
平成18年度 第１回

地産地消推進検討会

平成１８年４月２５日

農 林 水 産 省



- 1 -

午後２時００分 開会

○永田生産振興推進室長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから平成18年度第１回

の地産地消推進検討会を開催いたします。

開会に当たりまして、西川生産局長からごあいさつさせていただきます。

○西川生産局長 それでは、18年度の第１回の地産地消推進検討会ということでございますの

で、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。

委員の先生方におかれましては、突然の春雷と激しい気象でございましたけれども、ご多忙

の中検討会にご参集いただきまして誠にありがとうございます。

地産地消につきましてはもう既にご案内だろうと思いますけれども、食育基本法ができ、そ

の基本計画がこの３月に策定されたところでございますけれども、学校給食における地場産品

の使用を平成22年度までに30％にするといったような目標が掲げられると。あるいは、食育の

促進に当たって取り組むべき施策として地産地消が位置づけられるといったようなことで、そ

の推進の重要性というのが最近非常に高まっているということはご案内のとおりでございます。

加えまして、この４月４日でございますけれども、小泉内閣総理大臣を本部長といたします

食料・農業・農村政策推進本部というのがあるわけでございますけれども、そこで「21世紀新

農政2006」というのが決定されておりますけれども、この中でも関係省庁が一体となって学校

給食、観光とも連携して地産地消を全国展開するということが位置づけられたところでござい

ます。

私ども農林水産省といたしましては、この地産地消の推進検討会の議論を踏まえまして、こ

れまでもさまざまな取り組みをしているところでございますけれども、前回の検討会では学校

給食における地産地消の推進につきまして現場の報告を踏まえて推進方策に関するご議論もと

りまとめていただいたところでございます。

また、今年の２月には全国の地産地消の優良事例の表彰式でありますとか、地産地消を科学

するということで、今日いらしゃっている秋岡委員などにもご参画をいただきまして、合意型

のディスカッションを行ったところでございまして、これらについては事務局から、後でご報

告しますけれども、大変たくさんの方々に参加をいただきまして、座長にもご参加いただいた

わけでございますけれども、盛大になったということも合わせてご報告させていただきたいと

思います。

今日は、平成17年度の地産地消推進行動計画の実施状況についてご報告をし、18年度の行動
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計画の策定についてご意見をいただくと。それと、観光における地産地消の推進方策について

もご議論を深めていただきたいというふうに考えているところでございます。

また、18年度予算や全国地産地消推進フォーラムの概要等の報告につきましても、今後の計

画の着実な推進のために委員の皆様方からご意見をいただければというふうに考えております。

短い時間ではございますけれども、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、

開会に当たってのあいさつといたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

○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、永木座長に進行をお願いいたします。

○永木座長 皆様、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございました。今日が

新年度の第１回目ということでございます。

この検討委員会は昨年度発足いたしまして、既にいろいろと地産地消のあり方について私ど

もの議論を深めさせていただいているところですが、今年度第一回検討会の今日は観光、グリ

ーン・ツーリズムを取り上げ、この新しいチャンネルでの取組方を検討していこうということ

でございます。

最初に、昨年度の地産地消推進行動計画の実施状況と今年度の計画について説明を受け、検

討させていただきます。

それでは、時間が限られています。４時までということでございますので、早速始めさせて

いただきたいと思います。また本日も忌憚のないご意見を賜りたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

それでは、早速議題の１番ですね、平成17年度の地産地消推進行動計画の実施状況の報告と、

併わせて18年度の同じく新行動計画の策定についてということで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、資料をご覧いただきたいと思います。資料１は設置要領

ですので省略させていただきます。資料２もメンバーでございますので、省略させていただき

ます。資料３をご覧いただきたいと思います。横長の「地産地消推進行動計画実施状況（平成

17年度 」という資料でございます。左側の項目に従いまして、簡単にポイントだけご紹介を）

したいと思います。

地産地消の推進のための体制の整備でございますが、農林水産省の省内の連絡会というのを

開催し、そしてこの地産地消推進検討会を４回開催させていただきました。年度内にもう一回
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というふうに考えていたわけでございますが、３月末までのきちんとした数字が出てからとい

うことで、備考欄にございますように、５回目は18年度の第１回ということで本日開催をさせ

ていただいているものでございます。

２つ目の地域における地産地消の実践的な計画の策定を促進というのがございます。基本計

画あるいは地産地消の初年度ということでございまして、私どもこれに一番力を入れてきたわ

。けでございますが、全国の市町村、この３月末で合併が進んで1,800ぐらいになっております

その約３分の１である、600というのを初年度の目標に掲げて推進をしてまいりました。３月

末現在の数字を確認いたしましたところ、618地区ということになっておりまして、わずかで

すけれども、目標を上回って達成ができたわけでございます。

３番目が、農業者団体や食品産業等関係者による活動を促進ということでございます。これ

は交付金等を活用した条件整備の推進や、品種や技術の開発、それからオリジナル商品の開発、

それから物流最適化のための取引システムの実証、こういうことをやってまいりました。ほぼ

計画どおり達成できたというふうに考えております。

２枚目でございます。研修や講習会の実施等を通じた地産地消に取り組む人材の育成確保で

ございまして、これも交付金を活用した研修や講習会の推進。それから、普及指導員を対象に

いたしました専門研修など。それから、地域特産物マイスターの認定・登録。そして、地場農

産物の学校給食等への利用促進というようなことをやってまいりました。これもほぼ計画どお

り達成できたというふうに考えております。

次は、成功事例の収集・紹介ということでございまして、１つは農産物直売所等における地

産地消の優良取組事例の調査ということで、農林水産省の方で現地の情報、優良事例をとりま

とめております。それから、民間団体等による優良事例の調査・分析ということで、これは表

彰事業を進めるためのものでございます。結果は２月28日に優良事例を大臣賞はじめ表彰を行

ったということでございます。

併わせまして、補助事業等を活用した地産地消の取組事例の紹介ということで、これは私ど

も実務的に農政局を通じて調査をいたしまして、補助事業等を活用した地産地消の取組事例の

事例集を作成いたしました。

それから、地域間の情報交換ということでございます。交付金等を活用した交流活動の推進

のほかに、先ほど申し上げました表彰事業と併わせて、２月28日に「全国地産地消推進フォー

。ラム2006」というのを開催いたしました。定員を大きく上回る550名の参加をいただきました
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これについては後ほどもう少しご報告させていただきます。

その他といたしまして、統計の調査がございます。2005年農林業センサスの調査の公表がご

ざいました。直接地産地消そのものに関する数値は18年度になってから公表するということに

なっていまして、右側の水色のところでございますけれども、地産地消に関する項目として、

産地直売所や観光農園等のデータが今年の10月に公表を予定しているところでございます。

参考資料は今申し上げたことをもう少し細かく実務的にバックデータとして整理をしている

ものでございます。時間の関係上、省略をさせていただきます。

併わせて、資料４を説明させていただきます。資料４は、平成17年度地産地消推進計画の策

定状況ということでございます。これを都道府県別に集計をしたものでございます。ご覧いた

だけれはわかるように、かなり県によって、全地域でつくっておられるところ、あるいは全地

域でつくった上にさらに県段階でもつくっておられるところから、大都市部を中心に策定の割

合が低いところもございます。農業県でありながら策定数が少ないところもあるようですけれ

ども、今年は市町村合併を進めた年であるということもあり、合併後に計画をつくろうという

ようなところもあったようでございまして、私どもこの残ったところをさらに今年度、来年度

とかけて地産地消推進計画の策定を進めてまいりたい、このように考えているわけでございま

す。

○永木座長 それでは、ただいま室長から平成17年度の地産地消推進行動計画の実施の状況に

ついて報告いただきました。これについて少し議論させていただきたいと思います。

17年度の実施状況等について、何かご意見ございませんでしょうか。

野見山委員からまずどうぞ。

○野見山委員 今、農林水産省が取り組んでいるこの地産地消という事業は、食と農にまたが

る非常に幅広い政策体系だろうと思います。そのため、農水省だけにとどまらず、文部科学省

や国土交通省などとの他省庁との連携が必要になります。さらに、大元となる農林水産省の省

内の連携が重要です。そこで、それらの連携がどのようになっているのかということをお伺い

したいと思います。

昨年度、省内連絡会が４回行われています。縦割りの組織を横断的にやっていく事業体系が

組まれているわけですが、こういった４回ぐらいの連絡会で済むのか、それとも横につなぐよ

うなネットワーク型の行政組織みたいなことも考えていく必要があるんじゃないかという感じ

がするんですが、その辺どうでしょうか。
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○永田生産振興推進室長 まさにご指摘のとおりでございまして、この縦の形では４回やらせ

ていただきましたが、横の形では個別に私ども関係課と連絡をとりながら進めてまいりました。

ただ、ご指摘のとおり、必ずしも十分ではなかった面もあったかというふうに思っておりまし

て、特に平成18年度、今年度はそのあたりに力を入れてまいりたいと。併わせて今日もお見え

いただいておりますけれども、他の省庁とも十分な連携を図りながら進めていきたい。それか

ら、さらに19年度はできれば予算も一緒につくるというようなことにもチャレンジしてまいり

たいというふうに考えております。

○永木座長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。

秋岡委員、どうぞ。

○秋岡委員 先ほど目標の600地区をクリアしてというか、103％の達成率ということでやはり

計画は達成しないといけないので達成できてよかったなというふうに思うんですけれども。や

はり今年度はさらにそういう数を増やしていくという意味での普及のすそ野を広げると同時に、

ぜひ数だけではなくて、質の問題であるとか、去年つくったんだけれども、今年はそのとおり

うまくいってるのかしらとか、そういう内容といいますか質的なところの精査みたいなものに

もぜひ取り組んでいっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。

○永田生産振興推進室長 それもまさにご指摘のとおりでございまして、やはり目標達成とい

うことに力を入れてまいりましたが、中身についてもさらに精査を加えないといけない部分が

あるというふうに十分認識しております。さらにこれを、本年度、来年度は学校給食という新

しい目標もできましたので、学校給食の地場産率を30％以上にするという新しい目標もできま

したので、そういうものも追加していただくというような方向でお願いしてまいりたいと。で

すから、数だけではなく、中身についてもさらに充実を図るように努めてまいりたいと思いま

す。

○實重生産局総務課長 ご指摘のとおりだと思います。この検討会を第１回目に開かせていた

だきましたときに、各委員からほとんど全員の委員から、計画策定はいいけれども、形式的に

やらないように、一律的にならないようにしてくれというご意見をちょうだいいたしました。

その点については私ども相当神経を使ってやったつもりでございます。やはりせっかく下から

盛り上がってきているものでございますし、どんどんそれが広がっているものでありますので、

逆に様式のようなものをあてはめて作文になってしまうとかそういう形になるといけないとい

うことを危惧いたしました。
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それで、幾つか例として既に存在したものを示しまして、各県や各市町村におつくりいただ

