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午後２時００分 開会

○永田生産振興推進室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから第２回地産地消推

進検討会を開催させていただきます。

冒頭、お断り申し上げますけれども、ただいま政府全体で地球温暖化防止、省エネルギー推

進ということで軽装を励行させていただいております。この部屋の温度も若干高目になってお

るかと思いますので、どうぞ上着をおとりになっていただきたいと思います。

委員の皆様におかれましては、ご多忙の中、ご出席いただきまして誠にありがとうございま

す。第２回検討会の開催に当たりまして、白須生産局長からごあいさつ申し上げます。

○白須生産局長 生産局長の白須でございます。第２回目の検討会ということで一言ごあいさ

つを申し上げる次第でございます。

委員の皆様方、大変お忙しい中をご参集いただきまして誠にありがとうございます。心から

御礼を申し上げる次第でございます。

前回の検討会は第１回の検討会ということでございまして、当方からは岩永副大臣も出席を

いたしまして、地産地消の全体像でありますとか、あるいは統計的なデータ、我が省の施策と

いったようなことを中心にご説明をさせていただきまして、地産地消の推進の行動計画につき

ましてご議論いただいたというふうに承知をいたしております。この地産地消推進の行動計画

につきましては、５月30日に決定をいたしまして、既にさまざまな取組を始めているといった

段階にあるわけでございます。特に地産地消はご案内のとおりで、地域段階、現場での取組が

最も重要であるというふうに考えておりまして、私どもとしても、地方農政局が中心となりま

して、地産地消の実践的な計画づくりといったものを県、あるいは市町村に働きかけるといっ

たようなことをやっているわけでございます。

また、前回の検討会におきまして、委員の皆様方からはそれぞれの実践的なお取組をご紹介

をいただいたと。あわせまして、一つには地産地消の地域のとらえ方が必ずしも距離の問題だ

けではなくて、コミュニケーションが伴っているということが重要ではないかといったような

ご指摘、あるいはまた地産地消を広げる上での問題点を明らかにして、その解決策を検討する

必要があるのではないかといったご意見、あるいはまた地産地消の事例を活動内容やプレイヤ

ー、あるいは活動範囲といったことによりまして、それぞれパターン化してみてほしいといっ

たようなご意見、さまざまなご意見をいただいたわけでございます。本日は、そういったご意

見にお答えする形で資料を用意させていただいているわけでございます。また、地産地消を進

める上での問題点、その解決策につきましては、実践的に取り組んでおられます委員の皆様方
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からそれぞれお話を伺うことにいたしたいと考えているわけでございます。こういったことを

踏まえまして、地産地消の今後の推進方向につきまして、委員の皆様方からひとつ忌憚のない

ご意見をいただきたいというふうに考えているわけでございます。

そんなことでございますので、ひとつこの第２回も充実したものとなりますよう、お願いを

申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。どうもありがとうございました。

○永田生産振興推進室長 第１回の検討会におきまして、外食関係の委員の追加についてご指

摘をいただいておりました。本日の検討会から、外食関係から新たに１名の委員にご参加いた

だくことになりましたので、ご紹介をさせていただきます。

鎌田武紀委員でございます。

鎌田委員は長崎ちゃんぽんで有名な株式会社リンガーハットの執行役員でございまして、食

材であるキャベツについて産地との意見交換を交える顔の見える関係を構築されながら、全量

を国産で賄うというような取組をなさっておられます。

それから、増田委員、前回ご欠席でございましたが、改めてご紹介をさせていただきます。

増田委員はジャーナリストであるとともに、明治大学の客員教授をなさっておられます。Ｎ

ＨＫに長く勤めておられ、農林水産省の各種委員もご歴任されているということでございます。

なお、本日は青森の田中委員がちょうど今サクランボの収穫の真っ盛りだということで残念

ながら欠席ということでございます。

お手元にお配りしております資料でございますが、もし不足等がございましたら事務局の方

にお申しつけください。

それでは、これ以降の議事の進行を座長にお願いをいたしたいと思います。よろしくお願い

します。

○永木座長 座長の永木でございます。きょう２回目ということになりますけれども、先ほど

白須局長のごあいさつにありましたように、ここにおそろいの委員の方々はどなたもまさに地

産地消を実践しておられる方々、経験豊かな方々がおそろいかと思います。地産地消というの

は地域でどういうふうにみずから行動を起こしていくかということだと思いますので、いろい

ろとご見識を伺いたいというふうに思います。

今、室長からご紹介いただきましたように、きょうは鎌田委員に新たに加わっていただきま

した。鎌田委員も外食の方からということで、新たに心強い思いをいたします。いろいろとご

意見を頂戴したいと思っております。

それから、増田委員には今日初めて出ていただきました。またこれからどうぞよろしくお願
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いいたします。

本日の会議は16時30分までということで、大きくは２つ議題が用意されてございます。これ

を見ますと、２番目の議題は地産地消の推進方向ということですから、これから本来のこの委

員会の仕事であります推進方向ということに向けて、頭をそちらに収斂させていく努力をこれ

から少しずつ積み重ねていきたいということでございますので、改めてよろしくお願いいたし

ます。

それで、最初の議題は地産地消の現状と課題ということでございます。

地産地消の課題をある程度明確化し、今後の推進方向の検討の際の手がかりにしていただく

ということでございます。本日、各委員から実際のご経験の中での課題とその解決方法をご報

告いただくということになっております。

まずは、初めに現状の部分について、事務局からご説明をお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。

○永田生産振興推進室長 それでは、資料の２をごらんいただきたいと思います。地産地消の

現状と課題の最初の部分、現状の部分をまず説明をさせていただきます。

表紙をめくっていただきまして、１ページ目でございます。

地産地消の意味、地産地消のとらえ方ということでございます。

地産地消、もともとは地域で生産されたものを地域で消費をするということでございまして、

住んでいる地域になるべく近いところでとれたものを食べるということを基本とした活動でご

ざいます。輸送コスト、あるいは鮮度ということを考えれば、近ければ近いほどいいというこ

とだというふうに思います。

新たな食料・農業・農村基本計画では、これに生産サイドは地域の消費者ニーズに合った生

産を行うという側面も加えておりまして、地域の消費者ニーズに即応した農業生産、これが生

産された農産物を地域で消費をしようと、そういう活動を通じて農業者と消費者を結びつける

取組であり、消費者が生産者と顔が見え、話ができる関係で地域の農産物、食品を購入する機

会を提供するというふうに位置づけております。

それから、前回、蓮尾委員からご指摘がございましたように、地産地消は既に地域で自発的

に盛り上がりを見せてきた活動、多様な側面を持っておりまして、固定的、画一的なものでは

なく、柔軟性、多様性を持った地域の創意工夫を生かしたものとなることが必要。それから、

秋岡委員ほか多くの委員からご指摘をいただきましたが、顔が見え、話ができるといったコミ

ュニケーションを伴う農産物の行き来の中で、生産から消費がつながる活動、必ずしも距離が
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近いということだけではない、むしろ離れていてもコミュニケーションが伴えば地産地消と言

えるのではないかというような話がございました。代表的な活動といたしましては、産地直売

所、学校給食、観光、あるいは量販店、外食などへの地場農産物の利用というようなことが挙

げられるかと思います。

この下の図は、野見山委員が前回言われた高校野球の応援に見立てた地産地消をイメージし

ております。近ければ近いほどいいということでございますけれども、同じ市町村、地域に、

自分の求めるものがなければ、あればそこから調達しますけれども、もしなければ、より近い

ところというと同じ県内、それでもなければ同じ地方ブロック、最終的にはさらに広い範囲か

ら調達するということで、割と柔軟なとらえ方で地産地消を表現したものでございます。

２ページ目をお願いいたします。地産地消の類型でございます。

これは近ければ近いほどいいという意味で距離、それから秋岡委員やほかの多くの委員から

ご指摘をいただいたコミュニケーションの濃密さ、この距離とコミュニケーションというもの

で大ざっぱに類型化を試みたものでございます。

地産地消は多様でございますけれども、その内容を類型化してみると、言葉の意味からも農

産物や食品が生産された場所と、それを食する場所の距離をなるべく短くしようというもので

あるので、距離の長短で一つの分類が可能ではないかということが１つ。それから、もう一つ

は地産地消は距離の概念だけではなくて、極力顔が見える関係を形成しようとするものであり

まして、従来型の大量販売と比較して、よりコミュニケーションを濃密に行おうとするもので

はないかというもう一つの視点。この２つの視点から、距離が近いか遠いか、あるいはコミュ

ニケーションの濃密さの程度が濃いか薄いかということで、ごくごく大ざっぱにそれぞれの取

組を位置づけてみたものです。これはあくまで一般的な分類でございまして、実際には個々の

活動によって多様であろうかと思います。

例えば、産地直売所をとってみても、まさに庭先で販売するようなものから、道の駅のよう

なかなり広域なところで売っているようなもの、それからコミュニケーションが薄い無人直売

所のようなものから、顔が見える非常に濃密なコミュニケーションを伴うというものまでござ

いますので、必ずしもこれですべて終わらせるわけではなく、あくまで一般的な分類だという

ことでございます。

３ページ目は、今申し上げたことをイメージとして図にあらわしております。コミュニケー

ションという座標軸、あるいは距離という座標軸でそれぞれの取組をあらわしたものでござい

ます。



- 5 -

４ページ目は地産地消の活動内容による分類でございます。

地産地消を活動内容で分類いたしますと、まず販売・普及活動と交流活動、物の流れを伴う、

売り買いを伴う販売・普及活動、それから心の交流といいますか、そういう関係者の交流活動、

販売普及活動はさらに実際に物が動くという販売・物流活動とそれに付随する情報活動という

のものに分けます。実際に物が動くというものをさらにそれぞれの取組ごとに直売所、量販店、

学校給食、福祉施設、観光、外食・中食事業、加工関係、その他と大きくこの10の分類をして

おります。これらの活動にはさらに活動の主体、秋岡委員のおっしゃるプレイヤーによりまし

て生産者、実需者、消費者、行政、また活動の範囲によりまして市町村内、市町村とその周辺

地域内、それから県内、県域を越えた地方ブロック、こういうふうに細分化がされるというふ

うに考えております。

活動主体、生産者と申しましても、個々の生産者から生産者のグループ、あるいはＪＡ、も

っと行くと経済連、かなりいろいろなタイプがありますし、それから女性が中心になっておら

れるタイプ、あるいは男性が中心になっておられるタイプ、さまざまあるわけでございますが、

ここでは大きくこの４つに分けております。実需者も、量販店もあれば外食もあれば観光もあ

ればということでございます。消費者も、消費者団体、あるいは生協、いろいろあると思いま

す。行政も、市町村、県、国、いろいろ分かれるわけですが、ここではなるべく明快に示すた

めに大きくくくっております。

活動の範囲、市町村内と申しましても、これも今は広域合併が進んでおりますので、例えば

本当に庭先から同じ集落、それから旧町村といいますか、それから合併前の町村、合併後の町

村というふうになりますとかなりさまざまあるわけですけれども、ここでは大きく４つにざく

っと区分をしております。これだけでも10通り掛ける４通り掛ける４通りということで、理屈

の上では160通りの分類があるわけでございますけれども、中にはないものもございます。

５ページ以降に具体的に事例を今申し上げた区分によって分けております。

１つ目は直売所、活動内容としては直売所、活動主体、プレイヤーとしては生産者、あるい

は行政、活動範囲としては市町村の中、市町村とその周辺、ブロック、あるいは市町村、こう

いうようなことで分けております。

直売所、これは全部ご説明するわけにいきませんので、代表的なものだけご説明しますけれ

ども、例えば一番最初の江戸川区の例で申しますと、これは活動内容としては直売所というこ

とでございます。コミュニケーションの程度としては恐らく結構常連さんもいるということで、

中くらいかなという感じです。
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生産者でございますけれども、活動主体、プレイヤーは生産者で、この場では生産者のグル

