜひプロジェクト化していただきたかったとい

う思いでおります。 

 具体的にその内容として、安全性向上について述べられていますけれども、やはり今農

水省や厚労省が取り組んでおりますカドミウムの対策ですとか、水銀、ダイオキシン対策

などは、非常に重要な部分で、地味ではありますけれども、それがないと安全性の確保は

できないと考えております。ですので、その体制を強化するとか、一層の研究を進めると

か、そういったことをこの中にきちんと盛り込んでいただければと思います。 
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 それともう１点ですが、直接的な食の安全ということに関係するものではないかもしれ

ないのですが、実は口蹄疫の問題ですとか鳥インフルエンザの問題です。 

 これらはこれからもなくならないと思いますし、また先般の宮崎県の口蹄疫の場合は、

29 万頭も殺さなければいけなかったわけですが、このような状況は異常なことだと思い

ます。こうした動物の感染症の問題に対する研究体制とその対策の充実ということをちゃ

んと盛り込むべきだと考えます。 

 以上でございます。 

○田名部政務官 ありがとうございます。 

 食の安全・安心というのは非常に大事な視点で、まさに末松副大臣からもこの点に関し

ては強くご意見をいただいたところでございまして、食の安全・安心というのは全体を包

み込む当然あるべきものだということを踏まえて、しっかりとその体制強化ということを

行っていきたいと思っていますが、末松副大臣のほうからも何かございましたら、よろし

くお願いいたします。 

○末松内閣府副大臣 今、阿南委員からもご指摘がございましたけれども、この視点４で

「食の安全と消費者の信頼の確保」、別表にも入れていただきました。これは入れていた

だいて大変ありがとうございます。 

 やはり、食の安全と消費者の信頼がなければ、市場そのものが大きく落ち込んで、もう

本当にどうしようもなくなりますので、この市場を大きく健全なものにするためにも、食

の安全が前提だということを改めて強調させていただきたいと思います。大変ありがとう

ございました。 

 後に、先ほど服部先生のほうから、「食」ということで、これは一番 初の「はじめ

に」というところですけれども、読んでいて、「食」は人間の原点だと、非常にこの大切

さを示すのにいいと思うので、ぜひここは残していただきたいと、重ね重ねお願い申し上

げます。 

○田名部政務官 はい、渡邊委員よろしくお願いいたします。 

○渡邊委員 渡邊です。 

 世界が日本に今注目しているのは、日本の長寿社会というのがどうして成り立ってきた

のであろうかという視点でありまして、それには「食」の問題が非常に大きいと思われて

おります。 

 ９ページのプロジェクト８の「発展のイメージ」のところでありますが、「食や農が人
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をつくり、地域をつくる」というのは実際その通りでありますけれども、それには日本の

伝統的食養生の思想というものがあって、それを実践してきた成果がかなり大きく、今の

若い人が年を取っていくと逆さ仏になりかねないというのが私たちのとても心配している

ところであります。ですから、「伝統的食養生の実践で示されてきた」、これをさらに発

展させてとか、そういうようにしていただければと思います。 

 それから、もう１点は、５ページの「「食文化」を軸」というプロジェクト２でありま

すが、服部先生もおっしゃいましたけれども、私たちはいつも漠然と日本食と言うのです

が、日本食とは何かという定義が必ずしも明確でない。それで私はそれをずっと考えてき

ました。家庭料理あるいは定食みたいな、主食、一汁、主菜、副菜というのが一番基本で、

それから豪華なほうは、懐石料理のように８品も 10 品も出てくるものがある。そのほか

にも松花堂弁当みたいなものもある。また丼物もあるというふうに、非常に重層的に豊か

な食生活環境を提供しているわけです。ですから、そういう事例というか定義を海外にき

ちっと一度示すといいのではないか。 

 2008 年に、アメリカの日本料理店で食べる人がその店を採点するという本が日本政府

の後押しでつくられておりますが、それを見ますと、やはり鉄板焼きとか、そういうのが

多い。ですからそうじゃなくて、一番基本食、主食を米を食べることが日本人の健康にと

ても寄与しているのだ、アメリカ人も米を食べましょう、ぐらいの勢いの運動をしません

と、なかなか１兆円規模の輸出につながってこないのではないかと思います。 

○田名部政務官 どうもありがとうございました。 

 ほかにご意見ありませんでしょうか。 

○岡本厚生労働大臣政務官 所用で途中で退席をさしていただきますので、事前にお話を

さしていただけたらと思って手を挙げさしていただきました。厚生労働省です。 

 きょうは委員各位の先生方が、お忙しい中、こうやって集まっていただいて、農林水産

省のほうで「食」に関する将来ビジョンの検討本部ということを開催されておりまして、

厚生労働省としても大変強い関心を持っているところでありますが、私どもがかかわると

言われている部分で気になること、それから全体で気になることを少し指摘をさせていた

だいて、ぜひ善処をお願いしたいのです。 

 全体的な観点としては、こういった概念的な提案というのは大変有意義であろうと考え

ていますし、全体的に新たな食文化に対する、食ビジョンに対する提言ということで、ま

たそれに向けて議論を交わしていくということ、国民の皆さんに周知をするということは
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重要だと思いますが、 終的にその政策が、１つひとつそうですけれども、後で評価がで

きるような指標をつくる必要があるのじゃないか。 

 ただその中でも、例えば私どもが関連すると言われている例えば７番ですか、医療、介

護、福祉の分野と食と農の連携ということですが、この横紙の資料２のほうの絵などで見

ますと、経験則で言われていることを科学的なエビデンスにする、こういうことでありま

すが、科学的なエビデンスということで言うのであれば、当然のこととして、一体何が科

学的なエビデンスなのか、そしてそれは一定程度確からしいことが当然求められるわけで

ありますが、この立証というのは極めて難しいのじゃないかというふうに私は思っていま

す。それをどういうふうにして達成をするかというところも検討しなきゃいけないし、加

えて、そのアウトプットが「全国 500 地区でモデル的な取り組み」というふうに書いてあ

りますけれども、いわゆる数が先に立つということであってはいけない。これは科学的な

エビデンスをつくるというのは、何もモデル地区の数が達成ができたからというよりも、

やはりその中の質をしっかり見極めないと、よくわからない、結果としてここの地域では

こうしてみた、例えばミカン狩りをしてみたら元気なお年寄りがふえましたというアンケ

ート調査が出ました、これで科学的なエビデンスだと、こういう話になったとすれば、こ

れはとても科学の世界では耐えられるものではないというふうに思いますので、そういう

本当に科学的なエビデンスというものに対して一定程度内容を担保していただきたいとい

うふうに私は思っています。 

 同様に、他の施策についても、きょうは服部先生もお越しでありますけれども、食育に

関しても、どういうアウトプットを出すのか。前回も私は党のほうの会合でもこの趣旨の

話をしましたけれども、アンケート調査以外に政策評価をするものがあれば、そういった

ものも含めながら、やはり次に向けて厚生労働省も協力をしながら、この食のビジョンを

展開していくということなんだろうというふうに思いますので、その点についてのご検討

をぜひいただきたいということを、ちょっと言いっぱなしで申しわけありませんが、お願

いをしていきたいと思います。よろしくお願いします。 

○田名部政務官 ありがとうございました。 

 榊原委員どうぞよろしくお願いいたします。 

○榊原委員 この 10 のプロジェクトはなかなかよくできていると思うのですけれども、

若干ドメスティックだなという感じがいたしまして、２で海外への発信ということを言っ

ておりますけれども、日本料理とか寿司というのは世界的なブームなわけです。それで、
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相当怪しげな日本料理がいろんなところで供されているということがありますから、実は

海外のそういう日本料理に対してもある種の関与を日本政府が持つというのは大事なこと

じゃないかと思っているのです。 

 フランスの農水省は、農事功労章なんかを使って、例えば東京のフランスレストランな

んかでも、そういう賞を使って評価しているわけです。ですから、少なくともフランスの

食材とかフランス料理に関しては、フランス政府というのは海外にも目を向けているわけ

ですから、日本政府も何らかの形で海外の日本料理とか、寿司屋なんかも山ほどあるわけ

ですけれども、そういうものに目を向けていただきたいというのが１つでございます。こ

れは必要なことじゃないかという感じで、ヨーロッパで下手な日本料理屋なんかへ行くと

腹を壊すよなんて言われているわけですから、その辺のことをきちっとやるというのは非

常に重要なことだと思うのです。 

 それからもう１つ、やはり原産地表示ということに関しても厳格にやったらいいと思う

のです。これは毎日新聞の西川恵さんが紹介している話ですけれども、どうも本当の話ら

しいのですが、小泉純一郎総理が 2006 年にホワイトハウスに行かれたとき、晩餐会があ

って、そのときの大統領夫人のバーバラ夫人がメニューの説明をしたらしいのです。きょ

うは純一郎が肉が好きだから神戸ビーフのステーキがメインであると説明したら、記者が

その神戸ビーフはどこのビーフであるかと。神戸というのが土地の名前というのを知らな

かったのですね。聞いたところ、バーバラ夫人が「Of course from Texas.」と言ったら

しいのです。ですから、神戸ビーフというのは神戸のものしか使っちゃいけないのだとい

うこと、これはフランス政府はやっているわけです。シャンパンはシャンパン地方のもで

なければシャンパンと呼んじゃいけないというふうに言っているわけですから、やはり神

戸ビーフとか、あるいは和牛という言葉も使われているのです。私はシンガポールへ行き

ましたときに、和牛のステーキって書いてあったものですから、この和牛はどこのものだ

と言ったら、オーストラリアだとこう言った。 

 ですからそういうことで、神戸ビーフとか和牛とかいうものが高級牛肉の代名詞として

使われていますから、そういうことに関してもやはり日本政府はきちっと、原産地表示と

いうことで、そうでないものは使っちゃいけないということを外に向かって言うべきだと

思うのです。その辺はフランス政府を見習って、フランスの農水省を見習って、厳格にや

っていただきたい。日本料理あるいは日本の食材がこれだけ世界的なブームになっている

わけですから、それをある意味ではモニターするというか、コントロールするというのが
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非常に大切ではないかと思っております。 

