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午後１時２８分 開会

○寺田調査官 まだ一、二分早いようですけれども、委員の方々がおそろいですので、始めさ

せていただきたいと思います。

ただいまから、平成19年度第１回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、生産局長の山田からごあいさつさせていただきます。

○山田生産局長 ただいまご紹介をいただきました生産局長の山田でございます。

19年度の第１回の地産地消推進検討会の開催に当たりまして、委員の皆様方にはお忙しい中、

また今日はお暑い中を、ご多忙の折ご参集いただきましてありがとうございました。

皆様方、よくご案内のとおり、この地産地消につきましては、17年度に食料・農業・農村基

本計画が定められた際に、自給率を向上させるための重要な施策の一つということで、特に総

合的かつ計画的に構ずべき施策というものが自給率の基本計画の冒頭の方に書いてあります。

その中で、特にこの地産地消につきましては取り上げられております。今年度で３年目を迎え

たということでございます。

まさに、国における自給率の向上ということと、それから地域における地産地消というのは、

考え方からしても同じような考え方ではないかというふうに思います。この検討会におきまし

ては、これまでも学校給食での取り組み、あるいはグリーンツーリズムや、それ以外の観光と

の連携など、さまざまな観点から幅広いご議論をいただきました。農林水産省では、この検討

会の検討も踏まえまして、特に19年度から地産地消モデルタウン構想というものに取り組むこ

ととしております。生産者、消費者、あるいは学校給食関係者、商工関係者、観光関係者、地

域の人たちがみんなで地産地消を進めようというものでございます。これは、実は非常に各地

域で関心が高かったわけでございます。現在のところ１地域をまず選定をしておりますが、今

日来ておられます小浜市さんもそうですけれども、地域ぐるみでこの地産地消に取り組んでお

られるところが、さまざまな地域で活動されていて、このモデルタウン事業として選ばれるの

が３カ所ということで非常に少ないものですから、手を挙げたいけれども挙げて大丈夫だろう

かというようなこともあって、また非常に少ないので、それなりに価値があるということで非

常に注目を集めております。いずれにいたしましても、できるだけこの地産地消を進めていく

ということのインセンティブに少しでもなればということで取り組んでおります。

本日は、後ほど、すかいらーくの梅谷さんからまたいろいろお話をお伺いすることとしてお

りますけれども、そういったことも含めまして、皆様方でさまざまな推進方策についてご議論
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いただいたらと思っております。例年どおり、本日の会合では18年度の施策の実施状況、また

19年度の行動計画等についても報告させていただきたいと思っております。

この地産地消、本当に盛り上げていきたいと思っている取り組みですので、ぜひともさまざ

まな立場からご意見をいただけたらというふうに思っております。どうぞよろしくお願いをい

たします。

○寺田調査官 ありがとうございました。

それでは、永木座長に進行の方をお願いいたします。よろしくお願い申し上げます。

○永木座長 座長の永木でございます。皆様、本日も本当にお忙しい中をお集まりいただきま

して、どうもありがとうございました。本日は、今年度の第１回目ということでございます。

先ほど局長のお話にございましたように、ことしで３年目のこの検討会ということでございま

すが、まだまだやることもあろうかと思います。いろいろなチャネルを太く厚くしていくとい

うことですとか、情報の蓄積、ノウハウの蓄積と、そういう課題もまだあるんだろうと思いま

す。ことしもどうぞよろしくお願いいたします。

それで、今日は、地産地消推進行動計画と外食産業における地産地消の取り組みについてご

議論をいただくということになってございます。限られた時間でございますけれども、円滑な

審議へのご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

早速ですが、議題に入ります前に、配付資料の確認と、本日の委員の出欠の状況についてご

報告をお願いいたします。

○寺田調査官 まず配付資料でございます。２枚めくっていただきますと資料一覧というもの

がつけてございます。資料１、地産地消推進検討会設置要領、資料２、平成18年度地産地消推

進行動計画実施状況、資料３、平成18年度地産地消推進計画の策定状況、資料４、平成19年度

地産地消推進行動計画（案 、資料５といたしまして平成19年度予算の概要、資料６といたし）

まして地産地消モデルタウン事業の提案の採択について。参考資料といたしまして２つつけさ

せていただいておりまして、３月に開催されました全国地産地消推進フォーラム2007の概要と、

それと平成18年度地産地消に関する意識・意向調査結果でございます。

資料が欠けておられる方がおられましたら、お申し出いただければお渡しいたします。おら

れませんでしょうか。

それでは、本日の委員のご出席に関しまして報告をさせていただきます。

議事次第の次に出席者名簿ということでつけさせていただいております。後でも出てくるん
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ですが、資料１に検討委員会の名簿というのがあります。本日は、その中から鎌田委員、北村