ープ、活動範囲は市町村、ここでは江戸川区という区内が中心のところであります。実際の内

容は江戸川農産物直売会というのが江戸川区の中で栽培された野菜などを消費者に直売をして

いるという、そういう取組でございます。

６ページ目は、今度は量販店の例を挙げております。

活動内容としては量販店、活動主体、プレイヤーとしては生産者ですが、当然これは量販店

ですので、相手があるわけでございます。相手はここでは市内の大型スーパーということでご

ざいます。活動範囲としては、基本的には市町村の範囲が中心ということでございます。実際

の内容はＪＡ熊本市が市内の大型スーパーに新鮮な地場野菜コーナーを設けているというよう

なことでございます。

それから、学校給食では、これは活動主体としては、実需者が中心になっている場合、ある

いは行政が中心になっておる場合があります。

それから、７ページ目は今度は福祉施設の例がございます。

活動主体はここでは実は病院が主体でございます。ＪＡがやっている病院でございますので、

生産者がＪＡとは言えないこともないと思いますが、ここでは病院ということですので、実需

者というふうに整理をしております。活動範囲は市町村とその周辺、実際の活動は病院の中で

地元農産物を使った病院食をやっているというものでございます。

それから、観光の事例でございます。実需者がみずからやっている。活動範囲としては市町

村、これは国民宿舎で地元のものを提供するというものでございます。

８ページ目をお願いいたします。

次の例は外食の例です。

活動主体は生産者、活動範囲は市町村、ここでは生産者の中でもＪＡ、しかも女性が中心に

なって、レストランをやっているというものでございます。

その次には中食の例を挙げております。ＪＡがやっているというものです。ＪＡがお弁当を

つくっているということです。

９ページ目でございます。

次は加工関係の例を挙げております。

活動主体は生産者、活動範囲は市町村ということで、ＪＡさが東部の女性が、地元の特産品

を使った加工品をつくっているというものでございます。

その他といたしましては、農業体験のようなものをオーナー制度、あるいは小学校でそばの
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体験学習をやるとか、そういう例を挙げております。

10ページ目、今度は情報、今までのは物流を伴っているものですが、今度は情報活動という

ことで、行政が主体になって市町村の範囲でパンフレットの配布などの情報活動という例、そ

れから交流活動では生産者が中心になって、これもＪＡの女性部ですけれども中心になって、

菜の花祭りというような交流活動をやっている例、ここに挙げておりますのは、私どもの農林

水産省の統計部が集めた事例をベースに整理をしております。まだまだそんなに数は多くない

んですけれども、実は私どもはこれから大きく調査をかけて、こういうような類型化も念頭に

入れながら、大々的に情報を集め、地産地消の事例を集め、それをデータベース化をしていっ

て、関係者に提供していこうというようなことも考えております。

11ページは、都道府県・地方農政局の地産地消の取組でございます。

ここでは後ろの方にＡ３判の大きな折り畳んだものがあるかと思いますが、これが実際今回

各地方農政局や都道府県がどのような取組を今やっているかというようなことを集めました。

これも当然地方農政局なり都道府県にフィードバックしようとするわけでございますけれども、

11ページではその中の特に農政局につきまして、どんなことをやっているかということを簡単

にイメージとしてまとめております。それぞれの農政局でそれぞれの体制をつくり、地産地消

に関する取組を始めているということでございます。

このようにして並べてみると、自分たちの県、あるいは自分たちの農政局の位置づけがよく

わかり、例えば隣の県ではこんなこともやっているというようなことも出てくれば、またそれ

が刺激になって新たな運動につながっていくのではないかと、そういう期待もしているところ

でございます。

以上が現状のご説明でございます。

○永木座長 ありがとうございました。

ただいま推進室長から現状ということについて、資料２についてご説明をいただきました。

１つは１ページ目から地産地消の意味ということでございました。ここでは、甲子園の野球に

出場するようなもので、そういう概念で考えてみたというようなことでございます。

それから、２ページ目は地産地消ですから、これは地域にしっかり腰を据えたということで

言えば距離の近いところからということで、一つの軸に距離を置いてみる。

それから、２つ目は、これは前回秋岡委員からご指摘いただきましたものでございますけれ

ども、大体皆さんの総意でもあったと思うんですけれども、コミュニケーションを大事にしな

きゃいけないということで、コミュニケーションというもう一つの軸を置いていただいて、そ
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れを縦軸、横軸に置いて、現在のいろいろな形で存在する地産地消を開示してもらったという

のが３であり、さらに４であります。そして、その後は事例を一つずつご提示していただいた

ということであったわけです。地産地消を我々はこれから語っていくについて、ある程度コン

セプトを持っておかなきゃいけないなということで、こういう形で大変わかりやすく事務局に

に整理していただいて、少しばかりこれにお時間をちょうだいしてご議論をいただきたいと。

何かこの資料２の今の室長の説明について、ご意見ございますでしょうか。

３ページのところでは、距離とコミュニケーションということでしたけれども、４ページの

ところでは、ここでは３ページと重なればちょっと難しいから書かれてないんですけれども、

主体、プレイヤーと言うんでしょうか、そういうプレイヤーが入ってきた。それを５ページ以

下の類型では、地域とプレイヤーが縦軸、横軸に置いたものとしというようなことで考えてい

ただいてもいいんじゃないかと思います。

私は距離と言ったときに、多分１ページのこういう品物をそろえるという意味では、１の形

の広がりが出てくるだろうなと思いますけれども、地産地消の精神からいくと、今までは売り

場が大都会といいましょうか、産地からずっと離れたところにあったのをできるだけ地場に引

きつけたと、生産地区に引きつけたということであろうかと。また、後でいろいろとその地産

地消のメリットは何だろうという形の議論をさせていただきたいと思っております。そういう

ところが出発点になっているというご理解でよろしいでしょうか。

特にございませんか。

それでは、今のところは前回の第１回の委員会での討議に基づいて事務局に整理させていた

だいたということで、こういうコンセプトが私たちの描いている地産地消だというようなとこ

ろでは当面共通の理解を持たせていただきたいと思います。

それでは、次に今度は実際の現場で取り組まれておられる各委員の先生方の貴重な体験につ

いて、取組そのものは前回にご紹介いただいています。今回は特にご自分で直面した課題とか

問題、それから対策、そういうものを中心に１人５分以内に、ここから順番にお話ししていた

だくんですけれども。５分でも結構な時間になりますので、気持ちの上では４分ぐらい、そう

しますと５分ぐらいでちょうどいいところがあると思いますので、気持ち４分ぐらいでお話を

ご紹介をいただけませんでしょうか。

最初に、事務局の方から見本をお話ししてくださるということなんですが、田中委員が今日

ご欠席なものですから、田中委員にかわって事務局の方からお話を聞かせていただきたい。お

願いします。
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○永田生産振興推進室長 先ほど申し上げましたように、田中委員は今ちょうどサクランボの

収穫の真っ盛りということで、今日はご欠席でございます。あらかじめ田中委員の方からお話

を伺っておりますので、これらを簡単にご紹介させていただきたいと思います。

資料３でございます。

取組の概要につきましては、前回既にご紹介いただいておりますけれども、名川チェリーセ

ンターで女性ばかり100人で直売所を運営し、年間３億円弱を売り上げておられると、100種類

以上を販売しておられるということでございます。

直面した課題をお伺いしたところ、表示の問題、これが一番大きいというふうなお話でござ

いました。扱っている農産物や加工している材料がどの範疇まで、どの範囲まで地産地消とい

うふうにとらえて表示してもよいのかということがなかなか難しい問題だというお話でござい

ました。

山菜や加工品の材料の一部に名川町だけではなくて、隣の町でとれたものを使っておられる

ということで、これ全部が町内産ではないので、それらを地場産と表示していいのかどうかと

いうようなことがなかなか難しい問題だというのが、それはどういうふうに表示をすればいい

のかということが難しい問題だというふうなお話でございました。県で言うとすべて青森県に

なってしまうんですが、青森県産と言ってしまったときに、ちょっと地場産という売りがなく

なってしまうんじゃないかと、かといって、地場産と書いたときに、名川町産でないものを地

場産と書けるのかということがご心配だというお話でございました。

その解決方法としては、例えば地場産であることを示す認証シールのような仕組みをつくっ

ていただければありがたいと。実際、今も生産者の情報そのものは表示をしているということ

でございますが、それプラス地場産であることを、一定の地場産というのをここまでは地場産

というふうに決めて、それを地場産であることを示す認証シールというようなものを用いて、

それで表示ができるような仕組みができればいいなというような話でございました。

それから、地産地消に関する提案ということでございますが、直接に関連するのかどうかは

あれですけれども、地場農産物の安全・安心に関する情報を消費者に伝えるためにも、農薬や

肥料の取り扱い方法についてわかりやすい形で伝達すべきではないかということで、これは一

昨年ですか、例の無登録の農薬問題がございました。それに関連して、いろいろとお困りにな

った点があるということで、そういうのをできるだけわかりやすく、できるだけ速やかにそう

いう情報を自分たちも知りたい。それを消費者に伝えていきたいというお話でございました。

大変簡単でございますが、以上のようなご提案でございました。
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○永木座長 ありがとうございました。

もしも簡単なご質問があればいただいてもいいんですが、後で全体的なお話をさせていただ

くとして、よろしいですか。

よろしいようであれば順番に、２ページ目をお開きいただき、吉田委員にお願いいたします。

この順番でお願いいたします。

○吉田委員 私は５年前からＪＡの直売所ができまして、そこに野菜を出荷、それから４年前

から量販店のスーパーに委託出荷をしております。それから、学校給食はもう６年になるんで

すけれどもやっております。ちょっと資料には市場出荷はしないと書いてあるんですけれども、

どうしても野菜が多くとれてしまったとき、どうしても売れ残ってしまいそうなときには、早

目に市場へ多少出荷します。それから、販売方法も委託がほとんど中心で、一部のスーパーさ

んに関しては買い取りをしていただいております。これはちょっと市場価格より若干安目でや

っていただいております。

出荷品目としては、今ですと大根、キャベツ、ニンジン、タマネギだとかキュウリ、そのほ

かジャガイモだとか、そういう自分のところで生産しているだけですね。それを学校給食だと

か、そういうところに出荷して、スーパーさんだとか直売所にはなければすぐストップをかけ

ちゃうんですが、当たり前のことなんですけれども出荷はしないんですけれども、学校給食に

関しては、１カ月ごと単位で発注がされてくるんですけれども、お互いにというか、学校の栄

養士さんとのお話し合いのもとで、どうしても足りないときなどは作物がなくなってしまった

ときにはすぐ来週の中ぐらいになくなりそうですからということ言って、うちの方からの出荷

をとめて、また学校さんの出入りの業者だとか、そういうところから買い求めていただくよう

にしております。あとエコファーマーの認定をもらいましたので、それをスーパーだとか直売

所の袋には全部シールを張って、名前とその認定番号のついたものを張って出荷しております。

それから、直面した課題なんですけれども、虫食いがあるというのはたまにあります。なる

べく農薬を使わないようなつくり方をしていますので、その辺はお客さんにご理解いただいて、

最低限の農薬を使っていますということをきちんと説明しております。それから、大根にすが

入っているとか、そういうのは多少目をつぶっていただいたり、それはきちっと直売所の職員

さんに説明していただいております。あと曲がったキュウリは商品じゃないんじゃないかとい

うときもあるんですけれども、天候で左右されるため、食べられますよということで、値段は

格安にして販売しております。

それから、夏場にどうしても直売所だとか、そういうところで言われるんですけれども、レ
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タスだとか、地元でとれるものじゃないものをどうしても要望されるんです。そういうときに

ちょっと困ってしまうなというときがありますので、こういうのはできれば産地間というんで

すか、よそのＪＡさんだとか、そういうところで何かいい方法で取り扱いができないものかと

いうことで、直売所の方々と常に話をしております。クレームは大体直売所だとかスーパーさ

んの方に入るんですけれども、最終的には生産者の方にも流していただいております。

それから、地産地消に関する提案なんですけれども、私も若い方に入るのかちょっとわから

ないんですけれども、農業や農産物についての知識だとか実態を学生さんにきちんと教えてほ

しいなと思います。特に旬の野菜、今は何が旬なのかというのがほとんど皆さんわからない状

態なんです。昨日も学生さんが見えたんですけれども、調べてこられて結構よく知っていたん

ですけれども、日本列島は南の方が暖かく、南からだんだん野菜がとれて、北の方に桜前線と

同じようにとれていくんだよというのを教えてほしいなと、若い奥さん方もよく知らない。い

つでも何でも買えるんじゃないか、夏の野菜が冬でも買えるような今は時代ですから、いつが

旬でいつがおいしいんだよというのがほとんどわからない状態でいますので、そういうのを地

産地消の中で教えて、または常日ごろ教えていただきたいなという経緯もあります。

それから、学校給食における農産物の導入というのは、とりあえず学校さんと農家と言った

らあれなんですけれども、生産者が話し合う場がないという状況なんです。たまたま私はＰＴ

Ａをやっていたもので、学校の校長先生、栄養士さんだとか、そういう方々と話し合いができ

たもとで出荷をするようになったんですけれども、ご近所に農家がであるんだけれども学校に

来ていただけない。または学校が農家にどういうふうに言っていいかという、何か一歩引いち

ゃっているようなお互いにあれがあると思うんですけれども、それをうまく農協さんだとか、

役所の方々に仲介をしていただければ、仲人役をやっていただければ学校給食などは結構入る

んじゃないかなと思います。

以上です。

○永木座長 貴重なお話ありがとうございました。

それでは、続けて米倉委員。

○米倉委員 私たちは昭和59年ぐらいから産直をやっているんですが、当初はグループで無農

薬野菜づくりをして、そして生協さんとの交流が始まっていくんですが、その生協さんとの取

組の中で、非常に無農薬野菜に感激されまして、そして店舗にコーナーを設けていただいたり、

お野菜ボックスに発展して、そして宅配をするようになるんです。生協さんとの交流会の中で、

すごく野菜についていろいろな農産物についてのＰＲをしてまいりました。それで、調理例と
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いうのはもちろんですけれども、大根とか白菜とか頭から根まで丸ごと食べるにはどうして食