○田名部政務官 ありがとうございました。 

 篠崎委員お願いいたします。 

○篠崎委員 今、榊原先生がおっしゃったことは私もそのとおりだと思います。日本人ス

タッフがいない海外の日本料理店ではメニューの誤訳がものすごく多く、先日も中国の青

島に出張に行ったときに、５つ星のホテルの日本料理店に入りましたが「とんかつ定食」

はとんかつにご飯とサラダがついて「とんかつ定食」という正しい日本語で表示してあっ

たのですが、トンカツだけの単品になると「だぶ肉の切り身切りあげ」と何だかわからな

いメニューになっていました。 

 それと、日本の国内にはかなり多くのフードコーディネーターがいて、食に関する情報

なりノウハウなりが全国各地に広がっていく仕組みができ上がっています。今先生もおっ

しゃったように、海外では日本食の正しい情報が行き渡っていない。またクオリティにつ

いても誰もチェックをしてない。 

 また中国の大手スーパーの品ぞろえに関してはかなり日本に近いものがあります。この

ような中でどこから風穴を開けて輸出を促進するのかというのはすごく重要なポイントだ

と思います。青島では試しにミカンを買って食べましたが、まだまだ糖度が低くて、日本

のミカンを食べていると、食べたいというレベルにはまだ来ていません。しかし中国の品

ぞろえの豊富さを見ているといずれ追いついてくるのではと感じずにはいられません。 

 プロジェクト２に関しては、日本の伝統食での展開というスキームがなっているのです

が、もう一歩深く検討してもいいのかなと思います。地域には数多くの農家レストランが

ありますが、そのすべてが日本の伝統食を扱っているわけではなく、地域で取れた食材を

うまくフランス料理などにコーディネートして出している人気のレストランも多くありま

す。これから海外に食材を売っていくためには、海外の日本料理店だけに食材供給しても

限界が出てくるので、日本の食材と外国料理のマッチングを検討するべきだと思います。 

○田名部政務官 ありがとうございます。 

 近藤委員お願いいたします。 

○近藤委員 私からは、まずこれまでの議論を振り返ってみますに、この議論というのは

我が国の食の将来ビジョンを府省間の横断的な施策で実施するということにあったと私は

理解してございますが、ビジョン策定で書かれている視点の１、２、３は、いずれの視点

も国の将来ビジョンというものが、ちょっと狭い範囲の農山漁村対策で何か集約されてい
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るような印象をぬぐい得ません。 

 例えば視点の１の「農山漁村の活性化」の記載を見ましても、オールジャパンの食の将

来ビジョンの視点というものが、農山漁村の活性化の視点で整理されているというのはい

かがかなという思いがございます。 

 私どもが取り組んでいます食クラスターというのは食の６次産業化ですが、これも、私

どもは都市部を含めたオール北海道の活動として取り組んでいるところでございます。 

 また、国内で調べてみますに、食品工業のウエートというのがそれぞれの地域で３位以

内の主要産業になっている都道府県というのが 20 カ所にも上っているという、そういう

現状も踏まえれば、視点１は「食産業による地域の活性化」と申しますか、もうちょっと

広げた地域の活性化という表現にすべきでないのかな、そういう考えで取り組むべきでな

いのかなというのが１点目でございます。 

 同様に、視点の２、３、これは「グローバル化」とか「少子高齢化」でございますけれ

ども、この中でも、農山漁村に絞るような記述が結構見られます。このビジョンの施策を

実施して、目指すところは１兆円の輸出を目指す、こういうふうに言っているわけでござ

いますが、１兆円を目指すグローバルな展開というのは、農山漁村だけで達成できるもの

ではないと思います。もっと日本全体というか、地域全体の食の将来ビジョンであるとい

うことを意識した構成、記述が欲しいと思ってございます。 

 いずれにしましても、このままですと農山漁村における食のビジョンというにすぎない

のではないかという全般的な印象を持ってございます。 

 また、ちょっと視点を変えて、視点３につきましては、過去の議論を踏まえれば、少子

高齢化への対応ではなくて、「国民の健康維持」というタイトルにすべきかなと思ってご

ざいます。過去の議論は、単に少子高齢ということでなくて、食の持つ健康の維持、増進

とか、疾病の予防、克服というところにありましたし、これは諸外国に後れを取っている

代替医療とか統合医療などへの食の果たす役割というものを論ずるものであるが故の私ど

もの意見でございます。 

 次いで、プロジェクトにつきましては、プロジェクト１の「地域資源の６次化」に関し

まして、６次化による付加価値の向上というのは、農山漁村を基盤にしつつも、地域の産

学官、金融機関も含めた連携で生み出していく認識が私は重要だと思います。したがいま

して、活動の要となるコーディネーターの質、量の確保というのが非常に重要でございま

して、ここでは情報の共有化ということで書かれていますが、やはり人材の質、量の確保
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の事業を是非お願いしたいなということでございます。 

 また、地場産の小麦の農商工連携事業の拡大を私ども目指していますが、地域の製粉会

社や食品メーカーによる地場産の小麦の確保が非常に難しいというのが実態でございます。

それが大きな課題となっているわけでございますが、これは現行の流通システムが大手の

製粉メーカーへの優先供給をする仕組みになっていることによるものと理解いたしてござ

います。この点は農水省さんも経産省さんも、本年の４月の報告書で認めているところで

ございますが、今後、農山漁村や地域の中小企業による６次産業化や農商工連携の推進の

ため、またひいては国産の小麦の増産といったことにもこれはつながりますので、既存の

仕組みの改善をご検討いただきたいということでございます。そういった意味では、とり

あえず６次産業化推進枠として、一定の地場産小麦を地域の食品メーカーに提供できるよ

うな、そういった施策と申しますか、事業が今回いただきたかったなというふうに見てご

ざいます。 

 もう１つ、６次産業化の推進に当たりまして、これも大事なことですが、現行の農水省

さんと経産省さんの補助制度、これは食品メーカーが独自に行う事業用の加工設備の投資

に対する制度というのはございません。現存しているのは農水省さんの１次加工、１次産

地における工場に対するものと、あとは経産省さんの試験研究設備に対するものです。事

業用の設備に対する補助というのは、農水さんの１次の部分のものしかありません。これ

につきましては、食品加工工業自体が農工または農工商の連携事業の側面を有しているわ

けですから、また国の言うところの府省間の横断的な取組みによる６次産業化の推進、こ

れを実現するためには、食品加工メーカーが行う事業用の加工設備の投資に対する国の支

援もぜひいただきたいということでございます。そうでなければ、６次産業化の推進にも

中々勢いがつかないということですので、ご考慮いただければというところでございます。 

 それと、プロジェクト３のところで、「輸出促進による海外展開」というのがございま

すけれども、これにつきましては、食の輸出は単に農業者だけがプレーヤーではないので、

本文中は「農林漁業者が安心して輸出に取り組める」と書いていますが、これは「農業

者・漁業者や中小食品加工業者」ということで修文していただければと思います。 

 以上でございます。 

○田名部政務官 ありがとうございました。 

 浦郷委員お願いいたします。 

○浦郷委員 進め方として、もう全体的に何でもいいという形の進め方でよろしいわけで
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すか。 