委員、佐々木委員、萩原委員、米本委員がご都合により本日はご欠席との連絡をいだたいてお

ります。出席いただいている委員数は９名でございます。また、米本委員の代理といたしまし

て、全国農業協同組合中央会の石掛様にご出席いただいております。なお、まだ本日ご到着で

はありませんが、話題提供者といたしまして、株式会社すかいらーくの梅谷様にご出席いただ

くこととしております。

それと、非常に申しわけないんですが、実は、本日の出席者名簿、こちらの中に、実は吉田

茂雄委員、ＪＡ東京あおば青壮年組織協議会会長のお名前が抜けてございます。非常に申しわ

けございませんでした。

以上でございます。

○永木座長 どうもありがとうございました。

本日の進め方でございますが、まず事務局より検討会の設置要領について説明がございます。

その後、平成18年度地産地消推進行動計画の実施状況と推進計画の策定状況及び平成19年度の

行動計画案の策定について事務局から説明をいただいて、これについて皆さんからご意見をい

ただくということになっております。そして、その後、今ご紹介いただきましたように、外食

産業における地産地消の取り組みについて、梅谷様から、外食産業の取り組み等の現状につい

て、あるいは課題についてお話をいただいて、それを踏まえて、この外食産業の地産地消への

取り組みについて議論をさせていただくということでございます。そして、平成19年度地産地

消関連予算と地産地消モデルタウン事業の採択についての報告を承ることにしております。最

後に事務局から、その他の報告をお願いするということで、15時30分をめどに、これから進め

させていただきます。よろしくお願いいたします。

最初に、設置要領についての説明を事務局からお願いいたします。

○寺田調査官 それでは、資料１の設置要領についてご説明いたします。

事務的な変更をさせていただいております。この要領の中で事務的な変更といたしましては、

資料１の１ページ目の４、事務局のところでございます 「検討会の事務局は、農林水産省生。

産局総務課において行う」と、私ども生産技術課準備室は、現在総務課に属しておりますので、

こういう形にさせていただきました。実は、その前までは生産振興推進室の方で事務局をとい

う形でございました。この夏に向けて新しい組織ができ上がりまして地産地消を担うことにな

りますので、またそちらの方に事務局が移ることになりますが、この間は総務課ということで
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やらせていただきたいということでございます。

