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午前９時５９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３回地産地消推進

検討会を開催させていただきます。

本日、増田委員がちょっと所用で遅れておられますけれども、14人の委員の全員がご出席い

、ただくことになっております。委員の皆様におかれましては、大変ご多忙の中ご出席いただき

まことにありがとうございます。

議事に入ります前に、事務局側で７月16日付で人事異動がございましたので、ご紹介をさせ

ていただきます。

西川生産局長でございます。

吉田審議官でございます。

。それでは、第３回検討会の開催に当たりまして、西川生産局長からごあいさつ申し上げます

○西川生産局長 おはようございます。今紹介がありましたように、７月16日付で生産局長に

就任いたしました西川でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。早速でございま

すけれども、第３回の地産地消推進検討会の開催に当たりまして、一言だけごあいさつを申し

上げたいと思います。

委員の皆様方におかれましては、本日大変お忙しい中を当検討会にご出席を賜りまして、ま

ことにありがとうございます。これまでの検討会の中で、農林水産省が取り組むべき施策を取

りまとめた地産地消推進行動計画や、地産地消の現状と課題などについてご議論をいただいた

ほか、地産地消の推進に実践的に取り組んでおられる委員の皆様から、みずからの体験に基づ

く課題やその解決策などについて貴重なお話を伺ったところでございます。また、地産地消に

おける地域のとらえ方の問題、活動内容などによる事例のパターン化、地産地消の推進に当た

っての人材の重要性などについて、これもご指摘をいただいたところでございます。

今日は、これまでのご議論いただきました内容について、今後の地産地消推進の方向性を考

。える上での参考となるよう、中間的にとりまとめをいただきたいというふうに考えております

また、本日のとりまとめをもとにいたしまして、今後さらに地産地消の取り組みが全国各地で

展開されることを期待しているところでございます。

私、技術会議の事務局の方から今回回ってきたわけでございますが、その前に東海農政局に

も在籍をしておりまして、その際には１年間、かなりの場所の直販所といいますか、道の駅と

いうか、そういうのを見てきたところでございますけれども、今回のとりまとめは現場でいろ

んな取り組みをするに当たっての大変参考になるといいますか、手引きになる資料になるんだ
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ろうというふうに、私自身、個人的には期待もしているところでございます。

どうか今日も委員の皆様方におかれましては、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し

上げまして、あいさつとさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。

○永田生産振興推進室長 お手元にお配りしております資料ですけれども、もし不足等がござ

いましたら、適宜事務局までお申し付けください。

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

○永木座長 皆さん、おはようございます。お忙しいところ、本日の会議にご出席いただきま

してありがとうございました。ただいま局長からお話いただきましたように、大変各地で期待

が大きいし、盛り上がりがあるんじゃないかというふうに思っております。そういう意味で、

本日の議題 「中間取りまとめ」ということですけれども、大変期待がかかっているところでご、

ざいます。今日はこの議題が中心でございます。形を整えたいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

特に、今日は前半はこの中間とりまとめの内容に沿ってご検討いただきますけれども、後半

の方は今後の推進方向につき、時間の限りご意見をいただきたいと思っていますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

それでは、早速議事に入りたいと思います。

①の地産地消推進検討会中間とりまとめ、いわば今も局長からもお話ございましたように、

手引書の中間案ということでございます。文案を事務局の方で取りまとめていただいておりま

すので、これに沿ってご説明をいただきながら討議したいと思います。

では、よろしくお願いいたします。

○永田生産振興推進室長 それでは、資料２の地産地消推進検討会中間とりまとめ（案）につ

いて、原則的に読み上げるような形でご説明をさせていただきます。基本的にはできるだけ、

委員の皆様方のこれまでのご発言を反映する形でまとめさせていただきました。

表紙を１枚めくっていただきますと、目次がございます。目次は省略させていただきます。

まず１ページ目。１、はじめに。

消費者の農産物に対する安全安心志向の高まりや生産者の販売の多様化の取り組みが進む中

で、消費者と生産者を結びつける「地産地消」への期待が高まってきている。本年３月に閣議

決定された「食料・農業・農村基本計画 、以下「新たな基本計画」と申しますが、においても、」

地産地消は食料自給率の向上に向け、重点的に取り組むべき事項としてその全国展開等を積極

的に推進することとされている。このため、地産地消に取り組む農業者などの有識者による
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「地産地消検討会」を開催し、地産地消の現状と課題について議論するとともに、今後の推進

方向について検討を行った。

以下は、その検討内容が速やかに来年度の施策に反映されるよう、中間的にとりまとめたも

のである。

２、地産地消の意味。

地産地消の位置づけ。

地産地消は、もともと、地域で生産されたものをその地域で消費することを意味する言葉で

ある。新たな基本計画では、単に地域で生産されたものを地域で消費するだけでなく、地域の

消費者のニーズに合ったものを地域で生産するという側面も加え 「地域の消費者ニーズに即応、

した農業生産と生産された農産物を地域で消費しようとする活動を通じて、農業者と消費者を

結びつける取り組みであり、これにより消費者が、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ともに、地域の農業と関連産業の活性化を図

る」と位置づけています。

産地からの距離は、輸送コストや鮮度の面、また地場農産物としてアピールする商品力や子

、供が農業や農産物に親近感を感じる教育力、さらには地域内の物質循環といった観点から見て

近ければ近いほど有利である。消費者と産地の物理的距離の短さは、両者の心理的な距離の短

さにもなり、対面コミュニケーション効果もあって、消費者の「地物」への愛着心が深まる。

それが地物の消費を拡大し、ひいては地元地域の農業を応援することになる。高齢者を含めて

地元農業者の営農意欲を高めさせ、農地の荒廃や捨てづくりをふせぐ。結局、地場農業を活性

化させ、食料自給率を高めることになる。しかし、距離に関係なく、コミュニケーションを伴

う農産物の行き来を地産地消ととらえることも可能である。

また、地産地消は、地域で自発的に盛り上がりを見せてきた活動で、教育や文化の面も含ん

だ多様な側面を有しており、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である。

地産地消の主な取り組みとしては、直売所や量販店での地場農産物の販売、学校給食、福祉

施設、観光施設、外食・中食、加工関係で地場農産物の利用などが挙げられる。

２ページ目です。地産地消の展開の経緯。

地産地消は、近くでとれたものを食べることを基本とした考え方である。かつては農村地域

では、伝統的に地域でとれたものを地域で食することが当然であり、戦後も高度成長期以前は

身近なものを食することが一般的であった。
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ところがその後、高度成長期になって、規格大量流通システムが成立した。これは、全国の

交通網の発達、通信手段の整備とともに、保冷・予冷技術により、農産物の品質保持が可能に

なったこと。大量流通を可能とするための農産物の規格が整備されたこと。季節によって産地

を変えることにより、周年的に同じ作物を供給するといったシステムが整備されてきたこと、

によるものである。

この規格大量流通により、例えば首都圏に供給する大根の産地について見ると、関東一円か

ら外延的に拡大していき、現在は、東北や北海道からの入荷が季節によっては９割を占めると

、いった状況となっている。また、高度成長期に日本の食生活が洋風化し高度化する中にあって

規格大量流通は、多様な食材を周年的にいつでも安定的に入手できること、品質の一定したも

のを安価に入手できること、といったメリットをもたらし、食生活の向上に寄与してきた。

しかしながら、規格大量流通は、消費地や消費者といった消費する場と食品を生産する場と

の間の距離を拡大することになり、次のような結果をもたらすことになった。

どこでどのようにして生産されたものかわからない。

旬とか地域の食文化が失われてしまい、全国的に画一的な食文化になった。

生産の現場では生産性の向上の追求が中心となっていた。

、こうした中で、1970年代には有機農産物の流通を推進する取り組みが発生し、1990年代以降

、原産地を明らかにするニーズの高まりの中で、順次、原産地表示制度が整備されてきた。また

2001年に我が国初のＢＳＥが発生したことを契機に、安全安心に対する要求が高まり、トレー

サービリティシステムの整備が進められてきている。

さらに消費者からは、食と農の距離を縮めたい、生産者と顔の見える関係をつくりたいとい

う要求が高まってきている。これは、だれが生産したものなのか知りたい、どのような方法で

生産されたのか知りたい、消費者と生産者の交流を深めたい、といったことを求めているもの

と考えられる。

こうした動きは世界的な潮流にもなっており、イタリアのスローフードをはじめ、アメリカ

のＣＳＡや韓国の身土不二などの運動が見られる。

我が国においても、地産地消は新鮮で安心な農産物を得られるなどのメリットにより、各地

でその取り組みが草の根的に盛り上がっている。しかしながら、１億3,000万人の国民に食料を

安定供給する必要があるとの観点に立てば、そのすべてを地場産の農産物により供給すること

は困難である。したがって、消費者・実需者ニーズに応えるものとして、地産地消の活動を広

げていくことが重要と考えられる。
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また、地産地消の概念は、必ずしも狭い地域に限定する必要はない。できるだけ近くのもの

を優先するのが原則ではあるが、周年販売や品目・品質上の品揃えを考えると、産地の地域的

な範囲は柔軟な広がりをもって考えた方がよい。最終的には、我が国の全域、すなわち国産農

産物の全体までも射程に置くことのできる概念だと考えられる。

できるだけ近くのものを優先するといった考え方のもとに、その地域的な範囲は広がりを持

たせることが可能であり、最終的には我が国の全域、すなわち国産農産物の全体までも射程に

置くことのできる概念だと考えられる。したがって、最終的には国産品を優先的に消費するこ

とを通じて、食料自給率の向上にもつながっていく考え方である。このような視点に立って、

行政においては、強いニーズがある地産地消を広げていくため、特に取り組みが円滑に進めら

れるようにするため、支援を行うべきである。

地産地消のメリット、デメリット。

地産地消により、消費者、生産者双方に以下のようなメリットが生じると考えられる。

まず消費者については、身近な場所からの新鮮な農産物を得ることができる。消費者みずか

らが生産状況等を確認でき、安心感が得られる。食と農について親近感を得るとともに、生産

と消費のかかわりや伝統的な食文化について、理解を深める絶好の機会となる。流通経費等の

節減等により、安価な購入ができる。

また、生産者については、消費者との顔が見える関係により、地域の消費者ニーズを的確に

とらえた効率的な生産を行うことができる。流通経費の節減により生産者の手取り増加が図ら

れ、収益性の向上が期待できる。生産者が直接販売することにより、少量な産品、加工・調理

品も、さらに場合によっては規格外も販売可能となる。対面販売により消費者の反応や評価が

直接届き、高齢者等が生きがいを実感できる。

一方、地産地消については、その性質上、以下のような問題点や限界もあると考えられる。

地産地消は大量流通に適したシステムとなっていないので、コストアップ要因になり得る。み

、ずから出荷・販売を行うための包装、接客、クレーム処理等、各種対応が必要で、手順が複雑

面倒である。地域産農産物によってすべての品揃えを賄ったり、また、流通の大宗を担うとい

ったことは困難との限界を有する。

これらの問題点や限界に留意しながら、いかに地産地消の輪を広げていくかが重要である。

３、地産地消の現状。

統計分析。

農産物直売所については、その正確な設置数は把握は難しいが、これまでの任意的な全国調
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査等からは、１万カ所以上の設置数があると考えられる。また、農林水産省統計部が実施した