○田名部政務官 何でもいいというのは、ご意見をですか。 

○浦郷委員 はい。 

○田名部政務官 はい、どうぞご意見を何でも結構です。 

○浦郷委員 今、海外への進出とか日本食の可能性とか、そういう方向の話が出たのです

が、近藤委員さんからも出されるかなと思ったのですけれども、私、実は佐賀なんですけ

れども、かなり農業が盛んなところで、今議会でも一番話題になりますのは、要するにＴ

ＰＰのことなんです。このビジョンはそこはどういうスタンスで考えていけばいいのかな

というのが委員の１人としてちょっと疑問で、これまで話が出ていれば別なんですけれど

も、つまりもう織り込み済みだというふうに考えて、日本の農業は強いのだということな

のか、10 年後まで見通しているわけですので、その中でこういう面については特に配慮

を要するだろうというようなところもあるのかなと、特別に踏まえなくていいのかなとい

う疑問が素朴な疑問としてありまして、お願いしたいと思うのですが。 

○田名部政務官 ありがとうございます。 

 今、ＴＰＰとの関係ということでありましたけれども、この食ビジョンに関してはＴＰ

Ｐとの関係はございませんで、食というものを、先ほどご意見の中にもありましたけれど

も、各省庁と連携して、今まではいろんな施策をばらばらに行っていたものを、省庁をま

たいで連携をしっかりしながら、１つの成長戦略としてしっかりとプロジェクトを打ち立

てて実現をしていきたいということでありまして、ＴＰＰとの関係ということはございま

せんので、ぜひその辺はご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

 菊地委員お願いいたします。 

○菊地委員 この中で、食に関する話がいろいろ出ているのですが、基本的に食べ物って

何かということが、政府の基本的な考え方が厚生省も農林省も出てない。食べ物をつくっ

て、それから食べ物を食べて健康になるということはいろいろ書かれているのですが、そ

の食べ物って一体何かという、例えば小麦も米も同じですが、せっかくつくった何十万ト

ンという小麦等の胚芽の部分、米の糠と胚芽の部分を全部捨てて、滓を食って健康になろ

うという物の考え方が全くだめだと思います。 

 というのは、何十万トンという資源を平気で捨ててしまって、そして健康になろうとい

う考え方が大体間違っている。特に今、統合医療、総合医療って言われましたが、この次

はやはり西洋医学と東洋医学、和方、漢方、インドの医学あたりも全部含めた融合医療と
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いう形で医学界は進んでいるわけです。それに対して、病気になったらどうするかという

のが医療なんで、病気にならないために何をするかというのは食べ物なんで、その食べ物

を、実際は、さっき厚生労働省の人が帰られたのですが、他人事のように話をして、自分

たちが何もやってこなくて、エビデンスがどうなんですなんというのは、自分たちが本当

はやればいいのだ。それができなかったら、この食のビジョンの中で、私は総合医療、統

合医療、融合医療の根っこの部分を農業が受け持つということになれば、基本的な研究開

発をやらなければならないと私は思います。特に、がんとか糖尿病、それから生活病って

言われる動脈硬化なんかも、農林省がきちっとやれば、私は医療費を３分の１に減らすこ

とができると思います。 

 以上です。 

○田名部政務官 大変貴重なご意見ありがとうございました。 

 資料１の２ページに、今のご意見に対して、十分にそれを踏まえて書かれているという

ことがあるのです。下から３行目「人間の生命や健康を維持する基本的営みである「食」

や「農」について、その重要性、有用性に対する国民の認識を深めつつ、」ということ、

また、後ろのほうの 19 ページでありますけれども、プロジェクト７のところ、これは

「医療、介護、福祉と食、農の連携」というものの中に、「漢方を含む統合医療の利用の

実態把握、生産現場に対する生薬の品質保持等に資する研究の成果の提供」とかいうこと

もプロジェクトの中には含まれておりまして、また、今のご意見も踏まえて、健康に対す

る、ある意味それは食育も含め、文部科学省そして厚生労働省、一緒になって、今のよう

なご意見を含めたプロジェクトを推し進めてまいりたいと、そのように考えています。 

○菊地委員 できれば、アメリカが 1977 年に出したフードピラミッド、マクガバン報告

書って言われているのですが、それを超えるような日本型のフードピラミッドをきちっと

この農林水産省の中で出さないと、私は日本型食なんて言ったって、結局、油をいっぱい

使う料理、それからあと、脂をいっぱい肉に含んでしまった家畜のチーズ、それから白米

にしてしまった食べ物というのは、これをきちっと、それは違うというぐらい農林省が指

針を出さないで、出てきたものをばらばらというふうに集めたのではだめだというふうに

私は思います。 

○田名部政務官 ありがとうございました。 

 渡邊委員お願いします。 

○渡邊委員 まさに菊地委員のおっしゃったこと、とても重要だと思いまして、今、例え
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ばがん診療でも、漢方とか食養生をまともにもう少し入れてはどうかという動きがありま

す。ですから、19 ページに「漢方を含む統合医療の」と書いてありますが、漢方といい

ますと、漢方とか鍼灸とか、その辺だけになってしまいますので、その前に「食養生・漢

方」というふうにしていただくと、食の問題がもう少し前面に出てくると思います。 

○田名部政務官 ありがとうございました。 

 どうぞ。 

○林文部科学大臣政務官 すみません、違う話で申しわけございません。 

 きょうはこうした場を設けていただいて、本当にありがとうございます。参加していた

だいている皆様のご意見を伺いながら、なるほどなと思いながらお話を聞かせていただい

ておりました。 

 文科省としては、やはり文化的な側面、あるいは研究開発の側面、そして人材育成の側

面というのが非常に大きなところになってくるかと思うのですけれども、省庁を超えて、

こうやって同じ場で議論させていただくことを本当にありがたく思っています。 

 その上で、４点申し上げたいと思います。１点目は、文科省としては、食文化の継承な

どの取組みをサポートする人材を育成をしていこう。さらには地域の食文化の実態の把握、

それをもとにした情報の発信など、食文化の振興に努めていきたいと思っています。 

 先ほど榊原先生のほうからご指摘がありましたけれども、やはり日本の食、伝統食なん

かでもそうですが、技術についてなかなか、こういう技術はこういう制度で、例えば何か

張ってそれを出していくみたいなところがどうしてもまだまだ欠けていると思いますので、

そうしたことにも努めていけるといいなと思っています。 

 ２つ目は、やはり学校現場で、子どもたちがこの食というものにしっかりと向き合って

育っていくということも非常に重要な視点となってくると思っておりまして、栄養教諭を

中核として、学校、家庭、地域が連携して、給食の時間もいろいろありますし、地産地消

なんかもそうした部分にかかわってくるのですけれども、学校教育活動としてもしっかり

とこのあたりをバックアップをしていきたいと思っています。 

 ３つ目は、農林水産業の６次産業化等々があるわけですが、やはり農学とか水産学とか

を含めた大学などにおいての研究活動の振興、それからそれの成果をきちっと利活用して

いけるようにつないでいきたいと思っています。 

 そして４つ目は、農業高校とかあるいは農業大学校とか、いわゆる農業分野の専修学校

というのがあるのですけれども、そうしたものでプロフェッショナルな人材を育成してい



- 19 -

くということに努めていきたいと思っています。 

 その上で、実は文科省では「全国から集めた伝統の味「お雑煮 100 選」」というのをつ

くっているのです。農林水産省さんのほうでは「農山漁村の郷土料理百選」というのをつ

くって、今まで割とそれぞれの役所がそれぞれにつくってきたのだと思うのです。それも

それぞれに発信をしてきたのだと思うのですけれども、せっかくですから、こういう場を

通じて、政府として、海外も含めてそうしたものを発信していく仕組みがこれを機会につ

くっていけるといいなと思っています。 

 以上です。 

○田名部政務官 ありがとうございます。 

 服部委員お願いいたします。 

○服部委員 実は、400 年前までは、幼稚園も小学校も、中学も高校も、大学もなかった

ですね。ですけれども、そこここから立派な人がたくさん育っていったのです。じゃ、ど

こで教育されたかというと、これは個々の家なんです。実は 400 年前に寺子屋ができるわ

けで、それが幕末のころに１万 2,000 軒になって、明治になってから尋常小学校が１万

2,000 軒にさっと切りかわるのですけれども、それまではいいのですね。ただ、明治、大

正、昭和と、こう来て、昭和 40 年ごろからどうも雲行きが怪しくなってきたというのは、

家庭で、僕は今でも自分のことを言いますけれども、卓袱台というのがあって、そこにお

父さん、お母さん、お祖父ちゃん、お祖母ちゃんが一緒にいて、そして兄弟がいて、君、

姿勢が悪いぞって言われて、こうやって、なぜニンジンを食べないのだって言われて、箸

の使い方がおかしいよと。いただきますって言うのだろう、ご馳走さまと言いなさい。こ

れを四六時中言われてきたのですよ。 

 我々、今内閣府でも調査していただいて、どのくらいの家庭が毎日食事をしているか。

51％の家庭が、朝、昼、晩じゃなくて、夜だけ、夕食を一緒にしているのです。ところが、

26％ぐらいの家庭が、はっきり言って週に３～４回一緒にしている。全然してない家庭も

あるわけです。そういう家庭がどんどんふえている。 

 それはなぜかというと、昔、400 年前までは、食卓で、君、姿勢が悪いだろうって言わ

れて育った人がいるから、人間、世の中に出ていくと、君、しつけがいいねと。いい仕事

をあげようねって言って、みんなどんどんその世界で伸びたのです。今の学校を見ても、

学校教育の中に家庭からしつけまで押しつけられるわけです。それで学校教育がすばらし

いものになるはずがないのですね。それで、何だ、おたくはしつけをしないのって、親が
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学校に言うのですよ。こんな国はないですよ。 