いたんですが、その中には非常に緻密なものから非常にラフなものまであって、何でもいいで

すというような形でお示しして、最低というか、目標のようなものはできるだけ定めていただ

きたいというようなことをいたしまして、かなりラフな形で出してもらっているところもござ

います。そういうものもカウントしているのが事実であります。そういう意味では余り窮屈に

ならないように、一律的、画一的にならないようにというところは引き続き注意しながら、内

容的により向上していくようにと。

。それから、まだ600地区余りでございますので、３分の２のところはこれからでございます

やはり意識の高いところは非常に高いわけでございます。今日お見えの委員のお取り組みの地

区のようなところは非常に高いんですが、まだまだ意識自体があまりないというようなところ

も広範にあるわけでございますので、そういうところに広げながら、質的にも高めるように努

力していきたいと思っております。

○永木座長 ただいま、数の問題もあるし、質の問題もあるということで、これはまたまさに

18年度中に議論させていただく重要な課題になってくるのではないかというふうには思ってお

ります。私ども肝に銘じておきたいと思います。

ほかにご意見はございませんでしょうか。

増田委員。

○増田委員 非常に広がりを見せていて、すそ野が力強くなっているというのは評価したいと

思います。けれども、ここで怖いなと思うのは、地産地消の中で落ちこぼれをつくってしまう

のではないか。例えば都市農村というんですか、私の住んでおります住宅地の周辺なんかに非

常に小さなミニショップみたいなのがあります。高齢化でおじいさんとおばあさんが小さなシ

ョップをつくって、小屋がけショップみたいなものをやっている、まさに地産地消だと思うん

です。それがＪＡの取り組みの中からも恐らく漏れていってしまっているのではないか。何で

も体制がきちんとすればするほど落ちこぼれというのが出てきてしまって、今元気よくやって

いる、うれしそうにやっている農村の高齢者の小さな直売所みたいなのを全く市民権のない存

在にしてしまっては困ると思っております。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

大変貴重なご意見だと思います。形が整えば今度いろいろな面でその形が問題になってく
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る。そこから外れてくるのがあると思いますので、この点も私どもまた注意したいと思ってお

ります。

よろしいでしょうか。

よろしいようであれば、今から室長に18年度の計画についてご説明をいただきたいと思いま

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５をご覧ください 「地産地消推進行動計画（平成1。

8年度 （案 」でございます。これにつきましては、今日ここでいろいろとご意見をいただき） ）

まして、そのご意見を踏まえて私どもの方で省内連絡会を持ち回りで開催いたしまして、それ

で決定し、公表させていただきたいというふうに考えております。

まず、項目ごとに特徴、ポイントだけをご紹介いたします。地産地消推進のための体制の整

備でございますが、これはもう体制はでき上がっております。開催は今日、それから後ほどお

願いいたしますが、７月ごろにもう一回、できればもう一回ぐらいと、二、三回をめどに検討

会を開かせていただきたいというふうに考えております。

それから、地域における地産地消の実践的な計画の策定を促進ということでございます。昨

年度は600、全国市町村の約３分の１に当たる600を目標にいたしました。今年は来年と併わせ

て平成19年度までに全国の市町村の約半分に当たる延べ900地区を目標に量だけではなくて、

ご指摘のあったように質の面も含めて計画の策定を促進していきたいと思っております。

併わせて、先ほどもちょっと触れましたが、食育推進基本計画の中で学校給食における地場

農産物の割合を平成22年度までに30％以上に高めるということが盛り込まれておりますので、

私ども地産地消、学校給食、非常に重要なものだと考えておりますので、これを食育推進基本

計画の達成を支えるべく、私ども同じ目標をもって取り組んでまいりたいというふうに考えて

おります。

それから、農業者団体や食品産業等関係者による自主的な取組、直売や加工等の活動の促進

ということでございますが、これにつきましては昨年度に引き続き、交付金等を活用した条件

整備、あるいは品種・技術の開発、オリジナル商品の開発等に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

２枚目お願いいたします。研修や講習会の実施等を通じた地産地消に取り組む人材の育成確

保ということでございますが、これにつきましても昨年に引き続き交付金等を活用した研修や

講習会等の推進、普及職員に対する研修、地域特産物マイスターの認定、登録等々に取り組ん
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でまいりたいと考えております。

それから、成功事例の収集・紹介でございます。昨年は直売所ということでございますが、

今年度は学校給食等における地産地消の優良取組事例の調査を農林水産省で現地の優良事例の

調査ということでやってまいりたいと考えております。併わせて、昨年に引き続きまして、民

間団体等による優良事例の調査分析、これも表彰事業に結びつけていくというようなことを考

えております。

それから、地域間の情報交換でございますが、昨年に引き続き２月ごろに「全国地産地消推

進フォーラム」を開催するとともに、新たに「地産地消国際フォーラム 、これは日本でいう」

地産地消でございますが、韓国では身土不二という考え方があり、それからイタリアにはスロ

ーフードという運動があり、そしてまたアメリカには１回目にご紹介しましたが、コミュニテ

ィ・サポーティッド・アグリカルチャーというＣＳＡという考え方、運動がございます。これ

らのまさに専門家、取り組んでおられる方々を日本にお招きをいたしまして、インターナショ

ナルに地産地消を語るというそういうフォーラムを企画したいというふうに考えております。

これは補助事業を活用する形で、私どもが提唱し、実施したいと思っております。11月ごろに

なろうかと思います。

それから、ＩＴを活用した情報交換の場づくりということで、これはホームページあるいは

それに関連したＩＴを活用した生産者と、それからその消費者、実需者のマッチングを図るよ

うなそういうホームページ上での情報交換の場づくりに取り組みたいと思っております。

その他といたしまして 「2005年農林業センサス」の中の地産地消に関する項目が10月ごろ、

に公表できるかというふうに伺っております。それからあと、農産物直売所等における販売戦

略の高度化と営農計画の策定を可能とするシステムの開発・提供、それから「食事バランスガ

イド」の策定、あるいはグリーン・ツーリズムの取組の支援、地産地消による効果の測定・分

析。地場農産物の学校給食等地域内活用手法の検討。補助事業も活用しながらこういうことを

新たな取組を含めて進めてまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

○永木座長 ありがとうございました。

ただいま資料５で今年の計画案についてご説明をいただきました。資料３と対比しながらな

がめていたのですが、大きな項目は大体同じだろうというふうに理解させていただきました。

それで、中身でいえば、項目の第２番目の計画策定の目標を900地区までにする、それから学
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校給食の地場産使用割合を30％に引き上げるという大きな目標を掲げておられる。こういう取

り組みに目標を掲げるというのも今の時代には大切なことですが、併わせて、これの中身、肉

付けですね、そのあたりも今年は検討させていただきましょう。それから、平成17年度の600

地区についても、先ほど秋岡委員からお話がございましたけれども、場合によっては中身を見

せていただくようなことが必要になってくるのではないかと思っております。

さて、この計画についてご意見いただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。

林委員、どうぞ。

○林委員 17年度のこれにつきましてはご尽力ありがとうございます。18年度につきまして、

地産地消の取組の中で、特に直売所の関係なんですけれども、やはり生産者が高齢化してきま

して出荷数が減少しています。ここ二、三年がピークだろうというふうに言われておりまして、

実際、有名な和歌山の「めっけもん広場」でも、ここ最近は出荷量が減少しておりまして、担

い手が非常に不足しているという現状があります。やはり地産地消を進めていく上ではそうい

う担い手をどうしていくかというその確保をやはりきちんと対応する必要があるのではないか

と思います。

それから、もう１点、今度はポジティブリストで農薬に対する規制が厳しくなりますけれど

も、やはり地産地消でやっていく場合には少量多品目という面が非常に多い点がありますので、

ポジティブリストに対応する取組をやはりきちんとやっていく必要があるのではないかという

ふうに思っております。ＪＡとしてもその辺の取組は今後強めていこうと思っていますけれど

も、政策的なバックアップも必要ではないかというふうに思っております。

○永木座長 ありがとうございました。２点ほどいただきました。

ほかにはいかがでしょうか。

この学校給食の地場産割合を30％以上にするということですが、今は20％、21％だったです

かね、21ですね。これは後の資料にあるのだったでしょうか。パーセントの単位は？

○高鷲委員 これは品目数で。

○永木座長 品目数です。

○永田生産振興推進室長 ちょっと今手元に資料がありませんが、平成14年、15年と文部科学

省のほうで５月と10月にそれぞれ５日間ずつ、小中学校、単独給食、共同調理の学校給食を対

象に調査をされたところの品目ですね、何品目が地場産を利用されたかというのを調査されま

した。平成16年度21％というもとのデータの基準値でございまして、それを平成22年度までに
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30％以上までもっていくと、品目数ということで伺っております。

○永木座長 ありがとうございました。

それでは、中田委員、どうぞ。

○中田委員 それは都道府県レベルでということですか、その地産地消の範囲は。

○永田生産振興推進室長 その調査の中では地産地消は地域の範囲は同一県内、同じ県内を対

象としてるというふうに定義づけられているというふうに記憶しています。

○中田委員 はい。

○永木座長 中田委員、今年はいろいろとよろしくお願いいたします。こういう目標を掲げて

いるということですから。

○中田委員 よろしくお願いします。30％、福井県はまだ恵まれていると思いますけれども、

大変な都道府県も多いと思います。

○永木座長 ほかに。蓮尾委員どうぞ。

○蓮尾委員 学校給食の件が出たのでちょっと補足でお願いしたいんですけれども。かなり学

校給食の全国集会などで、地産地消を学校給食で積極的に取り組んでいくということの総論で

はだれも反対するところはないんですけれども、現実にそれを実行しようとした場合、それか

ら、実行してきたところの場合ということで非常に困難な例というのが結構出されるわけです。

これを進めていくということはかなりきっちりとした支援体制が各自治体のところで組まれて

いかないと、単純に考え方だけで進めるというのはなかなか難しいのではないだろうかという

ふうに思います。

例えば現場の調理師さんや栄養士の具体的な大変さの声などを聞きますと、やはり先ほども

出ていましたように、横断的な省庁というか、文部科学省も学校給食には関わり合いがあるも

のですから、そういう意味での連携がきちっとシステム化されていくような方向でぜひ進めて

いっていただきたいなというふうに思います。先日行われた審議会でも、現場の大変さという

のが随分出されていたり、それから生産者段階のところでもかなり、例えば委託化して民間化

されていった段階で今までやれてきたことができなくなってきているとか。また逆にそういう

中で量の保証ができて成功した事例とかありますので。調査をされる場合には、やはり総論的

な調査じゃなくて、いろいろななぜ失敗した場合にはどういうことがネックになってだめにな

ったのか、そのことをどうやって例えば回避してきたのかというようなことまで、もしできれ

ば具体的にそういった報告書で各県でやろうとしているところに事例としてネットなり何なり
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で、指導するというとおかしいですけれども、情報提供をしていっていただきたいなというふ

うに思いますので、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。

高鷲委員、どうぞ。

○高鷲委員 文部科学省ではないんですが、文部科学省の委員会にも出席をさせていただいて

いる関係で、今の件について説明を補足させていただきたいんですけれども。文部科学省も地

産地消を進める、食育基本法の中でこういう数値目標もできましたので、それについて先ほど

近日事例集、地産地消を進める上での事例集というのをつくりまして、全国に配布をいたしま

した。これはどういう問題があってどういうふうにすると解決できる、そういう全国の事例を

集めたものであります。その中でいろいろな取組ですね、米倉委員さんのおっしゃるような生

産者、それから学校、栄養士さん、そういうような取組事例を発表してありますので大変参考

になるものというふうに思っていますので、ご覧いただければと思います。必要であれば文部

科学省に話をしてその事例集を手に入れるということもできると思います。

特に文部科学省では地産地消を進める上で大きな転換をしたなというふうに思いますのは、

従来は給食を実施するためにセンター校、センター方式を進めてきたんですけれども、いろい

ろ経済的な合理性を考えてその方式を進めてきたんですけれども、今後は地産地消を進めると

いうことでそれは有効的に行うのは単独校の方がいいんだよというふうにちょっと大きく方向

転換をしているような現状がありまして、文部科学省としても本気にというとちょっと語弊が

あるかもしれませんけれども、そういうふうな気持ちでやってるんだなというふうに思ってお

ります。

特にご承知のとおり、栄養教諭制度というのもできまして、特に食に関する指導ということ

で食育を進める上で学校給食は生きた教材なんだ。生きた教材というのは具体的には何なんだ

というと、やはり地場産物を利用した食材を提供するというふうなこと、それが教育的にも地

域の農業にも役立つということをその事例集の中でも進めておりますので。また私も別の会議

でそうしたことをお伝えしたいというふうに思っています。

○永木座長 どうもありがとうございました。

蓮尾委員と高鷲委員から学校給食についてお話いただきましたけれども、何かございますか。

○永田生産振興推進室長 学校給食に関する事例、先ほど申し上げましたように成功事例の収

集・紹介というのもやるようになっておりますので、先ほど蓮尾委員からご指摘になった点は
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十分踏まえてやりたいと思っています。