「平成16年度農産物地産地消等実態調査」によれば、市町村または農協が設置したいわゆる産

地直売所について実態が明らかとなっており、これらの産地直売所は全国に2,982カ所存在し、

うち回答のあった2,374産地直売所における平成15年度の年間販売総額は7,462万円であり、こ

のうち地場農産物は63.8％を占めている。

加工については、実態調査では農家、農家以外の農業事業体、または農協が設置主体である

農産加工場1,686カ所が調査対象となっており、うち回答のあった1,107農産加工場における平

、成15年度の年間仕入額は１億3,091万円であり、このうち地場農産物の仕入額は１億409万円で

仕入額の79.5％を占めている。

学校給食については、完全給食を実施する単独調理方式の公立の小・中学校及び共同調理場

のうち1,636カ所を対象として実態調査が実施されたが、地場農産物の使用状況は 「恒常的に、

使用している」が76.6％で 「使用していない」14.0％を大幅に上回っている。、

なお、文部科学省が平成14、15年度に実施したサンプル調査によれば、公立の学校給食実施

校における地場産物の使用割合は、食品数ベースで平成14年度は20％、平成15年度は21％とな

っている。

また、実態調査によれば、３年前と比較した地場農産物の取り扱い量は 「増えた」と答えた、

ものが産地直売所で61.7％、農産加工場で37.9％、小・中学校で56.0％となっており、３年後

の地場農産物の取り扱い量の増減意向については 「増やしたい」と答えたものが産地直売所で、

80.5％、農産加工場で66.7％、小・中学校で76.4％となっている。

こうした調査の結果にも現れているとおり、地場農産物の利用割合は次第に拡大してきてお

り、今後についても地場農産物の利用を拡大していく意欲が強いといった傾向にあることがう

かがわれる。

諸外国の地産地消。

食文化の伝承や農村環境の保全などのニーズの高まりを背景に、海外においても地産地消の

さまざまな活動が展開されている。

イタリアでは 「スローフード運動」が展開されている。これは、現代人の食生活を見直す運、

動であり、郷土料理や質の高い食品を守る、小規模な生産者を守る、子ども・消費者全体に味

の教育を進めるといったテーマを掲げて、各地に残る食文化を尊重し、将来に伝えていく運動

を実践している。

韓国では 「食べ物に宿る風土と人体に宿る風土が一致すればするほど体によい、体と土とは、
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一体だ」という 「身土不二」の運動が展開されている。韓国の農協中央会、農業団体が中心に、

なって、国産農産物愛用運動のスローガンとして使用されており、国産品の優先的な購入を推

進するための活動として進められている。

米国では 「地域が支える農業」の頭文字をとったＣＳＡ（Community Supported Agri-、

culture）が進められている。地域の家族農業を応援し、農村環境を保全しながら地域社会を維

持しようとする運動であり、地域ごとに消費者と農家が結びついて、作付け前にその年１年分

の農産物の代金を前払いで支払って購入する活動を中心に展開されており、1,000以上の地域で

取り組まれている。

６ページをお願いします。地産地消の類型化。

、地産地消の活動としては、従来、農産物の直売所が代表的なものととらえられてきているが

、実際には各地でさまざまな創意工夫がなされ盛り上がっており、地場農産物の加工、学校給食

外食産業や観光関係での地場農産物の利用など、その活動内容は多彩である。このように地域

により差があり一律ではないが、ここでは多様な活動を理解し整理するための一助として類型

化を試みる。

地産地消の活動内容を分類するに当たって、距離の遠近という基準と、コミュニケーション

の程度の濃淡という基準によって一定の類型化を試みると、一般に、距離が近いほどコミュニ

ケーションの程度も濃くなる傾向が見られる。しかしながら、中には無人直売所に見られるよ

うに、距離が近くてもコミュニケーションが薄いものもあるなど一定ではない。こうした考え

方に基づいて類型化してみると次のようになる。

ということで、地産地消の分類のイメージ図を掲げております。

７ページでございます。

また、活動内容、活動主体、活動範囲によっても類型化が可能である。活動内容は、販売普

。及活動と交流活動に区分され、さらに販売普及活動は、販売物流活動と情報活動に区分される

これらの活動内容は、さらに活動の主体により生産者、実需者、消費者、行政に、また、活動

の範囲により市町村内、市町村とその周辺地域内、県内、県域を越えた地方ブロックに細分化

される。

ということで、活動内容ごとに分けたものを掲げております。

活動内容ごとの現状。

以上により、類型化した地産地消のそれぞれの活動内容について、現状を事例を挙げつつ見

ていくと次のとおりである。
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直売所。

直売所の運営主体は農協、農協の組合員、第３セクター、任意団体等さまざまであり、運営

方法もさまざまである。例えば、ＪＡがファーマーズマーケットを開設し、登録農家からの農

産物の出荷を受け、販売する事例。女性の生産者100名だけで自主的に運営し、地場農産物とと

もに付加価値をつけて加工品も販売している事例。エコファーマーとして、大部分の生産物

（野菜など）をＪＡの運営する直売所や量販店に出荷するとともに、一部学校給食にも提供し

ている事例。ＪＡが、直売所で地場農産物を販売するとともに、消費者等への産直方式による

販売も実施している事例、などが見られる。

量販店等。

量販店等における地産地消の活動として、インショップや販売コーナーを設置しての地場農

産物の販売が行われている。その運営主体は量販店・生産者のいずれかであるが、いずれにお

いても生産者の参加・協力が不可欠である。例えば、量販店Ｕ社では、各店舗で地元ＪＡ、地

元市場から仕入れた地場産の野菜を販売しており、近隣農家による直接販売コーナーの設置、

個人名の表示、ＪＡフェア（農家、ＪＡによる消費者に対する直接ＰＲ・販売活動）の開催等

を実施している。

学校給食。

学校給食において、地場農産物を使用する地産地消の活動は増加傾向にあり、また、今後さ

らに取り扱い量を増やす意欲が高まっている。例えば埼玉県の学校給食会では、県内産の米、

麦、大豆、野菜、果樹、約40品目を取り扱い、県内の小・中学校に提供するとともに、地場農

産物についての学校用教材や保護者向けのパンフレットを作成し、普及活動も実施している。

福祉施設。

福祉施設における活動としては、病院や老人ホーム等での食事に地場農産物を利用している

例が見られる。例えば、山口県長門市のＪＡ山口厚生連・長門総合病院は、病院食に地元農産

物を使った料理を出している。食材は、ＪＡ長門大津、県やＪＡ全農やまぐちなどの協力によ

り、地元市場から入手している。

観光。

観光における地産地消は、地域独自の食材や食文化を提供・紹介することで、観光地として

の価値を高めるような活動が進められている。例えば、群馬県のＯ温泉では、地元の農業後継

者グループと旅館組合が協力して、宿泊者を対象とした地元農産物の直売会、農業体験用農園

の整備と収穫体験等を実施するとともに、旅館独自の取り組みとして地場農産物を食材として
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活用している。

外食・中食。

外食事業や中食事業においても、農産物の安定供給の確保や、消費者ニーズに応える観点か

ら、地場農産物を使用した活動が進められている。例えば、外食事業者のＲ社は、新鮮で高品

質な野菜を安定的に調達するため、キャベツを全量国産とし、全国12産地で年間5,000トンを契

約栽培するとともに、使用するキャベツの産地をホームページで紹介している。

９ページです。加工関係。

加工関係においても、地域の独自性にこだわった、地元農産物を使用したさまざまな活動が

進められている。例えば、ＪＡさが東部女性部の加工グループは、地元の特産品を使った加工

品、アスパラさしみこんにゃくとトマトさしみこんにゃくを開発し販売している。

情報活動。

行政機関が中心となって、地場農産物をさらに普及させるための情報提供、広報活動等が進

められている。具体的には、行政機関により、地産地消に関するシンポジウムや消費者団体等

との意見交換会の開催、ＰＲパンフレットを作成・配布、キャッチフレーズ・マスコットキャ

ラクターの制定等の活動が実施されている。

また、食育活動の一環として地産地消に取り組む例もある。福井県小浜市では、幼児向けの

料理教室「キッズ・キッチン」を実施している。この取り組みは、地元の野菜や旬をクイズな

どで理解させ、子どもたちだけで地元産の食材を利用した料理をつくらせるものである。子ど

もたちの地元の食材への興味が高まり、家に帰って家族、友達に地元食材のすばらしさを広め

る役割を担ってくれるなど、子どもをターゲットにした活動である。

交流活動。

交流活動は、行政が主体となって展開される例が多く見られ、地場農産物をキーワードとし

た活動が展開されている。具体的には、行政機関が生産者と実需者との情報交換会や、生産者

と消費者との情報交換会・試食会を実施している例が多い。

国、県等による取り組みの現状。

国（農林水産省 。）

農林水産省は、地産地消推進行動計画を決定し、これに基づき、地域における地産地消の実

践的な計画策定を促すとともに、交流活動や地場産農産物の普及活動等、農業者団体や食品産

業等関係者による自主的な活動を促進している。

具体的には、強い農業づくり交付金において、地産地消を進めるための協議会の開催、行動
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計画の策定、調査の実施、実証試験の実施、技術の普及、啓発活動や、生産施設・加工施設・

流通販売施設の整備に対して助成しているほか、交流拠点・体験交流空間の整備、食に関する

さまざまな体験や、学校給食における地元産を主体とした利用の促進等、地産地消の推進活動

への支援を実施している。また、地産地消の優良事例情報のホームページへの掲載等の情報提

供を実施している。

国（文部科学省 。）

学校給食の食材として地域の産物を活用することは、食事内容を多様化させることができ、

また、児童生徒が地域の産業や文化に関心を持ったり、地域において農業等に従事している方

、々に対する感謝の気持ちや地域との触れ合いを実感するなど、教育的効果があることなどから

文部科学省では、学校給食指導の手引きや通知において、郷土食や地場産物の導入について工

夫するよう都道府県教育委員会等を指導している。

また、児童生徒用の食生活学習教材の中においても、地域の産物や郷土料理等を取り上げて

。各学校等に配布するなど、各種の施策を通じて学校給食における地産地消の推進を図っている

国（地方農政局 。）

地方農政局においては、管内の各都道府県と連携した推進体制づくり、地産地消に関するシ

ンポジウムや消費者団体等との意見交換会の開催、地産地消の優良事例情報のホームページへ

の掲載、ＰＲパンフレットの作成・配布、地産地消の優良事例の農政局長表彰、シンボルマー

クの作成等の推進活動を実施している。

都道府県。

都道府県においては、キャッチフレーズやマスコットキャラクターの制定、地産地消に関す

る情報誌やメールマガジンの発行、地域固有の農産物の認証 「地産地消の日」の制定といった、

情報活動や、地元農産物を応援するファンクラブの設置や、生産者と実需者との情報交換会の

実施などの交流活動を実施している。

４、地産地消の課題。

地産地消に関する地域や行政のさまざまな活動内容とその現状を見てきたが、こうした中か

ら今後地産地消を展開するに当たって、以下のような課題が挙げられている。

活動内容ごとの課題。

直売所。

実態調査によれば、直売所の抱えている課題として 「地場農産物の品目数、数量の確保（77.、

4％ 」が最も多く挙げられており、その他「購入者の伸び悩み（42.7％ 「産地直売所及び関） ）」、
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連施設の整備・拡充（32.6％ 」などが挙げられている。）