べたらいいかと、その活用法とか、保存の方法とか、そんなのを説明しながら、そしてまた生

産者の方のつくる苦労を寸劇にして、そして交流会に持って回ったりとか、そういうふうない

ろいろなことをやりながら、それが口コミで認められて、そして量販店への出店もするように

なるんです。それで、今５店舗ほど量販店に毎日コーナーを設けてもらって、その中に出して

おります。それで、その店舗にもそれぞれ担当を配置しまして、そしてお互いに生産者と消費

者の方とのコミュニケーションを図るために一応対応をしております。

そんなでやってきましたけれども、自分たちで一生懸命愛情込めてつくったものを地域外の

人ばかりに提供するんじゃなくて、地域の方たちにも提供してもらおうというところで大きな

直売所をつくらせてもらったんです。そして、今はその直売所の中で、生産者のつくられた過

程を訴えようというところで、それぞれの生産者の気持ちを伝えるために、自分は水のきれい

なところでつくりましたとか、夫婦仲よく愛情込めてつくりましたとか、孫も一緒につくりま

したとか、そういうふうな顔写真入りのメッセージをはがき大のをそれぞれの野菜につけたり

とか、それから珍しい野菜とか、食べ方のわからないものについては調理例なり、名前から栄

養的なものまでシールにして野菜につけております。

そんなして今はすごく理解してもらって、すごく増えてきたんですけれども、消費者の方も

なかなか理解が得にくいというところもあって、無農薬は欲しいけれども、虫食いとか曲がっ

たのは嫌いだと、そこの辺のアンバランスといいますか、それが一つと。それから、消費者の

方も価格に非常に左右されやすいというのが一つの非常に悩みの種です。私たちは、年間を通

して安定した価格で供給をしたいと思っているんですが、なかなか市況が安いと売れない、高

くなると売れると、そういうふうな感じで非常に今困っております。

それで、まず解決方法としてここに書いておりますけれども、非常に理解をしてもらうため

にいろいろな交流会もやっております。それで、消費者を招いて「食と農の集い」とか、それ

から「イモ掘り体験交流」とか、そんなのをしながらやっているんですが、そのときだけで終

わる、それがなかなか続かないんです。だから、それを根気強くやらなくてはいけないという

ことも思っております。それから、今は低農薬栽培の認定地はもう極力とってもらうように今

説明はしております。

それで、地産地消に関する提案ということですが、先日の山口県の例のように、生産者と流

通、加工関係者、消費者、行政などの関係機関が一体となって地産地消を進めていくとなおス

ムーズに進むんではないかというふうなことも思います。
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それから、学校給食、それから地元の飲食店なんかにすごく提供したいと思うんですが、な

かなか学校給食にしましても、調理器具が全部機械化されまして、機械に合うようなサイズの

野菜を求められるところもありまして、非常に難しいところもあります。それから、価格の面

もございます。そんなこんなで、そこら辺の少し解決も必要じゃないかということを思います。

それから、今まですごくどこでも交流なり、地産地消なりやられていると思うんですが、な

かなか広まっていかない、伸びていかないということには、要因もありましょうけれども、こ

れは一つの運動として繰り返し、繰り返しやっていかないとなかなか広がっていかないんじゃ

ないかというところも思います。それには、それを引っ張っていくリーダー的な人材も必要じ

ゃないかというふうに思います。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

ただいまお二人の委員からは生産者側のプレイヤーとしてお話しいただきましたけれども、

今度、北村委員は量販店になりますでしょうか。お願いします。

○北村委員 私は量販店の方のバイヤーをやっておるわけなんですが、全国に量販店は各社い

ろいろとあるんですが、地産地消というところでは各社それぞれ社内的に取組をして推進して

います。私はユニーという会社にいますが、私どもの会社というのは中京地区、関東地区、北

陸、静岡と４地区の方で展開していまして、私は関東の方に所属しておりますので、関東の私

がやっている取組の部分と課題と解決方法ということをちょっとお話しさせていただきたいな

と思います。

実際のところ私どもの仕入れのルートとしまして、各市場から商品を入れるといった部分の

ところが主体でやっております。関東でも店舗展開で35店舗ほどありまして、集中していると

いうよりも神奈川、群馬、埼玉、茨城、それから千葉と、新潟も一部あるんですけれども、関

東の中で点在して店舗の展開をしております。店舗の展開をしている近い市場のところから荷

物を入れるという部分で市場の方も７つほど使わさせていただいております。

こちらの概要というところにも書いてあるんですが、近隣というよりもまず県内の野菜とい

った部分のところで、例えば群馬のお店でありますと、群馬の県内の野菜が要は出るときには

そちらを主力で販売するよといったところで、写真をお配りしたと思うんですが、ちょっと見

ていただければわかりやすいかなと思うんですけれども、近郊野菜コーナーといったところで、

こちらは群馬の館林というお店の方なんですが、そちらのお店の方で近隣の産地板倉と館林の

野菜を店舗の方で近郊野菜という形で消費者にアピールしながら販売をしているという実際の
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売り場の写真でございます。ポップの方も群馬県産ということではなく、もっとより細かい、

群馬板倉産という農協さんのところまで表示をして、地元の消費者の方にアピールをして販売

しているというこちらの写真でございます。

それと、あともう一つは店舗展開している本当にごく近隣の農家さんから、朝とった商品を

お昼過ぎに店舗の方へ持ってきていただくと。それで、朝どりの野菜ですよといった形でお店

の方の一角にコーナーを設けまして、お客様の方に販売をしていると。やはりお客様の方も当

然当日とれたものが鮮度のいいうちにおいしく食べられれば、それは一番いいことじゃないか

なと思っていますので、県内の野菜を販売するといった部分と、よりもっと近い、範囲の狭い

といったところの農家さんの野菜も一緒になって販売をしているというのが展開の例でござい

ます。

それで、品物をもらってＰＯＰで生産者の顔を見せて販売する、要は写真ですとか活字だけ

のアピールになってしまいますので、ＪＡさん、それから市場関係者の荷受けさんだとか、仲

売りさんの協力も得まして、例えばＪＡフェアで旬のときに、本当においしいときに、この品

物はこれだけおいしいんだよといった形で店頭の方でＪＡさんとあとは直接農家さんに店舗の

方に来ていただいて、試食宣伝活動をしているという部分です。

先ほども米倉さんもお話しありましたけれども、生産者が直接消費者に接して、いろいろな

生の情報を聞けるという部分に関しては、地産地消の考え方の中にもあると思うんですけれど

も、より生産者と消費者を結びつけるといった部分では、本当に距離が詰まったことが我々の

店先の店舗の中でも展開できるんではないかなというふうなことがありますので、協力を得な

がら、毎回、毎回できるというものじゃありませんので、年に何回か、そこの旬の物が本当に

おいしいんだよといった部分で消費者にアピールする時期に、そういった試食宣伝の方を提案

させていただいて推進しているということでございます。

そういった取り組んでいる中で課題といたしましては、農作物は南から北に流れますので、

１年間本当にそこの地域で全部何でもかんでもつくれるのとかというと、そういったわけでも

ないものですから、そこの地域でできるだけ長い期間、農作物を販売する部分で、実は売りた

いときに品物はないよというのは一番の課題でありまして、売りたいときにより長い期間、地

元でできた商品を販売するかといったところで、解決方法といたしまして、私どもと生産者と

のコミュニケーションがものすごい大事ではないかなと。それで、情報の交換もあるんですが、

消費者のニーズに応じたものをそこの地元の部分のところで生産者の方につくっていただけれ

ば、できているうちはそこの場所で販売できるよという部分がありますので、こまめに生産者
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の方といろいろとお話をして、この時期にこういったものがつくれないのかだとか、もうちょ

っと長い期間栽培ができないかとか、そういったお話を常にコミュニケーションとしてとりな

がら、より長い期間そのものをつくってもらうという部分で話し合いをして解決をしていると

いう部分でございます。

結局、生産者の方も生産意欲が出ないですと、物をつくるという思いというのがなかなかわ

いてこないよというところもありますので、実際安定した出荷量、私どもとしましては、安定

した数量が欲しいという思いがありますので、そこら辺のところも生産者と我々が販売したい

量というところで、量的な部分のところでもきちっとお話をして、余計に出たときには、それ

は頑張って私どもは売りますよと。当然出たときにこの数しか要らないので、ほかの分は要り

ませんよとなれば、あとの商品はどこに行っちゃうのという部分がありますので、直接生産者

の人たちとお話する場である程度の数は、この数私どもとしてはいただきたいんです。それに

あわせて数量をこれぐらい栽培しますよと。作物ですから、天気がよければどんどん出来ちゃ

うということはありますので、計画した数よりも数量が出た場合には、それは私どもが販売す

るといった部分でお話をして、出荷量をいただいているという部分で解決をしていますという

ところでございます。

あと地産地消に関する提案ということなんですが、先ほど店頭の方をやっていますよという

部分で、私ども消費者の方には宣伝という形ではやっているんですけれども、１年じゅう通し

て毎日そういうことができるというふうでもないものですから、販売というか、物が本当に今

の旬の時期、今がおいしいんですかとか、その一つのものが大根でもそうですね。どうやって

やったら１本食べれるだろうと。当然、今の時期ですと大根１本だと本当に１本使うのに何日

かかっちゃうのというぐらい、どうやって食べたら１本消費できるのかなという部分があるん

ですけれども、そういった部分のこのものをこういう食べ方、ああいう食べ方、いろいろな食

べ方をできますよと。そうすれば何とおりの調理方法というのも出てくるものですから、例え

ば、今大根を言いましてけれども、大根１本４日かけて食べるところ２日で食べてしまえば、

それはまた消費の拡大につながるんではないかなということが思っていますので、そこら辺の

ところ、例えばホームページなんかでもそういった商品の調理方法の部分を提案をするだとか、

今が一番これはおいしいんだよというような消費者へのアピール、宣伝というのもいろいろな

やり方もあると思うんですけれども、一度ちょっと考えていただきたいなという部分が提案と

いう形でございます。

以上でございます。
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○永木座長 どうもありがとうございました。

それでは、次に高鷲委員からお願いいたします。

○高鷲委員 私の取組は、学校給食における取組ということになります。お手元に用意してい

ただいた資料をごらんいただきながら説明をさせていただきたいと思います。

先日、農林水産省の方から電話での聞き取り調査がございまして、私の至らない説明にもか

かわらず、このような立派な資料をつくっていただいて感謝しております。

私どものまず概略、第１回目のときもお話したんですけれども、埼玉県における学校給食で

60万人に対しての仕事だというふうなことを申し上げました。

１つは学校給食で使う品物の供給、その供給は県の教育委員会、県の農林部、それからＪＡ

グループさん、そういう横のつながり等、協力があって実施されている。そして、約40品目を

供給しておりますということを申し上げました。さらに、私どもが用意したそうした食材を市

町村の学校給食で栄養士さんが積極的に献立に取り入れてくれる、こういうようなことが加わ

っていくのかなと。私どもの立場としましては、生産者とちょうど消費者の間に立って、調整、

コーディネートしているような立場になるんじゃないかというふうに思っております。

また、私どもの仕事はそうした物資の供給ともう一つ実はそうした献立を作成している栄養

士さんが献立を立てる際、県産の農産物を使った献立はこういう調理がありますと、そうした

講習会とか、あるいはＰＴＡの方を対象とした同じような調理講習、それから学校給食での地

産地消の取組の説明、そうした仕事もあわせて行っております。

ここで一つ私の説明が至らなくておわびをさせていただきたいんですけれども、本県の学校

給食費は１人当たり１カ月小学生「3,000円」というふうに書いてありますけれども「3,700

円」というふうに訂正をしていただきたいと存じます。そのような取組の概要があります。

そして、直面している課題なんですが、学校給食で使っている米飯、それから大豆等の市場

価格へ連動ということで大変高騰をいたしました。お米については15年産、それから大豆につ

いては16年産の大豆が大変高騰しております。そのための悩みがあるということであります。

例えば、お米について言いますと、給食費が3,700円、中学生が4,400円でございまして、こ

の給食費が米が上がったからといってすぐに変えられるというふうな仕組みではないというこ

とから、米の価格が上がった年には米飯給食を減らそうか、給食自体を減らそうか、それから

給食のほかのおかずも減らしていこう、そういうような市町村の動きがありました。そうした

ことに対して、これは解決方法にもなるんですけれども、私どもで過去の仕事の中から積み立

ててきた積立金を取り崩して、価格を圧縮して供給した結果、米飯給食もほぼ同じような回数
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で推移できたというふうな事情があります。