併わせて、私ども独自に、１つモデルケースのようなことを、実証事業みたいなことも考え

ておりまして、その中でも十分に、さっきおっしゃったような連携のモデルケース、連携のシ

ステム化をうまく図っているモデルケースというものを考えてまいりたいというふうに考えて

おります。

それから、高鷲委員がおっしゃった事例集でございますが、私ども何部かあるんですが、文

部科学省のほうにお願いをいたしまして、今日検討会の委員の皆さんにお配りするように手配

をいたしたいと思います。

○永木座長 どうもありがとうございます。

学校給食の取組もどんどん状況が変わってきておるようです。高鷲委員からいろいろとご報

告いただき、勉強させていただいて、この地産地消の大きな１つのチャンネルが学校給食であ

ることをあらためて認識しました。文部科学省は食育基本法の中で地元産利用を非常に大事な

位置づけをしてくれています。学校給食とは厚く連携して行かなければなりません。室長から

もお話がございましたが、これからも折に触れて検討していきたいと思います。

ほかに何かございませんでしょうか。

秋岡委員、どうぞ。

○秋岡委員 すみません、ちょっと教えていただきたいんですが。地産地消の計画の策定目標

数が、平成19年までに延べ900地区、大体ざっくり半分。それでお手元の資料の４の18年３月

末現在の策定状況のところで、例えば東京都なんかは39ある市町村のうちの策定しているのは

１となってますよね。長崎県なんかは23ある中の２となっていまして。全体では目標を900地

区とするんだけれども、もちろん県によって事情がいろいろあると思うんですけれども、こう

いう１とか２とかというところはとりあえずは当面今年はどこくらいまでいけばいいとかとい

う感じですかね。とりあえず１個増えればいいとか、こういうところはどういうふうに考えた

らいいのかなというのをちょっと教えていただきたいんですけれども。

○永田生産振興推進室長 確かに東京都は１つということで、これ調べてみると八丈島という

ことですので、なかなかやはり都市部、特に中心部というのは難しいのかなという印象を持っ

ております。

ただ、都内でも十分可能性のあるところはあると思いますし、それから神奈川県、大阪府等

々についても十分可能性はあるというふうに考えております。
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実はおとといですか、私どもの政策提案会というのをやりまして、都市部の農政を担当され

ている部長さん方、非常に熱心に熱く地産地消を語られておられましたので、むしろ今は消費

者側、都市サイドの方からは地産地消を熱く見ているというようなお話もございましたので、

可能性はあるというふうに考えております。引き続き働きかけてまいりたいというふうに考え

ております。

合わせて、農業県であると言われながらも非常に低いところもあると思いますので、そうい

うところについては特に力を入れて伸ばしていただきたいというふうに考えております。

○永木座長 ありがとうございました。

ほかにいかがですか。

米倉委員、どうぞ。

○米倉委員 先ほどから学校給食のお話が出てますけれども、私どもも非常に学校給食の先進

地を何ヶ所か視察に行きました。その行ったところほとんどが栄養士さんがすごく熱心なとこ

ろは進んでいるというのが実情のようでした。だから、それを持ち帰ってどうしたものかなと

いうところで思っているんですが。視察に行くについてはいろいろな組織の方、代表の方と一

緒に行きましたものですから、割と今進んでおります。

それから、地産地消も１年前に比べると非常に活発化してきたと思います。それで、直売所

も数多くできましたけれども、いろいろなイベントもたくさん開催されてきましたし、フォー

ラムなんかもたくさん開催されてきました。今、されてよかった、楽しかった、勉強になった、

それで一応終って、後のそれを地産地消、消費というのはどうつなげていくかというのがこれ

からの課題じゃないかと思うんですよ。なかなか消費者を集めていろいろな体験交流なんかを

しても、その後がつながらないというのが実際の実情です。

それで、今までは小規模としては大変動きは出てきましたから、これをもう少し大きな動き

としてやっていくためにはどうしたらいいのかなというところもあるんですが。１つ、自分の

ところの例でいいますと、例えばニンニクなんか年間を通して欲しいんですが、寒いところの

ニンニクなんかを持ってきてうちで栽培させてもできないんですね。地域の気象条件とか温度

差なんかがあってなかなかできないと。そういうところをもう少しオリジナル商品の開発なん

か書いてありますけれども、ブランド化されるようなそういうふうな支援のあり方もあってい

いんじゃないか。それをお互い情報を交換してやりとりすれば私たちも助かるなというところ

もございます。
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ちょっととりとめのない話でしたけれども、以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

学校給食の話では先ほどの話と同じ問題意識だと思うんですが、コーディネーターといいま

しょうか、両側をつなぐ方が多分必要だということをおっしゃっていただいたんだというふう

に思います。それから、情報交換ということでございます。いろいろとどこも取組で苦労され

ていることがいっぱいあると思いますので、どこでどのように苦労されているかというお話も

参考になるし、これをどういうふうに解決していったのかということも大変参考になると思い

ます。こういうのは事例集というようなものを作り、情報交換する手段があると大変お互いに

助かるのではないでしょうか。

いかがでしょうか。ちょっと時間がせってきておるんですけれども。後で全体的にご議論い

ただきたいと思いますので、先へ進ませていただいてよろしいでしょうか。

それでは、今の資料５でもって今年度の18年度の活動計画、推進行動計画というものをお認

めいただいたものとします。今年度、このタイムテーブルに沿って進めていただけますようお

願いいたします。

それでは、次に、今日は２つ目の議題になりますが 「21世紀新農政2006」においても取組、

を推進するようにと提案されております観光における地産地消の推進につきましてご議論をい

ただきます。

初めに、国土交通省の若林観光地域振興課長に「地産地消における観光地づくりについて」

お話を伺います。その後、農林水産省の農村振興局からグリーンツーリズム関係についてご説

明をいただきまして、全旅連からの取組の事例についてご報告いただきたいと思います。その

後、委員の皆様にご議論いただきたいと思います。

それでは初めに、国土交通省の若林課長にご説明をお願いいたします。よろしくお願いしま

す。

○若林観光地域推進課長（国土交通省） ご紹介に預かりました国土交通省の若林でございま

す。日ごろから農林水産省の皆様、また関係者の皆様には観光行政、多大なご協力を賜ってお

ります。本当にありがとうございます。この場を借りて厚く御礼申し上げたいと思っておりま

す。座らせていただきます。

今日はお題をいただきました「地産地消による観光地づくり」でございます。本日は萩原委

員もいらっしゃる中でこれは何をお話ししたらいいのかなと。また、私が話す中で、小浜の例
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があるんですが、中田先生もいらっしゃるし、これはしまったなと実はのっけからの感想なん

でございますが、精いっぱい語らせていただきたいと思っております。

１ページ目をお開きください。皆さんご案内のように、最近の国内観光地の課題でございま

すけれども、若干復習させていただきますと、従来は職場の団体旅行等ございました。団体が

主流なのからこれから個人の旅行、またカップルの旅行になってきております。また、こうい

った個人旅行化に伴いまして、旅先での食事というのは非常に重要な要素、団体ですと飲んで

騒いでというのがあるんですが、どちらかというとゆっくりと食事をお楽しみになるというこ

とが重要な要素になってきております。

その辺の数字については、例えば一番下の、これは「じゃらん」さんの資料でございますが、

宿泊旅行の目的の中ではやはりおいしいものを食べるというのがトップにきております。こう

なってまいりますと、やはり全国でも同じような固形燃料を使ったような内容の食事とか、冷

凍の刺身を使ったような食事ではちょっと皆さんご満足いただけない。常日ごろから東京のほ

うで結構おいしいものを食べてらっしゃる方々が各地域に一体何を求めていらっしゃるかとい

うことを考える必要があります 「あったかい刺身、冷たい天ぷら」という団体を念頭に置い。

た料理はもう全く流行らないわけでございます。個人様向けには、地域ごとの特色ある食事が

求められてきておるのではないかと思っております。

次をお開きください。ちょっと意義など偉そうにいっておりますが、要は個人や家族の旅行

の皆様に満足していただけるような旅行形態が求められている、そして長期滞在して連泊して

も楽しい旅行ということであるためには、さまざまな滞在メニューが必要なんですが 「食、

事」が一番重要になってきます。どこへ行っても別に大トロが食べたいわけではなくて、地元

の農産物、水産物をきちんと解説をつけた上で召し上がっていただくということが国内旅行の

活性化、そして地域の農林水産業の発展になるのではないだろうかということであります。

事例をちょっとご紹介したいと思っております。皆さんの、後の萩原さんと重ならないよう

にということを願ってやみませんが。まず 「遠州灘天然とらふぐ」の例をちょっとご紹介し、

たいと思います。浜名湖の奥に舘山寺温泉という温泉がございます。これは昔ながらの温泉地

でございまして、昔は浜松の繊維工場のおじさんたちが芸者さんをあげて楽しまれた温泉で、

ご多分に漏れず団体旅行に対応した大型施設をつくってしまった。さあ、困ったという状態に

なっております。

ここでやはり初代の旅館経営者から大体２代目、私より若干若めの方に移ってきますと、舘
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山寺に自分の学生時代の友人を連れてきて、満足してくれるかを考えます。では、舘山寺は一

体何が売りなのか、浜名湖のうなぎ、生産量ではお隣の愛知県産の方が多くなっています。そ

の中で、俺たちのところ、舘山寺温泉といえば何なのかねということを若手の皆さんが考えは

じめたわけです。私ども国交省は「観光なんでも鑑定団」という組織、何やら東京12チャンネ

ルから叱られるような名前をつけていますが。こういう組織が現地に入らせていただいてお手

伝いさせていただいたわけです。

、 、そのとき館山寺では地域の若手が中心になって 「浜名湖えんため」という組織をつくって

自分たちの売りを考えました。これは新聞記事なんかに載ってますが、実は遠州灘、あそこに

は舞阪という漁協がございますが、あそこでは、実は天然とらふぐが多くとれます。遠州灘及

び伊勢湾でとれる天然のとらふぐは、農水省の皆さんに釈迦に説法ですみませんが、日本国内

の天然とらふぐの大体６割のシェアを占めております。これまでは、ほとんどが下関に行って

下関産となって帰ってきてたわけですが、それをこの舘山寺で食べさせることはできないかと

いうことに取組みをされました。

ふぐとなりますとどうしても調理師さんの免許が必要であり、免許調理師さんの確保が重要

になってきますが、舘山寺ではその免許を持った方を１ヶ所の処理施設に集中させまして、こ

れも実は遠鉄ストアというスーパーマーケットのおそうざい工場を改造しまして、ふぐの処理

センターをつくりました。ふぐの皮むき機というのがございまして、これでツルンと皮をむい

てフィレの状態にして、それをマイナス４度で保存して、ご注文があったら各旅館に届けると、

こういうことをやっていただきました。

その際、ふぐの料理について、いろいろな工夫をしたいものですから、これは実は中小企業

庁さんのジャパンブランド事業のご援助もいただきまして、道場六三郎さんに来てもらうなど、

料理の講習会をいたしました。また、由布院から、ＪＲ九州で「ゆふいんの森」という特急列

車での特製弁当を考案した新江さんという料理人に来てもらっていろいろな講習会をさせてい

ただきました。また、ふぐを提供するに当たって、さまざまな野菜、アサツキとかそういった

ものもすべてこの浜名湖周辺で調達することをやらせていただいて、結構これが受けておると

ころでございます。

それから、次の例は会津若松のお弁当の例でございます。会津若松はあいづふるさと市町村

圏協議会という組織がございまして、食をテーマとした会津ブランドのお弁当を作製しました。

例えば鰊の山椒漬けであるとか、棒たらの甘露煮であるとか地鶏であるとか、こんなものを使
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ったお弁当を５種類つくらせていただきました。これを、会津若松のＰＲに力を入れているＪ