また、地産地消の農産物、加工品の「地産」の範囲をどこまでと考えるのか、地場産との表

示をどのように行えばよいか、といった地産地消の定義や範囲に対する不安や、直売所等での

野菜販売において農業への理解不足により、消費者から「虫食い 「大根の黒ずみ 「キュウリ」 」

の曲がり」等についてクレームが発生したといった事例もあった。

量販店等。

量販店等においては、地場農産物の供給の安定や継続が課題となっており、年間を通じた地

元農産品の確保が課題として挙げられている。また、野菜は季節により地元での生産がない場

合がある。

学校給食・福祉施設。

実態調査によれば、学校給食の抱える課題としては、半数以上の小・中学校で「量が揃わな

い（63.5％ 「地場農産物の種類が少ない（52.8％ 」が挙がっており、その他「規格等が不）」、 ）

揃いなため調理員の負担が大きくなる（37.9％ 「価格が高い（26.4％ 」が課題として挙げ）」、 ）

られている。

また、地産地消の推進のためには、学校給食との連携が必要である一方、学校給食における

食育の推進のためには、生産者、流通業者、栄養士、学校給食関係者など多様な立場の人の横

の連携、文部科学省・厚生労働省との連携が必要である。さらに、施設の老朽化への対応や新

たな食材に対応するための調理・加工用施設の設置が必要である。

なお、福祉施設についても学校給食と同様に 「量が揃わない 「規格が不揃い」等の課題は、 」、

同様にあると考えられる。

観光。

旅行においては、地元の食材の料理を食べ、地元の人とコミュニケーションを旅の楽しみに

している。このため、地元の物を使った料理を出すことが最高のもてなしなので、地元の食材

を用いるよう努めている。しかし、地場農産物が流通経費がかからないといっても、必ずしも

安価なものではない上に、供給が一定しておらず、地場農産物のみで食材を揃えることができ

ない場合があるので、観光においては地場農産物の安定供給が課題となっている。

外食・中食。

外食・中食においても安定供給が課題となっている。外食産業においては、地域に密着した

外食事業者が、店の個性を強調するために地域農産物を積極的に利用するケース、大手の外食

事業者が消費者の安全志向、鮮度志向に対応するため、各産地の農業者との連携を行うケース
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が見られるが、いずれのケースでも食材の安定供給の確保が大きな課題となっている。このよ

うな外食産業者における原材料の確保のため、契約栽培等に取り組んでいるものが多いが、台

、風等の気象の変化による生産量の変動に対応できるような取り組みが必要となっている。また

市場価格が高騰したときに、契約が履行されないなどの問題も発生しており、安定した契約関

係の構築が重要となっている。

加工関係。

実態調査によれば、加工関係が抱えている課題としては、農産加工場の約６割が「新たな販

路の開拓（58.4％ 」を挙げており、このほか「付加価値の高い地場加工品の商品開発（48.8）

％ 「加工経費の削減（47.3％ 」が挙げられている。）」、 ）

情報活動。

情報活動は、直接的な地場農産物の売買がない取り組みであることもあり、経済的効果がす

ぐに目に見えないものを関係者や組織内部で理解してもらうことが必要であるといった課題が

挙げられている。情報活動のモデルケースをつくることも重要である。

交流活動。

生産者と消費者の交流活動は、相互の理解を深めることを目的としており、双方の相互理解

が不十分で、生産者はもっと食べ物の効果をアピールする必要があると考えられ、交流活動を

さらに進める必要がある。

生産者、消費者・実需者、行政における課題。

地産地消の類型別に見てきた課題を、生産者、消費者・実需者、行政といった活動主体ごと

に整理してみると以下のようになる。

生産者。

生産者サイドの課題としては、以下の事項が挙げられる。

消費者・実需者とのマッチングを図るための、情報交換の場を設けることが必要である。直

売所などの運営ノウハウの蓄積が少なく、時間と経費がかかるため、運営ノウハウを示すマニ

ュアル等が必要である。参加農家の確保・育成及び地場農産物の品目数、数量の確保を図る必

要がある。購入者が伸び悩んでおり、販路を拡大する必要がある。農家が直接販売を手がける

ためには、決済のメカニズム等のノウハウを積み重ねる必要がある。地産地消の活動により、

消費者に支持される、消費者ニーズを反映した産地づくり、農産物生産に変わるべきである。

消費者・実需者。

消費者・実需者サイドの課題としては、以下の事項が挙げられる。
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地場農産物の種類が少なく、出荷量、出荷農産物の規格等が揃わない。また、年間を通じた

安定的な地場農産物の確保を図る必要がある。どのような地場農産物があるのか、どこで地場

農産物が入手できるかわからないので、関連情報の収集・紹介を進めるべきである。流通経費

、がかからないといっても、必ずしも安価なものではない。営利企業として営業をしていく上で

地産地消に取り組むメリットがあることが必要である。

行政。

行政サイドの課題としては、以下の事項が挙げられる。

地産地消の普及啓発が不十分であり、地産地消活動を推奨すべきである。地産地消を幅広く

とらえ、地域の創意工夫、独自性を生かすべきである。関係省庁との連携が必要である。行政

内部にも、予算、人員、時間などの問題から、すぐに経済的な効果の見えない地産地消の取り

組みに消極的な場合もあるので、効果を示す工夫が必要である。行政は、問題があったときに

それをそのまま助けるのではなく、地域が自分たちで解決していくのをサポートすることが重

要である。

５、地産地消の今後の推進方策。

地産地消に関する現状と諸般の課題を踏まえると、今後、行政として推進すべき方向は以下

のとおりと考えられる。

地産地消の運動としての推進。

現状では消費者と生産者の相互理解が足りないことから、消費者と生産者が相互に理解を深

め、信頼関係が構築できるよう、コミュニケーションを強化していく必要がある。また、生産

者は地元の消費者に支持されるものをつくることが必要であり、消費を増やすという点では、

消費者に対する農業、農産物（食べ方、旬、栄養・機能性）についての普及啓発等、一層の地

産地消の普及啓発を進めていく必要がある。とりわけ、食に関する知識や健全な食生活への関

心が高まっている中で、本年７月に「食育基本法」が施行されたことを踏まえ、食育の取り組

みと連携して地産地消の推進を図る必要がある。

また、地産地消を幅広く推進する観点から、地域における地産地消の実践的な計画の策定の

促進を引き続き進める必要があり、本年度中に全国の600地域で地産地消推進計画の策定を目標

として推進する。

一方、地産地消の取り組みは直ちに効果が発生するものではなく 「続けること」が大切であ、

り、地場農産物をはじめとする国産農産物を選んでもらえるよう、根気よく、運動として継続

、的に進める必要がある。また、わかりやすいモデルケースをつくることも重要である。さらに
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自給自足的な地産地消ではなく、価値観が多様化する現在にふさわしい形で地産地消を広げて

いくことが必要であり、地産地消を幅広く、弾力的にとらえて推進する必要がある。

情報・ノウハウの提供（優良事例の収集・提供等 。）

地産地消の事例を整理してみると、いろいろな形でどのような展開があり得るのか、どのよ

うな方向性があるのか、地域が取り組む際に非常にヒントになるので、優良事例の収集・提供

をさらに進める必要がある。

関連施設等環境整備の支援。

直売施設や交流施設等の地産地消に関連する施設の整備などの支援が必要であり、また、学

校給食での地場農産物の利用を進めるためには、不揃いな規格の野菜でも対応可能な調理設備

や、国産小麦など新たな食材に対応するための機械施設の導入も有効である。

生産と消費のマッチングを図るための情報交換の場づくり等。

新しい顧客の掘り起こしということが大きな観点として必要で、従来的には経済システムの

中にがっちり組み込むのとはまた別な考え方も必要である。また、ニーズの合致する生産者と

消費者・実需者が結びつき合う関係づくりの中に、地産地消があると考えられる。さらに、個

人や事業者が単独で地産地消の取り組みを行うことは簡単ではなく、特に地場農産物を利用す

る側からは、安定した供給が課題であり、需要と供給のギャップを埋めていくことに留意する

必要がある。このため、ＩＴを利用したマッチングや関係者のネットワークづくりなど、生産

、 、 、者と消費者・実需者のニーズを合致させる機会として 「情報交換の場づくり」や 「顔が見え

話ができる関係づくり」が重要である。

人材育成（リーダーやコーディネーターの育成・確保 。）

地産地消の推進には、その中心となる使命感を持ったリーダーやコーディネーターの育成が

必要であり、また、地産地消を担う幅広い人材・後継者の育成が必要である。

学校給食における地産地消の推進。

食に関する知識や健全な食生活への関心が高まる中で 「食育基本法」が施行されており、こ、

うした状況を踏まえ、地産地消を進めていく上で、また、地域の食文化の保持や味覚の発達等

の観点からも、食育の取り組みとの連携が重要であり、文部科学省や栄養士会等の学校給食関

係者と連携して、学校給食の中で地産地消を推進する推進方策を検討する必要がある。

また、地域における学校給食等での地場農産物の利用促進は、関係する組織、団体等が一緒

の話し合いのテーブルにつくことによって、問題点が明らかになり、解決策が見えてくる。地

産地消は生産者と消費者・実需者のコミュニケーションを伴った活動であり、意思疎通を十分
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に図る必要があることから、関係者が一体となって推進する必要がある。

観光業における地産地消の推進。

旅館などの観光業等においても、国産農産物の利用を含む地産地消を推進するため、関係業

界や関係省庁と協議しつつ推進方策を検討する必要がある。

６、むすび。

本中間とりまとめは、地産地消推進検討会での今後の地産地消の推進方向の議論を現時点で

とりまとめたものであり、国における地産地消関連施策の企画立案に速やかに反映されること

が望まれる。また、学校給食における地産地消の推進や、外食などの食品産業や旅館など観光

関係者による地場農産物をはじめとする国産農産物の利用の推進については、今後とも引き続

き、さらに検討を深めていく必要がある。

地産地消の取り組みは、各地域の創意工夫を生かして多種多様に展開されており、この推進

のためには、地域で実施されている優良事例をさらに収集・分析するとともに、引き続き、よ

り効果的な推進方策の検討を行っていく必要があると思われる。

我が国においては、大量生産・遠距離輸送技術の発展に伴って大量消費社会へと移行し、効

率かつ安定的な農産物流通システムが構築された。その一方、生産者と消費者の関係は疎遠と

なった。また、2000年以降、食品をめぐる事件や事故が頻発し、消費者の食品や農産物への不

信と不安が高まった。そしてその裏返しとして、消費者の食品と農産物への安全・安心志向が

強まっている。

このような状況の中で、直接の交流・対話を通じて「食」と「農」の原点を見つめ直す地産

地消が、全国各地で展開されている。この流れが一時のブームで終わることのないよう、逆に

今の状況を糸口にして、消費者や生産者に対して地産地消のニーズをつくり出していくことが

必要と考えられる。

こうした地産地消の運動を国民的な大きなうねりとし、生産者が消費者や実需者のニーズを

的確に把握して、それに沿った生産を行うようになるとともに、消費者が農業や農産物への理

解と関心を高め、地場農産物をはじめとする国産農産物を選択する機会が増えることにより、

食料自給率の向上に寄与することを目指す。

少し長くなりましたが、以上でございます。

○永木座長 ただいま、推進室長から一気にご説明をいただきました。これから少しずつ議論

をしたいと思います。

ただいまお話がありましたように、一番最後の16ページの最後のパラグラフに「地産地消の
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。ニーズ」という言葉がありましたけれども、まさにニーズがあってこそ地産地消だと思います

、目次のところを見ていただきますと、メリット、デメリットの定義のところから始まりまして

かなり丹念に地産地消を分類し、そして統計分析していただいた上で、課題整理と今後の方向

性という展開でまとめていただいていると思います。時間が限られた中で細かい議論は到底無

理とは思うんですが、少しずつ議論を始めさせていただきます。

最初にちょっと量も多いものですから、目次で申し上げますと、１の「はじめに」というと

ころから２番目の「地産地消の意味 、このあたりのところについて、もしお気づきの点がござ」

いましたらご意見いただきたいと思います。

意味づけのあたりはよろしいでしょうか。

はい、どうぞ。

○實重生産局総務課長 ３ページの真ん中のあたり、ちょっと同じ文章が２回出てまいりまい

りまして、これはワープロのミスか何かで若干重複した文が３行ございます 「できるだけ近く。

のものを優先するといった考え方の下に 、このあたりでございますが、後ほど整理させていた」

だきたいと思っております。申しわけございません。

○永木座長 私も３ページの上段のあたりでちょっと気になったところがあったんですけれど

も、細かいところですから、これは後で。

メリットやデメリットもよろしいでしょうか。メリット、デメリットの４ページの３に入る

前に、３点ほど問題点、限界があると書いてくださっていますが、このあたりが、この後の課

題と対応するのでしょう。

はい、どうぞ。

○野見山委員 野見山です。後の章ともかかわるんですけれども、用語に若干ぶれがあるんじ

ゃないかと思うんですね。４ページの問題点のところで、地域産農産物と言っていますよね。

で、後の方では地場産物とか、地場農産物、地域農産物。それがつまり、いわば地域、地場、

地元というエリアのとらえ方が、もし事務局の方で狭い広いといった意味があるならば、そう

いった定義を明確にしておいた方がいいということ。もしそういう、例えば地場と地元という

。定義で明確な仕分けがないとするならば、使用を統一した方がいいという、それが１点ですね

以上です。

○永木座長 今の用語に関するご指摘、多分③の地域産農産物というところ、このあたりの言

葉の使い方、地域の広がりということですね。

○永田生産振興推進室長 特に使い分けているわけではございませんので、統一の方向で整理
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させていただきます。