それから、課題としましては、給食で使う材料を農家の方からいただきたいんですけれども、

どうしても今市場出荷の方へ向いていると。私どもへの提供が今のところ品薄になっている、

そのような課題もあります。

それから、もう一つ食材を加工するとき近くで加工したいというふうに考えているんですけ

れども、国内ですけれども、かなり遠くへ持っていって加工しているのもあるということから、

ぜひ県内で加工する施設が欲しいなというふうに考えております。

それから、解決方法ですけれども、そうした米については取組を行いました。それから、大

豆についても、経営努力等で私の方で大豆製品、みそ、しょうゆ、それから冷凍豆腐、納豆に

ついての価格補てんも今年度していく予定でございます。

それから、新たな施設の導入というふうにここでは書かせていただいておりますけれども、

これは私どもが給食を供給しているパン、麺、あるいは米飯をつくってもらう工場の施設が老

朽化してきております。ご承知のとおり、米飯給食は昭和51年に導入されまして、そのときに

は国の農林水産省さんからの補助金がありました。それが大分低下をしておりまして、今後、

また継続的に米飯給食を推進していくためには、どうしてもそうした施設の老朽化に対する対

応が必要になってくるんじゃないかなというふうに考えております。

それから、地産地消に対する提案なんですけれども、これは先ほど前の委員さんからも出て

おりますけれども、幅広い横の連絡が必要だと。それから、一時的な取組ではなく、ぜひ末永

く自給率を高めるための目標がありますけれども、それが終わってもさらに続けていっていた

だきたい。

それから、地産地消に対しては、農林水産省を始めとするいろいろな省庁の方がソフト、ハ

ード面でぜひ強力な支援をしていただきたい。これはお願いでございます。

最近、この委員会でも攻めの農政というふうにもおっしゃっていましたけれども、時には守

りも忘れずに、ぜひ末永く、こうした地産地消の取組を続けて継続していただきたいというふ

うに考えております。

以上です。

○永木座長 高鷲委員、どうもありがとうございました。

そうしましたら、次は萩原委員、お願いいたします。

○萩原委員 萩原でございます。

私は旅館業ということで温泉旅館を経営しているわけなんですけれども、温泉旅館というの
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は大体日本全国山の中が多いんじゃないのかなというふうに思います。ということは周りに田

んぼや畑が多いので、周りに農産物をおつくりになっている方は非常に多い地域が多いんじゃ

ないのかなというふうに思っています。

観光でお見えになるお客様に対して、地元の食材を提供するというのは、おもてなしの基本

中の基本だというふうに思っておりますので、これは私だけの考えではないと思いますが、お

もてなしの基本中の基本ですので、全国のほとんどありとあらゆる温泉旅館の皆様は地元の食

材を一生懸命使うようにはしているというのは、まず間違いないことだろうというふうに思っ

ております。

そんな中で、もちろん地元の食材は当然量の多い、少ないはあろうかとは思いますけれども、

それとは別として、私たちの地元なんですけれども、せっかく地元に一生懸命農業をなさって

いる、しかも若手の皆さんがいらっしゃるということで、地元の魅力をアップするために私た

ちは地元の農業後継者の皆さんと協力をして、宿泊の皆様を対象とした幾つかのイベントを過

去開催してきました。

細かいことはこちらに書いてあるとおりなんですが、毎年、毎年いろいろな試行錯誤を繰り

返しながら、本当に失敗したこともありました。まあまあうまくいったかなというときもあり

ましたけれども、いろいろと試行錯誤をしてきております。ここに書いてあるとおりでござい

ますが、一番最近の例としては、ついこの間なんですが、地元のそば組合さんともまた協力を

いたしまして、ただ単にそばを食べるのは最終的なところなんですが、その前の段階として、

そばの種まきからお客様にぜひしていただきたいなということで、旅館の組合側の私たちと農

業後継者の皆さんで畑の耕しから始めて、それでお客様に種をまいていただいて、それから収

穫をして、そこからがよくあるそば打ち体験として、また食べてもらう体験というんでしょう

か、食べてもらうところまでやっていただこうかなということで、大きなイベントを今年の９

月に実は考えております。

それから、こちらに書いてあるとおりなんですけれども、私が最近ちょっと気になったこと

なんですが、農業後継者の皆さんのある人と大変こういったことで親しくなったわけなんです

が、その彼は大変大根をたくさんつくっておられるんですね。大部分は非常に大変な量をつく

っているので、大きなトラックで主に東京の方面に大量に出荷をされているんですけれども、

いわゆる無農薬でつくらなければいけないということで、規格に合わない曲がったものだとか、

虫食いだとか、それから二股に割れていて、足を組んだみたいにこんなふうになっていて非常

にセクシーな大根ですとか、そういうのは一切出荷できないということで、処分に困って、ど
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うしたらいいのかということで電話をいただいて、つまりいただきに行くわけなんですが、じ

ゃ、もらいに行きますということで、軽トラに本当に１台ないし２台ぐらいの量をいただける

んですが、当然忙しくてとか、行けないということになると捨ててしまうんだそうですね。捨

てるしかないと、ただ捨てる手間ももったいないんで、本当は取りに来てもらえる方がありが

たいということなんで、私たちもそういったコネで今まで仲よくやってきているので、どうに

かして助けてあげたいという気持ちがあるものですから、軽トラを持っていきまして、積み込

んでいただいてくるんですが、もちろんただでいただけるので、私たち青年部員が老神温泉は

19軒ほど旅館があるんですが、どうにかして各旅館に配り歩いて、どうにか使ってくれとした

りとか、あとは私も自分の家に持って帰ってきたのは、お車でいらっしゃったお客様に帰りが

けにトランクにぜひ地元の大根ですのでどうか持って帰ってくださいということで、こんなに

形が悪くて、虫食いで、農家の方が出荷できないんだそうですよということで、本当にもった

いないことですねと、こんなに鮮度がいいのに残念ですね、もったいないですね、ということ

を本当にしきりにおっしゃっていました。この段階では、非常に私としてはサービスで使えた

り、ただで大根をいただけたりしているのでいいんですけれども、つくっている側の方からい

たしますと本当に気の毒でしようがないということで、どうにかしてあげる方法はないのかな

というふうにつくづく思いました。

先ほどユニーの北村さんがおっしゃっていますけれども、例えばユニーの北村さんところが

トラックで乗りつけて持っていっていただけたらどんなに良いのかなというふうに思うんです

けれども、何しろ虫が食っていたり、形が悪かったりという理由だけで出荷できなくて、無農

薬ということですので、余計そういうものは手間がかかって無駄が出てしまうということで、

非常にもったいないなということを思っております。ぜひ一番最後の方に提案というところに

も申し上げましたけれども、そういった支援をどういう形でもいいんですけれども、何か支援

をしていただけるような助成制度を拡充していただければ本当にありがたいなというふうに思

っております。

私の方からは以上でございます。

○永木座長 ありがとうございました。

では、次に鎌田委員、お願いいたします。

○鎌田委員 初めまして、リンガーハットの鎌田と申します。

私が今日発表する内容は、キャベツに限ってお話しをさせていただきます。

全体で農産物となると３万トンなんですけれども、キャベツが年間約5,000トン国産を使わ
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せていただいております。なぜそうなったかということで、先ほど野見山先生の最初の方、な

じみというんですか、当然創業した当初は近くの八百屋さんであるとか、そこから買っていた

わけですが、量が増えていくに従っていろいろなことが問題として起こりました。

外食は１年間を通じて安定した品質と量と価格をどうしても追求するものですから、ある市

場でそこに１トンしか入ってこないのに、我々が５トン欲しいとかいう要求を出すと当然値段

がはね上がってしまうということで、80年代に入って各産地との契約栽培を模索してスタート

したのが90年ということで、今全国で約12カ所を年間リレーをさせていただいておるというこ

とです。

店舗としては、長崎ちゃんぽんをやっている「リンガーハット 、これが約400店、それから」

とんかつをやっている「浜勝」という店が約100店あります。その中で、地産地消と直接我々

の取組がかかわるかどうかわかりませんけれども、１年間を通じて我々が販売する量に応じて

生産計画を立てていただきながら、当然１年中同じ場所でというわけにはいかないので、我々

はどこで各産地をつなぎ直すかとか、もしくは天災等でとれない時期にどうそれをカバーする

かということで、私どもは各生産者の方からいただいたキャベツは佐賀県と福岡県、それから

関東地区では静岡県に工場を置いておりまして、ここに全量が毎日入ってくる。そこで 「リ、

ンガーハット」もしく「浜勝」の使う規格に合わせたカットをやって店舗に毎日配送するとい

う仕組みをとっておりますので、当然例えば関東地区の野菜の産地がちょっと天候の異変で量

が少ないよというときには、それを補うことをやらなくちゃいけないんですが、我々もどの生

産者の方へ幾ら欲しいよというのはもちろん年間でお願いしていますので、どこかの地域がピ

ンチになると、例えば九州から運賃をかけて静岡まで運んできて、お客様に対しては当然ホー

ムページ等で紹介をしていますので、お客様を裏切るわけにはいきませんので、そのものを使

うというやり方をしています。

当然、夏場になると高冷地の野菜になって、この時期が一番我々が苦労するんですけれども、

今は距離のハンディはあるんですけれども、北海道にも産地契約をさせていただいて、ここか

らいざという場合には関東はもちろん、九州まで運んでいただくというように、年間をどうや

ってカバーするかということで取り組ませていただいています。各生産者の方々とは、当然収

穫をするシーズンには担当者は同じ産地を２度か３度訪問させていただいて、どういうふうに

翌月以降、我々は３カ月先までどうしても生育状況とかのチェックしておりますので、産地を

視察をさせていただいております。

コミュニケーションのとり方としては、年に２度全国の生産者の皆様に集まっていただいて、
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当然我々もお願いしたいことがたくさんありますし、生産者の方にも我々は要求されることが

ありますので、なるべくある地域の限定の話じゃなくて、例えば北海道の人も茨城まで来てい

ただいて、そこでみんなで話をしようということを続けております。その中で、翌年に例えば

５月のゴールデンウィークが始まるころにはちょっと今年はピンチで減らしましたねと、じゃ

Ｂという産地の方に来年少し早目に出荷をしていただけますかと、そういう準備をしてくださ

いというのを早目にやらなければいけませんので、そういうことはやらせていただいておりま

す。

一番困る問題は天災が起きたときに、特に昨年みたいなことになると、九州から関東地区の

どこの産地も一斉に被害があったというときに、我々も量を確保することも困りますし、生産

者の方は量が出せないという問題があって、これが我々は今17年間で取り組んできて一番の毎

年のテーマになっております。

そこで、このテーマをいただいたときに私が思ったのは、地産地消に関する提案というとこ

ろで、どういうことかなと思ったんですが、簡単に言えば日本の農家とか、農業の方をどうや

って元気づけるか、もしくは活性化していくかということじゃないかなというふうに思います。

私も全国の農家の方なんかにお邪魔する機会が多いんですけれども、元気にやっておられる方、

意欲的に取り組まれている方もおられますし、中には高齢化で後継者がいないとかということ

で、せっかく十数年続けてきたけれども、もうそろそろ私も潮時ですよというお話をお聞きし

ます。

そうすると、その後の田畑が荒れていく姿を想像すると、我々がそれにどうやって支援でき

るのかというのが身に詰まされて思うわけです。私どもも当然営利企業ですから、海外からも

たくさんの農産物を買っていて、年間のコストを安定させたりとかという取組もやっています

けれども、日本の農業が我々がもしお手伝いできることがあって活性化していって、私が思う

に農業というか、食料の自給率が年々落ちてきているのを肌で感じますので、これをどうやっ

て引き上げるかということに、農林水産省の方々にも支援をする策を当然考えておられると思

うんですけれども、我々もお手伝いできることがあれば我々としてもやっていきたいと思うし、

たくさん取り組んでおられる企業とか団体の方がおられると思うんですけれども、そのことが

我々の商売をしていく上でお役に立てることがあれば一番いいかなと思っております。

ちょっと長くなりましたけれども。

○永木座長 鎌田委員、ありがとうございました。

それでは、次のページはこれは小浜ということですから、中田委員かと思いますけれども、
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お願いいたします。