 実は、フランスとかイタリアとか英国に僕の友達が、小学校のときに子どもたちを留学

さしていました。６人ほどいますけれども、今日本に帰ってきて大体 30 歳台の後半です。

彼らはどこで教育されたかというと、寄宿舎で、小学校のときにエリート教育をこれから

行うと言って、食堂で、こんな格好をして、あごでもひじでもついていたら、君、こっち

へいらっしゃいといって、ズボンを脱がされて鞭の刑だそうです。日本は鞭の刑も何もな

いですよ。だけど、結局彼らは、エリートとは何かと言ったら、獣は食らうけれども人間

はいただくのだ、その違いをきちっと教えるのがエリート教育ということを、はっきり海

外では、「食卓は学校」という言葉があるぐらい。食卓は学校なんです。 

 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と思っています。まず家庭で

テレビを見ながら食事をしている家庭、そういうものがたくさんふえてきた。そんな中で

まともな人間はできっこないのですよ。 

 警視庁の仕事をしていますけれども、学校に行かない子どもたちというのが平成 18 年

に、小中高合わせてですけれども、17 万 4,000 人いるのです。不登校というやつです。

そして、危ない、いわゆる自殺とか、そういうものに結びつけるようないじめをした子ど

もたち、ナイフで刺した子どもたち、これが平成 18 年に小学校、中学校に限りですけれ

ども、合わせて５万 7,000 人ぐらいいるのですね。これは文部科学省に登録されているの

は、学校が隠しちゃっているから半分だろうって言われている。これは 20 年前の 40 倍で

す。何でこんな人たちがふえてきたかというと、みんな家庭が、一番大事なときに、君、

失礼だろう、そんな格好をしちゃだめだよというのをやらない。これを教育する、親を教

育する機関もどこかにつくってほしい。 

 僕は文部科学省さんに、子どもなんか育てるのじゃなくて、親を育てる、いや本当です

よ、親を育てるところをつくらないと、子育てを知らないのですから、今。子育てを知ら

ない人たちが職場に出て仕事をするのは結構だけれども、それだったら子どもをつくっち

ゃだめですよ。だからろくなことにならないのですから。 

 やはりそういうことをきちっとしていくことが、今後の我々日本の将来を考えたら、今

危ない人ばかりつくっているのですよ。こんなことを、これは表に漏れちゃいけない話な

んでしょうけれども、しかし僕から言わせれば、まさに食卓できちっとしたしつけをされ

る、できるような親を育てていただきたい、こう思っています。 

○田名部政務官 今のことに関連しての。すみません、文科省さん。 
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○林文部科学大臣政務官 非常に重要なご指摘をありがとうございます。 

 まさにおっしゃるとおり、すごく家族形態も変わってきて、昔の大家族から核家族にな

り、経済の構造も変わってきた中で、家族のあり方、家庭のあり方というのが随分昔と変

わってきたのだと思います。 

 そうした中で、やはりしつけの基本は食卓からというご指摘、まさにそのとおりなんだ

ろうと思いながら伺わせていただいていたのですけれども、そうした中で、子どもにかか

わる親御さんたちにしっかりとした教育をしてもらえるようなことにも当然目を向けてい

かなくてはいけないのだと思うのですけれども、人間それぞれ年を取っていったら、そん

なに家庭が変わるものではないということもやはりあると思うのですね。 

 やはり私たちは、まさに今この瞬間も成長を続けている子どもたちに、日本を担っても

らう、しっかりとした、こういうことも踏まえた大人になってもらえるように、親教育を

ないがしろにするということではなく、やはりそうしたところに目を向けて取り組んでい

きたいと思っています。引き続きバックアップをよろしくお願いします。 

○田名部政務官 田嶋政務官お願いします。 

○田嶋経済産業大臣政務官 経済産業省の政務官の田嶋要です。きょうはとりまとめ、本

当に皆様ご苦労さまでございます。 

 経済産業省のほうから何点か発言さしていただきますが、特に産業化、この農業、食の

分野をどう産業化していくかということでは、まだまだポテンシャルが大変大きいと思っ

ておりますので、農林水産省等と連携しながら、ぜひ経済産業省としても全力で取り組ん

でいきたいと思っています。 

 よく中小企業政策という話があるのですが、１次産業にかかわる方々多くが中小零細だ

と思います。そういう意味では、もう既にやっていることですが、中小企業庁あるいはジ

ェトロなども、農産物の関係でも今一生懸命、農政局等とも連携さしていただいておりま

すけれども、もっともっとそれを強化していかなきゃいけないという話を、きょう午前中

していたところでございます。国内並びに海外輸出という点でしっかり農水省とも連携さ

せていただきたいと思います。 

 それから、２点目ですが、先ほど近藤委員のほうから具体的なご指摘がございました。

こういうご指摘は大変貴重だと思ってございます。ぜひ早速この食品加工業の２次の部分

の設備投資の補助ということを事務方のほうに検討させていただきたいというふうに考え

てございます。 
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 それから、こういうビジョンを出すのは結構なんですけれども、やはりこれからもＰＤ

ＣＡが重要になってこようかと思いますので、今日でこの会議が終わるのかどうかよくわ

かりませんけれども、どういうような状況になっているかというチェックをこれからしっ

かりやる必要があろうかと思います。 

 それから、こういう各省が集まってやるというのは大変大きな一歩だと思うのですが、

縦割りの欠点のみならず、自治体、要するに現場と近い自治体との重複がないのかどうか、

同じようなことをあっちでもこっちでもやってないかという点で、ぜひ自治体の支援策と

の一元化、一体化ということをこれからもしっかりやる必要があろうかと。都道府県でも

同じような議論があるのじゃないかなという感じを若干思っているところでございます。 

 それから、もう１つは、先ほども菊地様のほうからも出てございました、それから渡邊

様のほうからも出てございましたが、なぜ日本は世界 長寿なのかということを考えたと

きに、やはり食によるところが大きい。菊地様のほうからは、まだまだいろいろ課題もあ

る、何で白米を食べているのだという話もある、私も全く同感でございますが、しかし一

方で、現実として、男女ともに実質的には世界 長寿であるということの背景にはこの食

ということが大きいということを考えたときに、日本の食のブランド化ということがもの

すごく大事だというふうに私は思っております。このブランド化というような言葉が余り

見当たらないので、やはり産業力という観点からすると、ぜひそれは入れていただきたい

と思っております。 

 もちろん、もともとは日本人が生きていくために食が発達してきたのですが、結果とし

て、幸いなことに世界で もおいしくて、多様性に溢れて、そして健康で長寿になってい

るという、もう既に証明されたデータがあるわけですから、そういう意味では、全部が食

との因果関係で長寿があるわけじゃないかもしれませんけれども、しかし世界に対する発

信という意味では、日本食を食べれば長生きができるのだというようなイメージを、世界

にブランド力を発信していくことが、このアジアの成長を取り込むというところでも大変

重要になってくるのじゃないかなというふうに思います。 

 以上です。 

○田名部政務官 ありがとうございます。 

 美甘委員、安井委員、信川委員と、３名続けてお願いします。 

○美甘委員 後の食料の安全保障の話ですが、今回のように、リスク管理の手法を取り

入れて考えようという点については賛同いたします。 
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 企業の立場でいいますと、例えば事業に参加する場合に、ありとあらゆるリスクを洗い

出します。その中でどれだけリスクヘッジができるのか、あるいはできないのか。できな

い場合はどれだけのみ込むのか。その際に 大限どれだけ損失が出るのか。こうした点を

考えて我々は、事業に参加するかどうかを判断しますが、こうした手法をベースにして安

全保障を考えることは適切であろうかと思います。 

 １つ、若干踏み込んだ話をいたしますと、この中で有事体制というのをどのように考え

たらいいのか。そうした議論をすることも大事です。有事といっても、様々な有事がある

と思う。天候不順が長期化した、あるいは戦争が起こった、あるいは放射能の汚染が拡大

した。そうした有事において我々はどういった政策手段で食料を確保するのか。そうした

シミュレーションが必要になる。例えば、どのようにして、効率的に国民に対して限られ

た食料を分配ないしは配給していくか。価格統制をどうするか。あるいは備蓄については、

コストがどの程度かかるのか。あるいは有事法制の整備。これらも含めて有事体制におけ

る食料の確保を考えるべきということです。 

 もう１つ、有事を考えた場合に、平時の対応というのが１つの基盤になると思う。平時

の対応とは、例えば、外交関係を強化する。輸入を円滑化するということ。そういった平

時の対応があればこそ有事にも対応できると思います。 

 国民としても、 低限の食料が本当に確保できるのかを不安に思っている、漠然たる不

安がある中で、政府としては対応をきちんと考えているということを国民に対して知らし

める。それが国民の安心につながっていくと思う。そうしたアクションを、今後、農水省

を中心とした政府に対して求められていると考えます。 

○安井委員 もう何度も言い尽くされておりますが、１ページ目の「はじめに」というと

ころで、「『食』は人間の縮図であり、」「人間の原点である。」と。本当に「何を食べ

ているかであなたがわかる」というような格言もありますが、人格形成、価値観の基本で

あると思います。若い人なんかでも、単に健康的とか体力とかいう問題ではなくて、食べ

ている食事の形態によって、情緒的にも思考的にもバランスのとれた人格形成ができると

思います。 

 それで、私ごとというか、余談ですが、当社の入社試験なんかでも、ＳＰＩや面接以外

に、 後の 後に、ある日の献立を書いてくださいと、白紙にご飯と味噌汁とお箸を並べ

て、その並べ方、左にお茶碗で右にお味噌汁で、ちゃんとお箸がそろっている、おかずは

何かということを問題に出して、その出てきた結果というので大体その家庭の価値観とか
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しつけとか、本人の作法ですか、礼儀とか、そういうレベルがわかる。これはどんなＳＰ