○永木座長 特に今、ほかにご意見がないようでしたら、後で全体的なご議論をいただくとし

て、次に移らせていただいてよろしいでしょうか。

それでは、続きまして今度、３のところの「地産地消の現状 、このあたりについてはいかが」

でしょうか。

はい、どうぞ。

○萩原委員 萩原です。余計な心配というかもしれませんけれども、ちょっと疑問に思ったん

ですが、輸入農産物との兼ね合いみたいのはどうなのかと思いました。私、不勉強なもんです

からよく知らないんですが、随分昔は牛肉、オレンジの輸入だとかいろいろ強制的に輸入させ

られるようなものがあったように聞いておりますけれども、非常に政治的な内容があるでしょ

うから難しいとは思いますけれども、輸入農産物というのはどういうふうになっているんです

か。教えていただければというふうに思うんですが。わかる範囲で。そういうのは、ここには

入れる必要はないんでしょうか。

○實重生産局総務課長 輸入と国内生産との関係でございますが、これは今、農政の基本とな

っております食料農業農村基本法、それからこれに基づきます先般策定いたしました新しい基

本計画、この中で一定の考え方が示されております。基本的に、国内生産で賄えるものは国内

生産で賄うと。これが自給率向上ということにつながるわけでございます。

その上で、我が国はすべての食品を国内で自給できるわけではございませんので、必要なも

のについては安定的に輸入を行うと。また、輸入が何か災害その他でショートしたときのこと

も考えまして、一定の備蓄は行うという考え方でございます。

そういう意味で地産地消と結びつけて考えますと、地産地消はできるだけ身近な、距離の短

、い範囲で食品を食するという運動でございますので、概念的な広がりとしては国産の農産物を

国産の食品をできるだけ消費していただくと、それによって自給率を向上すると。ただ、それ

で現在自給率40パーセント、目標として45パーセントを掲げておりますけれども、100パーセン

トというわけにはなかなかまいらないところでございますので、それらについては国内で自給

できないものについては安定的に輸入するということでございまして、ここでは地産地消の概

念は最外延部を国産品というところに置かせていただいております。

○永木座長 ということでございます。

これは埼玉県の学校給食の話で、製パン小麦の利用等は輸入代替と申しましょうか、国産小

麦を積極的に使っていただくということですから、今のお話につながるわけですね。
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それから、これは基本計画でもうたっていることですし、今課長からお話いただきましたけ

れども、やはり、背景には自給率を高めようという考え方があろうかと思うんですね。前段の

方では商品力という言葉がありましたけれども、私は実は商品力というのを、もうちょっと具

体的に表現し、遠距離出荷型のものと、それから地場というのが、何かこう意味のあるすみ分

けの考え方がある、そこにはちゃんとリピーターになってくれるお客さんができるすみ分けが

あって、国内生産の拡大につながっていくと。そこでは、例えば高齢者で、従来の大型産地の

共同選果、共同出荷ではラインに乗っていけなかったような生産者も、地産地消の中には積極

的に参加できると。ただ、繰り返しますけれども、そのときにどういう商品をどういうコンセ

プトでつくっていくかというのは、大きな議論があるんだと思うんです。何か考え方があって

しかるべきだろうというふうに思うのです。

ほかにご意見ございませんでしょうか。

はい、どうぞ。

○蓮尾委員 最後の全体のところで申し上げようかなと思ったんですけれども、どこにこうい

う文言というか、もし入れるとしたら、どこに入るのかがちょっと私も考えあぐねていたとい

うか、また、入れる必要もないのかなということもあると思うので、ちょっとお尋ねしたいん

ですけれども。

地産地消の中でこそ守られるのではないかなと私が考えているのが、今、割といろんなとこ

ろで広がり始めている在来品種、昔からある在来品種を復活させようというような動きがある

ように思うんですね。そうした場合の種子をどう採取していくかというか、種を。ジーンバン

ク的なそういったものを守っていくというか伝えていくというのは、やはり県レベルとかそう

いったところの地方行政ですか、そこら辺の働きというか、かかわりというのが非常に重要な

んじゃないかなというふうに思いまして、それが一つの食文化の継承とか、それから地域をも

っと親近感を持って改めて見直してみるといったようなことに、観光にもつながっていくんじ

ゃないかなというふうに思うんですけれども、そういうことというのは地産地消のここの中で

は入れるべきではないと思うのか。

それからもう１つが、今私自身もかかわっているんですけれども、例えばオーナー制度とい

う、果樹とか畜産とか棚田とかそういった地域の中のものをもう一度地域の中で見直して、そ

れには自分がオーナーになって契約するというか、そういうようなことも地産地消の１つかな

と思うので、そこら辺をちょっとお尋ねしたいなと思うんですが。

○永木座長 いかがでしょうか。
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○吉田審議官 最初のおっしゃった在来品種、特に現代では消えてしまっているような地域独

特の野菜ですとか、そういったものを地産地消の中で取り組むというのは、地産地消の運動の

中でこそ確保できるのではないかというご指摘は、まさにそのとおりだと思いますし、現にそ

ういう運動はされております。それに対して行政が行うこととして、ジーンバンクの整備です

とか、そういったことは現在でもやっておりますし。この文章の中でどこで読めるのかちょっ

と工夫はしてみたいと思いますが、行政としてはそういうことができるのではないかなという

ふうに思います。

、それから、もう１つのオーナー制度、これは現在文章の中でも、私最初ちょっと読んでいて

これは千枚田の保存でオーナー制度なんかやっておられますが、あれはまさに今回の文章の中

でもそれを意図した表現がありましたので、そこで読めるんじゃないかなとふうに思っており

ます。今ちょっと場所を探しますけれども。

○永木座長 いろいろご意見をちょうだいしました。今日のご議論を受けまして、最終的な取

りまとめ作業で、何かの形で文章の修文をしていただき、反映していただくことを後で申し上

げようと思っています。そういう理解でよろしくお願いいたします。

私も、今お話ありましたように、まさに日本型食生活、ＰＦＣバランスが非常によいという

日本型食生活が、こういう地産地消の中で地場の伝統的な食品の販売と調理法のノウハウをセ

ットで取り組まれ、そういう食文化が守られていくのであろうと思います。そういう今ご指摘

の大きな効果があるんだろうと思っております。

私も一生懸命文章を今探しました。どこかにその言葉があったと思ったのですが、見つから

なかったのです。そのあたりももう一回確認させていただくということでよろしいですね。

それから、今オーナー制度のお話いただきましたけれども、オーナー制度をというのであれ

ばですが、家庭菜園までも地産地消の話に持ち込むのはちょっと行き過ぎかもしれないけれど、

重視するコミュニケーションの意味はどういうものか、きちんと整理しておく必要があると思

いました。

いかがでしょうか。

そうしましたら、ちょっと先を急いで恐縮ですけれども、次に、４番目の「地産地消の課

題」というところに移らせていただきたいと思います。

いかがでしょうか。

ちょっと飛びすぎかもしれませんが、６ページ、７ページの非常に興味深い類型化をして整

理していただいています。このあたりについてどなたかコメントはございませんでしょうか。
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よろしいですか。

よろしかったならば、10ページの「地産地消の課題」というところ、ご意見いただきたいと

思います。

はい、どうぞ。

○増田委員 増田でございます。遅れてきて失礼をいたしました。

課題に間に合ってよかったなと思っているんですけれども、地産地消といいましても、大が

かりなファーマーズマーケットではなくて、本当に個人営業の小さな、私どもおばちゃんショ

ップとかおばさんショップとか言っております。たまたま私の住んでおります周辺1.5キロの中

に７カ所も、小さなそういう直売所といいますか、自分の裏でとれた野菜をそのまま棚に並べ

。て、無人であることが多くて、収穫の時間に合うとおばさんがそこに出ていろいろやっている

ところが、曲がったキュウリとか何かはいいんです、それは。キュウリの問題じゃなくて、

消費者としてはだまされちゃうことがままありまして。今の時期で言いますと、おいしいよと

言われて買ったインゲンが筋っぽくてとてもとても、いくらゆでてもだめだったり。というの

は、やはりここで何を言いたいかと言いますと、量販店というのはやはりそれなりに品質管理

といいますか、バイヤーとかマーケットを見ながらということが行われていて、やはり直売所

単位になりますと、どうしてもその辺が課題として残ってくる。で、私ども、戦中派育ちの高

齢者にとりましては、かつて生産者の方にだまされたという、その辺が生産者と消費者の間の

、溝になり続けて、今もまだそうなんじゃないかと。私は小さな直売所でナスを買ったりすると

中が真っ黒だったりすることがあったりして、何かその辺の指導というんですか展望というん

ですか、とても難しいと思うんですけれども、これはＪＡの役目なのか市町村の役目なのか、

その辺がとても気になるところでございます。

もう１つ、長くなってごめんなさい。今、原料原産地の表示というのが、一つ農林水産行政

の中で大きなテーマになっていて、外食産業とか加工食品の拡大ということも議論になり始め

ていると思うんですが、そうなりますと、加工食品のメーカーの原料調達というのは、ちょっ

と地産地消とつなげる必要があるんじゃないかという意見も聞きましたけれども、原料調達に

さらに苦慮なさるというのは見えているわけです。やはり、安いものを求めて海外の野菜だっ

、たりするわけですから、地産地消の動きを加工食品とか外食へ何とかきっちりとしたルートで

そんなきれいごとじゃなくて、やっぱり価格が問題になると思うんですが、これはきちんとし

た支援が必要なんではないかと思います。

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す。１つは、品質管理の問題がきちんとできているだ

ろうかという問題、それから、加工食品会社に原材料として送る契約量をコスト的にも品質的

にもちゃんと用意できるだろうかというような課題の提起だったと思います。

加工側の委員の先生がいらっしゃったと思ったんですが、お名前を私ちょっと覚えてないん

。ですが、あるいはＪＡ……。どなたか、この点に関連しましてご意見ございませんでしょうか

○吉田審議官 加工の方は、ちょっと後から恐らくこういう事例を含めてお話しいただけるん

じゃないかと思うんですが、まず最初の方の小規模なところでの品質管理。

これ実は、先般別の懇談会である農協の方が、非常に資材費の低減や食の安全に以前から取

り組んでおられた農協の方が来てお話をされていたのですが、その中でちょっと余談の部分で

おっしゃったんですが、直売所に出てくるもの、特にちょっと言葉が悪いですけれども、じい

ちゃん、ばあちゃんがつくって出してくると、こういうものにはちょっと危ないところがある

と。それで、ＪＡとして非常にそこはしっかりといいますか、非常にその辺の農家の方々に注

意を促していると。やはり例えば農薬の問題ですとか、その辺が年配の方ですからなかなか今

の状況はわからない、あるいは説明書もないというようなこともあって、ずさんな管理になる

部分があるんで、ＪＡとしてはそこはしっかり管理をしておると、管理というか、きめ細かな

指導といいますか助言をしているというお話ありましたけれども。

ここは行政で何か縛るというよりも、やはりそういうものを出してしまうと、そこの産地の

ものが結局は皆さんに選択されないという結果につながるわけですから、地域のＪＡなりがし

っかりと指導といいますか、していくという体制をつくるのが一番の解決策ではないかなとい

うふうに思っております。

、それから、後段の加工食品、これは確かに価格面でなかなか厳しい面もございますけれども

うまくいっている例は、やはり利用する側とそれから生産地との普段からの意見交換といいま

すか、しっかりとした意思疎通、そういうものがベースになってうまくいっている例がありま

すので、その辺を参考にやっていくのかなというふうに思っております。

○永木座長 はい、どうぞ。

○實重生産局総務課長 今の加工とか外食の関係でございますけれども、以前中国から野菜の

輸入が大変急増いたしまして、大分紛争と申しますか摩擦を起こしたことがございました。近

、年、割と落ち着いておりますのは、割合すみ分けができております。スーパーなどで各消費者

ご家庭が購入されるものは国産品が多くなっておりますし、特にネギなどで紛争が起こりまし

たが、例としてネギについて見ますと、一般消費者用は国産品、それから加工・外食向けに輸
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入品というような格好でかなりすみ分けができてきていて、それをまた国同士でも話し合って