○中田委員 最初に少し取組についてお話しさせていただいてから、３分少々の映像を見てい

ただき、その後に私が苦労した点、工夫した点をお話しさせていただきます。

前回のときもお話しさせていただきましたが、福井県小浜市は平成13年に全国で初めての

「食のまちづくり条例」を制定しまして 「食」を核にしたまちづくりを進めております。そ、

して、私は２年前に社会人採用で食育担当として小浜に参りました。今日は食育事業が地産地

消の推進に結びつくという事例を２つ、ご紹介したいと思います。

まず、１つ目ですが、地場産学校給食推進事業についてです。市内には小学校が14校ありま

す。平成14年に４校を地場産学校給食実践モデル校に指定しました。そして、これが平成16年

には９校にふえました。現在、高いところでは約80％の地場率を達成しています。１週間の中

で、パンの日が２日あるにもかかわらず80％という高い地場産の食材を使う学校給食が実現し

ています。

この事業が、現在円滑に進んでいる理由には、地域公民館制度という珍しい仕組みが大きく

関係しています。その地域公民館制度について、少しお話しします。小浜には「地区」と呼ば

れるコミュニティーが小学校区単位で形成されていまして、それが12地区あります。そして小

学校の敷地の中、あるいは近隣に公民館や集会所が必ずあるんですね。この公民館というのが

小学校とその学区内の生産者との仲立ちをする役目を、担ってくださっているわけです。

つまり、学校とその生産者との間に公民館の方々が入ってくださって、学校給食に必要な農

作物（海産物）がどのくらい校区内で生産（漁獲）されたものでまかなえるのかを、毎月調整

してくださるのです。モデル校の指定地区では、公民館が中心となり、地場産学校給食連絡協

議会を設置して、栄養士、調理師、生産者が話し合う環境を整えました。また、食材を提供し

てくださる農家の方々を頻繁に学校にお呼びして、給食感謝祭とか、ゲストティーチャーとか、

または児童たちが実際に畑、現場などに見学に行くといった、まさに顔の見える関係というの

を積極的につくろうとしてきました。

これらの取組を通して、子供たちが地元の野菜についてものすごく認識が高くなったという

効果もあるのですが、それ以外にも、いろいろな効果が見られます。作ってくださる農家の方

は、ほとんどが今までは自分の家庭で食べる分だけを、作っておられたご高齢の方々なんです

けれど、この事業への協力がきっかけとなり、もう一回子供たちのために、学校のために、も

っともっと安全安心な作物を作ってあげたいという思いになられ、再び積極的に野菜をつくり

始めてくださるようになったのです。生産量も増えてお忙しくなられたのですが、いきいきと
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して頑張ってくださっています。

そして、２つ目ですが、前回も少しお話させていただきましたが、小浜市は地産地消ととも

に 「食育」を食のまちづくりの重要な柱としておりす。人は、生を受けたときから老いてい、

くまで生涯にわたり 「食」によってはぐくまれるという考えのもと 「生涯食育」を推進して、 、

おります。そして、中でも感受性が強く、味覚形成には大変重要な時期である幼児期の食育事

業に、とても力を入れています。

「キッズ・キッチン」というこの事業は、普通のよくある子供料理教室などと比べると、か

なり目的や内容が違います。全体で２時間の授業の前半部分を、地元の食材に興味を持ち、親

しみ、魅力を感じてもらうためにたっぷり使います。特に地元の特産野菜に指定されているも

のにつきましては、その魅力や特徴をいろいろな方法を使って、子供たちの五感に働きかけて

いきます。徹底的に子供たちが地場産野菜に夢中になる仕掛けをたくさんつくって、アプロー

チしていき 「食」や「食材」への興味がピークになった時点で、お料理を始めていくという、

スタイルをとっています。

それと、もう一つの特徴として、幼児は保護者と一緒に参加しますが、保護者は一切補助を

せずに、後ろに座り、子供達を見守ることに徹してもらいます。子供達に、安全面での注意を

約束し、しっかりと調理の仕方を教えたら、後は信頼して任せるのです。子供だけで全ての調

理をさせるのです。そのことによって、子供たちは今まで感じたことのなかったような達成感

とか満足感、自分はこんなにできるんだというような自信を、思いっきり味わうことができる

のです。

こういった取組をすることによって、いろいろな効果が出てきました。もちろん小さな子供

たちの好き嫌いがなくなったとか、今まで以上にたくさん食べるようになったとか、予想して

いた効果が出てきたんですけれども、それ以外に最初は想定していなかった効果も出てきまし

た。

それはどういうことかといいますと、参加した子供たちが家庭に帰って 「キッズ・キッチ、

ン」で得た大きな満足感や地元の野菜の魅力を、親に一生懸命説明をしてくれるのです。

そして 「キッズ・キッチン」で経験したことと、同じことを同じ材料でやりたがり、親の、

手を引いて 「谷田部ネギ（小浜の特産野菜）を買いに行こうよ 「小浜の甘いキャベツを買い、 」

に行こうよ」と、地場産野菜を買いに行きます。そうすることによって、家庭の食卓には、地

元野菜による献立が並び、会話がはずみます。子供たちは家に帰って、家族や友達や先生に、

料理の楽しさや、地元の食材のすばらしさを広めてくれる役割をかなり担ってくれているので
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す。

「キッズ・キッチン」というこの事業の人気とともに、地場産野菜の家庭における消費率も上

がってきました。こういったことから、地域での地産地消とか、食育とか、そういう目に見え

ない物の推進とか理念を普及する場合に、子供たちの役割というのがものすごく大きいなとい

うことを感じています。

資料につけております図１、図２は、今、２つ事例をお話しさせていただいた内容を図でわ

かりやすく紹介しています。

図１では、地域公民館制度、つまり学区内の公民館が、その校区の中の生産者と学校の仲立

ちをして、地場産学校給食のコーディネートをしてくれるということを、わかりやすく示して

います。

図２では、行政が一生懸命小さい子供たちに地産地消や食の大切さを働きかけることによっ

て、家庭において、子供から大人に地産地消の理念が浸透してきたという仕組みを表していま

す。

それではDVDを持ってきましたので、この「キッズ・キッチン」という子供たちが地元の野

菜を使って一生懸命お料理をしている姿を少し見ていただきたいと思います。

（ビデオ上映）

○中田委員 いかがでしょうか。今ここで体験した子は、確実に家に帰って同じことを同じ

ものを使ってやろうとしてくれます。親も子供が言うのだったら、じゃそうしましょうと、一

緒にお買い物に行って、何々というネギを買って、何々というキャベツを買って、家でもやっ

てみようねということが継続して行われるようになってきました。

私の苦労した点なんですけれども、私はずっと民間企業におりまして、２年前に小浜市の職

員になったわけなんですけれども 「食のまちづくり」という目に見えないものを市民の方に、

理解してもらうのが一番難しかったといいますか、苦労しました。今ではかなり成果が出てき

たんですけれども、２年前は「食のまちづくり、一体それは何？」感じでした。市民の方々は

すぐに効果が目に見えて、それも経済的な効果がはっきりと見えるようなイメージのまちづく

りでないとなかなか賛同してくださらない。食育とか地産地消が大事ですよと言っても、なか

なか熱い思いを持って、事業にも参画していただけないのです。

それと、もう一つ苦労したのは、行政に何かこんなことをやりたいんですと私が提案しても、

「予算がないから難しい」とか、簡単に却下されてしまうんですね。予算がないから、人手が
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ないから、時間がないから････そんなことを言っていたら何も始まらないんです。私は熱意を

持って社会人採用で小浜市に来たので、何か今までの経験を役に立てて、行政でも頑張ってや

っていきたいと思っていたんですが、今お話したようなやりにくい環境は、小浜でも少しあっ

たように思います。

そしたら、じゃ、どうしたらいいのか。モデルケースをつくろうと考えました。うまくいく

モデルケースを一つつくって、それで「ほら、こんなに教育効果があるんですよ、精神的な満

足感が得られるでしょう。こんなに経済的な効果もありますよ 」というのを見せれば、後は。

うまくいくのではないかと思いました。

今では地場産学校給食も、それぞれの地区が競争するような形で、とてもうまく回ってきて

ます。これも、最初一つの地区でモデル的にやってみて、そこがうまくいくと他の地域もじゃ、

やってみようか、ということになり、それがどんどんどんどん広がっていったように思います。

今、見ていただきました幼児の「キッズ・キッチン」もかなり思い切ったことです。

子供に何でそんなわざわざお料理をさせるのか、刃物を持たせていいのか、料理人を育てるん

だったらもう少し上の年齢が対象だとか、いろいろ意見もいただきました。けれど、これはお

料理教室ではない、教育事業ですよ、そして、効果は料理を上達する以外にも、たくさんある

んですよというようなことをわかってもらいたくて、最初は一般公募で希望者だけを対象に実

施し、大勢の目の前で子供達への効果をありありと見せて、理解していただきました。自分の

力でものを作り上げることの喜びを感じた子供達は、２時間の中でもずいぶん自分に自信をつ

けて、逞しくなります。地元の野菜に魅せられ、お料理が大好きになって、家に帰っても今ま

でより少し成長した姿を見せてくれます。そのような子供の姿を、大人達に見せることで、多

くの賛同をいただきました。

何かしようと思ったとき、何か成果を出そうと思ったとき、いろいろな障害が出てくると思い

ますが、お金がなくても、人がいなくても、時間がなくてもできる方法は必ずあるといます。

成果がよくわかるモデルケースをつくり、たくさんの人に賛同してもらい、そして協力を得て、

広めていくことが成功の秘訣だったかなと思います。

今では 「キッズ・キッチン」を企画運営する「食育サポーター」という市民ボランティア、

組織も出来て、年間４０回以上の実施が可能になりました。また、京都や大阪など、遠いとこ

ろからわざわざ「キッズ・キッチン」を受講するために、家族づれで小浜に来てくださる方も

増えて、交通や観光の面での経済効果も出てきているという状況です。

○永木座長 中田委員、どうもありがとうございました。
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いろいろ資料の準備をしていただきましてありがとうございました。

最後は佐藤委員でしょうか。

佐藤委員、お願いいたします。

○佐藤委員 佐藤です。第１回目の検討会の内容を受けまして、若干整理整とんをしてみまし

た。１枚物で配付しております。

まず、１点目は地産地消をどうとらえるのかということなんですが、先ほどから多数の方の

発言にもありましたんですけれども、とらえ方としてどういうふうに考えればいいのかという

ことなんですが、多様なアプローチを持っていると。だから、一つの型にはめるのじゃないで

すよということが言えるんではないか。しかし、ある面そのことが地産地消の実際の現場での

状況をファジーにしているということも逆の面で表れていくではないかというふうに思ってい

ます。地産地消の概念について、距離とか時間とか、さまざまな意見がございましたけれども、

私自身は生活領域と言いますか、そういったところを一つの核になるんではないかなというふ

うに思っています。

地産地消でよく直売所なんかで言われることは、商品がそろわないとか、そういうふうに言

われるわけですけれども、一番地産地消で生活領域を基本にするのならば、品ぞろえという概

念よりも、そこの地域で農産物がとれないときは農産物がないんですよということを言えるか

どうかが勝負の分かれ目になるんじゃないかなというふうに思っています。農産物がそこにな

いんですよということは、教育しないんじゃなくて、ないんですよということをきちっと言っ

た後に他の地域の国内産を提供するといいますか、そういう二段構えが要るんじゃないかなと

いうのが一つです。

もう一つは、農家の方に聞いてみますと、今まで農産物が共販体制を基本にして実は仕組ま

れておるわけです。単品の大量生産といいますか、単品の農産物を集荷をしていく。共販へ流

していく。こういう仕組みになっておりますから、自然とそこでは害虫問題も実は出てくるわ

けで、農薬を少なくするということになれば、多品種で自然に害虫を駆除するというサイクル

の品物ですか、農産物をつくっていくということも含めて今後考えていかないと難しいんでは

ないかなということで、品ぞろえというのは、単に品ぞろえをする、あるいはないんですよと

いうことでなくて、次の農産物の種類も検討し、農薬の問題にも全てリンクしているというこ

とを整理整とんして認識すべきじゃないかなというふうに思っています。

それから、現実の問題として、直売所をＪＡグループも幾つか運営しておりますけれども、

今一番の悩みはＪＡがやればやるほど、直売所が大きくなればなるほど、直売所という本質的
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な問題が薄れてくるという現実が実はあるわけです。年間の売り上げが３億、５億になります