また、昨年まで委員をいただいておりました田中様と林様が今回から委員を辞退されまして、

かわってご後任をご推薦いただきまして、佐々木千賀子様と米本雅春様に新たに委員になって

いただくということになっております。

以上でございます。

○永木座長 ありがとうございました。

ただいまのご説明について、何かご質問はありませんでしょうか。よろしいでしょうか。よ

ろしければ、説明のあった要領につきましては、本日ご了解いただいたこととさせていただき

ます。

次に、平成18年地産地消推進行動計画の実施状況、推進計画の策定状況及び平成19年度地産

地消推進行動計画（案）の策定について、事務局からお願いをいたします。

○寺田調査官 それでは、平成18年度地産地消推進行動計画の実施状況についてご説明いたし

ます。資料の２を用いさせていただきます。この資料の２を用いまして、簡単にポイント部分

をご説明させていただきます。

まず、地産地消の推進のための体制の整備ということで、現在、地産地消推進の関係では省

内連絡会議、それと本検討会と２つのものをやらせていただいております。この省内連絡会議

につきましては、検討会の開催に先立ってそれぞれ１回、計２回でございましたが開催させて

いただきました。さらに、検討会につきましては、昨年度は10月に広島県の世羅町で現地検討

会を行っていただいたということでございまして、昨年は３回開催させていただいたというと

ころでございます。

その次の段の地域における地産地消の実践的な計画の策定の促進につきましては、実は、18

年７月、括弧の中に書いてございますが 「地産地消の実践的な計画策定における食育等との、

連携による地域の取組の一層の促進について」ということで、関係する生産局長、総合食料局

長、消費安全局長の連名で通知を行いまして、食育や食品産業との連携による取り組みを促進

しているところでございます。

そういった結果といたしまして、地産地消の推進計画は一体どういうふうな形で策定されて

いるかということでございます。こちらの方は２段目の下段の方に書いてございます。昨年の

９月末現在で702地区で計画が策定されておったところでございますが、今年３月末現在では9

18地区で計画が策定されたということでございます。実は、地産地消推進計画につきましては、
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昨年の行動計画の中で、19年度の末までに900地区で計画を策定するという目標を立てさせて

いただいているところでございます。この計画策定数は、見た目では918地区ということでご

ざいますが、実はこの中に都道府県の計画だとか、郡の単位でつくられている計画だとかが含

まれておりまして、今、策定主体別に整理をさせていただいているところでございます。こち

らの方については、取りまとめ次第皆様にご報告させていただければというふうなことで考え

ているところでございます。実態として、目標としての900に若干足りないというところでは

ないかというところでございます。ただ、昨年の３月末時点では618地区。これも都道府県を

含んでいるところでございますが、そこのところから見ますと、計画策定地区としては1.5倍

に増えた。結果として、それらの計画に関わっている市町村の数から申し上げますと、全国の

市町村の約半分程度をカバーしているという状況になったということでございます。

続きまして、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

進につきましてでございます。こちらの方につきましては、いろいろな交付金等を活用して、

関連する施設を整備してきたというところでございます。例えば強い農業づくり交付金では、

集出荷施設が38件、加工処理施設が18件、体験農園が１件という形での整備等をしてきたとい

うことでございます。この細かな数字については、後でごらんいただければというふうに考え

ます。

そのほかにも、地産地消に資する品種や技術開発の推進ということで、技術開発、研究をや

っていただく、技術開発の成果について公開シンポジウムという形で 「加工・業務用需要に、

向けた国産農産物の研究開発最前線」と題したシンポジウムを実施し、参加者も約300名集ま

ったというところでございます。そのほか、地域農産物の付加価値を高める商品の開発等を支

援する食品流通高付加価値モデル推進事業というものを11地区で、また、物流最適化のための

取引システムの実証というものを卸売市場で実施したということでございます。

１ページめくっていただきますと、次は、研修や講習会の実施等を通じた地産地消に取り組

む人材の確保ということでございます。こちらの方につきまして、まずは一番上のカラムです

けれども、普及員を対象といたしまして、地産地消と自給率向上に向けた普及活動研修だとか、

食に関する新しい情報と普及活動への展開という研修をやらせていただいたところでございま

す。また、地域の特産物を地産地消にどういうふうに活用していくかということで、特産物マ

イスターというものを団体が認定しておりまして、そちらの方の活動を通じて地産地消の盛り

上げをやっておるというところでございます。また、地場産果実の学校給食への利用促進とい
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う形で、これも団体の取組でございますが、学校給食の担当職員だとか調理員を対象に講演会