。おりますので、そういう意味であまり紛争になってこないと。需給状況を話し合っております

そういう状況がございます。

そういう意味で外食・加工関係の業者、企業の方々も、やはり原産地表示があって国産品を

使って、それによってそういう消費者をターゲットとしてビジネスを展開しようという方もい

らっしゃると思いますし、そうでない低価格路線で行くんだという方もいらっしゃると思いま

す。私どもとしては、地産地消を展開するに当たっては、できるだけ前者のような形を広げて

いきたいわけでございますけれども、それにいたしましても一律になかなか価格支援をすると

いうわけにはいきにくいと。

それで、農業者の観点からは、農業をしていただいていることに伴って、いろいろな公益的

な機能、公益的な役割を果たしていただいておりますので、そういう意味での補助制度という

格好で対応させていただいております。施設の整備ですとか、あるいはいろいろな話し合い、

協議会などにおける話し合いの経費、そういったものについては助成できるようになっており

ますし、先ほどの文面にもございましたけれども、できるようになっておりますけれども、今

度は予算の中でそういうものを地産地消という観点からまとめまして、一つの特別対策と申し

ますか、一つのはっきりとした形での予算の体系といったものを出していきたいと思っている

ところでございますけれども、そういう形でのご支援をしていきたいと思っているところであ

ります。

この点については、鎌田委員からもどのようにお考えか、ご意見を伺いたいと思っておりま

す。

○鎌田委員 私、前回の検討会ではキャベツについてお話ししたかと思うんですけれども、我

々の店舗では使い分けをしております。身近な、国産でいうと、例えばお米であるとか生鮮の

野菜であるとかいうものはそうしていますが、先ほどおっしゃったように冷凍で中国から持っ

てきた方が年間品質が安定するものであるとか、もちろんコストの問題もありますけれども、

そういうものについては輸入品を使ったりとかいうことで。我々どうしても商品を一年中同じ

商材を使うということをやっておりますので、季節の商材ももちろんありますけれども、そっ

ちの方がどちらかと言えば特殊な使い方ということにしておりますので、それについては使い

分けをさせていただいているというのが私の方の店舗の実態でございます。

多分外食の他のお店の中でも、よくそういう事例は我々も現地でお会いすることもあります

し、場合によっては今、国産の農産品よりも進んでいる面もかなりあるというふうに認識して
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おります。

以上です。

○永木座長 どうもありがとうございます。

どうぞ。

○高鷲委員 今の件に関して、私どもは学校給食、埼玉県学校給食会ではできるだけ県産、国

産品を使おうと、しかしながらそれですべて揃うわけではないので、先ほどの鎌田委員さんと

同じように外国産もそれは使わざるを得ない。その場合には、安全性ということを担保にして

取り扱いをしていこうということでやらせていただいております。

その中で、せっかく国産でとれるということでも、私ども県単位で地産地消という取り組み

を始めていましたけれども、今後の課題として、できるだけ埼玉県ではなくても他県にあるの

であればそれも取り入れていこうということで、実は11ページの③に課題の中で、学校給食・

福祉施設というところで取り上げていただいております。この中で、特にいろんな多様な立場

。の人と横の連携が必要だというような文章を入れていただいて大変ありがたいんですけれども

そこの中に 「生産者、流通業者」というのがありますけれども、生産者というと言葉の意味、

、で、私どもとしてはぜひ、隣に全中さんの佐藤さんがいますけれども、ＪＡグループの中央会

あるいは全農さん、そういう組織の名称もぜひ入れていただく。そのことが生産者ということ

で一括くくりになっているかもしれませんけれども、ぜひ入れていただければありがたいなと

いうふうに思います。

と申しますのは、今度私どもではいろんなここの課題があります。特に地域を限定して市町

村でやる場合の問題点もありますから、そういうところは先ほど審議官のおっしゃったような

ＪＡさんがやっぱりちゃんとした農薬と、あるいは履歴のはっきりしたものということで管理

をしていただく、そういうものを給食で取り入れていく、そういう役目を担っていただく。さ

らに、今度は埼玉県ではないけれども、ほかの地域ではもっととれるというような場合には、

全農さんを通じての品物の供給をしていきたい、そういうところの役割をぜひ全農さん、中央

会さん、ＪＡグループに担っていただきたいというふうな思いがありますので、ここのところ

にそうしたものを入れていただければありがたいなというふうに思います。

以上です。

○永木座長 どうもありがとうございます。

佐藤委員、何か関連してございませんか。

○佐藤委員 先ほどの論議の中で、直売所の質の問題が論議があったんですけれども、ご指摘
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のとおりそういうところも実は現在あります。ただ、直売所がすべて価格が安くて品質がいい

のを直売所だとこういう概念で論議をされますと、これは少し買いかぶり過ぎだろうと思うん

ですね。旬のものをきちっと地場で味わうということは、逆にリスクも実はあるわけで、味が

統一しない、平準化していないというのが、裏返しのところで実はデメリットとしてあるわけ

。で、それを消費者と生産者が話し合いながらコミュニケーションを図りながらやりとりをする

これは商売ですから、そういう訓練がまだまだ不十分だということが実は事実なんですよね。

我々ＪＡグループとしてはいろいろやっていますけれども、ＪＡグループ以外のところの直

、に生産者がやられるところは、実はなかなか手が出せないという状況にあることは事実でして

これは社会的なこういった地産地消の運動が成熟する中で、きちっと整理できていく課題では

ないかなというふうに思っております。

これが１つですが、もう１つ。実は３ページのところに、国民の１億3,000万人の食料をどう

するのかという論議がありましたけれども、地産地消が拡大をする、どんどん発展をする、し

かしそれでは不十分ですよということになると、第１回目も私申し上げたと思うんですが、共

選の問題ですね、共同選果の問題ですね、こことの関係をどう整理整頓するかということが実

はだんだん課題として大きくなってくるんですよ。

今、地産地消のボリュームが小さいからこの問題は全然論議になりませんけれども、共選と

、の絡みの問題、これをどうしていくのかということが大きな課題になるし、その共選には当然

外国産農産物もあるし国内産の農産物もあると思うんですけれども、そこのところをどう整理

整頓するのか。ということが、実は書かれていないので、どうでしょうかという課題認識を持

っております。

以上です。

○永木座長 どうもありがとうございました。それぞれ課題点をご議論、提示していただいた

と思います。

私は一方では、従来からの遠距離型といいましょうか、大量出荷型といいましょうか、そう

、いう産地もやっぱり一方にはあると。そこでは、きちんと従来どおり品質管理もできているし

高度なマーケティングの技術がそこには生かされていたわけだと思うんです。

こちらの地産地消はそういうのがなくていいかと言うと、恐らくそんなことは決してあり得

ないわけです。消費者とのコミュニケーションという言葉があちこちに言葉が出ていますけれ

ども、ニーズがあってこそお客さんになっていただくという関係があるわけですし、そこには

信頼関係もあると。しかしさらにもう一歩進めて、多分ここにはプラス何か 「運動」という、
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言葉があちこちにありましたけれども、そういうものがコミュニティの中で消費者と生産者の

信頼が築かれ、そこの地域で生産されたものをそこで消費しようという観点で地域の農業を共

有し合って、つくる喜びと食べる喜びをお互いに分かち合うというものが多分あるんじゃない

かと思います。だから、そういう点にも触れたいですね。背景に地域内の生消間の信頼がある

わけです。例えば、今、佐藤委員から旬のものという言葉もいただきましたけれども、多分旬

のものを提供するんだという一種の品質管理がそこにきちんとあって、初めてできるんだろう

なと思います。

それから、今最後の共選の問題も、これも確かに言われるとおりで、もう少し検討、掘り下

げていかなければいけない課題かなと思います。

時間がどんどん来ているんですが、いかがでしょうか。最後の課題ですね、５のところはそ

れぞれ各委員からご意見をいただこうと思っておりますが、今の４のところまでで何か言い残

していることがありましたら、ご意見いただきたいんですが、よろしいでしょうか。

はい、どうぞ。

○秋岡委員 各活動内容ごとの課題にもちょっと関連するんですけれども、地産地消というと

直売所というイメージがすごく強く出ているんですが、ただ現実的に地産地消みたいな運動と

いうかムーブメントが、じゃあ食料自給率の行動にまでいくということになると、私は直売所

だけではやっぱり無理なんじゃないか。

最近の動きを見ていても、私も先週ちょうど人口８万のところに視察というか、ちょっと用

事があって出かけたんですが、そこには今度商圏45万の大スーパーマーケットができるんです

ね。それは地方の、もちろん８万ですからそんなに大きな町ではないんですが、やっぱり世の

中はどんどんそういう方向にいっていて、この間の総務省の発表した人口調査でも人口もいよ

いよ減り始めているとかということもありますし、そうなると、直売所のロケーションがすご

くよければいいんですが、現実的にはやっぱり消費者というはスーパーとかそういうところに

行って買い物を手早く済ませるとか、土日は子どもの遊びを兼ねてそういうところに行くとい

うのが現実的には避けられない問題だと思うんですね。

で、生産者の方が直接売るという直売所というのは、やっぱり一つの形としてはもちろん大

、事なものだと思うんですが、ここでの直売所は直売所、量販店は量販店ということではなくて

北村委員のところでもなさっているような、ただ農家のようにつくっている人と消費者が一番

よく買いに行く量販店とをどううまく結びつけていくのかといった提案というのが、やっぱり

現実的にはかなりいいのかなと。多分生産者の方も、地産地消しましょう、直売所というとや
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っぱりそれは負担も大きいですから、それができないところであれば、じゃあ地場で一番お客

さんが来ているところとか、もし商店街が元気な町ならそこと組んでもいいんですけれども、

今そういうところが少ないので、そういう形の生産者の直売所と量販店みたいな連携みたいな

一つのスタイル、もちろんここにも書いてはあるんですが、そこのところをもうちょっと伝え

ていってもいいのかなという気はしました。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

実は私も似たようなことをちょっと考えておりまして、どういう消費者とつながるのがこの

地産地消かなという思いがあったわけですけれども。例えば、一般的にはスーパーに行くとい

うのは一番手っ取り早いわけですし、それからもう少し信頼とか運動的な要素を入れたら、生

協とかとのつながりが味を持ってきていると。では、この地産地消というのはどういう消費者

とのつながりか。コミュニケーションという言葉がいっぱいありますけれども、どういうふう

にコミュニケーションするのが地産地消のコミュニケーションなのか。次の課題の「今後の推

進方策」にも、今秋岡委員の言われたことは関連すると思うんです。今後、引き続き議論をし

たいと思います。

それでは大変申しわけないんですが、時間が来ております。まだ、議論があろうと思うので

すが、とりあえず５番の「地産地消の今後の推進方策 、13ページ以降ですけれども、これに移」

らせていただきたいと思います。ここと、６番の「むすび」とを合わせた議論に進めさせてい

ただきたいと思います。

これについては、それぞれ実践していらっしゃる委員の先生方がここにたくさんいらっしゃ

るわけで、むしろその委員の方々の今の思いを、改めてもう一度、これまでも１回目、２回目

とご発言いただいていますが、改めてもう一度、ここで順番にお聞きさせていただきたいと思

っております。

右側の米倉委員からご意見を、５番、６番に関連させて、あるいはもう少し話を広げていた

だいて結構ですが、聞かせていただけませんでしょうか。

○米倉委員 先ほどから皆さんの意見を聞いている中で、簡単に言うと小規模の直売所なんか

非常に信用がないというふうなのがございましたけれども、私どもの直売所はＪＡでございま

、すので、ＪＡが全面的に関わっております。営農指導員も抱えておりますし、そこで肥培管理

それからトレーサビリティの栽培管理なんかもやっております。それで、品質管理もすべてや

っているというところですが、一般的にグループでつくられているとか、第３セクターでやっ
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ておられるというところなんかが、そこら辺がどういうふうに管理をしていくかというのを考