と、どうしてもそこで１カ所で生活必需品を間に合わせてしまうといいますか、そういう状況

が出てきまして、ニーズに合わせて対応すればするほど、直売所の本質的なものが少し薄らい

でいってしまう。そうすると、今後どういうふうな形で理念を守るのかという仕組みづくりが

必要になってきているのが実態でございます。

それから、直売所の中に加工品等々も売られておるわけですけれども、加工品の原産地表示

の問題が実はあるわけなんです。単品で加工品の場合はいいんですけれども、ミックス型です

ね、原料をミックスされる場合には、主要な農産物の表示はあるんですけれども、すべての表

示になってないということも実はあるわけです。そういったふうに、加工品について原産地表

示をこれからどういうふうにしていくのか、あるいは最終加工所とその原料との関係、そうい

った関係も含めて少し整理整とんが要るのかなというふうに思っております。これは現実の課

題でございます。

将来的にどういう方向でやっていくのかということを３点目に整理しておりますが、一番問

題なのは、個別の取組が今全国で進んでおりまして、意識が高くなってきているというのは事

実です。しかし、現実的には個人の自己満足といいますか、そういった領域をまだまだ出てい

ないという部分は多く見られます。それはシステム的にそういうふうにそれを支えるといいま

すか、お互いの情報がリンクするという仕組みがないばっかしにそういう状況があるんではな

いかなというふうに思っていまして、ネットワークをどういうふうにつくるのかという問題と、

そしてそのネットワークをお守りする、お世話する、そういうコーディネーターの仕組みをど

うつくるのかということが緊急の課題ではないかなというふうに思っております。その担い手

を行政がやるのか、あるいは民間の事業者がやるのか、あるいは我々ＪＡグループがやるのか、

いろいろな形があると思いますけれども、私は地域によってそれは形態は多様であっていいん

じゃないかなというふうに思っています。

今、行政の方なんかのすばらしい報告がありましたけれども、ああいった形を全国の自治体

でとれるかというと、私が知っている限りではなかなか難しいんじゃないか。そうすると、全

国の自治体でとれるところはとっていただいて、民間活力といいますか、民間ができるところ

はやっていくというシステムが必要じゃないかなというふうに思っています。

それから、食育と地産地消の関係、連携の問題は、先ほど論議がずっとありましたけれども、

全くそのとおりで、我々は食農教育と言っていますけれども、生命についてどういうふうに教

えていくのかということが一番基本になるんではないか。そうすれば、当然地産地消との問題
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がリンクしてきますから、セットで少し考えていくべきじゃないかというふうに思っています。

以上です。

○永木座長 佐藤委員、どうもありがとうございました。

それぞれ地域でご活躍をなさっている委員の方々から、ただいまは今抱えている課題、それ

からそれをどういうふうにして解決を図っていこうとしているのかということ、そして今後の

展望を含めたところの提案というようなことをいただいた。９名の委員の方からお話しを聞き

ましたけれども、本当によくぞこれほどやっておられるということですし、真剣に取り組んで

おられる中でどなたからも非常に示唆を得たというふうに思います。

本来ですと、事務局からいただいたスケジュールは、３時50分に議論も含めて討論を含めて

終えていただくというようなことになっていたんですけれども、今は時計を見ましたらもう３

時50分ですので、少し時間をいただいて、この９名の方以外の方からも少しご意見をいただく

なり、実際にやっておられる方からもご意見をいただくなりということをちょっとしたいと思

います。

先に私が勝手にしゃべるのは余りよくないんですけれども、ちょっと申し上げさせていただ

くと、今全体を通してなんですが、１つは今日最初の室長のお話にもありましたけれども、仕

掛けるための人がいると。その人は主体というのはコーディネーターみたいなものであったり、

あるいは指導者というリーダーという、そういう人であったり、いろいろしますし、それから

今の小浜の場合ですと公民館というような案ですけれども、どうもディレクター役の人とプレ

イヤーというのがそれぞれ役割があるのかなというようなことがちょっと私は思ったんですけ

れども、どこにもそういう役割はそれぞれ分担があろうかと、そんな話を聞かせていただきた

いと思います。

それから、もう一つはこれはコミュニケーションの話というのは前回から出ている話ですけ

れども、いろいろな形でイベントをやったり、今お話があった食育、あるいは食農教育という

んですか、そういういろいろな取組があって、地産地消というのは、何か地域に根づかせるた

めの子供に向けてであったり、あるいは一般地域の社会の視点であったりとか、そういういろ

いろな働きかけをその中で主体がいろいろと取組をやっておられたというところがお話の中か

ら聞けたんじゃないかと思います。

ただ、その取組の中ですらですけれども、消費者は消費者、生産者は生産者といった、そこ

に立場の違いがあると。消費者は価格を見ている、あるいは見ばえのいいものというようなも

のが求められているというお話があったと。生産者の方から見ると、安定継続性というような
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ことを求めて、あるいは付加価値ということを求めてやっておられる。それが今度また地域と

して見れば、そこにもう少し経済性を超えたもの、地域の活性化ですとか、あるいはいろいろ

なものが、あるいは子供の健全な成長ですとか、あるいは本当に地域主義といいましょうか、

お互いが地域を支え合っていこうと、その中から農業活力を活性化しようと、元気づけようと

いうのがこの鎌田委員の話だったと思います。そういうものにつながっていくんだろうと。

要するにいろいろなパターンがあって、いろいろな目的があって、一言にはくくれないとい

うのが地産地消だというようなことが今ここでむしろわからせていただいたというようなこと

かと思うんですけれども、少しご意見をいただけませんでしょうか。

はい、どうぞ。

○蓮尾委員 非常に参考になる事例ですので、具体的でたくさんそこここでなされているんだ

なということを実感させられたんですけれども、私は今月の12日に私どもの会で毎年継続して

続けている保育園学校給食セミナーというのを毎年やっているんですけれども、そこの中に３

つの分科会を設けまして、その一つに地産地消で学校給食を進めていくという分科会を持ちま

して、そこで報告されたことの中でちょっと非常に心に残っているのを２点ほどご紹介させて

いただきたいと思うんですけれども、１つは横浜の例なんですが、なぜ学校給食というものを

位置づけて、私どもの会で活動を続けているかというのは、教育的な意味が学校給食にはある

ということと、子供たちのこれからの健康をどう守っていくかという意味での学校給食の存在

というのは非常に大きいというのは、長年の経験の中で実感をしております。家庭の食事が非

常に崩壊してきて、学校給食で曲がりなりにも子供たちの健康が維持されているという例が非

常に多くあるということで、やはり学校給食に地産地消を位置づけるというのはとても大きな

意味があるんではないかなと思います。

その中の一つの報告の横浜の例なんですけれども、初めは地元の農産物を学校給食にという

ことで、地域の方たちの力も得ながら、初め１校から始まったのが今は５年間で300校に広が

っているという例なんですが、そこの中で非常に子供たちのためにという一つの思いだけで支

えられてきた問題、それから学校給食の中での調理員さんの子供たちのためにということで、

地場の野菜というのを先ほども機械化されて、機械に合った規格の野菜が求められるというお

話がありましたけれども、調理員さんの、それから栄養士さん、学校の先生も含めた協力がな

いととても難しいという問題が具体的には含んでいます。そこの中で、大変大きな問題として

私も受けとめたんですが、学校が夏休みとか長期にわたるお休みのとき、その間の野菜という

のは学校に入れられないということで、それを生産者レベルのところで大変な苦労をしてさば
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いているという問題ですね。

それから、学校給食に取り入れている中で、そのような苦労を調理師さんレベルと生産者の

ところで消化してしまって、あとのところにその苦労が余り伝わってないという問題が非常に

大きいのではないかと思いまして、それを学校の例えば父兄の方たちとか、地域の方たちにも

っと知らしめていく中でお互いの共通問題として解決していくということがなされないと、今

までは５年間で、勢いで走ってきたんですけれども、これから長く続けていくというときに、

そういった問題が子供の健康を守り、教育的な意味もある学校給食ということの中で、ただ使

命感だけに処理されて、具体的な問題を生産者が負い、それから調理師さん、栄養士さんたち

のところが負っているというだけではいけない時期に入ってきたんじゃないかなと思いますの

で、そういったところというのは埼玉県など、県レベルで大きくやっていらっしゃるところは

どういうふうに解決しているのか。

それから、私はそのとき提案したんですけれども、親たちがもう少し理解すれば、例えば夏

休みには青空市みたいなものを開いて、親たちが生産者の野菜をお互いに必要なものでもある

わけですから、家庭に子供たちがいるわけで、そこでどうやって支援をしたり、処理をしたり

することができるのかということをみんなで消費者も考えないと、ある人たちだけの努力では

済まされない問題としてきちっとこれもやっていかないと続かない問題ではないかということ

を感じました。子供たちも地域の野菜を食べるということで、ほかの野菜と比べると味がいい

とか、肉が全く違うとかということで、残渣が非常に減ってきているというのが具体的に見ら

れるそうですので、おいしいのであれば親たちも喜ぶはずですから、親たちにその間で処理さ

れる大変さを伝えるということをこれから大きな課題としていくべきではないかということを

私は申し上げたんですけれども。

それから、もう一つの例が長野の市会議員の方がお見えになっていて、ある市なんですけれ

ども、年間に３回ほど地域食材の日というのを設けて、学校給食に１食60円を補助していると

いうことなんですね。地域食材を使うと、先ほども価格の問題でいろいろ出されていましたけ

れども、わずか60円、わずか年３回かということじゃなくて、市が子供たちの学校給食に地元

の野菜を取り入れるということで、地域食材の日というのを設けて行うというのは、これは大

変なことだと思うんです。たかがで済まされない、市が協力しているという、そのことをいろ

いろなそこに参加した人たちに年に１回でもいいから、まず親たちもそういうことを申し入れ

をして、子供の健康と食、味覚を育てる問題、それから日本の農業はどう必要なものかという

のは子供の時期からすり込んでいかないと、これは尻すぼみになっていくだろうと思いますの



- 31 -

で、そういったこともできるところからみんなでやってくということで受けとめたらどうだろ

うかということを申し上げたんですけれども、そういった例もありますので、地方の報告をさ

せていただきました。

○永木座長 貴重なご意見ありがとうございました。

ほかにご意見ございませんでしょうか。

○高鷲委員 先ほど蓮尾委員さんから話のあった学校給食は大変重要であるという話の中で、

私は学校給食の仕事をしているので、まさに身の引き締まる思いなんけれども、埼玉県では蓮

尾委員さんのおっしゃられた取組の一つとして、県レベルで取組しているんですけれども、相

対ではなくて、いろいろな立場の人が横の連携をとりながらそれをやらないといけないなとい

うふうに思っています。

我々は食材を提供するきには、当然安全で安心なものをお届けすると。そして、それを子供

たちに食べてもらうときには、そこにコミュニケーションをつけてあげるということが必要で、

これは学校の先生方の仕事になるというふうに思います。そのためにいろいろな活動をしてお

ります。県産農産物のリーフレットもそうですし、それから栄養士さんに対する調理講習会も

そうですし、それからＰＴＡの方を対象とした講習会もやらせていただいている。そういうよ

うな取組をして、物を届けるのと一緒にコミュニケーションも届けるような、そういう両面か

らの取組が必要じゃないかなというふうに思っております。

それと、食育ということが出てきましたけれども、ご承知のとおり、先ほど６月10日に食育

基本法が成立をいたしました。そのことで、今後地産地消との関係がもっと色濃く出てくるの

かなと思っております。その食育基本法の国会での審議の中で、特に学校給食における地産地

消の取組は食育にとって有効なんだよというお話がありまして、その中で都道府県の学校給食

会は頑張れというようなお話もいただいたというふうにお聞きしております。

そこで、この食育と地産地消を進める上でということで、これは全国の学校給食会からのご

要望ということで幾つかお願いをさせていただきたいというふうに思うんですけれども、まず

一つは学校給食で使うお米、それから小麦、大豆、これはそれをもとにして自給率を上げよう

というような計画もあるようですけれども、給食で食べる子供たちにそうした楽しい習慣をつ

くるためにも、ぜひ米の価格を安定させていただきたい。市場価格に連動するというのは、過

去のいろいろな取組の反省の上から、今そういう制度になっているんでしょうけれども、学校

給食についての米、それから麦、大豆については、何らかの措置をとって価格の安定をしてい

ただければなというふうに思います。
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それから、次に野菜の不ぞろいの問題があります。いろいろな機械化が進んでいるので、い