Ｉや面接の攻略本を読むよりも、本当に透けて見えるということで、ここ数年当社ではや

っております。これはちょっと余談なんですけれども。 

 それはどうしてそういうことになったかというと、本当にバランスのよい食事が摂れな

い人が多い。それからお箸の持ち方にしても何にしても、ええっていうような若い人が多

いです。これは本当に家庭が基本なんですけれども、文科省さんのほうでも、学校を通し

てお母さんを教育していただいて、あるべき姿というのを１つ見直す。 

 それから、もう１つは、作法のところにも関係してくるのですけれども、ばっかり食べ、

１つのおかずばかり食べて、一皿ずつお皿を空にしていくとか、あるいは副食だけ食べて

主食を食べないとか、それからサプリメントだけで生きている人の話題がマスコミに取り

上げられたりする。それで、取り上げられるだけで、それはよくないことだということを

だれも言わないものですから、絶対にそれはよくないですよと、やめてくださいというこ

とを農水さんのほうでも、文科省さんでも、啓蒙していただきたい。ただ単にマスコミが

それを話題として取り上げるだけじゃなくて、そんなことをしてはいけませんよと、そこ

まで持っていっていただきたいと思います。 

 それで、作法ということもあるのですけれども、この９ページに「食べ方、作法、歴史、

文化」と書いてありますけれども、今どちらかというと二極化しているというか、お祖父

ちゃん、お祖母ちゃんとか、きちんとしつけをされたご両親のところではやはりきちんと

した作法で食べていらっしゃいますが、片や、特にファミレスとかファストフードで食べ

ていらっしゃる方なんかは、もう帽子をかぶったままとか、マフラーや手袋、手袋はちょ

っと、つけては食べられませんけれども、コートを着たままとか、どちらかというとオー

プンカフェなんかではそれがファッションとしてもてはやされるみたいな、かっこいいみ

たいなことになっちゃっているのですけれども、片や和食とか日本食では、やはりそれは

許されないよ、違うんだよということをきちんと教育していただきたい。 

 特に、周りの人に不快感や迷惑を与えるような食べ方とか、例えばコンビニの前でしゃ

がんでたむろしているとか、レストランでも本当にくちゃくちゃ、べちゃべちゃ、それも

本当に二極化で、価値観でどこを取るかというのも、私もすごく悩むことがあります。 

 例えば我々の世代ですと、黙って食べなさい、テレビは消しなさい、静かに食べなさい、

歌なんか歌ったら本当にピシッとやられる世代ですが、例えばイタリアンレストランに行

けば、みんなで肩を組んで歌いましょうとか、どうしたらいいのだろうというところもあ
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るのですが、やはり日本食、和食という基本的なところでは、 低限のマナーを教える、

守るというところは外さないでほしいというか、そこは基本じゃないかなというふうに思

います。そういうしつけとか教育ができないのに、グローバルな活躍を促すとか海外へ発

信するというのはほとんど不可能だろうというふうに私は思います。 

 それから、エビデンスのところですが、これは現在立証されているすごく断片的な、限

定的な要素だけを深掘りしてもすごく苦しいところがありまして、もう少し緩いというか、

オーバーオールなくくりで捉えたほうがいいのじゃないかなと。 

 乱暴な言い方をすれば、日本人が世界 長寿になったということが一番合理的な、客観

的なエビデンスじゃないか。それを理論的に後づけするにはどうしたらいいかという程度

で私は十分納得できるのじゃないかなという気がいたします。 

 そういったところです。 

○田名部政務官 ありがとうございます。 

○安井委員 もう１つ、ごめんなさい。 

 ちょっとこれは細かい話なんですけれども、揚げ足取りみたいになっちゃうのですが、

６ページのところです。「都市の子どもとの農林漁業体験を通じた」とか、「女性や高齢

者の活躍の場、生きがいの場」と書いてありますが、都市と農村との接点というか、コミ

ュニケーションというのが、子どもと農林漁業というすごく限定的な範囲で捉えられてい

るということと、それからその後、ちょっと私は過敏に反応しているのかもしれませんけ

れども、「女性や高齢者の活躍の場、生きがいの場」ということは、逆に今高齢者や女性

に生きがいや活躍の場がないのだろうかというふうにも捉えてしまいまして、逆に今地域

起こし、村起こし、町起こしとか、あるいは企業でも活躍しているのは本当に元気な女性

が多いわけでありますし、高齢者の方も本当に、リタイアしてからのほうがはつらつとし

ているという方もいらっしゃいますので、ちょっとここの書き方は１つ引っかかるかなと

いうことはございます。 

 以上でございます。 

○田名部政務官 信川委員どうぞ。 

○信川委員 日本健康科学学会の信川でございます。資料２につきまして、４つ考えまし

たことを述べさせていただきます。 

 まず２ページ目でございます。食文化のことでございますが、やはり食文化は日本の特

徴でございますので、これを日本の特徴として、日本国内ばかりでなく、海外に売り出し
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ていく、それによりまして国内産業、特に農林水産関係の企業の方々を元気にするという

試みは大変すばらしいことだと思っております。 

 この食文化に関しまして、厚生労働省の健康食品の評価に関する研究を行っておりまし

て、アジアという点では、東京と同じような環境の大都市であります上海に参りまして、

上海市の方と、それから伝統中医学を行っています上海中医薬大学の方との情報交換及び

調査研究を今年４回行ってまいりました。 

 そこでの交流を通して思いましたことは、日本食について高い評価を中国の方々はされ

ているということ、それから日本の健康食品については非常に安心感を持っているという

ことを印象づけられました。 

 また、先ほど統合医療あるいは総合医療、融合医療といったようなお話が出ております

けれども、中国では、日本で行われる漢方とは少し違う中医学、つまり人を診るというの

でしょうか、西洋医学ですと病を中心に診る、中医師の方は人を中心に診て、その人に必

要なものを、例えば生薬を使うとか、そういうことで健康を維持してきたという歴史があ

りますので、こういった正しい知識を日本に伝えまして、それで活用できることを進めて

いきたいということで、今交流を持っているところでございまして、食文化ということに

関しましてアジアの方々はとても関心を持っているということでございます。 

 ２番目でございますが、４ページ目をごらんいただきますと、ここでは農山漁村のコミ

ュニティの維持をすることが重要であるということを述べているわけでございまして、こ

れは私たちの故郷をなくさないという意味ではとても重要なものだと思っておりまして、

そのツールとして、この交流を利用した維持をされるという企画は大変すばらしいと思っ

ておるわけであります。 

 このことについては、経済産業省の地域見守り創出調査研究事業を行っておりまして、

大都市における新宿区の神楽坂におきまして、ふれあいセンターを開きまして、神楽坂に

住んでいらっしゃいます高齢者の方との交流を図っているわけであります。この中心は、

専門的な技術とか、あるいはＩＣＴ(Information and Communication Technology)が中心

ではなくて、あくまでもその方々との会話を通した１つの交流の中で、どんなニーズを持

っていらっしゃるかということを主眼に置いたわけでございまして、その中では、医療機

関との交流のためのＩＣＴといった、いわゆる情報通信技術を使うということは含まれて

いるわけでございますが、この中で思いましたことは、高齢者の皆様方は交流を非常に持

ちたい、この中で生きがいをどのように見つけていくかということを第１に望んでいらっ
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しゃるということでございまして、こういった農山漁村とのコミュニティの維持をされる

ことによって、東京にお住まいの方が、例えば東京都下のそういった畑とか、そういうこ

とを行うことによって体を動かして、肉体的にも非常に充足されますし、人との会話がで

きますので、精神的にも充足され、健康が維持できるということで、大変すばらしい試み

ではないかと思っております。 

 ３番目でございますが、７ページをごらんください。ここでは「医療、介護、福祉と食、

農の連携」について提案されているわけでございますが、この内容を見てみますと、食品

の機能性を持った食材というものがあるわけでございまして、このことを考えてみますと、

昨年７月に厚生労働省の支援のもとに業界団体が健康食品認証制度協議会を発足させまし

た。この委員 10 人の中の委員の１人として、医学の委員として、かかわっているところ

でございます。これは健康食品の安全性を認証機関が評価をして、安全性のマークを持っ

た商品を出していこうということで進めているところでございます。認証機関としては財

団法人日本健康・栄養食品協会が唯一、この健康食品認証制度協議会によって選定された

ところです。60 品目につきまして、この財団が健康食品の安全性の認証について企業の

方々の審査を進めております。恐らく近いうちには、この安全性のマークのついた健康食

品が出るのではないかと思っております。 

 また、この協会ではＪＨＦＡマーク表示許可食品、これは３回目の会議のときにも少し

お話さしていただいたのでございますが、ここで規格基準に合った食品を出しているとこ

ろでございます。この健康食品をつくりますときには、この規格基準に合った食品、ある

いは特定保健用食品で言われております機能性を持った食品ということで商品開発をして

いくわけでございます。ここで重要な点は、まず原材料の安全性がきちっと確保されてい

るかということです。次に、製造工程が、つまり品質管理がきちっとされているか否か。

これはＧＭＰと言いまして、Good Manufacturing Practice ということで、健康食品がき

ちっとした品質管理のもとで製造されているかということを示しているものです。 後は

表示と販売の仕方でございますが、この製造工程のことを考えますと、日本では、財団法

人日本健康・栄養食品協会と日本規格食品協会の２団体がＧＭＰについてきちっと、つま

り企業の方々がきちっとした品質管理のもとで健康食品をつくっているかどうかというこ

とを審査しているわけでございます。 

 ここで海外について考えてみますと、アメリカやヨーロッパでこういったことが行われ

ているのですが、海外では法律ができておりまして、法律に基づいて認証機関が企業につ
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いての品質管理がきちっと行われていることの認証を出しているわけであります。 