Ｒ東日本グループで駅弁として販売させていただいており、好評をいただいています。

この一番下の右下のチキンランチでございますが、これはまさに名物の会津の地鶏を使って

います。さらにチキンライスのトマトは南郷村のトマトを使ったケチャップを使って調理して

おり、全てが地場産を用いて提供させていただいておるところでございます。

次は小浜の中田委員の前で言うのははずかしいのですが、小浜の地産地消レストラン「濱の

四季」の例でございます。地域の皆さんが一生懸命取り組んでいただいた結果、この焼き鯖そ

ぼろ寿司弁当が、駅弁ランキングでも非常に高い評価を得ております。小浜といえば、皆さん

ご存じの方も多いと思いますが 「空弁 （そらべん 、空港で売ってるお弁当ですね、この、 」 ）

「空弁」でトップになりましたのが 「みち子の焼き鯖弁当」でございます。我々としてはぜ、

ひ空弁で買うだけじゃなくて、行って食べて欲しいと思っているところです。

次が、これは農林水産省さんと共同して国土施策創発調査というものをやらせていただいた

ものでございますが、栃木県の那須でございます。那須は、宿泊地が点在するなど、なかなか

統一感のある特産というのがないところでございました。この調査の中で那須の地元で「わい

わい会議」というものをつくっていただきまして、その中で地元の食材を活用したスープのメ

ニューをいくつかつくっております。さまざまな野菜、地鶏、それからお米、そういった現地

の素材を活かしたメニューをつくって、それを宣伝するということに努めているようでござい

ます。

では、次に由布院でございます。由布院は皆さんこの中でもいらした方も多いんじゃないか

と思います。私ども、農林水産省さんとともに官邸で選んでいただいた観光カリスマの方もこ

こに溝口薫平さんがいらっしゃいます。ここでは自分たち単体の旅館だけではだめで、由布院

全体をレベルアップさせようとの思いから、まちづくりをはじめ、イベント等様々な取組をし

ていただいております。特に旅館の料理人の方々が非常によく勉強されております。舘山寺温

泉にも来ていただいた新江さんを初めといたしまして、料理人と農家の方が連携して、日々意

見をたたかわせて、新しい創作メニューに取り組んでおられます。これはもう旅館を越えた取

組ではないかと思っております。

一番左のはちまきかぶってる方は、これは江藤農園の江藤さんだと思うんですが、これは新

江さんのお友達で、新江さんのさまざまな「わがまま」な要求に応えてきております。無農薬

でハーブをつくれ、無農薬、有機でルッコラをつくれなどの要望に苦労して応えてきています。
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最後になりますが、海外のお客様にも満足いただける滞在型観光地をつくるなかで、日本ら

しさをアピールするものはやはり食でございます。その食をいかにアピールしていくか。やは

りこれは地域全体で取り組む必要があります。宿泊業界だけ、また旅行業界だけで観光という

のはできるものではございません。農協の皆さん、そして漁協の皆さん、そして有機農法に取

り組んでいらっしゃる皆さんに、一体として大きな組織をつくっていただいて取り組んでいた

だく必要があるのではないか。それもできれば広域で取り組んでいただければありがたいと思

っております。そうした中で、地域ブランドというものをぜひつくっていただきたいと思って

おります。

また、このような取組みのなかで、やはり一番頭の痛いのは安定的にその食材を確保するこ

とじゃないかと思います。例えばさきほどのとらふぐの例なんですが、うまくいってスタート

した途端、とらふぐというのはどうも表作と裏作の年があるらしくて、裏作に当たってしまい

まして、せっかくいろいろな大手のエージェントがやってくれた送客を旅館の皆さんが頭下げ

て断る事態になったようなこともございました。

また、先ほど林先生ご指摘のように、やはり少量多品種で食材を要求するものですから、生

産者の皆さんはなかなか大変なんじゃないかなと、こういうふうに思っております。

また、あとはこれは本当に萩原先生のお話の方が説得力あろうと思いますが、やはり旅館、

宿泊業界なんかだとどうしても料理人の方のいろいろな個性がございます。どうしても従来ど

おりのやり方を踏襲する方々が多いなかで、やはり新しい味付けであるとか演出の仕方などに

ついての研修とか講習を行うことがやはり大切ではないかなと思う次第でございます。

これからの滞在型の旅行、観光地づくりに向けて国土交通省で一生懸命汗を流していきたい

と思っておりますので、どうか皆様のご協力を賜れば幸いでございますし、国土交通省も汗を

かきますので、どうかよろしくお願いいたします。

どうもありがとうございました。

○永木座長 どうもありがとうございました。

最初に野見山委員から横の連携大切だよということをお話しいただきましたけれども、まさ

にこういう国土交通省がこういう取組をやっていただいているわけですからお互いに連携強化

を図りたいものです。先ほど学校給食の話もありましたけれども、連携がどんどん広がりを持

っていただくようにバックアップしたいと思います。

ということで、ご意見もいただきたいんですが、今ここで萩原委員も含めて、お三人の方に
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ご報告いただく予定にしておりますので特にお聞きしておきたいということがあればご意見い

ただいて、なければ３人の報告を先にやらせていただきたいと思います。よろしいですか。

それでは、とりあえず若林課長、どうもありがとうございました。

今度はグリーン・ツーリズムにつきまして農村振興局の農村政策課の下條都市農業・地域交

流室長にご説明をお願いいたします。

○下條都市農業・地域交流室長（農村振興局） ご紹介に預かりました下條でございます。都

市農業・地域交流室でございまして、地域交流でグリーン・ツーリズムを担当しているという

ことでございます。資料７をお願いいたします。

１ページ開けていただきまして、グリーン・ツーリズムにつきましては農林水産省としまし

て平成４年、10年以上前になりますが、グリーン・ツーリズム研究会というところで議論いた

だきまして、この中でグリーン・ツーリズムというのは農山漁村で自然、文化、人々との交流

を楽しむ滞在型の余暇活動であるというふうに定義をしてこれまで取り組んでおります。

下に絵がありますけれども、自然に囲まれた暮らし、最近都市部の方々で田舎暮らしをした

いというニーズが高まっておりますけれども、そういったニーズに応えていく活動ですとか、

あと農業体験、これは子どもの体験学習となっていますが、子どもを含めまして、農業をやっ

てみたいというニーズに応える活動。それから、自然とのふれあいですとか、あとここに囲炉

裏が出ていますが、郷土料理を楽しむという活動、あるいはこれはわら草履をつくっています

が、そういった伝統文化のふれあい、こういった幅広い活動をしておりまして、都市部のニー

ズを満たすと同時に、こういった活動を通じてまして農山漁村の活性化に資するということで

取り組んでおります。

１ページ開けていただきまして、２ページをご覧ください。農村部の活性化に資すると申し

ましたが、具体的な事例をもちまして効果について整理した表でございます。左側、これは長

野県飯田市の例ですが、ここはまず体験型修学旅行が非常に盛んでございます。下に棒グラフ

がありますが、平成８年から見まして、この当時は３校から始めておりますけれども、以降ず

っと増えておりまして、現在260校、４万5,000人を受け入れしているということでございます。

また、ワーキングホリデーというのも非常に有名なところでございまして、これは都市部の、

飯田市の場合は特に若い方々、20代、30代の方々で農業をやってみたいというそういったニー

ズと、一方、農村の方は人手不足ということがありますので、それをうまくマッチングをさせ

た取組でございます。こういった取組によりまして、しっかり経済効果も出ているということ
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でございます。