を開いたり、地場産果実を使った料理講習会を開催したり、または学校栄養士と生産者との意

見交換会、産地見学会というものを開催しておるというところでございます。さらに、地産地

消に関して、やはり人材の確保が非常に重要だというご指摘もありましたものですから、人材

育成セミナーを岡山とか東京で開催したということでございます。

さらに、２ページ目の下段ですけれども、成功事例の収集・紹介ということでございます。

やはりうまくいかないところ、いろいろ悩んでいる方々がおられると思うんですけれども、う

まくいったところの事例を紹介して、それぞれの悩みを解消するということも重要だろうとい

うことで、こういう取組をやっておるところでございます。こちらの方につきましては、いろ

いろな事例を取りまとめて１月17日にホームページに公開したところでございますし、さらに

優良事例を表彰するという形で表彰事業をやらせていただいて、全国地産地消推進フォーラム

2007において表彰を行ったというところでございます。

３ページ目でございますが、地域間の情報交換。こちらの方も非常に重要だということでご

ざいます。先ほど申し上げました地産地消推進フォーラムのほかにも、１月には地産地消国際

シンポジウムを開催したということで、こちらの方は参加者約680名ということでございまし

た。また、山村資源を有効に活用した林業特産物についてということで、セミナーやフェアを

開催したということでございます。さらに、ＩＴを活用した情報交換の場づくりということで、

会合で顔を合わせるだけではなくて、新しい技術等を使いまして情報交換の場ということがで

きないかということで、こちらも民間団体の事業の一部でやったわけでございますが 「Eat L、

ocal～地元を食べよう！」というホームページを開設して、そちらの方でアクセスができるよ

うな形で整備をさせていただいたということでございます。また、地産地消を広めていく、い

ろいろな情報交換の場だけではなくて、広報誌というものを出してはどうかということで、こ

ちらの方、昨年12月、１月、２月、３月ということで、月に１回ずつですが広報誌を作成して

情報提供したということでございます。

その他ということで、この３ページ目の下の方ですが、地域独自の「食事バランスガイド」

の策定、普及という形で食育との連携の部分、またグリーンツーリズム取組の支援という形で

の観光との連携の部分、また直売所での販売戦略、さらに伸ばしていくために販売戦略策定シ

ステムの設計・開発、または地場産果実の健康機能性等についての情報を提供するという形で、

求めがあれば出前授業をやってきたということでございますし、去年の10月以降でございます
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が、センサスにおける農業生産関連事業に関する項目の集計とかという形でございます。この

センサスの中では、道の駅も含まれている数ですが、産地の直売所の数が約１万3,500ぐらい

ある。この直売所の利用者数は延べ２億3,000万人ぐらいあるという調査結果が出ておるとこ

ろでございます。地域における分析等も今後やっていかなければいけないと考えているところ

でございます。

さらに最後、その他のページでございます。こちらの方につきましては、地産地消による効

果の測定・分析というものを民間団体等にお願いいたしまして、産地直売所の実態についての

アンケート調査だとか、直売所を利用されている方にアンケートを行った利用動向の調査だと

かという形での調査を行ったということでございます。アンケートという制約はあるものの、

大体概略といたしましては、直売所において４割が飲食サービスを提供しているだとか、３割

が、量販店のインショップという形で進出しているだとかという結果が判ったというところで

ございます。こちらの方はホームページの方にまとめたものを掲載予定でございます。ご活用

いただければと考えております。また、地域農産物の学校給食の地域内活用手法の検討という

ことで、女性農業者へのアンケート、先進地の視察、また、民間団体の事業でございますが、

学校給食等の地域内活用促進指針というものを策定するということで、現在、最後の詰めをや

っているところでございますが、都道府県等に提供いたしまして、うまく使っていただけない

かという活動をさせていただいているというところでございます。

その次、参考資料につきましては、今、口頭でお話ししましたお話のバックデータ等になっ

てございますので、後でご覧いただければというところでございます。

次は資料３でございます。資料３は１枚紙でございます。平成18年度の地産地消推進計画の

策定状況、19年３月末ということでございます。

先ほどちょっと冒頭申し上げましたが、全体として918計画あるということでございます。

昨年の３月末が618でございましたから、約300増えた。全体の市町村が現在1,800程度でござ

いますので、昨年が約３割を占めておりましたが、本年では約半分を占めているというところ

でございます。この中、昨年も若干お話があったんですけれども、東京だとかいろいろなとこ

ろが数が少ないところがあったじゃないかというところがございました。昨年、東京は１カ所、

八丈島の計画だけでございましたけれども、本年報告いただいた件数は３件ということで、八

丈島の計画と新島の計画と東京都全体をカバーする計画という形の３つのものができ上がって

おりますということでございます。中身については、今後ちょっと分析しなければいけないと
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思っております。