ろいろ曲がったり、大きかったり、小さかったりすると、学校給食の現場で要らないよという

ふうに言われてしまう。その解決の一つとして、実はこれは農林水産省の方からのご紹介で、

もともとは中国産の野菜が入ってくる。そうした対策のために農林水産省のお金を出して、国

のお金を出して、補助金を出して、ホクレンさんが事業主体でカット野菜の工場を埼玉県の近

くにできました。茨城県なんですけれども、その工場を利用して埼玉ではいわゆるそうした曲

がったものとか小さいもの、大きいもの、それをカットしてそれを届けようと。そうすれば既

に曲がったものとか大きいもの、そういうものでなくてもカットしてきれいにしてそろったも

のをここに入れていきたい。

それは学校給食の今の現状でどうかといいますと、市町村でもごみの問題があります。ごみ

の問題の解決にもなる。それから、文部科学省の衛生基準が大変厳しくなっていまして、泥の

ついたものは調理場に持ち込めないということもあります。そうしたことの解決にもなる。そ

れから、ある程度の価格の目安がつく。学校給食の献立は１カ月前ぐらいに立てますので、そ

のときに実際に使うときの価格が高騰する。給食費と考えると難しいということもありますの

で、そうしたパック野菜を利用していこうと。それから、学校給食で働いている調理従事員さ

んがいろいろな市町村の財政的な問題で、今後将来は雇用的な問題が出てくるだろうと。そう

した手間のかかるということについても、カット野菜を利用することによって解決していくん

ではないかと、そういうようないろいろな理由から、今後はカット野菜の使用を考えておりま

す。

そこで、そこの埼玉の近くにあるところは、ぜひ近隣の都道府県の学校給食で扱えるように

私どもで紹介を今後していきたいというふうに思っています。ただ、運ぶというようなところ

がありますから、そういうような工場をポイント、ポイントで日本中につくってもらえると、

まさに隅々まで地産地消の点で進むんじゃないかなというような気がいたします。

それから、もう一つは、３つ目は私どもでは県産の小麦を使ったパンをつくっています。う

どんもやっているんですけれども、100％の小麦を使ったパンが幾つかできてきました。その

ときに、今いろいろな工夫をしてやっているんですけれども，なかなか難しい状況のところま

で来ております。先ほど中田委員さんがおっしゃったように、モデル的なことになろうという

ことでやってきまして、創意工夫もしてきましたけれども、県産の、あるいは国産の小麦を使

ってパンをつくるといろいろな制約が出てきます。

それはグルテンが少ないので、国産の小麦を使うといろいろな相違が出てきますので、その
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ときに機械の一部について助成をいただけると、もっと各地域で国産、県産の麦を使ったパン

ができるんではないか。埼玉では、将来は県産小麦を使った小麦100％、全量を使って給食の

パンを届けようというように計画をしております。私、こういう仕事をして初めて国産小麦の

ミスマッチという言葉を知ったんですけれども、そういうことも解決されていくんじゃないか

なというふうにも考えております。

それから、最後なんですけれども、米飯給食が導入されたときには、国からの助成をいただ

いて、各地域でお米を炊く施設ができました。今後、続けていくためにはその機械の老朽化と

いうことがありますので、より更新できるような助成体制をいただきたい。今もあるんですけ

れども、内容が今の現状とちょっとそぐわなくなっているんじゃないかなと。要するに、子供

の数が増えるところについては補助金を出します。と言っても、少子化の世界でそれはちょっ

と無理なような状態ですから、今後は地産地消を進めるというような条件でそのような助成措

置が継続していただけると、学校給食では地産地消を進めていけるんじゃないかなというよう

にも考えております。今後のということで意見を申し上げましたので、参考にしていただけれ

ばありがたいです。

○永木座長 どうもありがとうございました。

次の議題に移らなきゃいけないんですけれども、どなたかもう一つどうしてもという意見を

陳述してみたいという方はいらっしゃいますか、よろしいでしょうか。

それでは、急いでいますので、先へ進ませていただきます。

次の地産地消の課題についてということで、今後の推進方向の検討に際して課題整理が重要

な手がかりになります。このことにつきまして、まず事務局からご説明をお願いいたします。

○永田生産振興推進室長 それでは、議論の素材として簡単にご説明させていただきます。

資料２の12ページになりますが、５の地産地消の課題というところをご覧いただきたいと思

います。先ほどの資料の続きでございます。資料の２でございます。

これは前回ご説明申し上げた、農林水産省の統計部が先般公表いたしました平成16年度農産

物地産地消等実態調査の前回説明しなかった残りの部分でございますけれども、地産地消の課

題というのをそれぞれ産地直売所、それから農産加工所、学校給食ごとに整理をしております。

時間の関係もございますので、一番右の課題だけをご覧いただきたいと思います。

まず、産地直売所における地場農産物販売に当たっての課題でございます。

一番多いのが品目、数量の確保でございます。それに続いて、購入者の伸び悩み、それから

直売所などの関連施設の整備・拡充、こういうようなことが課題になっております。
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続きまして、農産加工場でございます。

地場農産物使用に当たっての課題でございます。

一番多いのが新たな販路の開拓でございます。一番右のところでございます。２番目が商品

開発、それから加工経費の削減、コストの問題、それから年間を通じた原料の安定的な確保、

さらには施設の拡充、それから原材料、地場農産物の確保、そういうようなところが課題とし

て挙げられております。

続きまして、学校給食でございます。

地場農産物使用に当たっての課題、一番多いのが量がそろわない。それから、地場農産物の

種類が少ない。そして、規格等が不ぞろいなため、調理員の負担が大きくなる。そして、価格

が高い。こういう問題が挙げられております。

続きまして、私どもの方で先般の委員からのご意見、あるいは統計調査の中身を踏まえまし

て、議論の素材として極めて大ざっぱに生産、それから流通実需、行政、各サイドごとに課題

と思われることを列挙してみました。今後の議論のご参考にしていただければと思います。

まず、生産者サイドの課題でございます。

地産地消の情報交換の場が欲しい。消費者、実需者とのマッチングをどう図るか。それから、

直売所などの運営ノウハウの蓄積が少ない。一種のスクールが必要ではないか。それから、参

加農家の確保と育成をどう図るか。購入者の伸び悩み。販路を拡大したい。地場農産物の品目

数、数量の確保をどう図るか。時間と経費がかかる。実需者への直接販売は市場出荷に比べて

代金決済などの面で不安がある。そういう課題が生産者サイドの課題として挙げられるかと思

います。

続きまして、消費者、実需者サイドの課題でございます。

出荷量がそろわない。量の確保の問題、出荷された農産物の規格等が不ぞろい。先ほどの学

校給食の中でもございました。どのような地場農産物があるのかわからない。どこで地場農産

物が入手できるのかわからない。マッチング、あるいは情報の問題かと思います。地場農産物

の種類が少ない。それから、近いからといって必ずしもコスト的に優れているものではない。

そういう課題が消費者、実需者サイドの課題として挙げられるかと思います。

それから、３つ目は行政サイドの課題でございます。

地産地消の普及啓発がまだまだ不十分である。それから、地産地消活動をもっともっと推奨

すべきである。地産地消をもっと幅広くとらえるべきではないか。それから、関係省庁との連

携がもっと必要ではないか。横の連携が必要ではないか。それから、地産地消を進めるに当た
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っては画一的にやるのではなく、地域の創意工夫や独立性を生かすべきではないか。

時間の関係もございまして、ごくごく簡単にご説明をさせていただきました。

以上でございます。

○永木座長 どうもありがとうございました。

今、農林水産省省で行った調査結果等に基づきまして、そういうものを下敷きにしまして、

地産地消の課題ということでそれぞれの立場から整理していただいたということでございます。

これについて何かご意見ございませんでしょうか。

先ほどの高鷲委員の助成をしていただかないとなかなか難しくなってきているというような

こともこういうところに入ってくるのかなというふうに思います。

それでは、増田委員から。

○増田委員 ちょっと総花的になりますけれども、きょうの皆さんの話を聞いて、ちょっと気

になりましたことを二、三言わせていただきます。

例えば、こういうお話全体を聞いていると、学校給食との連携というのが私が思っていまし

た以上に大変な意味というか位置づけになって、地産地消にとっては大切な位置づけになって

きているんだということが明確になってきたと思うんですけれども。それにつきましても、こ

れは省庁連携といいますか、一番上の部分の行政で文科省との連携というのを強力に進めない

と、なかなか前には現場の教育委員会レベルでは足踏み状態が続くのではないかと。

と言いますのは、具体的に取材をさせてもらいますと、現場はかなり消極的な、埼玉なんか

では大変積極的にやっていられるというのはわかるんですけれども、消極的な姿勢のところに

幾ら言ったってこれは進まないと思うんです。値段が高いとやら、メニューは前に決まってい

るから、それに合わせた食材の調達をするのは難しいと言いながら、急なメニューの変更には

間に合わないとか、一体あなたはどっちを言っているんですかと言いたくなるように、要する

に余り積極的にやるのは大変手がかかるということだろうと思うんです。曲がったキュウリは

包丁で切れないとか、そういうことも何も含めてやっていこうよという姿勢がここにはどうし

ても必要だろう。

と言いますのは、先ほどのお話にもありました食育基本法ができたことでもあり、食育との

関係というのは絶対に大きいと思うんです。先ほどのご意見の中でもありました食農教育とい

うのが今の子供たちがキレる子供という問題の中に、命とか食とかというものを徹底的に刷り

込まれている経験を持たない子供たちが育っているというところにも目を向けてまいらなけれ

ばならないことだと思います。食育、食農教育、地産地消、全部ひっくるめて、子供の心と体
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への教育効果ということにも目を向けながら、地産地消と子供の食との関係というのを前に進

めてまいりたいと思います。

それから、先ほど中田委員のお話を聞いて思ったんですけれども、かなり使命感を持った強

引なカリスマ的リーダーが農政局でしょうか、農政事務所でしょうか、どちらでしょうか。ど

こかにそれぞれ育ってまいらないといけないんじゃないかと。前にも進まないし、何と言いま

しても、地産地消というのはそれほど派手なテーマではなくて、口にやさしいからだれでも言

うと思うんですよ。だけど、だれか強引な人が１人いないと、先ほどこれを見ましたけれども、

この大きい方の資料、みんなそれらしく書いてらっしゃるんですけれども、何かむなしいなと

思うようなところがないわけもありませんのでリーダーが欲しい。

以上でございます。

○永木座長 どうもありがとうございました。

非常に本質的に大事なところをお話しいただいたと思います。

この後の議題の方の地産地消の推進方向ということもちょっと時間が競っておりますので、

そこも含めて課題とあわせてご議論させていただきたいと思います。

野見山委員、お願いします。

○野見山委員 簡単に２点だけ申し上げます。

きょうは豊富な実践事例をご紹介いただいて、また農林水産省事務局の的確な問題整理をお

聞きして大変私なりに地産地消の理解が進みました。

それで、第１点目は地産地消の意義や理念についてです。どちらかと言うと生産者側から地

産地消にアプローチしていて、それが過剰になっているんじゃないかと思うんです。つまりそ

ういった生産者側からの地産地消の意義や理念を消費者とどう共有できるか、それができない

と多分広がらないと思うんです。つまり地場産の農産物がおいしいとか新鮮だとか栄養がある

とか、もしそういうのがなければ、どうして地場産のを買うの、食べるのという、そういった

反応が地元の消費者から返ってくると思いますので、その辺が１つ問題だろうと思います。

２点目は前回言ったことと反対のことを言うんですけれども、つまり地場のものがなければ

県レベルで、県産がなければ地方ブロックレベルという，ある程度地域を広げながら地産地消

を考えた方がいいというふうに申しました。ただ、その一方で生産と消費の距離が近い方がい

いということ、また遠くなると効果が薄くなるという面が幾つかあると思うんですね。第１は

商品力、旬とか新鮮とかおいしさ、それは近い方がいい。

第２は、多くの委員の方がおっしゃいましたけれども、食と農への教育力、これは近い方が
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より地元の畑、地元の田んぼでできたものだよといった意味で、近い方が児童や生徒への教育

力は高いんだろうと思います。

第３は地域内の物質循環という面では近い方がいいんだろうと。このあたり今後の推進方向

についても一緒に考えていきたいと思っています。

以上です。

○永木座長 どうもありがとうございました。

大変貴重なご意見をいただいたと思います。

あと時間がございませんので、課題と推進方向ということでどなたでも結構なんですけれど

も、ご意見いただけませんでしょうか。

秋岡委員はいかがですか。

○秋岡委員 大変貴重な事例のお話を伺って勉強になりました。

私はちょっと一つだけよくわからないんですけれども、どうして地場で売ると急に不ぞろい

になったり、量が足りなくなるのかというのがよくわからなくて、それはどうしてなんでしょ

うね。どうして地場で売っているものだけ急に不ぞろいになっちゃうんですか。今までよくわ

からなかったんですよ。だから、ほかのところに出しているときは普通の形をしてあれしてい

たのに、どうして給食とかに来ると急に不ぞろいなものばかりで困るという話になるのかが私

はよくわからなくて、地産地消の意味っていろいろあると思うんですけれども、例えば一つの

流れが消費者に対して食育とか、そっちの流れで日本人の食生活をもっとよくするとか、食べ

物をもっともっと理解するとかという方向もあるでしょうし、もう一つは日本の農業が変わっ

ていく中で、生産者の人がつくるだけではなくて、もうちょっとどういうものが求められてい

るのかという新しい接点を持つことで、農業のスタイルだとか変わっていくというもう一つの

意味があると思うんです。

ただ、今回のお話は多分前半の方の食育とか、消費者にとってどれだけの意味があるとか、

影響があるということが中心だったんですけれども、逆にコミュニケーションと言っていると

いうことはギブ・アンド・テイクのはずなんですけれども、生産者の人がどういうことをテイ

クしたのかというのが余りよくわからなくて、このアンケートの中でも、地域農業の活性化で

したというのでくくってしまっているんですけれども、どう活性化したのか。

例えば、消費者からこういう情報があったというのがその人たちの次の農作物の物づくりに

どう結びついていったんだと、あるいは若い農業者の人たちがこういう直売所でも割とイニシ

アチブをとるようになって、農村の何か組織のリーダーシップが変わってきて新しい農村のス
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タイルが出てきて、例えば担い手が次世代の人がやりやすくなったとか、ちょっとそっちの方