右の方、兵庫県八千代市の例ですが、ここは滞在型市民農園が有名でございます。町内に３

ヶ所滞在型市民農園がございます。主に近場の神戸市ですとか大阪市から利用者が週末にここ

に来ては作物を栽培していると。この滞在型市民農園の場合、町が事業主体として農水の事業

などを活用しまして整備したものでございますが、実際の管理運営は地元の集落に委託をして

おりまして、地元の農家の方々と交流しながら野菜などの栽培を行っていると。また、できた

野菜をどういうふうに料理して食べたらいいのか、そういった加工体験も併わせてやっている

ということでございます。

また、体験ツアー等もやっておりまして、これまで体験ツアーの人数、年間31万人程度にな

っておりますし、また、平成２年からの取組でこれまでに286人の方が移住をしてきておると

いうことでございます。そういう中で経済効果もしっかり出ているということです。

下に３つ棒グラフがありますが、兵庫県全体の平均の経済パフォーマンス等の比較でござい

ます。手前のグレーが兵庫県で奥の濃い色が八千代町でございます。平成２年からの比較で総

生産ですとか、１人当たり総生産、また１人当たり所得、いずれも兵庫県の平均よりもいいパ

フォーマンスを示しているということでございます。

次のページをお願いします。こういったグリーン・ツーリズムを通じました都市農村交流の

推進は各地域で広がっておりまして、左のほうですが、上のほう、各県、都道府県の段階で行

政だけではありませんで、いろいろな民間の団体を含めまして、推進する体制、これが平成13

年には18組織であった状態ですが、17年には47組織に拡大をしております。また、その下です

が、行政方での連携体制ですけれども、13年に２県でそういった推進組織があった状態から、

最近17年には18道県に広がっております。また、この推進組織の中も主に農林水産部が中心に

推進しておりますけれども、その中で教育部局、教育委員会との連携ですとか、あるいは規制

部局、これは食品衛生とか旅館業法、それから建築基準法の関係の規制部局ですけれども、そ

ういったことの連携体制もとってきているということでございます。

右のほうは関連のシンポジウムの全国大会の最近の開催状況でございます。多くの方に参加

をいただいております。

次のページをお願いします。グリーン・ツーリズムを推進するための規制緩和と予算でござ

います。左のほう、まず国段階の規制緩和ですが、１つは、農家民宿の開業促進があります。

一番上に旅館業法上の面積要件の撤廃とありますが、これは旅館業法上、開業する場合には最



- 21 -

低限客室面積が33平米以上なければいけないといった基準がございましたが、15年から農林漁

家民宿についてはその適用をしないということになりました。これによりまして、広い農家の

場合にはいいんですけれども、狭いところにつきましてはクリアするために増改築の費用がか

かるというところが必要なくなったということでございます。以降、消防関係、これも普通の

旅館・ホテルですと誘導灯が必要といった規定があるんですけれども、農家民宿の場合、ふす

まをバッと開ければもうすぐに逃げられるという構造が多いものですから、現場の消防署長さ

んの判断でそういった誘導灯はいりませんよということができると、そういった運用でござい

ます。

あと飛ばしまして、どぶろく特区もありますし。あとさっき見ました囲炉裏。これも建築基

準法で囲炉裏を設置するときには回りと天井、これが燃えない材質でないとだめだということ

があったんですが、すぐに逃げられるという状況なり、火をたくさん焚くものでもないという

ことから柔軟な対応、木質でもいいよといった運用になっております。

それから、市民農園の開設主体の拡大ということもございます。

それから、下は県段階の規制緩和でございます。今言いました、食品衛生法ですとか旅館業

法、これは実際の基準はほとんどが県段階の施行条例で決めております。国段階で規制緩和が

及ばないところでございますが、これにつきましては昨年７月に厚生労働省と農林水産省の方

で連携いたしまして、各全都道府県の衛生部局長さんと農林水産部長さんあたりに一定の要件

を満たせば規制緩和できるのではないかといった要請を行っております。７月に要請を行いま

して10月と11月に２県ほど規制緩和をしている状況でございます。これは、私どもの立場から

すれば、規制があろうとなかろうと食品衛生は大事でございますので、これはあくまでもコス

トをなるべくかけないで整備するという観点からの措置でございます。普通の各県の条例の基

準ですとお客さん専用の調理場が必要ですよと、家族兼用ではできないということですが、今

回の２県の例ですと一定の少人数であること、それから必ず食品衛生の講習会に出ること、そ

ういったことを条件にしまして、家族兼用の調理場でもオーケーだということをしておられま

す。

右のほうが予算でございます。上のほうから元気な地域づくり交付金、これは交流施設の整

備ですとか、滞在型市民農園の整備、そういったことを支援しております。また、下のほうは

情報発信関係、各種メディアを使いまして情報発信のお手伝いをしております。その下は主に

研修の事業関係でございます。また、林野ですとか水産関係でも予算措置をしております。
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次のページをお願いいたします。農家民宿の現状でございます。左のほうは農林漁家民宿の

数を書いております。実は先般の農業センサスで初めて農家民宿の数を把握したところでござ

いまして、これでいいますと、農家民宿では約1,474、それから全体合わせまして3,600の民宿

があるということでございます。年間の利用者数は農林漁家民宿で約244万人。これ以外に公

的施設がありますが、こちらのほうは658万人と。合わせまして約900万人程度が利用者となっ

ているということでございます。

右のほうは、上が研修会参加の数でございまして、ご覧のとおり、15年に規制緩和されまし

て以降ぐっと研修会参加者が伸びております。これはまちむら機構という団体がやっている部

分だけの数字でございまして、各県でやっている分はここに入ってございません。これ見ます

と、全体の伸び、それから女性の割合が伸びているということでございます。主に農家民宿の

担い手が農家のおかみさんだということの反映でございます。

それから、下のほうは先ほどの15年からの規制緩和を利用した新規開業の広がりの数字でご

ざいまして、15年で115件、それから16年には加えて146件、17年には加えて270件と、累積で

この３年間に535件が開業しているということでございます。

次のページをお願いします。私どものほうで農山漁村余暇法という措置がございまして、こ

の中で農家民宿の登録制度をもっております。この登録制度は任意の制度でございますけれど

も、右のグラフを見ていただきますと、平成９年をピークにしましてずっと下がっておりまし

たが、17年に上昇に転じております。これは先ほどの規制緩和を背景としました新規開業が増

えたということと、こういった、それ実は法改正に至っているんですが、これを機に制度の周

知徹底を図ったということでございます。

この登録の基準がございまして、そこに書いてございますが、まず、地域の農林水産物の積

極的な活用を図るということがまずあります。こういったことを経営方針としている農家民宿

を登録していくということでございます。

次のページ、これは先ほどの規制緩和の詳しい資料ですので、ちょっと省略させていただき

ます。

８ページ。これは現在「都市と農山漁村の共生・対流」ということを政府全体で取り組んで

おりますが、共生・対流とグリーン・ツーリズムとどう違うんだというご質問がありますので

整理しております。共生・対流自体は一時滞在から二地域居住、それから定住に至るまでの幅

広い概念でございますが、そのうちグリーン・ツーリズムは一時滞在から、一部二地域居住を
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含むと、そういうことでございます。

次のページ。６事例ほどピックアップをさせていただきました。ちょっと時間がなくなりま

したのでちょっと、これは最初は名川町なので、今日は田中委員さんがお出でですので、ちょ

っと省略させていただきます。

時間があれですので、13ページ、１つだけ紹介させていただきます。13ページは高知県の檮

原町でございますが。下にくさぶき屋根の絵と、右のほうにいちょうの樹という写真がござい

ます。いちょうの樹というのが農家民宿の名前です。ちょっと見づらいですが、真ん中の少し

灰色い屋根のところが宿泊できるところでございまして、その前に畑がありまして、雨よけの

ハウスもあります。それから、手前のほうに田んぼがございます。ここでできたお米、自分の

ところでつくった野菜、あと近くの川でとったアユ、こういったものを出しているということ

でございます。先ほど農家民宿の研修が増えているということを申しましたが、その研修の中

でも山の上で刺身を出す必要はありませんと。自分たちの地のものでもてなしをしてください

と、そういった研修をしているところでございます。

私からは以上でございます。

○永木座長 どうもありがとうございました。ただいま下絛室長からご説明をいただきました。

振興局のほうではグリーン・ツーリズムに大変ご熱心に取り組んでいただいているということ

がわかったと思います。これも後で議論させていただきますが、特に何かございますでしょう

か。

なければ、時間がせっておりますので、引き続きで恐縮ですけれども、今度は萩原委員に全

旅連ということでお話をいただきたいと思います。お願いいたします。どうぞお座りください。

○萩原委員 大変お世話になっております。全旅連といいましても、全国の旅館の連合会のほ

うでございまして、私も群馬県のほうで一旅館をやっております経営者の一人でございます。

本日は現場の立場ということでお話をさせていただきたいと思います。では、座らせて、失礼

いたします。

先ほど若林課長さんの方から詳しくお話がございましたので、私の方からは簡潔にいきたい

と思いますけれども。本日各地域ですとか旅館、現場での取組についての実例を報告せよとい

うお話をいただいておりまして、私の所属いたしておりますいわゆる全国の旅館組合、全旅連

のほうの事務局のほうにお話があって、それでメーリングリストというのがございまして、全

国の旅館の皆さん方に地産地消の実例をぜひ挙げてほしいということで、今回はこの中から幾
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つか出させていただいたわけなんですけれども。先ほどの若林課長さんのお話、大変わかりや

すかったので、ほとんどそちらの方にお任せできればというふうに思います。私の方で調べた

事例が今回の資料８のほうで幾つか、これは実際にお声かけをして出していただいたのはここ

の旅館なりホテルの本人からうちでこんなことやってますよということでいただいた実例でご

ざいます。

私が去年ここで初めて出させていただいたときにお話ししたかとは思うんですけれども、温

泉旅館、特に私どものような旅館というのはやはり都市部ではなくて、どちらかというと山の

中のところが多いということは当然回りが田んぼや畑に囲まれていて、回りには豊富な農産物

や、もちろん海に近いところは海のものもたくさんとれるわけで、ある意味おもてなしの最高

のおもてなしの１つというのはやはり地元の食材をご提供するということが一番大事なことな

のではないかなというふうには思っておりますし、皆さんもそれが当然だろうという思ってお

りますので。

それほど意識的に地産地消ということをやっているというのはそんなにはないんですけれど

も、皆さん多かれ少なかれ程度の差はあるんでしょうけれども、必ず地産地消というか地元の

ものは使っていると、それは当然であるというふうに思っております。

あとは売り込みの仕方で、お客様をどういうふうに呼ぶために地産地消というか地元の食材

を生かした料理をお出ししているんですよ、というふうに使っているのかというのは、各施設

のやり方ですので、特に私から申し上げることはないんですけれども、取組の実例ということ

で幾つか出させていただきました。これは皆さんからいただいたものです。

一番最初、湯村ホテルさんというのは甲府でございます。それから、何枚かめくっていただ

きまますと、ヴィラ・イナワシロさん、福島の猪苗代の湖畔にある旅館さんです。それから、

何枚かめくっていただきますと、岡山の湯原温泉ということで、この湯原温泉は温泉地、旅館

組合さんが中心になりまして本当にいろいろなことをやっているところなんですけれども、取

組の概要ということで幾つかあります。先ほど出ていましたけれども、郷土料理研究会なども

こちらではやっているということです。

ちょうど若林課長さんの事例とバッティングしなくてよかったんですけれども、私から出さ

せていただいたのはこういうところです。主に現場ということですので、特に私から申し上げ

ることは以上とさせていただきたいと思います。

○永木座長 どうもありがとうございました。
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ただいま３人の方からご報告を、観光地、温泉旅館、それからグリーン・ツーリズムという

ことで、それぞれがどのように地産地消に関心や関わりを持っておられるのかというようなこ

とを大変興味深く聞かせていただきました。あとの残りの時間、全部使うわけにはいかないん

ですが、今から地産地消のこのチャンネルの取組課題についてご議論をいただきたいと思いま

す。

順番にということもあるんですけれども、どなたからでも結構です。あるいはちょっとここ

でこういうことを議論してみようじゃないかというような問題提起でもよろしいと思うんです

が、ご意見いただけませんでしょうか。どうぞよろしく。

田中委員、どうぞ。

○田中委員 私は青森県、今年の１月１日に合併いたしまして、青森県南部町となったんです

が、ずっと名川町で生まれて育ってきたので名川町ということでご紹介させていただきたいと

思います。

名川町はずっとサクランボとかウメなんかを利用して昭和61年からここにあるように、こう

いうことでもってずっと地産地消を図ってきた町ではないかなと思っていますが。そういうこ

とと、あと2007年問題ということで青森県の三村知事の提唱のもと、達者村を開村いたしまし

てから、どうしてもやはり規制緩和ということをとても願っておりましたが、やってみてわか

ることは、お客様に食事を出したり泊まっていただくことはやはりある程度の規制は必要では

ないかなということは勉強した結果わかりました。ただとるときにはとても難しかったのです

が、今ではホームステイのメンバーも名川だけで、今の南部町になって、南部と福地と名川で

南部町になったんですけれども、30何件にはなったんですが、南部だけでは18件だかとったん

ですが。やはりそれは高校生と中学生を受け入れる農業体験ということでとったんですが、こ

このところでは話が矛盾するんですが、都会からリタイヤなさったお客様たちも泊めるような

許可にしていただきたいなと思ったんですが、それはちょっと難しかったので、農業体験だけ

の受け入れの今許可でもってやっているんですけれども。

もうちょっと自分たちも確かにいろいろな規制は必要ということは余計にやらなくちゃいけ

ないし気を遣うときは気をつけなきゃいけないとは思うんですが、お風呂なんかでもそうなん

ですが、名川にはチェリウスといいましてちょっとお風呂がある農林業体験の小さなホテルが

あるんです。そこに連れて行くんですが。今ではお風呂は自分のうちに入れなくちゃならない、

それも湯冷めのしない、歩いて二、三分、五、六分のところのお風呂でないといけないという
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んですが、本当に山の中でございますので、どうしてもお風呂に連れていくとなると歩くわけ