また、例えば九州の方の長崎でございます。昨年は２カ所ということでございましたけれど

も、今年は19カ所という形で計画が伸びているというところでございますので、こういうとこ

ろにつきましても、これから先、働きかけを行って、地域の状況に合わせて地産地消をどうい

うふうに推進していくかという計画を作っていただきたいということをお願いしたいというこ

とで考えておるところでございます。

続きまして、資料の４です。この資料の４も、先ほどの資料の２と同じような形で２つの構

造になっております。基本的には、先ほどお話ししたような18年度の計画を引き続き取り組ん

でいくというところがほとんどでございます。ただ、幾つか新しい取り組みを開始するという

ところがございます。

地産地消の推進のための体制の整備というところは、先ほどと同じような構造にしておりま

す。今年度は地産地消の推進検討会について、とりあえずは２回ぐらいかなと考えておるとこ

ろでございます。さらに２段目、地域における地産地消の実践的な計画の策定の促進につきま

しては、実は地産地消に関しましては目標が２つございます。先ほどお話ししました19年度末

までに900の地区をカバーする計画が作られるという目標と、もう一つは学校給食の場におけ

る地場農産物の使用割合。これは品目数ベースの割合でございますが、17年度の実績としては

23.7％のものを平成22年度には30％にする。こちらの方は文部科学省の方で策定された計画で、

これに向けて取り組んでいくということでございます。900近くまで来ている推進計画でござ

いますが、もう少し頑張って取り組むところを増していきたいと考えてございます。

農業者団体や食品産業等の関係者による自主的な取り組み、直売や加工等の取り組みや活動

を促進するというところでございますが、交付金等を活用した条件の整備等の推進というとこ

ろでございます。先ほど局長の方からお話がありましたが、地産地消モデルタウン事業、こう

いう新しい事業を19年から開始するというところでございます。これは本日の資料のまた後の

方で、この採択の話をちょっとさせていただきますので、この場では説明は省略させていただ

きたいというふうに考えております。あとは、強い水産業づくり交付金みたいなものを新たに

加えて取り組んでいくというところでございます。

その次のページでございます。研修、講習等につきましては、基本的には昨年度の取り組み

の延長でございますが、いろいろなご指摘を受け、農業と給食、商工・観光業等の地産地消関

係者を結びつけるコーディネーターを育成していこうという事業を本年から開始するというと
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ころでございます。また、その成功事例の収集、紹介については、先ほどと同じようなところ

でございますが、皆さんのご参考になるようなやつを精力的に集めて、ホームページでさらに

公開していきたいというふうなことを考えておりますし、地域間の情報交換ということで、先

ほどご紹介しました「Eat Local～地元を食べよう！」というところをうまく活用しまして、

さらに進めていきたいというふうなところでございます。

その次のページで、その他でございます。こちらの方につきましては、先ほどの話の延長で

もありますが 「食事バランスガイド」の話だとか、食育との連携ということで、日本型食生、

活についての普及・啓発だとか、地場産果実に関する情報提供だとか、地域における地産地消

の取り組みの実態だとか、直売所における取り扱い状況についての調査を行うだとか、また、

さらに、今ある２つの目標以外にもっと新しい取り組みを図る目標があれば、それを決めまし

て目標に向けて頑張っていきたいということでございまして、食品小売店における地場農産物

の取り扱いの実態等も把握して、新しい目標につながるような形でやっていきたいというふう

なことを考えてございます。

とりあえず、資料の２、３、４に関して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、平成18年度の地産地消推進行動計画の実施状況、地産地消推進計画の策定状況及

び平成19年度地産地消推進行動計画の策定案について説明していただいたわけでございます。

資料の２から４ということでございましたけれども、これについて何かご意見、ご質問等ござ

いますでしょうか。

○中田委員 地産地消人材育成事業というのが、どういった人を育成していくのか、もう少し

詳しくイメージを教えていただけますか。18年度もあったそうなんですが、19年度の案の中に

もコーディネーターというふうに書いてありますけれども。

○寺田調査官 広く一般の方という形ではなくて、学校給食、食品の流通等にかかわる方々等

を中心といたしまして、そちらの方々が、例えば生産者と直売所、生産者と学校給食の関係者、

量販店をうまく結びつけていくというものであります。19年度に関しまして、これからどうい

う形でテキストを作って、コーディネーターをどうやって育てていくかを中身を詰めていくと

ころであります。とりあえずは、いろいろな成功事例の話をしたりというのが18年度の事業。

19年度は、そのターゲットをより絞って、そのつながりを深めるためのテキストというところ

まで持っていきたいというところです。
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○中田委員 私自身は食育を担当しておりますけれども、日々、市役所で、私自身の役目とい