 日本の場合はまだ法律ができておりませんで、国際競争力を考えたときに、日本の団体

がＧＭＰを認定した日本の企業が製造した健康食品などを海外において販売しようとした

場合に、海外では法律に基づいてＧＭＰが行われていることが一般化されているわけでご

ざいますので、このままでいきますと、国際競争力の中で日本が取り残されてしまうので

はないかと思います。日本も、グローバルスタンダードに合ったこととして、ＧＭＰは法

律をつくって団体が企業を認定していくことも考えるべきではないかと思っております。 

 規格基準に戻らしていただきますと、この食品の機能性を持った食材で重要なことは、

これをどこから供給するかということでございまして、海外から供給していることも多い

のでございますが、日本の農業の皆様方の発展ということを考えれば、この食材をぜひ日

本で生産していただきたい。ただここで、恐らく農業生産者の方々が危惧されることは、

つくったものを定常的に日本の国内企業の方々が買ってくださるかどうかということであ

るかと思いますので、こういった保証のシステムといいますか、そういうものをきちっと

つくり上げていくことによって、食品の機能性を持った食材を購入する場合に、海外から

ではなくて日本から購入するという仕組みができていけば、大きな産業ができるのではな

いかと思っております。 

 また、日本でつくることによって、安心・安全と、サステイナビリティーという継続性

を保つことができまして、皆さんご承知のように、例えば海外でいろんな事件が起きたり、

天候が不順になった場合に、輸入に頼っていますとその食材が一時期日本に入ってこなく

なるわけでございまして、これが日本で生産されれば、サステイナビリティーということ

が確保できるのではないかと思うわけでございます。 

 後でございますけれども、９ページ目をごらんいただきますと、ここでは、「健康日

本２１」で言われていますような、「健康日本２１」は、ご承知のようにすべての国民の

健康づくり運動ということを行っているわけでございますが、それと似たように、食に関

する将来ビジョンの実現に向けた国民の運動づくりということを提唱されていることで、

これはとても重要なことだと思います。 

 これを進めていく上に重要なのは、やはり広報活動ではないかと思うわけであります。

これはマスメディアの方々の協力や教育機関、あるいは日本商工会議所といった大きな媒

体を通して、きちっとした正しい情報を伝えることが必要ではないでしょうか。 

 例えば、サプリメントを例にとってみますと、グローバルスタンダードで考えますと、
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子どもに関してサプリメントを適用するということは、海外では全く考えていないわけで

ございます。ところが日本では、病院に入院した方が、病者用の健康食品を使う、特別用

途食品というのですが、これはもちろん構わないのですけれども、健康な方が、例えば健

康な中高生がサプリメントを使う、あるいはお母様が乳幼児に対して、ご自分が使ってい

るサプリメントを安易に、健康にいいということで与えてしまうということが見受けられ

るわけであります。これは海外では行われていないことでございます。これは子どもに関

するサプリメントの科学的な検証ということが行われていないということと、もともと中

高生の方々は、服部先生もおっしゃるように、私たちが食べている日常の食事で十分必要

な栄養素を摂ることができるわけでございます。こういったようなきちっとした情報を伝

えていくことが、こういった運動を国際標準にも負けないものとして推進することができ

るのではないかと思っております。 

 以上４つの点について述べさしていただきましたが、全体を通しまして大変すばらしい

ものをまとめていただきまして、これできっと日本は元気になっていくのではないかと思

います。 

 以上でございます。 

○田名部政務官 それでは、榊原委員と仲宗根委員と木内委員と、３名続けてお願いしま

す。 

○榊原委員 健康とか食育とかいうことがいろんなところで書かれているのですけれども、

もう少し踏み込んで、食に関して、ファストフードとスローフードということについて少

し言及していただきたいと思うのです。 

 先進国における肥満度みたいなものを見ますと、日本は肥満度が一番低いところです。

肥満と定義されている人が大体３％ぐらい。一番高いのはアメリカですね。これは３割以

上が肥満でございまして、アメリカ、メキシコ、カナダあたりが非常に肥満度が高い。肥

満度が高いところというのは大体ファストフードが蔓延しているところなんです。 

 実は非常に食に関して敏感だと言われるフランスとかイタリーというのは肥満度が余り

高くないのです。これはファストフードを食べてないからだと思うのです。フレンチとか

イタリアンというのはファストフードじゃありませんから。 

 ですからそのファストフードというのがやはり非常に問題だというようなことをどこか

で指摘していただきたい。日本でもこれが相当ファッションになってきて、具体的な名前

は言いませんけれども、そういうところに子どもたちの関心が向かっているようですから、
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やはりスローフード、ファストフードということをもう少し具体的に書いていただけると

よろしいのじゃないかなということでございまして、抽象的に言えば健康とか食育とかい

うことになるわけでございますけれども、それだとわかりにくいものですから、その辺の

ことを書いていただければ大変ありがたいと思います。 

○仲宗根委員 こんにちは。沖縄から来ました仲宗根と申します。 

 これまでの委員会を通して、沖縄の水産業の立場から、後継者の育成の問題と水産普及

員等の現場指導員の課題とか、食育やブルーツーリズムの支援、また、沖縄県での新たな

基幹産業ということで、その創出の必要性をお話さしていただきましたけれども、本日改

めて、特殊な沖縄を舞台とした基盤産業の受け皿づくりのお話ができたらと思っておりま

す。 

 まずプロジェクト１の「６次産業化」の件でございますが、かつて沖縄県の経済の要と

しまして、戦前は主にサトウキビを中心とする農業でございました。戦後は少ない農地を

米軍基地に強制接収されたこともありまして、沖縄の第１次産業は衰退の一途をたどって

おります。県内総生産に占める第１次産業の割合は、1970 年の復帰後 7.3％から、2009

年度には 1.8％まで減少しているのが現状でございます。 

 現に、日本国土面積のわずか 0.6％にすぎない沖縄県に、日本に駐留します米軍の占用

施設の約 75％が集中しておりまして、沖縄本島面積の 19％を米軍基地が占めておりまし

て、今後も沖縄県の第１次産業を維持していくためには、６次産業化などの強化による新

産業を見出していかなければならないと思っているところでございます。 

 そして、沖縄振興策としての、皆様ご記憶にあると思いますが、島田懇事業を初めとし

ました基地所在市町村への特別振興予算によるさまざまな事業展開が行われてきましたが、

自立を促すはずの特別振興策が、逆に基地依存、振興予算依存の体質をつくり上げており

まして、一部で軍用地料などの不労所得による自発的失業の問題も実際ございます。飴と

鞭による経済振興策のみでなくて、行政や自治体が民間のやる気を奮い立たせ、動かして

いく仕組みづくりも必要なのではないかと感じております。 

 こうした沖縄の特殊な背景を課題としまして、人間の必要不可欠であります食を初めと

した沖縄の地域資源を大いに活用した農林水産業や観光産業に拍車をかける基盤産業の創

出支援を期待しております。 

 また、プロジェクト３のほうにつながると思っておりますが、沖縄県は、先ほどお話し

ましたとおりアメリカの傘の下、極東 大の基地を有しておりまして、太平洋の要石と呼
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ばれまして、地理的な戦略ポジションを重視されてきております。また、沖縄は、中国を