。えますときに、県の機関としても農林事務所なり普及所なんかがあるんじゃないかと思います

そういう方たちが少し音頭をとられて、その辺の管理の指導をしていただけるとありがたいな

というところもございます。

それから、非常に課題なり今後の推進方策を掲げてありますが、実際これをどうやって推進

をやっていくかというところは今後の問題だと思うんですが、非常にそれを行政がどう関わっ

、ていくのか、ＪＡがどう関わっていくのかというふうなことを自分なりに考えていますときに

すごく幅広い大きな問題だと思います。非常に文章的には整理をしてございますけれども、こ

う実際的に実践するときに、どんなふうにかかわっていったらいいのか、どんなふうに全体的

なまとめになっていくのかなというふうな感じもして聞いております。ちょっととりとめもな

い話でしたけれども、今感じたところを述べさせてもらいます。

○永木座長 はい、ありがとうございました。

それでは、順番に吉田委員、次お願いいたします。

○吉田委員 今、米倉さんも言われたんですけれども、直売所、私はちょっと都内の方なんで

すが、直売所の品質管理については、その辺の問題が私も耳が痛いなと思って聞いていました。

先ほどもクレームの問題だとか、そういうのがあるんですけれども。

たまたま東京都の場合は、普及員がここのところ結構削られている、あまり人がいらっしゃ

らないんです都内の方は。多摩地区の方に重点を置かれちゃっていると言ってはちょっと語弊

があるんですが、区部よりも多摩地区の方に重点を置かれているもので、あと人員削減という

のもあるんでしょうけれども、はなから農家で直売やっているだとか農家の家へ回れるような

体制じゃないと私は思うんですよね。やはり、生産している人のうち、１年で最低でも１回か

２回は顔を出してほしいなと思うときもありますし、また、この状況になるとトレーサビリテ

ィとかいろいろな問題が出てきているので、やはり、どこでどういう方が、農家をやっている

のか、どういうものをつくっているか。視察じゃないですけれども、ちょっと状況を見てほし

い。またはそういうときにアドバイスなどをしていただければ、品質管理などの問題ですね。

それから、昔からじゃないですが、俺はこういう種類がいいんだというよりか、新しい種類

が出てくれば、こういうのもあるんだよと、そういうアドバイスだとかそういうのもしてあげ

れば、そういう問題が多少は解決するんじゃないかなと思います。

○永木座長 ありがとうございました。もしまた後で何かお気づきの点があったら言っていた

だきます。
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次、田中委員はいかがでしょうか。

○田中委員 私、自分でもちろんつくったものを自分のところで販売している、青森県の名川

のチェリーセンターから出ているんですけれども、それは自分のところでつくったものを当然

、自分たちも食べているわけですから、とりあえず安全だなと思って出しているわけです。また

もちろん100人メンバーがいますので、その100人のメンバーはそれぞれ、まず毎日来る人もあ

りますし、また、２日か３日、４日に１回くらい出る人もあります。でも、そこで自分たちで

つくっているものの、何年か前から始まっているトレーサビリティというのに対しては、とて

も私たちも神経質になって取り組んでいますので、いろんな場面においてこういうのは使っち

ゃいけないという、何よりも農協の指導もありますし、またもちろん普及の先生たちからいろ

いろと教わりますので、いろんな面に気をつけています。

ただ、毎日みんなで集まるような人数の多いところはそんなに問題がないと言うと、そんな

にというのは一体どこから来るのかと言われそうですけれども、たまたまその時期になったと

きに、ちょこっとだけ屋根をかけて売っているところというのは、やはり温度も、何ぼ青森で

もいつもいつも寒いわけではなくてとても暑くなりますので、そういうときにやはり、先ほど

おっしゃったようにナスとかキュウリなんかもちょっと品質が変わるかもしれませんね。やは

りそういうところには、じゃあ、だれが一体注意するのかなと思っているのは私たちです。で

すから、そういう、ここで売っている方々がどこから指導を受けているのかとても気になるこ

とがあります。

また、あと地産地消というのは自分のところでとれたものだけを消費するのは地産地消では

ないよとおっしゃるように、私たちはついこの間、前回私が出られなかったのは、６月の末か

ら７月の初めにかけてはとても名川町はサクランボで一色になる町ですので、どうしても来る

ことができなかったのがとても残念だったので。それは、時期に時期のものがとれて時期のも

のをいろんな方々に提供する喜びというのは、直売所の一番の使命であり、私たちの感動する

場面でもありますが、それは生産者が常に心がけていることなんですが、ちょっと大変言い方

があれなんですけれども、消費者の方々もやはりそういうことに対して、もうちょっと生産者

の側に立ってくださいというような言い方もおかしいんですけれども、もうちょっと生産者の

身になってほしいなというときが、たまにあります。私たちは皆さんの健康だけを考えてつく

ってはいますが、とりあえず私たちが元気でいなければなりませんので、特に農薬とかについ

ては一生懸命勉強させてもらっていますので、もし時々古いのを見かけたりしたときには遠慮

なく注意してくださることも大事ですが、消費者の方々ももうちょっと勉強する場があればい
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。いのかなという、これは私たち生産者からのお願いでもありますので、よろしくお願いします

○永木座長 ありがとうございました。

順番に川上の方から指名させていただいているんですけれども、佐藤委員、もう一度何か全

体を通して、とりまとめのところでご意見を。

○佐藤委員 13ページのところに「地産地消の運動としての推進」というふうになっています

が 「消費者と生産者の相互理解が足りない」ということになっています。これだけじゃなくて、、

やっぱり社会的な、社会との関連というものをこれに絡めないと、消費者と生産者だけではこ

れは少しおかしいんじゃないかなというふうに思っております。今の社会の食生活とか、ある

いは生活のしくみとかというものがやはり影響をしておるわけですから、その辺も少し一声入

れていただきたいというのが１点です。

もう１点は、全体を通してなんですけれども、集荷をする人間とかあるいは仲買いをする人

間とか、あるいは我々ＪＡグループみたいに農産物を販売から全部扱う人間とか、そういった

たぐいの役割についてどう定義するのかということが、やっぱり要るんじゃないかなと思うん

です。

と言いますのは、直売所はボリュームが少ないので、まだ全体的な食料の部分まではいかな

いよと、確かにその部分があると思うんですが、では量的に拡大をする、あるいは量販店とリ

ンクしていくときには、仲買いなり仕切り役がどうしても絡んでくるわけでして、農家の方が

量販店に持ち込んで、あるいは量販店が個別の仕入れまでぜんぶやるかって、できないわけで

すから、そこのところの仕組みをどうしていくのか、だれが担うのか、そのコストをだれが背

負ってどこに転嫁をしていくのか、その論議はこれから要るんではないかなというふうに思っ

ております。

実際我々やってみて、先ほどから現場の方が盛んにＪＡから指導を受けていると言われてい

ますが、確かに時々やっていますけれども、このコストというのはすごいんです。これがまだ

量が少ないんであれですけれども、国民的な食料の問題に発展していきますと、ここの部分は

。だれが背負うのかということが課題になってくるのではないかなというふうに思っております

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

次に、萩原委員から意見いただきます。

○萩原委員 すみません。私のところが関係するところは、15ページですと（７）番になろう

かと思います。観光業における地場産業の推進ということなんですが、やはり私たちは民間で
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ございますので、どうしても経済性を最優先させていただかなければならないというふうに思

、っております。その前の方で、強い農業をつくる交付金という言葉が出ておりましたけれども

そういった生産者さんに対する交付金とか助成金ですとかというのは恐らくあるんでしょうけ

れども、我々のような外食産業ですとか、生産者と消費者という軸があるとするならば、限り

なく消費者に近いんですけれども、消費者のちょっと手前みたいな、生産者寄りみたいな立場

のそれであって民間であるという、我々のような立場の者に対する例えば交付金、助成金のよ

うなものを、私存じ上げないので、もしあるとするならば、ぜひ告知をしていただく方法を考

えていただきたいですし、もしないとするならば、新規に創設などをしていただけるならば、

そういった経済的なメリットを何かつけていただけると、少し推進に向くのではないのかなと

いうふうに思いました。

以上です。

○永木座長 ありがとうございます。

では高鷲委員、お願いいたします。

○高鷲委員 生産をしたものの履歴については費用がかかるよ、というふうな佐藤委員からの

お話がありました。そういう専門的なことはちょっと佐藤さんの方にお任せをするとして、私

どもの立場からすると、実は先日、食育基本法が施行になりました。そこで関東農政局の課長

さんに講演をお願いして、私ども都道府県学校給食会、関東ブロックなんですけれども、講演

をしていただきまして、その後、積極的に食育あるいは地産地消にかかわっていこう、そうし

たことを重点にこれから仕事をしていこうということを確認をいたしました。つまり子どもた

ち、学校給食の子どもたちを通して親に発信をしていく、学校から家庭に発信をしていく、こ

うしたことでぜひ地産地消の広がりを進めていきたいというふうに考えております。

その中で、先ほどからお話出ておりますけれども、保護者の方が買い物に行ったときに、量

販店なりあるいは直売所に行ったときも、どこか頭の隅に地産地消ということをとらえて品物

を選んでもらえればなというふうに思っております。そのためには、先ほど出てまいりました

けれども、萩原委員さんがおっしゃっていましたけれども、強い農業づくりのための交付金と

いうのがありまして、これはまた別のページにあります、時間の関係がありますのでそれまで

には触れませんけれども、そうした補助金をぜひハード面、ソフト面でも有効に活用していた

だいて、大いに進めていただきたい。私ども幸いに全国的な組織がありますから、そうしたも

のを通じて、こうした補助金を有効にご利用いただいて、この運動を進めていくのも大変あり

がたいことなのかなというふうに感想として思いました。
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それから、ここの16ページの最後のフレーズなんですけれども、一番上にこれからは「消費

者や生産者に対して地産地消のニーズを創り出していく 。よくニーズを把握してという言葉が」

ありますけれども 「創り出していく」というようなことが必要なのではないかというふうに思、

っております。私どもが地産地消を進めるときに、周りではそんなニーズはないよというふう

に言われました。しかしニーズがなければ、つくり出していけばいいんじゃないかということ

でいろいろ取り組んできたものですから、この言葉に強く印象を受けました。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