にはいきませんので、車に乗せるんですが、いざやってみるとやはり車に乗せたとき事故に遭

うと大変だなということもありますので、お風呂もつくらなくちゃいけないなと思ったりもし

ますし。

あと、お客様を泊めるのだから料理は別なところでとおっしゃいますが、やはりそういう施

設をつくるお金もとてもかかりますので、ここら辺はもうちょっと緩やかにしていただきたい

といいますと、先ほどの萩原さんの旅館のなさっている方々から聞くと、あんたたちはお金を

とるんだからやはりもうちょっと設備にお金をかけたらいいんじゃないかなというのがそうい

うプロの方の目だと思うんですが。ただ、お金のことを言うのも何ですけれども、相対して青

森県というのは遠いところなので都会から何万人も押し寄せるところじゃないので、もうちょ

っと規制を、私たちも勉強して必要なことはわかりますが、緩やかにしていただきたいなとい

うことが１つあります。

あとそれから、おかげさまで今年はオーライニッポン大賞とかＪＴＢの旅行社のほうからも

いただきましたので、私たちももっともっと勉強は必要だなと思います。あとそれから、これ

は関係ないよといわれるかもしれませんけれども、地産地消とおっしゃいますが、先ほどあち

らにいらっしゃる増田先生もおっしゃるように、私たちは気をつけてはいるけれども、どんど

ん自分たちが高齢化したときに少しずつ取り残されていく面もあるということは。今年の５月

29日から頭が痛くなるほどどちらの先生もポジティブリスト、ポジティブリストとおっしゃい

ますが、畑は100町歩も持っているわけではございませんので、その中に１町とか五、六反歩

の中にサクランボを植えてリンゴも植えてナシも植えているんですね。ナシの薬はサクランボ

にかかっちゃいけない、サクランボの薬は隣の畑の菜っ葉にかかっちゃいけない、3,000円だ

よ、100万円の罰金をおさめるようなそういうことにならないように先生たちはおっしゃいま

す。そして、それをどうして防いだらいいんですかと聞いたら、ネットを張ってくださいとお

っしゃいました。ネットを張ってもスピードスプレヤでかけると風でもって飛んでいくんです

よね。私のうちの薬が隣の菜っ葉にかかると罰金とられて、挙げ句に売られなくなるというそ

ういうとても難しいことを机の上で考えてらっしゃる先生方のことをもっていくとほとんどの

方がリンゴの木も切らなくちゃいけないし、ナシもブドウも全部薬が違いますので。どうぞ簡

単に、この薬は全部の果樹に効いて、全部の菜っ葉に効くような薬をつくっていただきたいな

と私は思っています。そのことだけがずっと困っています。
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それが地産地消につながっていくような方向のことを私たちに教えていただきたいのですが、

役場の方も農協の方もそれは上のほうで決めたのだから、薬はかからないようにしてください

というんですが、何とか隣の畑にかかっても迷惑をかけないようなことをやっていけば、私は

それが地産地消にもつながって、あとそれからグリーン・ツーリズムにもつながっていくので

はないかなと思います。

そしてあと、とても難しくて簡単であれなんですけれども、私は今日青森県から上京してく

るのに往復３万円の運賃がかかります。何とか東京まで来るのにせめて半額で来るような方法

で来ると、私たちの名川町をどうぞご覧ください、こんな小さい町ですので安く来れるような

切符でも手配できるような、そんなことをしていただければ私たちもきっと薬かけるときも少

しは勉強できるかと思いますので。

私は先ほど増田委員がおっしゃった、きっと取り残される小さなところもあるよというのは

きっと私たちのことをいうのだなと思いながら聞きまして、とても今日は来たかいがありまし

た。何とか農林水産省の方々、そういう薬も発明して教えてください。多少高くても買います。

お願いします。

○永木座長 グリーン・ツーリズムは遠方から来てもらうことを考えなければなりませんが、

でもこの話しは室長にも難しい話でしょう。ただし、地産地消は身近なお客さんをどう引き付

けるかです。

○田中委員 いやいや、私たちは補助いただいているからいいんだけれども、いらっしゃる方

々が来られないので。

○永木座長 大事なお話をいただいたかと思います。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 グリーン・ツーリズムの大変積極的なお話を国土交通省からお聞かせいただいて

ありがとうございます。ところが、私はどこの席に行ってもトイレ、トイレといって煙たがら

れるんですが。上下水道の普及率というのが大変なネックだと思うんです。ある農村の方に聞

きましたら、別な会合のときに委員で参加してらした方で、女性のＪＡの方でしたけれども、

夏休みに都会の親戚の子どもが来たら、おばちゃんち怖いから嫌だと言うって。要するにトイ

レなんですよね。大都市圏では98％ぐらいの上下水道普及率なのに、中小都市へいくとどんど

ん下がって、やはりその設備のためには大変な経費がかかる、そのネックは大きいと聞いてい

ますけれども、衛生環境をちゃんと整備しないで都会の人に来てください来てくださいと、料
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理はおいしいですよと、実は気にしているのはそういうことじゃないと言う。

なぜか男の方というのは我慢強いのか、私がこういう話をするたびに、ああ、またあの人同

じこと言ってると思われるでしょうが、大きなテーマだと思います。

それからもう１つ、農家民宿とか何か言われましても、女性の労働負担がものすごく大きい

ということを考えないと。都会からいっぱい家族連れでお越しいただいても、布団の上げ下ろ

しをだれがやるのか、おいしい郷土料理をお鍋につくって提供しようと思ったら一体だれがや

るのか。大抵男の方はどこか行っちゃうんですよね、会合とか何かと言って。そういう料理の

しつらえも部屋の片づけとか布団の上げ下ろしも女性の負担が大きい。グリーン・ツーリズム

というのはおいしい料理を提供しますというきれいごとだけで議論している場合じゃないと思

います。足場を固めてから、じゃあ、地方都市、地方農村ならではのおもてなしを、男も女も

きれいなトイレも全部そろってお迎えしようというふうにしていかなければだめだと、思って

いるんですが、いかがでございましょう。

○永木座長 どうもありがとうございます。

○若林観光地域振興課長（国土交通省） トイレのご質問いただきました。実はトイレのご指

摘をいただくのは増田先生だけではございません。本当にトイレは大切な話でございます。特

に子どもは教えればいいかと思うんですが、そうでもいかないんですね。それから、あと外国

の方は従来型の和式トイレが全くだめなんです。

皆さんにとって快適なトイレを増やしていきたいと思っております。飛騨市の市長さんのお

話ですが、農家民泊を推進するには、洋式の水洗のトイレをいかに多く農家につくっていただ

くかということが鍵であるとして、随分な力を入れておられる例もあります。

○永木座長 よろしいでしょうか。大変大事なお話をいただきました。

中田委員、どうぞ。

○中田委員 大変いいお話を聞かせていただいて満足をしているんですけれども。受入態勢の

環境の整備も本当に大変重要なことだと思うんですが、グリーン・ツーリズムを推進していく

上で、魅力ある田舎って全国にいっぱいあるんですね。収穫体験をしたり囲炉裏端で囲んで郷

土料理を食べたりというのは、よくあるんですけれども、やはりその地域地域の特色ある内容

を盛り込み、中身を充実させるということが大事ではないかと思っています。

そういう意味では、１つの事例なんですけれども、私たち小浜市はやはり一生懸命食育を推

進しているので、グリーン・ツーリズムプラス食育、食育ツーリズムといいますか 「旅育」、
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と勝手に言葉をつくったんですけれども、そういった内容で地域の、例えば子どもに対しても

大人に対しても展開している食育事業に対して地域外の方にも楽しみながら関わっていただけ

る仕組みをつくっています。

そういう食育ツーリズム、旅育というのを実施していますと、大人だけではなく、家族連れ

だけではなく子どもたちの遠足ですとか研修とかそういった団体の方々が訪れてくださって、

観光や、おいしいものを食べるだけじゃない、もっと人として食によって育まれると、ちょっ

と大層なことかもしれないんですが、そういう経験をして満足して帰っていただける、そんな

「食育ツーリズム」というようなことを私たちは今やっています。

それともう１つ、ちょっとこれは発想を変えてということなんですが。１地域、１つの田舎

に対して、企業パートナーというか、学校というか、どこかそういうパートナーをつくるとい

うような仕組みをもっともっと推進していくと良いのではないかと思います。例えば今、小浜

市は関西大学に小浜の食材、農産物なんかを提供させていただいて生協で使っていただいたり

販売していただいているんですけれども、そういったご縁から、吹田市の方々とも恒常的に交

流をもつようになって、そして今言いました食育ツーリズムにも関西大学の学生さん、幼稚園

児から大学生までを受け入れるというような形で、関西大学を中心とした吹田市全体とパート

ナーとして仲良くし、お互いに盛り上げているというような形があります。大きな企業なんか

でしたら、研究所とか研修所を田舎にもうけ、地方のそういう田舎をパートナーとして盛り上

げていくというような仕組みをつくっていったらどうかと思います。

○永木座長 どうもありがとうございました 「旅育」という新しい概念が出てきたようで、。

大変興味深いお話だったと思います。

ほかにご意見は。同時にお二人の手が挙がりました。今回は秋岡委員の方から先にどうぞ。

○秋岡委員 ２つあるんですが、１つは地域の食材という言葉の中に入っていると思うんです

けれども、今結構東京のテレビとかだと地調味料みたいな言葉がちょこっとはやっているんで

すけれども。つまり、九州の柚子胡椒だとか石垣島ラー油だとか、何年か前の塩ブームの流れ

なんですけれども、そういうものがとても都会の人にとっては食材だけじゃなくてその地元で

使われている調味料がとても魅力的だという１つの流れがあるので。ぜひその調味料というの

も地産地消の何かなさりたいという方が視野に入れていただけるといいなと思うんです。

というのは、先日九州に参りましたときにその柚子胡椒とかおいしいですねとか申し上げて

も、地元の方はこれは普通に普段食べてるものでみたいな感じで、特にそれが魅力的だとは思
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ってらっしゃらないんですが、今本屋に並んでいるカーサ・ブルータスという雑誌があるんで

すけれども、建築とかデザインのクリエーターさんが読む月刊誌なんかが柚子胡椒の特集を組

んで、全国のベストテンだとかというのをやっているような。多分もうすぐもっと人気になる

と思うんですけれども。その調味料みたいなものをぜひ入れていただきたいということが１つ

と。

それから、２つ目は、グリーン・ツーリズムなんですけれども、グリーン・ツーリズムとい

うと都市と農村、漁村の交流という切り口で出てくることが多くて、それはそれでとてもいい

と思うんですけれども、もう１つもちろんなさっているとは思うんですが、グリーン・グリー

ン・ツーリズムみたいな農村の子が違うタイプの農村に行くみたいなことももうちょっとそう

いうのでいい取組があればぜひもっと取り上げてほしい。

それは１つは、やはり都会の子は今とても恵まれていて農村に行ってこういう体験をした方

がいいとかいろいろな体験をする機会もものすごくあるんですけれども、やはり農村の子ども

も同じようにいろいろなところに行くような経験をもうちょっと農林水産省なんかも後押しし

た方がいいかな。

というのは、やはり地産地消を長く続けていくためにはそれに生まれて育った子どもが違う

地域の地産地消だとか食べ物を知っているということがまたはね返って自分の地域を見直すこ

とになるので、グリーン・グリーン・ツーリズムみたいなグリーンからグリーンにいって交流

してみるみたいなパターンでまたいいモデル事業なんかあればそんなものも紹介していただく

といいのかなというふうに思いました。

○永木座長 どうも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 今日はとても勉強になりました。首都圏の観光というとグリーン・ツーリズム