初めとしました東アジア諸国にとっても、軍事 前線の国境の島でございます。このよう

に各国から注目されている沖縄県だからこそ、国と国との危険性を緩和する緩衝地帯にな

り得るのではないだろうかと私は思っております。 

 また、 近の尖閣諸島沖での中国漁船衝突問題も含めまして、中国側も必死になり、国

境 前線まで水産資源を獲りに来ている事実が実際ございます。また、先ほど政務官から

もお話ありました、食ビジョンには直接関連はございませんが、日本のＴＰＰの参加への

議論も今後ありまして、沖縄県の農業だけでなくて、地域経済にも甚大な影響が心配され

るとも言われておりますので、そういったものも検討していただけたらと思っております。 

 こうした目の前の問題も含めまして、世界で食の奪い合いが本格的に起こってくること

を想定した体制の構築も必要ではないかと思っております。 

 また沖縄県の近くには中国のような大きな食の市場の胃袋もございます。沖縄県が緩衝

地帯になり得ることを認識しまして、米軍基地を逆手に取った発想で平和産業を考えまし

て、東アジア一帯への高いポテンシャルを生かして、食を初め、ほかの産業とリンクしま

した物流、情報、観光としてのハブ拠点に沖縄振興の一環を築き上げられるような、安心

したソフト面での支援を強化していただきたいとも思っております。 

 例えば、有事の際を踏まえまして、沖縄を中心とした日本からアジア一帯までをカバー

できる災害物資備蓄基地、集配センターなどをつくりまして、食品や医療物資の備蓄や国

内外への災害支援チーム派遣の窓口など、食も絡めた平和産業の取り組みなども、沖縄の

位置がうまく活用できるのではないかと思っております。 

 後に、琉球ブランドである沖縄らしさを追求するためには、今回いろいろ皆様でご意

見をちょうだいいたしております食ビジョンの 10 のプロジェクトを、沖縄に合ったもの

を選択しまして、沖縄県の地域をよく知る方々、地元の人が地域の素材を生かした着地型

商品やプログラムをつくる必要があり、沖縄の暮らしや人が観光資源となるまちづくりや

観光メニューを、今回の食のビジョンを通して、よりよいものへ変化を遂げることを期待

しております。 

 以上です。 

○田名部政務官 木内委員。 

○木内委員 千葉から来ました木内といいます。よろしくお願いします。 

 初に３分と言われたので、細かいことは省いて、大枠な意見を言わせていただきます。 
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 １つは、このことをまず実行させるためには、幾つか盲点があると思います。１つは、

食ビジョンをつくったら、生産や産地の状況のビジョン、この産地・生産ビジョンと、ま

たそれを提供する流通・サービスビジョン、これが同時につくられないと、実はこのこと

は実現が難しいのじゃないかというふうに思います。 

 そういう中で、もう１点は、例えばマーケット論です。例えばいろんなところで農商工

連携、先ほど例えば中間の加工のところでも生産性を高めるような投資というような話も

ありましたけれども、私が感じるには、実際今マーケットというのは供給過剰及び、また

サービスの標準化の中でどんどんデフレ化になっているわけです。ここに新たな農商工連

携の仕組みで生産効率を高めて、日本国内マーケットを見てそれを提供していくというの

は極めて安易じゃないかというふうに思っています。 

 逆を返せば、その先に輸出ってありますけれども、例えば日本の農産物の産出額という

のは 8.5 兆円ぐらいです。輸入が６兆円ぐらいです。輸入のうちの４割程度は飼料、餌の

輸入ですから、そういいますと、素材というのは大体 11 兆円ぐらいなんです。１億

2,000 万人の国民が払っている、要は食に関する費用というのは大体 100 兆円あるわけで

す。したがって、素材のその 11 兆円のところに焦点を当てて、輸出するとか輸入すると

かという議論の前に、もし成長ビジョンであれば、100 兆円のところに焦点を当てて、先

ほど来から榊原先生や服部先生が言っているように、日本のスローフードを海外にサービ

ス、事業展開していく、その中で日本の素材をしっかり、要は１つのエビデンスや基準を

もとに提供していくというほうが賢いやり方じゃないかというふうに私は感じております。 

 もう１つは、生産現場の生産のビジョンなんですけれども、ここは消費者に正しく伝わ

ってないと私は思っているのです。というのはどういうことかというと、1960 年代に大

体 600 万戸あった農家が、50 年で現在約 250 万戸になった。しかし生産は伸びているの

です。もっと厳密に言いますと、250 万戸のうちの２割、約 50 万戸弱の農家が、日本の

８兆円の約 80％、要は 6.5 兆円強を生産しているわけです。 

 今、例えば耕作放棄地の増大、または農業者の高齢化と言われていますけれども、私は

現場を担っている立場からいいますと、むしろ 50 万戸農家が主役で、この 50 万戸農家は、

１軒当たりの年間の生産金額になりますと、大体 1,000 万強ぐらいになりますので、これ

じゃ国際的に見ても全然小さいのです。要は、むしろこの 10 倍、20 倍の規模にしていか

なければ、国際社会の中で今消費者が求めるような安心・安全の農産物の提供、また国家

がきちっと担保するような安全保障、有事の際の食料の供給、こういうことがしっかり、



- 33 -

要は産業として農村で生産の体系を守れないのです。そういう意味で言いますと、そうい

うきちっとしたビジョンも、生産・産地の流通ビジョンもしっかりつくらないと、これは

回っていかないというふうに思うのです。 

 時間が来ていますので、 後にもう１つ、基準です。これは本当に、先ほど信川委員が

言われましたけれども、製造の段階ではＧＭＰ、小売りはＧＤＰ、また農業の現場はＧＡ

Ｐという基準があります。これも、農水省であったり関係省庁がきちっと間に立って、こ

れのマッチングを図って、そして初めて、要は生産から消費の段階まで国際的にも通用す

る、また日本国内においてもきちっと安全・安心をセレクトする、消費者に情報を提供す

る、そういう基準の標準化も早急にやるべきだというように思っています。 

 ただ、これらの問題をばらばらに、要はどこから手をつけていいかという問題も多分難

しい問題だと思います。その中で私は、アイデアで言っているのですけれども、やはりこ

れは、世界から観光を呼び込む、または国内の商業であったり生産であったり、いろんな

活性化を図るという意味で、私は世界 大級の、要は東京農業祭というものをやるべきじ

ゃないか。ここに伝統のスローフードや、または先ほど来からある本来の食育、いろんな

食べ方または産業の育成、または技術のマッチング、 後に海外からの観光客の誘導、こ

ういういろんな各界のプロの方々が、農業、食ということをテーマに、自分たちの目的と

する情報発信と、そういうものをしっかりやる世界 大級の東京農業祭というのを、しっ

かり価値として位置づけるということが大切じゃないかというふうに私は感じております。 

 あと、 後、すみません、もう一度 後ですけれども、せっかくこういうことをやった

ら、各省庁が、縦割りだと言われているわけですから、例えばこの食ビジョン、このプラ

ンに対して、これを実行するための各省庁の窓口が一本化されるようなことは 低限行っ

ていただきたいというのが私の感想です。 

 以上です。 

○田名部政務官 ありがとうございました。 

 ここで本部長であります鹿野大臣がご到着をされましたので、一言ご挨拶を賜りたいと

思います。なお、大臣は日程がございますので、ご挨拶の後、すぐに退席をされますこと

をご了解いただきたいと思います。 

 それでは本部長、よろしくお願いいたします。 

○鹿野農林水産大臣 諫早に対する対応等々で、まことに申しわけございません。大変遅

れてまいりまして、恐縮に存じております。 
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 きょうは、「食」に関するところの将来ビジョン検討本部開催に当たりまして、有識者

の皆様方から貴重なご意見をいただいていることに対しまして、本当にありがとうござい

ますと、心から感謝の意を表させていただきたいと思います。当然のことながら、ご意見

を踏まえてとりまとめをさせていただきたいと、こんなふうに思っているところでござい

ます。 

 私も、この立場を与えていただきましてから３カ月でございますけれども、 近改めて

認識をしたことは、「食」と農林水産業というものは一体化不可分の関係にあるというこ

とを、いろんな先生方からも、今日おいでいただいている有識者の方々からもご指導をい

ただきました。 

 すなわち、いかにこれから「食」の分野を、非常に大きな可能性を秘めた「食」を、

大限大きくしていくというような、こういう考え方が成長の１つの新たな形をつくってい

くのではないか。そして同時に、農林水産業のほうは、常に「食」を意識して農林水産業

に勤しんでもらうというようなことが非常に大事なことなんだな、そういう思いの中で農

林水産行政を推進していかなきゃならない、こんな思いをいたしているところでございま

す。 

 そういう意味で、４月以降、貴重なご意見をいただいてまいりましたということは、こ

れからの農林水産業を成長産業化につなげていこうということにおいて、まことに意義の

あることであると、こんなふうに思っておりますので、いろんなご意見を承りましたこと

をまとめさしていただき、各省庁とも連携をさしていただきまして、きょうは官邸から小

川総理補佐官もおいでですけれども、重ねて申しますが、各省庁と連携をさしていただい

て、今後のこの発展につなげてまいりたいと、こんなふうに思っておりますので、引き続

いていろんな面で有識者の方々から格別なるご指導を賜りますことを心からお願いをいた

しまして、感謝の意も含めまして一言ご挨拶をさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。本当にありがとうございます。 

○田名部政務官 どうもありがとうございました。 

 それでは、引き続き皆様からのご意見をいただきたいと思いますが、残り時間もだんだ

ん迫ってまいりましたので、あと 13 分程度でとりまとめに入っていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 浦郷委員どうぞ。そして、次に服部委員もよろしくお願いいたします。 

○浦郷委員 先ほど服部委員さんとか安井委員さんからも給食等のこと、食のしつけ等に
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ついてもお話が出たわけでありますが、今回のビジョンにつきましても、教育への期待と