北村委員、いかがでしょうか。

○北村委員 先ほど秋岡委員の方からお話ありましたけど、地産地消というところでお話の中

で、直売所というところのお話しか今日も出ていなかったんですが、実際直売所、それから我

々の量販店という、消費者に一番近い立場、品物を消費者に提供するよといったところは直売

所も量販店も同じだと思うんですね。私ども量販店の方から、今後推進していく中でもっとも

っとやっていきたいなと思いますのは、当然まず売り場のところで前回もお話し、写真だとか

お配りしましたけど、店舗の中での販促活動。量販店は私どもだけではないものですから、各

社あるんですが、もっと売り場で、品物を消費者に提供し、アピールする販促活動ですよね。

１つはポスター、のぼりなどの販促活動。それから試食宣伝により消費者の口の中へ運び、

味をわかってもらう試食宣伝活動だとか、そういった部分のところをもっともっとやっていき

たいと。当然、近隣の農家もあるんですが、その地域の中でもうちょっと枠を広げる中でのＪ

Ａ単位での野菜、農産物の取り組みだとか、そういったときにＪＡフェアだとか、今ここの地

域ではこういったものが出ていますので、今がおいしいですよと、ぜひこれを食べてください

よといった、試食宣伝活動だとかそういった部分のところを、やはりもっと頻繁にやりたいな

とは思うんですが、何せいろいろと予算もあると思いますので、その辺のところを販促活動の

費用といったところでもっと支援があれば、ＪＡの方でも販促金としてそういった活動の方に

も向けていただけるのかなという思いがあります。

あとは、ここも書いてあるんですが、規格が揃わないだとか量がとれないだとか、現状の課

題だとかいうところであるんですけれども、私どもやっている中で、直接近隣の生産者の方と

お店の方に持ってきていただいて、決済の方は市場を通してやっているんですが、直接農家さ

んが持ってきていただいて、お店の方にコーナーを設けて販売しているという部分の中で、例

えば規格が揃わない。じゃあ、自分たちが販売したい規格、でも生産者はその規格に伴って生
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産ができないという部分もあると思うんですね。あとは量の問題、私どもは日常これくらい欲

しい、だけど生産者の方では、日常これくらいしか量が出ないよというギャップが絶対あるん

ですよ。その辺のところは、現状もやっているんですが、毎日毎日品物を持ってきていただい

ているので、私どもと生産者の方との話し合い、コミュニケーションですよね。

例えば規格でしたら、ここまでの規格は何とかできませんかと。で、生産者の方々も努力し

て、ここまでの規格は何とか揃えられますよだとか、量的なところでもうちょっとこれぐらい

の量できないですか。じゃあ、もう少し作付けのところでこれぐらいの量が出せますよという

ふうな、本当にコミュニケーションをうまくとっていけば、やはりお互いその満足するという

か、じゃあ両方困っちゃったなというようなことはそう出てこないんじゃないかなとは思うん

ですね。

今、お話しをしたのは、近隣の生産者の集まりのところなものですから、そういった部分の

話というのは毎回毎回できるんですが、ただ、あとは市場流通の中でＪＡ単位のところで、た

だキャパがでかくなるだけであって、やり方は同じだと思うんですよ。ＪＡの方だとか産地の

方だとかそういった人たちと、やはりもっともっとコミュニケーションをつなげながらやって

いけば、お互いうまく回っていくのではないかなというようなところですね。あとは情報とし

て、生産地と川上と川下の方で情報をとりながら消費者にアピールしていくよといったところ

があると思いますので、まだまだちょっと私どももやっている上で、もっともっと努力してや

っていかなくちゃいけないなというところは実際感じているんですが、今お話ししたようなと

ころで、今後は推進の方やっていきたいなとは思っていますので、よろしくお願いします。

○永木座長 ありがとうございました。

鎌田委員。

○鎌田委員 我々外食におる者としては、ずっと議論されてきた自給率の向上に我々がどう貢

献できるかというのが最大のテーマになるかと思います。過去の食材を決めるに当たって、我

々が海外から商材を持ってくる第一の観点は、やっぱり品質にあるわけです。日本でどうして

も実現できない品質を海外に求めていったということがあって、苦労した商材で、先ほどから

もお話出たようなネギとかいう商材なんか１年間安定して我々が維持しようとすると、なかな

かやっぱり難しい問題が出ていました。ネギにしろ、ニンジンにしろ。そういうものを１年間

安定して供給していただくにはどういう方法があるかというのを求めていくと、やっぱりその

時点では海外に出ざるを得なかったと。当然、量とコストの問題もあるんですけども、第一に

来るのはやっぱり品質です。で、量があって、価格があるということで、どれも譲れないんで
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すけれども、それを維持していくためにはそういう活動をしてきたと。

その中で、我々もこの国の自給率がここまで下がってくるというのは、非常にやっぱり国と

しての危機もあるんじゃないかというのを、当事者として携わるとやっぱり切実に感じるとき

があります。じゃあ、我々がそれにどうやって貢献できるかというと、せっかく取り組んでき

た活動の中で各産地に行くと、ほかにも農産物というのはたくさんあるわけですね。それに我

々がどう対応できるかというのを行くたんびに思うわけですけれども。

個々の産地ではいろんな工夫をされて、栽培にしろ肥料の管理にしろ農薬の管理にしろ取り

組まれているわけです。ところが、また別の産地に行くと、全く別のことをやられていると。

使う農薬もまた違うとかということがあって、我々は全国の産地の方を一堂に集めるというこ

とができないものですから、個々の地域では収穫が始まる前であるとか、終わった後に反省会

等をやらせていただいているんですけれども、産地ごとの生産者の方に集まっていただくのは

どうしても年に１回ぐらいしかできないわけです。生産者の方同士のコミュニケーションを深

めてほしいということで、我々は例えば関東地区であれば関東地区の生産者の方に、年１回だ

けは代表の方来てくださいという取り組みをさせていただいています。ただ、やっぱり旅費の

、問題であるとか、お仕事の都合もありますので、皆さんがなかなか同じときに同じ圃場を見て

そこで意見を交換し合うという機会が、我々としてもなかなかとれないわけで、年に皆さんを

集めて開催できるのは２回とか３回しかできないという現状があります。

そういうことに、行政としても少し協力できるような体制をとっていただけると。当然我々

も営利企業なものですから、品質だけではなくて量とか価格についても生産者の方にも要求を

出しますし、生産者の方からも要求をいただきます。それを我々、どうお互いが妥協点を当然

、探しながらやっている活動ですから、長く継続することを我々は第一義にやっておりますので

中にはやっぱりうまくいかない事例も出てきますけれども、やっぱり我々もそういうことを今

後もずっと継続したいという気持ちの中でやっているものですから、そういうことに少し協力

していただけるような体制がとれればということを思っております。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

それでは、中田委員お願いします。

○中田委員 私が思っていることは他の委員の皆様がほとんど言ってくださいましたが、やは

り私は食育という仕事をしておりますので、その観点で地産地消を考えたときに、もう一度、

念を押してお伝えしたいことがあります。
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地産地消のニーズというのを食育という観点で考えますと、顔が見えて、話ができる関係を

つくる、そして農業や農産物に親近感を感じる「教育力」があるというふうに、資料の最初に

書いてくださっていますが、本当に想像以上に教育効果があると、実感しております。地産地

消のメリットとしては、地元でとれた新鮮なものを食べることで、栄養価や鮮度が高くて、体

に良いし美味しいということが考えられますが、もっともっと奥の深い教育的な効果が期待で

きることだと、日々、現場で感じています。

前回もお話しましたように、小浜の14の小学校では、校区内で生産された作物を学校給食に

提供することを推進しています。先月から、学校給食に作物を提供してくださっている農家の

方の畑に、子供達が「おじさん、おいしい野菜をありがとう」などのメッセージと似顔絵を

いれた看板を立てていくという事業をはじめました。子供達は、何度も農家の方の畑やご

自宅にスケッチに行って、似顔絵と、その方が得意とする作物やメッセージも書いてくれま

した。それが今後地域の畑に立っていくと大変目立ちます。みんなに見られながら、農家の方

は、一層の責任と誇りを持って、一生懸命頑張ってくださることと思います。

子供達にとっても、そのような地域の人々が作ってくださったものを学校給食でいただいて

いるということで 「自分たちは地域の方に守られて生活している、生きている 」というのを、 。

無意識のうちにも感じることができると思います。感謝の気持ちが芽生え、安定した気持ち

で生活している子供達の様子が見られます。それと、やはり生産者は、ご高齢者の方々が多

いのですが 「行政や学校に頼られる、期待される」ことでみるみる生き生きとしてこられる、

ように感じます。作付面積も自ら増やしておられると、お聞きします。そのような姿を見

ていると、地産地消の推進というものが生産者にも消費者にとっても、想像以上に「人を育て

る効果」があるということを感じていますので、このことを再度、念を押してお伝えしたいと

思います。

それともう１つ付け加えさせて頂きます。先ほど秋岡委員が家庭における地産地消というの

が 「いつも直売所を中心に考えられがち」とおっしゃっていましたが、私もそのように思い、

ます。小浜にも10の直売所あって、それはほとんど朝市なのです。朝市だと、大体８時ぐらい

から野菜の搬入が始まって、午前中にはほとんど売り切れて終わってしまうのです。福井県は

全国的に見ても、共働きの家庭が多い県なのですが、働いているお母さんは 「地産地消は大、

事、直売所には、新鮮な地場産野菜がある」とわかっているものの 、実際に買いに行けない、

んですね。私自身もなかなか買いににいけません。

だから、地産地消が当たり前のように実現するような仕組みを、作っていかなければいけな
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いと思います。たとえば多くの人が利用する大型スーパーの中にも、地場産食材コーナーをつ

くり、夜の８時、９時に買い物に行っても、その日採れたものが商品として並んでいるような

環境がほしいですね 。また、事前に注文した食材を自宅まで宅配にするという方法が、福井。

県内でも多く取り入れられていますが、そういった部分にも地産地消が実現できるようにして

いきたいと思っています。

○永木座長 ありがとうございました。

それでは次に、蓮尾委員お願いいたします。

○蓮尾委員 もう皆さんお話し尽くしていると思うんですけれども、ただちょっと気になった

のは秋岡さんがおっしゃっていました言葉で、事実、実態だろうというふうには思うんですけ

れども、やっぱり地産地消の基本って地域の活性化につながるものになっていかないと、本来

の食料自給につながるところまではいかないんじゃないかと思いますので、大型資本が、例え

ば何カ所も私も見ているんですけれども、資本流入で大型店が入ってきて、その大型店もやは

り経済追求ですからうまくいかないと、さっと去っていくと。その後は、今まであった直売所

だとかそういったものがすべて復活できないような状況にまでなってしまった中で去られてい

ってしまって、そこに取り残された消費者、生産者というのがいるというのは、何カ所も私も

知っているものですから、そういうことに手を貸さないような、そういうことにつながらない

ような地産地消のあり方というのを、もっと地域に見合った形で、それぞれみんな条件が違う

と思いますので、そういう中でそういうことが起きないようなことに、中間のまとめだとかそ

ういうものを生かしていくように働きかけていく必要があるんじゃないかなというふうに。や

っぱり弱い者とか、高齢になると車を運転することもできなくなってきたときに、そういった

遠くの大型店にまで買いに行くということが不可能になってくる時代が必ず数年で起きてくる

んじゃないかと思いますので、そういうことがないような形の地産地消と。

それから、時間がないのに申しわけないんですがもう１つ。新しくというか、私の発想で今

後の中でできたらいいなと思うことなんですけれども、例えば地産地消ということが食料自給

率を向上することの、もちろん背景にあるということですので、例えば今、国内小麦の生産奨

、励ということでいろいろな対策をとられていると思うんですけれども、お米を地域内でとれる

お米を粉食にする形で、粒食で食べるというだけではなくて粉食にして、麺類だとかパンだと

かパスタだとかそういうことに利用するというのを、97年ぐらいから新潟の方といろいろ発想

などを話し合う中で状況を見てきているんですけれども。そういう意味の、地域内のお米を地

域内で消費するスタイルの中に、粉食で利用すると。
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国内産の小麦というのは、非常にパンには向いていないとか品種改良が非常に難しいそうで