よりもマス・ツーリズムが主体になっていると思うんですね。うちの学生なんか見てても、若

い人たちはあまりお金がないので安上がりの旅行になるわけです。日帰りの旅行が主体で、主

要な観光地をめぐって立ち寄り湯に寄って帰ってくる。そのとき何を食べるかというと、コン

ビニでお弁当を買って食べたりファミリーレストランで食事をするといったパターンが多いよ

うに見受けます。

つまり、やはり萩原さんがおっしゃったような旅館で９品目も10何品目も出る会席料理みた

いなお料理も、たまに食べるからいいのではないでしょうか。つまり、ハレの食事とケの食事
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という部分でいうと、地産地消というのはやはりハレの食事の食材ともなり得るけれども、一

般の地域の人たちが家庭料理で食べるような食事の材料として地場の農産物を提供していくよ

うな仕組みづくりが必要ではないかと思います。決して高くて高級ではないけれども、若い人

が行っても食べられるような安くて美味しい家庭料理を提供してくれるようなレストランまた

は料理屋さんみたいなものがあってもいいと思います。

また、旅館にしてもＢ＆Ｂの対応してくれるような旅館であってもいいと思うんですね。消

費者の欲望や嗜好は多様に分かれているわけですので、その多様な要求に対応できるような観

光地の仕組みづくりというか、そういった知恵を出していくということも必要だろうと、お話

を聞きながら感じました。

○永木座長 どうも貴重なご意見ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。もう大分時間が迫っているのですが、特にご発言いただいてない

方々でどなたかご意見ございませんでしょうか。

吉田委員、どうぞ。

○吉田委員 すみません、すごく今日勉強になりました。グリーン・ツーリズム、すごく田舎

へ行って休暇を過ごそうじゃないんですけれども、すごくいいあれなんですけれども。ちょっ

と都会の農家の者としたら都会も忘れてほしくないなというのがあります。都会でも逆に、田

舎の農家の子じゃないんですけれども、田舎の方々に都会の農家はこうなんだよと、都市部も

こう一生懸命頑張ってるんだよとかそういうのがあってもいいんじゃないかなとちょっとふと

思いました。

グリーン・ツーリズムを聞いていると何か都会の農家を忘れてるという表現をしたら失礼な

んですけれども、何かそんなちょっと聞いていて思いました。

すごく勉強になりました。どうもありがとうございました。

○永木座長 ほかにご意見ございませんでしょうか。

増田委員、どうぞ。

○増田委員 何回も発言してすみません。今、都市農業の立場でご発言なったものですから、

地産地消は都会、都市部ほど取り組み率が少ないという結果を聞かせていただいたこともあっ

て。実は都市ほど、例えば学校給食か何かで地産地消に熱心に取り組んでほしい場所だと私は

考えています。

都市農業というのは無礼を承知で申し上げますけれども、きっと大変お金持ちでらっしゃる
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に違いないと。なぜならばマンションの幾つかをお持ちでらっしゃるとか、それからお話を伺

っても相続のこととか税金のことをかなり心配していらしたりすることを伺います。私ども消

費者の立場からいいますと、都会で農業をやってらっしゃる方というのは経済的に恵まれた方

たちに違いないというちょっとひがんだような目線で見てしまうことがあります。

同じ地域に住んでいながら消費者と都市農業の間には非常に大きな、場合によっては私のマ

ンションの隣が畑であるにも関わらず、隔たりがある。仲のいい感情を持っていない、残念な

がらそうだと思うんです。

一方、新鮮なコマツナをつくっているのは東京でいえば江戸川区だったりいたします。私の

回りにもいっぱいキュウリやトマトをつくってらっしゃる。だから、そういう農業の方と消費

者を取り結ぶのはやはり地産地消で、そこで取り交わされる会話とか、いい直売所があって、

その中からコミュニケーションも出てくるし、地場の農産物が消費者の口へ届くという構図が

きっちりとれると思うんだけれども、その取組が東京都の場合なんかでも少ない。島１個だけ

なんていうのは誠に寂しい数字だと思うんですけれども。

お立場でどんなふうにお考えでらっしゃるか。

○吉田委員 すみません、反論するわけじゃないんですけれども、地産地消、私も学校給食に

は数カ所出しております。ただ、本当はもっと出したいんですけれども、各センター給食なら

いいんですけれども、自校式ですとそこへ配達というネックがきてしまうんですね。それで、

これ言いわけなんですけれども、どうしても都市部ですと交通がすごく、交通手段、渋滞がす

ごく起きてしまうので時間に配達ができないというのが一番のネックですね。

私は練馬なんですけれども、去年７月だとか11月ぐらいに新宿のほうの小学校へ届けてくれ

と言われたんですけれども、時間にやはり制限があります。そこのところで、じゃあ、前日と

なるとやはり新鮮じゃないということで、私はお断りいたしました。運送屋さんを使って朝届

けてというお話もあったんですけれども、食材、大根10キロで赤帽さん使ってやったらどうだ

というお話もあったんですけれども、そういうのもできないということで、私はなるべく新鮮

なうちに食べてほしいなということで私はやっておりましたけれども。

そういう関係で東京都の方からいろいろなモーションがかかりまして、私練馬でやっていた

んですけれども、板橋の方などの小学校、私が届けて、私がつくってるんだよと言えるような、

顔の見える配達の方式、顔の見える野菜というので、そういうので私は進めていきました。

これからも市場よりか地産地消じゃないんですけれども、地元で何とか目の見える新鮮で安
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全でおいしい野菜を提供したいなと考えている一員でもあります。

先ほどもあれだったんですけれども、近所の方々と地産地消はならないのかというあれなん

ですけれども、私なりには努力をしておりますし、また東京都の方も今努力に走っております。

私なんかも季節の旬のときに自宅でとれたものは近所の方々に畦売りだとか、ちょっと庭先販

売はできないので、畦売りでやっております。近所、隣にはもうマンションがありますけれど

も、その方々、１軒で１さくは買えないよとなった場合には半さくだかと、場合によればマン

ションの方々全員でじゃないんですけれども、希望者を募って枝豆１さく買うだとか。遠くの

方ですとわざわざそちらの方から来なくても間に農家またはちょっと逆へ行けば千葉へ行けば

すぐあるんじゃないかなという人もいましたけれども、そういう方々にも収穫、一番おいしい

ときはこうですよという情報を流して収穫体験などもやっております。

一番の痛い点というのは、都市農業、マンションなんか持ってるんじゃないかと言われまし

たけれども、やはり税金の関係もありますし、そこのところが一番痛いところですね。これか

らうちも相続がそろそろ発生しそうなので、そのときにはちょっと覚悟を決めて、農家は多分

できなくなっちゃうんじゃないかなと思いますけれども、そういう点がありますので。ここに

ちょうど国土交通省の方がいますし、いろいろな方々とこれからは都市農業だけじゃなくて、

相続のときの一番の問題だと思うんですね。どこの県に行ってもそうだと思います。

たまたま申しわけないけれども、ちょっと地方の方々ですと税金が多少違いますけれども、

そこのところで、じゃあ、相続が起きたとき支払ができるかできないかじゃないんですけれど

も、お金を持っている持っていないという表現もよくないと思うんですけれども、このまま農

家をやっていけるかやっていけないか。やりたくても膨大な自分でも見たことのない金額の相

続税がかかったときに、じゃあ、どうするかという場合には、それだけ借金をして返済ができ

るか。多分農家だけじゃないと思うんですね。旅館にしても何にしても相続税で一番、相続の

ときのお金が、金額が普通と違う。我々農家の人だってキャベツ１個幾らで売ってという仕事

しているところで桁違いの金額がきますので、そういったときにちょっと困ってしまうなと。

これから農家をやるかやらないかという判断だとかいろいろな材料が出てくると思うんです

けれども、税金の問題もあるし、できれば都市農業または地方も全部が一体となってやるのが

一番ベストじゃないかなと思うんですけれども。

ちょっととりとめないお話になってしまって申しわけないんですけれども、以上です。

○永木座長 どうもありがとうございました。
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どうぞ。

○實重生産局総務課長 すみません、ちょっと関連してご紹介させていただきたいと思います

が。先週、都道府県の政策提案会というのがございまして、部長さんクラスが熱心にご議論を

提案をしていただきました。それで、幾つも分科会をやるんですが、地産地消分科会は部長さ

んクラスで来ていただいたのは６人いらっしゃったんですが、そのうちの４人の方が都市的な

方でした。大阪、愛知、神奈川、群馬といったような都市的な観点からご発言いただいたんで

すが。確かにこの策定数を見ますといずれも多くないんですけれども、大変ご熱心でまだまだ

これからやっていただけるのではないかと思った次第ですけれども。

その中で、ここ二、三年で農業に対する見方がものすごく変わってきたと。大阪府などは府

の農業の不要論があったと、そういうのはもうすっかりなくなってきたと。そのコアになって

いるものの１つにやはり直売所があるんじゃないかと。いろいろ背景はあると思います。中国

野菜の残留問題とか、それからＢＳＥに伴うトレーサビリティの問題とか、環境問題とかいろ

いろな背景があろうと思いますけれども、直売所が非常に大きな役割を果たしてると。また、

どんどん売上も増ているので、直売所がもっとたくさん必要だというようなご提案が多かった

わけであります。

それから、近未来を見ましても、これもご発言にもあったんですが、団塊の世代が2007年以

降、退職していかれると。そうすると、団塊の世代は都市の中心部に通っておられますけれど

も、住んでおられるのはその近郊で、これからますます市民農園とか趣味の園芸とかそういう

ニーズも出てくるのではないかと。そうしたときに、中にはそういうものも直売所で売りたい

というような方も出てきて、供給サイドも需要サイドもますますまだまだ発展するんじゃない

かというようなご意見が各県からありまして。農村部、岩手県もいらっしゃったんですけれど

も、聞いてみたらやはり岩手県でも同じような、まだ直売所は伸びるんじゃないかというよう

なご意見でした。そういう点は若干希望を感じながら取り組ませていただきたいと思っており

ます。

○西川生産局長 では、私も。だれもポジティブリストについてしゃべってないものですから、

私の方から申し上げておきますけれども。やはりこういう地産地消を進めるにしても農薬問題

というのはきっちりと対応するというのは基本だと思います。それで、通常登録農薬を適正に

使用している部分については基本的に問題ないはずなんですね。今回登録のないものについて

0.01ｐｐｍという数字が一見小さく思えるものだからみんな大変だと思うんですけれども。こ
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れ農薬の世界で0.01ｐｐｍというのはごく当たり前の数字ですから、それほどこの数値に驚く

ことはない。

あと、先ほどネットをすればいいよというような話があったので、これはちょっと現場の指

導としては問題だと思います。今、各農薬の名前じゃなくて成分できちんとこういう時期にこ

ういう農薬をまいたときにどうなるかというのは全部わかりますから、ちゃんと担当に申しつ

けておきますから、具体的に普及所なり農協に相談していただければ、どの品目でどういう農

薬がどうなっているかというのは全部直ちにわかるようになってますから、ちょっと相談して

いただければ。余り驚かないように、適正に農薬は使うときは使っていただくということだと

思いますね。むしろ混在しておってわからないという方が逆に問題ですから、適正にお使いい

ただくということが基本だろうと思います。

○田中委員 本当にありがとうございました。ポジティブリストについてはとても冬からずっ

と今まで勉強したんですが。ただ、地方の農業だからといって決して暗いわけではないと私は

思っております。といいますのも、私はとてもホームステイを楽しんでやっています。それは、

私たちは旅館ではありませんので、来た生徒さんたちに布団も敷いていただくし、料理にも参

加していただきます。生徒さんたちはとても喜んで盛りつけもしますし、味付けもしてくださ

いますので、私はホームステイで受け入れることがとても楽しみです。すべてお母さんにかか

ってくることはそうなんですが、私たちホームステイのお母さんで合言葉は、あと何日かでホ

ームステイの生徒さんが来るというときが一番楽しいときです。というのは、農家はそんなに

毎日毎日後片付けをしているわけではありませんので、とりあえず生徒さんが来る２日ぐらい

前には窓も拭きますし、玄関もきれいに掃除をすることになりますので、とてもありがたい生

徒さんたちだなと思っていますので、ありがたいです。

私は産直とホームステイに関わっていますので、決して、私のところにはもしかすると娘が

農業、跡をとってくれるかもしれませんけれども、そんなに跡取りが後継者がいるところは多

くないのです。田んぼやめている人もありますし、リンゴをやめてる人もありますが、それは

それで今度は考えていけばいいことですので。

私たちは町でもたまたま下水道が完備いたしましたので、私の住んでる地域なんですが、そ

このところでそういうふうなのができたので私も建物をつくってお客様を迎えることができた

んですが。ただ、とてもおもしろいことがありました。大阪の生徒さんたちにうちにも水洗ト

イレができたよって、この間あんたたちが来たときにはなくてごめんねと言ったら、その生徒
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さんがおっしゃるにはこういうふうに言ってくれました 「お母さん、決してトイレではない。