いうのをあちこちで強く感じるわけで、食については、食育の面で特に教育面の大事さを

痛感しております。 

 ８番の図の中に、乳幼児から年寄りまでのサークルで、要するに生涯食育というイメー

ジを書いていただいているわけですが、前回述べましたように、今、若者のところに私は

非常に不安を抱いております。 

 ただ、そこはおきまして、学校給食は、食育基本法ができ、食育推進計画ができたこと

で、かなり市、町にとっては積極的に推進がなされているというふうに判断をしておりま

す。 

 その中で、この計画を立てようとすると、この各年代に沿った対応が求められるわけで

ありますので、かなり推進がなされてきたというふうに思います。 

 ただ、学校給食も非常にまちまちだなということを 近特に感じております。もう数千

人分の給食をつくるセンターから冷めたものを運ばれて食べるという、これはやはり仕方

ないことかなという気もします。片方では、食料の生産者も、調理をしてくれた人の顔ま

で見えて給食を食べているという状況もございます。 

 その経済的な面だけじゃなくて、子どもたちの人格を形成するという意味で、生きた教

材としての位置づけが学校給食はなされておりますので、それは積極的に生かして、ほか

の面までつなげていきたい。ここでは「社会や理科」とか書いてありますけれども、つな

げていきたいなというふうに思っております。 

 もう１つが、農山漁村交流プロジェクトというのがありますが、これもまた意義あるこ

とだと思っております。やはり体験は不足しているわけであります。 

 ただ、農村と都市という考え方と同時に、例えば農村と漁村、漁村と山村という環境面

でのつながりを含んだ交流というのも、ここは柔軟に対応することが必要であろうという

ふうに考えております。 

 いずれにしても、プログラムの１番、２番、８番を初め、つないでいただく方の必要性、

コーディネートしていただく方の必要性というのを、特にこれまでの議論を通じても強く

感じているところです。 

 以上です。 

○田名部政務官 服部委員にお願いいたします。 

○服部委員 今、農業人口が 260 万ぐらいになってきたのですね。これは 20 年前が大体
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480 万ぐらいありましたから、半分です。そして年齢が 65.8 歳という、これは平均年齢

です。45 年ほど前に 1,434 万人いた農業人口が、現在見ると 260 万になった。漁業人口

が 300 万いたのが 30 万以下です。ですから 10 分の１以下。それで 65 歳以上。あと 10 年

たったらみんな 75 歳以上になるわけです。果たして元気な人が出るのか。若者がこの業

界に入ってくる、そういう道をつくり上げないと、これは国策として絶対必要なことだろ

うと思うのです。 ところが、今の段階で魅力をどこまで感じるかという、そういったも

のに関しての施策がどこまであるのかなという、ちょっと心配をしております。 

 この辺をこれから先、農業人口を減らさない、日本は 45 年ほど前に、農業国家だった

のを工業国家にした。そこで先ほど経済産業省の方はもうお帰りになられたのでしょうけ

れども、当時は経済産業復興のためにということにお金を非常に使われた。非常にそうい

うところにポイントを置いて、国を挙げて輸出産業を伸ばしてきた。リーマンショックで

それが正反対になってしまっているわけですけれども、それでもまだ日本はプラスに持っ

ていかなきゃいけない部分ももちろん産業ではありますけれども、農業を本当に心の底か

らというか、本気で支えようとしたら、相当ここに費用をかけていただかないといけない

だろうな。それといろんな考え方を入れなきゃいけないだろうな。 

 戸別補償というのを先日お答えがありました。戸別補償にしたよというお話がありまし

た。今年度は 5,600 億使われたわけですけれども、来年度はもう予算が 9,717 億希望が出

ているのですね。しかも、小規模農家までは予算が行き渡らない。予算設定してほしい。

果たしてそれだけのお金を賄うだけのことがあるのかどうか。やはり相当そういうところ

に力を入れない限り、若者を早くこの道に導入させるという、そういうものがない限り、

みんな 10 年後にはもう本当にがくがくのお年寄りになってしまうのじゃないか。日本の

国って、果たして 10 年後の見通しまできいているのかというところにちょっと心配があ

りまして、その辺を含めてお考えいただきたい。又、市街化調整区域法を撤廃して自由に

土地を利用出来るようにして、住宅などを建てられるようにして欲しい。 

 あと、農林のほうの林業ですけれども、山とか林とか、そういうものをふやすことによ

って海が栄えるわけですから、その辺をいま一度力を入れていただきたい。この辺が海が

汚れている部分、そして生物が戻ってくるというのは山がなきゃだめ、森がなきゃだめと

いう、その原点をもう一度見直していただきたいと思っております。 

 よろしくお願いします。 

○田名部政務官 それでは渡邊委員で 後でよろしいでしょうか。では、渡邊委員お願い
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します。 

○渡邊委員 先ほど木内委員がおっしゃった産地生産ビジョンと流通ビジョンという考え

方、これはとてもいい形だと思います。私たちも食育で消費者と生産者と供給者が３つ同

じ思いで重ならないとうまくいかない。ですからこれと、言ってみれば消費ビジョンとい

うものをしっかり考えますと、家庭の食事であるとか、スローフードを選ぼうとか、それ

からフードサービスの方への期待も非常に大きいわけです。今、外食産業はとても多くな

っております。ですからこういうことが大事ではないか。 

 それから、身土不二あるいは地産地消という言葉がずっと言われてきましたが、食養の

歴史に中では身土不二という言葉がポピュラーなのですけれども、これは考えてみますと、

昔は歩き回る範囲だけのものが新鮮であった。だけどこれだけ流通が発達してきますと、

少なくとも日本国内で取れたものを日本で消費するのは一応身土不二の範疇で考えてもい

いのではないかと 近思うようになっております。 

 それで、先ほどＴＰＰとの関係がどうかというご意見がありましたが、やはり食の将来

ビジョンが無関係ではあり得ないと私は思っておりまして、少なくとも全体の耕地の３分

の１は都市近郊農家の畑でありますので、畑から取る野菜に関しましては、多分国際競争

力があるであろう。むしろ輸出に安全という意味で産業化して行くかもしれない。 

 それから、問題は米なのでありますが、今、国内消費が多分 70 万トン台になってきて

いるわけですけれども、おいしい米というのは、やはり主食の米の味というのは、海外の

安い米と単純には比較できないですね。ですから日本の消費者がどちらを選ぶのかという

のは、またそのときの問題になってくると思います。 

 いずれにせよ、食というのは本当に生きる基本でありますし、命を食べて自分の命を養

うという、感謝の念とか、そういうものも一緒に広げていけば、日本がつぶれない限りは、

農本主義じゃありませんが、根幹として頑張っていただければと思っております。 

○田名部政務官 長時間にわたりたくさんのご意見をいただきまして、本当にありがとう

ございました。これをもちまして議論を終了させていただきたいと思います。 

 それでは、「「食」に関する将来ビジョン」につきましては、本日お示しをさせていた

だいた案に、きょう皆様からさまざまなご意見をいただきましたので、本日の各委員のご

意見を踏まえて文章の修正で対応できるものはしっかりと修正をさせていただきたいと思

います。また、文章の修正については、各委員の方々にも必要なご確認はさせていただく

ことといたします。ただ、基本的には本日の案をご了解をいただきまして、修正について
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ご一任をいただきたいと存じます。そして、新たな制度、また予算が必要なものに関して

は、今後の課題とさせていただくことにしたいと思いますが、このことでよろしいでしょ

うか。 

 はい。それでは、本日はありがとうございました。皆さんのご意見を踏まえ、しっかり

とこの取組みを実現させてまいりたいと思います。 

 本日の食ビジョンの中の「今後取り組むべき施策の方向」に関連する予算については、

予算の概算決定以降、検討本部を開かず、形式的に修正したいと考えております。 

 私も、前三役からこの食ビジョンを引き継ぎまして、今回とりまとめをさせていただい

たわけなんですけれども、かかわればかかわるほど、中を読めば読むほど、本当にやるべ

きことが多くて、新成長戦略の１つとして捉えたときに、どういうプロジェクトとしてま

とめればいいのか。話していると、もっとこれもあるのじゃないか、もっとこういうこと

があるのじゃないか。さっきご意見があったように、作法の問題もそうですし、教育の問

題もそうですし、医療の問題もそうですし、本当にそれをプロジェクトの中にどう組み込

めるのか、新成長戦略とは別に取り組むべきことなのか、こういう線引きが非常に難しか

ったなと、そんな思いであります。 

 しかしながら、本当に皆さんからの貴重なご意見があったおかげで、本日こうしてまと

めることができました。これがつくられたペーパーだけで終わらないように、まさに食と

いうものがこれからの日本を本当に元気にしていくのだということを信じながら、ぜひと

も実現に向けて頑張ってまいりたいと思います。 

 どうぞ皆様には、引き続きご指導、ご協力をいただきますことを心からお願いを申し上

げまして、本日これにて閉会をさせていただきたいと思います。 

 本当にご協力、ありがとうございました。 

午前１１時５４分 閉会 

 