すので、そういう粉食にしたお米というのは、どんな品種のお米でもそれほどの違いがないら

しいんですね、生産した場合に。そういうことなども聞いていますので、お米をもっと地域内

でとれたお米を粉食化した、今の洋風型食生活の中にも取り入れられるのではないかなという

ことで、研究するテーマではないかなと思いますので。全体でというか、その地域内で、学校

給食でといった形の消費のあり方とか、地域のパン屋さんと提携するだとか、麺類をやってい

らっしゃる方と提携するなどといった、そういった視点を変えたお米の食べ方というのを地産

地消だからできるのではないかなと思ったりするので、一つ提案させていただければと思いま

した。

○永木座長 ありがとうございました。12時にまもなくなります。本来なら閉会の時刻ですけ

れども、ちょっと時間をちょうだいしたいと思います。

続いて、増田委員から。

○増田委員 何人かの方が強調していらしたように、やはり自給率向上への大切なポイントな

んだということは強く言いたいと思います。さらに、事あるごとに言われております安全を求

める消費者に対して、消費者の信頼を確保する一番の手段として地産地消を位置づけたい。私

は、現場の生産者の方が農薬とか消毒剤の使い方について、現場なりに問題があるということ

を認識しておられることを、今ここで確認させてもらいました。ですから、地産地消に一番期

待することは、消費者の信頼を確保することだと思います 「安心」を地産地消から消費者は。

もらうということではないでしょうか。

それで、先ほどちょっと申しました、これから表示制度が拡大してまいりますと、例えばデ

パ地下で焼き鳥を買って夕飯の支度にするという場合、鳥がタイ国産であり、ネギが中国産で

ありということでは、やっぱり避けたくなるのは消費者心理ではないかと思います。中国のネ

ギを見るとどうしても、クロルピリフォスなどという問題が頭をよぎるわけで、そうなると地

産地消にとって加工食品の表示は大変な応援団にはなると思います。しかし、ここで問題にな

るのは価格だろうと思うんですね。安定供給と価格というのが横たわっている一番の問題点だ

ということをどこかで認識してかからないと、なかなか地産地消も道は険しいのではないかと

いう気がいたします。

、それから、いろいろ伺っておりますと、生産者と消費者の手前勝手な事情のぶつかり合いと

言いたい放題になりがちなのが気になります。かっこよく言えば相互理解の醸成が必要なので

しょう。生産者と消費者の理解を深めるには、広い意味での食育が手腕を発揮しなければな
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らないと思っております。

以上でございます。

○永木座長 はい、ありがとうございました。

では、秋岡委員お願いします。

○秋岡委員 １つは、先ほどお話が出た品質のよくないものを置いている直売所の問題なんで

すけど、私は個人的には全然というか、あまり心配はしていなくて、たまたまとかいうのは除

外して、いつもそうであればだれも買いに行かなくなるわけで、自然とそういうところは多分

なくなっていく。で、今回こういう地産地消という形ですごく大きな国民運動に育てていくと

いう動きは、ある意味、今直売所で頑張っていらっしゃる方にとっては追い風にもなるでしょ

うけど、逆風にもなると思うんですね。地産地消が盛り上がってきて直売所が増えれば、多分

何年か先には直売所同士がライバルとして競っていく時代になると思うんです。ですから、こ

れも例えば直売所の数とかも書いてありますが、もちろん数値目標を書かれるかどうかは知り

ませんが、いずれはいったんは多分直売所は増えると思うんですけれども、何年か先にまたガ

タンって淘汰の時代が来て減ると思うんですね。そういう流れが起きることも想定の範囲内で

あるということを、やっぱり直売所が増えていくだけではないというようなことも、生産者の

方にとってもそれは特に今なさっている方にとっても、今回のこういう動きというのはそうい

うこともあるんだということをお伝えしておくことは必要なのかなと思います。

あと、２つ目は、佐藤委員もおっしゃっていたんですけど、地産地消と生産者と消費者とい

う直接買うとか顔が見えるというというのはこれは一つの形なんですけれども、多分その後ろ

側にあるのは規格大量流通システムｖｓ直売ということではなくて、今の消費者のニーズに合

った新しい流通のシステムをどうつくっていくんだという問題だと思うので、そのあたりでも

何か、これからいろいろやりたいという方に資するような提言ができればいいなというふうに

思います。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

それでは、野見山委員お願いします。

○野見山委員 簡単に申します。この「むすび」の文章はとても僕は気に入っています。農水

省がつくった文章とは思えない、運動論に満ちた格調高い文章だと思います。

地場農産物なり国産農産物を選択して購買する消費者層、いわゆる買い手をどうつくってい

くかというのが多分課題なんだと思うんですが、おいしいとか特徴のある味を持った地場また
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は国産農産物を購買してくれる消費者を育てるには、相当の年数が必要なんだろうと思うんで

すね。むすびの最後にある、４行ぐらいの文章が特に素晴らしいのですが、地産地消が直ちに

食料自給率の向上に寄与するかどうかという結果は、多分数年では出てこない問題だと思いま

す。財務省からこの事業の成果を評価しろとか言われてもちょっと困ってくると思われます。

つまり、地産地消というのは、地域レベルからの食と農の再建運動だろうと思うんですね。

高度経済成長以降、約30年以上かかって崩れた食と農を建て直すには同じ年数、30年以上かか

るんじゃないかと思うんです。そういった息の長い運動を今始めるという、国民各層の認識の

もとで、この地産地消を進めていくことが大事なんじゃないかと思います。

以上です。

○永木座長 どうもありがとうございました。一通り全委員からご意見をいただきました。ど

なたからも大変貴重なご意見をいただいたと思います。

私も最後に一言だけ言わせていただきます。私はこのとりまとめの中で、文言で言えば、野

見山委員も高鷲委員も言っておられましたが、最後の地産地消のニーズをつくり出していくと

いうここの所が一番大事なところだと思います。これは実は先ほど増田委員がおっしゃられま

したけれども、今まで消費者には身勝手があったし、生産者も消費者ときちんと向かい合うと

いうことをしていなかったと、だから、お互いが勉強していいものをつくって、いいものを食

べてもらおう、食べさせてもうらおう、楽しもうということです。そこに、先ほど言いました

けれども、食べる喜びとつくる喜びがお互いのコミュニケーションとなって通じ合ってくると、

そういうことだろうかなと私も思っております。

そういう意味で、この最後のまとめはいい文章だと思うんです。けれども、このとりまとめ

に関して言えば、やっぱりちょっといろんな言葉が抽象的なレベルのものがあるなと。今後の

、委員会の中で詰める課題だと思うんです。コミュニケーションという言葉を使われていますが

じゃあ今の生産者と消費者が向かい合って何をコミュニケーションして、どういうふうにお互

いが信頼関係を醸成していくのかという具体的な話が必要だし。これを読んでいますと非常に

期待感が強いんですけれども、やっぱり地産地消事業展開の段階論的な整理、直売所みたいな

ものが最初の段階にあっていいわけだし、それから最初は行政が応援することも必要かもしれ

ませんが、その内容は。佐藤委員も言われていましたけれども、事業にはコストがかかってく

る。顧客を獲得する競争関係も発生します。ですから、インショップになるのか、あるいはス

ーパーと対峙する関係になっていくのかとかを考えなければなりません。当然お互いが民間と

してのビジネスを主張し合うわけですから、そこに販売の戦略もあるだろうと。その販売戦略
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というのは、どういう商品を地場の消費者に届けるものであると。そこのコンセプトが１つ、

２つちりばめられていないと、うまくいかないんじゃないだろうかなというふうに思っている

わけです。

だから、そういうのがこれから、各委員からいろいろとお話を聞かせていただいたわけです

けれども、それをさらにマニュアルに近いような形のものができましたら、ハンドブックとい

。いますか、そういうものまで今後の検討の中でつくれればいいなというふうに思っております

私も食料自給率を高めなければいけないのは当然で、地産地消の先の目標であろうと思うんで

すけれども、多分、取組の仕方が平地と中山間地ではちがうでしょう。恐らく中山間地域でや

る場合、参加農家の所得や村や町の活性化への期待があって取組が始まる。一方、例えば、横

浜にはハマっ子というブランドで面白い取組があります。いろんな目標と方式があるわけで、

これからそういう事業展開の段階とか、立地条件に応じた事業展開というものをもう少し整理

してみたいなと思います。

それから課題のところ、いろいろと読んでいましたら、13ページ以降ですけれども、幾つか

さっき課長も言われていましたように、ダブりがあります。要するに共通事項と、それから個

別的な事項をもう少し分けた書き方をすればスッキリするのかなという気がいたしておりまし

た。

それから、今日の議論には何もなかったですけれども、14ページに全国の600地域でと言わ

れましたが、600というのはどこから数字がどう出てきているんでしょう。多分、遠距離出荷型

のものと地場地産地消型のものというのがすみ分けがあり、商品企画があり、戦略がありとい

うようなことを、どういう消費者に買ってもらうのかということも踏まえて、引き続き議論さ

せていただきたいと思っております。

長々しくちょっと私がしゃべりすぎまして今時間も超過してしまいました。今日、ここでい

ただきましたご意見は大変重要です。最後の中間とりまとめということですので、あと事務局

と私の方でやりとりをさせていただくことでご了承ください。ただし、まだ言い足りないこと

があれば、直接事務局の方に申し伝えてください。

今後の委員会は、ちょっと一呼吸置いて、一段落してから開催とお聞きしております。

次回委員会では、学校給食に関してたくさんご意見いただいておりますし、食育だとか、こ

こでは教育力という言葉がありましたけれども、そういう言葉も大事にしなければならないと

思いますので、そのあたりの議論をさせていただくことを、私の方から提案させていただきた

いと思うんです。事務局の方にも、そういう準備をしていただく提案させていただきたいんで
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すが、よろしいでしょうか。

それでは、多分言い足りなかったことがたくさんあろうかと思うんですけれども、とりあえ

ず、事務局には今日の中間とりまとめ原案を早々にまとめていただくということをお願いし、

私の方はバトンを事務局の方にお渡ししたいと思います。

○永田生産振興推進室長 ありがとうございました。

それでは、今座長からのお話がありましたように、座長と事務局の方で調整させていただき

まして、とりまとめさせていただいたものにつきまして、委員の皆さんにご確認いただき、送

付させていただくということにさせていただきたいと思います。また、あわせて農林水産省の

ホームページにも掲載することといたしたいと思います。よろしくお願いします。

次回は、10月の開催を予定しております。また日程の調整につきましては、別途事務局から

ご連絡をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

それから、先ほど座長の方からありました600の目標ということを、ちょっとここでご説明さ

せていただきたいと思うんですけれども。今年度末に市町村の、今、市町村の合併がどんどん

進んでおりますけれども、もともと3,200ぐらいあった市町村が今年度末に大体1,800ちょっと

になるということです。それで私どもとしては、その1,800ちょっとの３分の１ぐらいというこ

とで、とにかく１年目は、今年は国としては地産地消元年ですので、最初の年は計画づくりに

重点を置きたいということで、地域での地産地消推進計画、平均して全国の３分の１の市町村

でつくっていただきたいという。その様子を見て、来年度以降さらにそれを拡大していきたい

というようなことで考えております。そういう意味で600という数字を出したものでございます。

それから、あわせて、今市町村レベルのお話をしましたけれども、各県のレベルでも地産地

消に関する計画というのは、これはかなり既にたくさんつくっておられまして、もう30県ぐら

いでつくっておられます。これについても、まだつくっておられないところについては県レベ

ルでもつくっていただくように今働きかけをしておりまして、各地方農政局で県を集めた担当

者会議というのをこの間ずっと開いてまいりましたけれども、私どももそれに参加をいたしま

して広く呼びかけているところでございます。いずれにしても今、PLAN、DO、SEEといいますか、

計画をつくり、目標をつくり、それを評価するというのが行政の流れになっておりますので、

この計画づくりというのを今年は重点的に進めていきたいというふうに考えているところでご

ざいます。

それから、本日の資料につきましては、あわせて農林水産省のホームページに後日公表させ

ていただきたいと思います。また議事録につきましても、委員の皆さんのご確認をいただいた
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上で、ホームページに公表をさせていただきたいというふうに思っております。

委員の皆様におかれましては活発なご議論をいただき、本当にありがとうございました。以

上で、第３回の地産地消推進検討会を終了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。

午後０時１５分 閉会