よ、そこで迎えてくれるお父さんやお母さんのあったかい心が大事だから、それを守ってくれ

れば多少の掃除の行き届いていない、余りきれいでもない部屋でもシーツが新しくてごはんが

おいしくて水がおいしいと、あと星がきれいに見えると私たちは行ったかいがあるなと思うか

ら、トイレだけにこだわらないで」という言葉がきたときに、私はそのすべて全部ワーッと整

えてお出でになってもらうのではなくて、ちょっとはどこか抜けてるところがあるから田舎も

楽しいのだなということに気がつきましたので。つくってから、うん、と思ったんですが。で

も、トイレは大事な問題です。都会のお客さんはとても困るとは思いますが、そこに住んでい

る私たちももうちょっと気をつけることは大事ですが、そういうことを守っていきたいなと思

っていますので。

とりあえずもうちょっと私たちの町の農業の未来はこれくらい明るいのかなと思ってやって

いますので。そういうことをも知っていただければありがたいですが。とりあえずトイレは気

をつけています。

○永木座長 どうもありがとうございました。

それぞれご意見をいただいてまいったんですけれども、何せ時間がきておりまして、もう閉

会の時間になっております。

旅館も料理の出し方にいろいろと課題もありそうだし、それからグリーン・ツーリズムに関

しては今お話があったように、もっといろいろと問題があるということであったと思います。

ただ、そうはいいながら、それから、ＧＧＴですとか「旅育」ですか、新しい提案もいただい

て大変おもしろい議論ができたと思います。

今日いただいた資料を見せていただきましたら、浜松ほか、あちこちで既にいろいろな取組

をしておられる。そんな中で由布院のああいうお料理を作る方と素材の作物を作る方が交流し

て話し合ってやっているという若林課長のお話がありましたが、地域でそれぞれ違う立場の方

が一体となって取り組んでいくのがこういう成功につながっていくんだろうと思います。

今日のお話はいずれも示唆に富むお話だったと思いますので、これまたこれからの事務局の

いろいろ作業の中に取り込んでいただきたいと思います。

それから、前段のお話にありましたように、計画が進んでいないところはどうなっているん

だろう。あるいは数はあるけれども、質の面はどうだろうかというようなこともまたこれから

分析作業をやっていただきたいと思います。
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実はもう１つ議題が残ってございます。もう時間がきてしまったんですが、誠に申しわけご

ざいませんけれども、ちょっとやらせていただきたいと思います。それは、平成18年度予算の

概要についてであります。事務局の方からご説明いただきまして、ご意見をいただきたいと思

います。それから、先日行われました全国地産地消推進フォーラムですね、これの概要、それ

から食育推進基本計画、もう１つ農畜産振興機構の地産地消に関するアンケートについてご説

明をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。

○永田生産振興推進室長 それでは、時間の関係もございますので、資料９から12まで、ポイ

ントだけかいつまんでご説明をさせていただきたいと思います。

まず、資料９ですけれども、地産地消推進特別対策という平成18年度の予算でございます。

昨年、中間とりまとめを含めいろいろご議論いただいた中でご提案いただいたことを可能な限

り予算に反映をさせていただきました。例えば地産地消の核となる直売施設等の環境整備の支

援、それから地産地消の活動の核となる地域のリーダーやコーディネーターの育成、生産者と

消費者のマッチング、関係者の情報交換の場づくり、それから地産地消計画策定の推進、こう

いうものを支援できるような予算、そして地産地消推進特別対策、強い農業づくり交付金をは

じめとする予算をつくらせていただいたところでございます。

それから、やや特徴的な話といたしまして、５ページ目をご覧いただきたいと思いますが、

併わせて私どもは全国共通的な課題を国が直接採択をして支援をするというそういう仕組みを

18年度からつくりました。民間団体の能力を活用して全国団体で取り組む方が効率的だろうと。

その１つに地産地消の推進という課題を挙げております。詳細は省略いたしますけれども、５

ページにありますように、地産地消による効果の測定・分析。それから、先ほどちょっと触れ

ましたけれども、地産地消の国際的な情報交換、国際シンポジウムの開催。それから、地産地

消の人材育成や活用に関する活動ということで、先ほどもコーディネーター、人材が重要だと

いうお話がございましたが、こういうこともこの事業の中でできるかというふうに考えており

ます。

併わせて、先ほどもちらっとお話がありましたが、システムづくりですね、地場農産物の学

校給食等地域内活用促進手法、こういうシステムづくりあるいはネットワークづくりの予算、

テーマ、これらを民間団体の企画、アイデアを私ども公募いたしまして省内で審査をして、一

番適切なところにお願いをするという、従来の相手を決めてから補助金を要求するということ
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ではなくて、これはまだどこがやるか決まっていない、一番いいアイデアを出してきていただ

いたところに、私たちが考える以上のいいアイデアを出してきたところに事業をお願いすると

いう新しい仕組みの事業をつくりました。その中で地産地消も取り上げているということをご

報告申し上げたいと思います。

それから、７ページは地産地消関連予算ということで、農林水産省の中でさまざまな、先ほ

どのグリーン・ツーリズムを含めてさまざまな地産地消関連予算というのがあるということの

ご紹介でございます。

続きまして、資料10でございますが、先ほども触れましたように、２月28日に「全国地産地

消推進フォーラム2006 、これは農林水産省の中で初めて地産地消の全国的なフォーラムを開」

催したものでございます。詳細は省略いたしますけれども、小泉武夫東京農業大学教授、食文

化論のご専門でございます。それから、松井孝典東京大学教授、地球物理学ということでござ

います。それぞれ１時間ずつの講演をいただきました。その後パネルディスカッションという

ことで国立がんセンターの若林敬二副所長、それから先ほどの松井孝典先生、そして、本検討

会の委員でもございます経済エッセイストの秋岡先生。それから、ＮＨＫ解説委員の合瀬宏毅

委員。女子栄養大学名誉教授の吉田企世子先生。それから、コーディネーターといたしまして

山崎農業研究所事務局長の小泉浩郎先生のコーディネートのもとにパネルディスカッションを

やりました。内容については時間の関係で省略させていただきますが、私どもこれら全体をま

とめてインターネットの中で公表しております。

それから、資料11は食育推進基本計画でございまして、３月の末に閣議決定されたものでご

ざいます。裏をご覧いただきますと、食育の推進の目標に関する事項ということで、下線部だ

けを読み上げますけれども 「平成16年度に全国平均で21％となっている割合（食材数ベー、

ス）について、平成22年度までに30％以上とすることを目指す 」ということでございます。。

これらの食育の総合的な促進ということに関連いたしまして、取り組むべき施策の１つとし

て地産地消の推進を挙げております。地産地消を推進するための実践的な計画の策定、実施を

促進する。また、地産地消活動の核となる人材の育成、関係者のネットワークづくり、情報提

供の強化等を推進するとともに、地産地消の核となる直売施設等の整備を進める。いずれもこ

の検討会で中間とりまとめをいただいた項目でございます。

それから、最後、資料12でございますが。学校給食における地産地消に関するアンケート調

査結果でございます。本体は入れておりますけれども、独立行政法人の農畜産業振興機構が学
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校給食における地場農産物の利用の現状と課題を明らかにするために昨年秋、８月から９月に

。かけて全国の学校栄養士、栄養教諭の方々約1,000名を対象にとりまとめたものでございます

大変参考になる情報も入っていると思いますので、本日お配りをさせていただきました。

以上、時間の関係で大変端折りましたけれども、ご紹介をさせていただきました。

○永木座長 どうもありがとうございました。

何かご質問がございますでしょうか。予算やら取組の事項について。よろしいでしょうか。

それでは、これですべての議事は終わらせていただいたということにさせていただきます。

ちょっと時間が超過してしまいまして申しわけございません。

どうぞ。

○高鷲委員 すみません、最後に１分いただきます。情報提供です。ＮＨＫの教育テレビ、全

国ネットなんですけれども、小学校５年生を対象にした社会科番組をつくっております。その

中で 『日本とことん見聞録 、副題が「食べ物はどこからやってくる」という放送をするんだ、 』

そうです。それで取材依頼がありまして。ご承知のとおり、日本の食料自給率は40％、輸入も

のが増えている。そこでいろいろな問題が出てきている。学校給食でも地元産の食材を使った

取組が進んでいる、そういう内容で構成されるそうです。私どもが明日４月26、27日と取材が

来まして、１つは地元産のパン、小麦100％でつくったパン、それから地元の大豆でつくった

納豆、これの圃場、工場、給食風景、これを放送するそうです。７月11日と18日が午前11時か

ら11時15分まで。それから、７月13日と20日が午前11時15分から11時30分まで、全国ネットで

放送するそうですので、情報提供でご報告します。

○永木座長 どうもありがとうございました。

それでは、これで終わりにさせていただきたいと思います。

本当に今日は国土交通省の若林課長にお越しいただきました。どうもありがとうございまし

た。それから、都市農村振興局の下條室長にグリーン・ツーリズムの取組の現状を聞かせてい

ただきました。そして、萩原委員から今の旅館業の現場での取組の実態についてお話を聞かせ

ていただきました。その後いろいろと各委員の先生方から率直に問題提起やらご議論やらして

いただきまして、大変ありがとうございました。今日は非常に中身の濃いご意見をいただいた

会議であったと思います。本当にどうもありがとうございます。

今後、今日が今年度の最初ということですが、今日の議論をこれからの事務局の地産地消の

事業の取組の中に反映していただくことをお願いしておきたいと思います。
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最初に局長からお話いただきましたように、食育推進基本計画が今年から動き出しました。

地産地消とうまくかみ合わせて、全国に地についた運動に広げたいものです。それが課題だと

思うんですけれども、国も省庁を越えて取り組んで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 ありがとうございました。

では、最後に、委員の皆様におかれましては本当に今日もご熱心にご議論いただきましてあ

りがとうございました。次回の検討会でございますが、冒頭申し上げましたように、７月ごろ

を予定しております。またその近くになりましたら皆さんの日程等ご相談させていただきたい

と思います。

それから、いつものとおりでございますが、今日の資料、それから議事概要につきましては、

農林水産省のホームページに公表させていただきたいと思っております。今日の皆様方のご熱

心な議論を踏まえまして、今年度の行動計画を策定し、きちっとそれを実施してまいりたいと

考えております。よろしくお願いいたします。

以上で、平成18年度第１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１１分 閉会