の話ももうちょっとお聞きしたいなと思って、そうじゃないとなかなか続かないのかなと。

地産地消って絶対やらなくちゃいけないということはないと思うので、やるのが難しい、難

しい、難しいということがあるところは別に無理してやらなくてもというか、やった方がいい

ことはあると思うんですけれども、無理なんだけれども、無理なんだけれどもというところを

無理無理押しつけることもないし、それは多分その地域ごとにスタイルが、やり方があるとい

うことだと思うのですけれども、そのときに無理やりこうでなければならないということはな

いのだから、例えば野菜が不ぞろいだったらどうしようということを工夫すればいいし、学校

が夏休みだったら、夏休みというのは急になるわけじゃなくて、あるということはわかってい

るわけだから、夏休みにはどうしょうとある程度考えればいいし、それは地産地消だから必ず

何かそれでずっとメリットがないということはなくて、仕事というのは大体そういうもので困

ったことがあるのを常に解決していくし、夏に需要がないんだったらどうしようと考えるのが

普通の仕事で、それを言ってしまうと大学、城下町の定食屋さんなんていうのは夏は全然売れ

ないわけで、でもそれを売れないで頑張っているのか、あるいは夏は夏祭りがあるからそこに

お弁当を出して、それでちょっとは収益をあれしようとか、みんないろいろなことを考えてい

るのだから、それは地産地消をやっているんだから全部だれかが助けてくれるんだということ

ではなくて、お互いがもたれ合い過ぎないと、地産地消ということを言い過ぎる余りに、お互

いが何か寄りかかってしまい過ぎるというのは長くは続いていかないのかなと、そんな気がし

ました。

多分、行政ができることっていろいろあると思うんですけれども、地域ごとに地産地消の形

も違うし、ここまではできるけれども、ここまではできないと、うちはここまでできたよとい

うのは地場のコミュニティーだとか、農村といわゆるサラリーマンの人の割合だとか、つくっ

ているものによって違うので、行政ができることというのは問題があったときにそれをそのま

ま助けることよりも、自分たちでその地域が解決していくのをサポートするということが大事

で、何か物理的に行政がこれをしてあげましょう、あれをしてあげましょうということは多分

長くは続いていかないのかなと、そんな気がします。感想です。

○永木座長 どうもありがとうございました。

ほかにご意見はございませんでしょうか。

○蓮見委員 反論です。

私がちょっと経験なんですか、３年か４年ぐらい前だったと思うんですけれども、茨城県の
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大ネギの生産地、地域の名前をちょっとど忘れしちゃったんですけれども、東京市場の夏ネギ

はほとんどそこから来ているというところから、ちょっと全国消団連の方に交流をしたいから

ということで申し入れがありまして、三、四人ぐらいで出かけたことがあるんですけれども、

そこに行って初めて私は驚いたのは、地域の人たちがそのネギを食べてないんですよね、そこ

の地域の人が。また、学校給食と言うとひんしゅくを買うかもしれませんけれども、学校給食

に入れているのかっていう話の中で聞きましたら、今まで１回も入れたことがないと。これは

商品なので、大消費地のためにつくっているということで、地域の人たちの口には入ったこと

がないということを言われたんです。

それで、もっと拡大したいので消費者からいいご意見を伺いたいといって招かれたんですけ

れども、何かちょっとすごくそれを聞いたときに白けましたね。地域の消費者に支持されるも

のを何でつくらないで、都会の大消費地向けの生産物をつくっているのかというのはとっても

私たち１人の消費者として何かいただけなかったんです。

ネギというものに対してネギだけつくっているわけですから、あとレタスとか何かが幾らか

ありましたけれども、ネギをなぜつくっているかということと、ネギをもっと広げたいという

んであれば、ネギのいろいろな豊富な食べ方を生産地から提供するのが研究と努力が足りない

んじゃないかと言ったんですよ。そうしましたら、その翌年にまた招待が来まして、ネギの体

に非常にいい有効的な成分だとか、いい問題点というのをちょっとそこでしゃべったわけです

よ。

そうしましたら、その翌年また招待が来まして、ぜひ来てくださいねというので、何をやっ

たかというと、そこの青年部がネギを１カ月間ぐらい食べ続けたらしいんです。それで、奥さ

んたちがいろいろな料理を工夫して食べて、血液をはかってみたというんです。血液さらさら

とか、そういうのを地元の病院のお医者さんと提携しまして、ネギの健康に与える非常に有効

なものと、それからこういう食べ方があるといってチラシができていました。

これはあのとき来ていただいた方たちからそういう提案がなかったら、一生自分たちはやら

なかったかもしれないということで、そういうコミュニケーションというのは、あり方として

消費者が提供したものをすぐに実行に移すというその生産地の方々を見て、そういうこともあ

るんだなと思って見直したということがあるんですけれども、そこから地域の人たちに食べて

もらうために努力しますというふうにおっしゃってくださって、そういったあきらめないで、

そのときにはちょっと不穏な空気も流れたりした一瞬もあったんですけれども、でもすごくそ

ういう意味で交流が生きた形で今後そこの生産地に生かされていくのであればということです
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ごくうれしかったことがありますので、確かに双方の努力が足りない部分というのがあるんじ

ゃないかなというのは、秋岡さんのおっしゃったことの中では私も実感していることはたくさ

んありますので、生産者の努力というのでまた広げられる、消費者に理解される部分ってたく

さんあると思うので、ぜひそういうお願いしたいなというふうに思います。

○永木座長 どうもありがとうございました。

先ほど野見山委員から、これは地産地消というのは生産者側でずっと今まで発想してきた部

分があるけれども、消費者と同じ立場で情報が何かを共有できるような関係でつくっていかな

きゃいけないんじゃないかというお話を伺いました。

先ほどの秋岡委員のお話は、なぜ地産地消になったらいきなりはねもののようなものばかり

が出てくるのというお話でしたけれども、これはある意味では今までの産地の発展の歴史とい

うのは大消費地、大量生産、連続出荷、品質管理したものをというような発想があって、今の

蓮尾委員のお話にもありましたけれども、地元に流れていくのがもっとするような、余り意識

されてなかったということがありますね。だからこそ、今もっと地元の消費者としっかり、大

きな地元にマーケットがあるじゃないかと、そこをきちんと見つめましょうということから始

まって、これが始まってくると今のお二人の委員のご意見の中にもあります１つは品ぞろえの

問題だと思います。

先ほど佐藤委員が問題提起されたと思ったんですが、品ぞろえということは、それはできな

いものはできないということを私も言っていいんじゃないかと。佐藤委員、確かそういうこと

だったと思うんですが、私もそうなんです。そのかわり裏を返せば、ここには旬のものがある

んだと、本当の新鮮で旬なものがあるんだと。だから、お互いがそこで蓮尾委員のお話の中に

あったわかり合うと、あるいは秋岡委員も言われていました。コミュニケーションのコンテン

ツって何ですかというお話があったけれども、そこはお互いが理解し合う中で何をとれるのか

ということを積極的にそこで見出さなきゃいけないと。

それから、もう一つ中田委員のお話の中にありましたけれども、演出するためのコーディネ

ートする方が旬のものがある、あとは物がそろわない。だけれども、その中で何か知恵を出し

て季節感を味わっていくと、あるいは地元のものを味わっていくと、そういうもう一方では仕

掛ける人が必要なんだろうかなというようなことも思っております。

とうとう今ちょうど４時半という時間になりましたので、私は今勝手にしゃべりましたけれ

ども、何かもう少し締めの言葉でもっといい、大事な言葉があるんだという方がいらっしゃっ

たらちょっとお話しいただいて、締めにしたいのですけれども。
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その前に室長、何かこれからの方向を。

○永田生産振興推進室長 今、いろいろいただいたご提案などにつきまして事務局で取りまと

めを行いまして、次回今後の地産地消推進方向ということで一定の整理を進めさせていただき

たいというふうに考えております。

次回は７月の下旬から８月の上旬ぐらいを予定しております。お手元に予定表をお配りして

いるかと思いますけれども、７月１日までに委員のご都合のよろしい日程について事務局まで

お知らせいただきたいというふうに思います。

それから、本日の資料につきましては、農林水産省のホームページに後ほど委員のご了解を

得た上で公表するとともに、議事録についても委員の皆様のご確認をいただいた上でホームペ

ージに公表させていただきたいというふうに思っております。

いずれにいたしましても、次回ちょっと一定の中間的な取りまとめをさせていただきたいと

思いますので、お手数でもあらあらの部分ができた段階で一度皆様の方にお送りするような格

好で、内々に見ていただいた上で、次回議論を深めていただきたいというふうに思っておりま

す。

よろしくお願いします。

○永木座長 これからのスケジュールも含めて、今、室長からお話しいただきました。

どなたかご発言を求めたい方いらっしゃる。

○秋岡委員 何かもしこういう仕組みが、取組があったらということなんですけれども、多分

地産地消というのは新鮮なものが届くというところの話が中心だと思うんですけれども、物が

動けばお金が動くわけですよね。農家が直接売るようになるということは、多分大手のところ

に売れば売ったときにもう終わっていて、その先売れなくてもそれは流通の人の責任ですけれ

ども、農家の人が直接いろいろやるということは、農家の人もそこで売れなかったりとか、例

えば学校が夏休みになってしまったりとか、いろいろあるわけですよね。

だから、そこのどちらかというと、決済のメカニズムというか、そういうところもきちんと

ノウハウを積み上げていかないと、これは農協の話じゃないんですけれども、例えば今先進国

が途上国に対して資金援助をするんじゃなくてフェアトレードという形でやるというのがすご

く話題になっていますよね。だから、フェアトレードなんかの仕組みもどうやって成り立って

いるかと言えば、先進国のこっちの買い手の人が長期で契約するし、物が納品されてから全額

払うんじゃなくて、半分ぐらい最初のときに払ってあげて、１年間お金がなくて暮らせなくて

もちゃんとある程度払ってあげるとか、何があっても最低価格は必ず保証しますとか、何か物
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が動くとか、コミュニケーションとか、そういうことの裏のそういうもっと経済メカニズムと

しての仕組みも新しい取組みたいなものがあれば紹介をしていただくと、多分物と情報とお金

というものの仕組みがうまく回って成り立っていくと思うんですけれども、それか、あるいは

全く逆に地産地消の商品というのは担い手の方たちよりも、そうではなくて少量のものを少し

つくる高齢者の方たちが販路を得られる場として活用しましょうというんだったら、それはそ

れでいいんですけれども、多分パターンがいろいろとあると思うんですけれども、そっちの方

のお金の方でも何か先進的に話があれば、多分それはすごく参考になるし、じゃ、やってみよ

うという農家なんかもふえてくるかなという気がします。

○永木座長 ありがとうございました。

先ほどのアンケートの中でも、資金回収の問題というのはあったと思うんですね。前回の会

議で佐藤委員から、マネジメントのお話をいただいたと思いますし、それから今の秋岡委員の

経済循環というお話だったと思います。これも行政がやる場合、あるいは生産者団体がやる場

合、あるいは消費者団体がやる場合によって、それぞれ思うところが違うんだろうと思うんで

すけれども、それにあわせて、そういう側面も持続的なものであるためにはご検討いただかな

きゃならないと、そういう点はまた次回に議論を深めさせていただきたいと思います。そうい

う点でのお話もまた次回いただきたいと思います。

時間を今ちょうど５分過ぎております。このあたりできょうのところは閉じさせていただき

たいと思います。

きょうは委員相互の情報交換と貴重なご意見をいただいて、皆さん大変勉強になったと思い

ます。これから取りまとめの方向に向けてまた作業を進めていただくわけですけれども、大変

いいご意見をいただいたから、これどんどん進めていただきたいというふうに思っております。

ということで、きょうは閉じさせていただきたいと思います。

どうもありがとうございました。

○永田生産振興推進室長 本日は委員の皆様におかれましては、本当に活発なるご議論をいた

だきましてありがとうございました。

これで第２回の地産地消推進検討会を終了させていただきます。

どうもありがとうございました。

午後４時３５分 閉会