うのはこういうことだなというのを感じています。うまくコーディネートというのができるか

どうかわからないんですけれども、生産者や給食関係者、商工・観光業等の関係者を結びつけ

て仕組みをつくるのが私の仕事だなと感じているので、私自身も養成されたいなと思います。

○寺田調査官 関係者のいろいろな方々に聞くと、やはり自分だけの取り組みではなかなか進

まないという形のお話をされているところが多いものですから、そこはやはりうまく結びつけ

てやっていかなければいけないと考えています。地域によっては、学校給食の間でうまくいっ

ているところだとか、量販店との間でうまくいっているところもあるんでしょうけれども、そ

ういうふうなところの事例も、優良事例の収集とかという形で集めたものをコーディネーター

の育成のところで活用するとか、そういうふうなつながりを持って事業を運営していきたいと

思っています。

○中田委員 わかりました。ありがとうございます。

○高鷲委員 今年度の行動計画のナンバー３のところの中で、その他の部分があるんですが、

そこから青いくくりで４つ目に、食育を国民運動として推進、米を中心とした「日本型食生

活」というふうに出ているんですけれども、日本では、我が国では米ばかりではなくて国産小

麦もとれますので、うどんという文化もありますから、小麦も加えていただいたらどうか。と

いうのは、国では米飯給食３回以上というふうに言っているんですけれども、埼玉県では、せ

っかく県産小麦を使っためんとかパンを出しているものですから、そういう兼ね合いも含めて、

米及び小麦も加えていただければなという希望です。

○寺田調査官 事業の直接の担当者が来ていないものですから、私どもがここでご意見をいた

だいて、個別にちょっとご返答させていただきたい。

○永木座長 この事業にうまくはまり込まないでしょうか？日本食育推進事業に。これがはま

らなかったら、またどこか別のところの事業の中に埋め込むということもご検討いただければ

と思います。

ほかにご意見、どうぞ。

○秋岡委員 すみません。何かちょっとこれは難しいのかなとも思うんですけれども、資料４

の１枚目の左側の水色の一番下に地域の物流最適化ってございますよね。これと関連するのか

どうかわからないんですけれども、前にキャベツの産地廃棄とかの野菜の緊急需給対策という

のがあったときに、私、ちょっと原稿を書かせていただくので、産地だとか流通の人とか、い
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ろいろなところに意見をお伺いに行ったときに流通の人に言われたんですが、今、大都市のス

ーパーとかというのは、価格が下がったらたくさん買うかというと、価格が下がったからたく

さん買うという、そこでのいわゆる価格を軸にした需給調整能力ってなくなっているんですよ。

そういうお話をしていたときに、ただ、ああいう特定野菜の産地の周辺というのは、例えばキ

ャベツの産地であると、やはり東京なんかよりも「キャベツがことしは豊作だね」というのを

目で見ていたりとか、もともとキャベツに親しんでいるのでキャベツのレシピが家庭に多い。

ただ、その方がおっしゃっていたのは、おつくりになっている方は、どうしても地元に出すよ

りも、東京の大田とか横浜の市場に出した方が価格が高いので、どうしても大都市の市場を中

心におろすんだけれども、あれを地域の市場に出す割合をもうちょっとふやすと、豊作のとき

の需給のバランスの解消が進むんじゃないかという意見を言われたことがあるんです。

この地産地消の計画って、今、市町村単位ですよね。それよりもうちょっと広くなってしま

うんですが、しかも今年度、野菜がどのぐらいとれるかとか全くわからないですけれども、何

か野菜の緊急需給対策のところの、じゃ、どうやってみんなの食べる量とたくさんとれている

分を調整するんだというときに、この地産地消の取り組みも、どこかで何か実験みたいなこと

とか、何かできたらいいのかなとちらっと思いました。

○山田生産局長 そういうことなんだと思います。経済活動ですから、なかなか全体としてど

うかという話が、もうかるかもうからないかという話ももちろんあって、ＪＡさんも関係して

いると思うんですが、卸売市場の検討の事業ですので、そちらのところでどこまでできるかと

いうのがありますけれども、卸売市場の方は市場の方で、やはり市場外流通との関係をどうす

るかとか、あるいは市場内で相対での取引があったり、いろいろな流通の方向を考えようとし

ていると思います。この事業の中でそういうことができるのかできないのかも含めて、この関

係は総合食料局になると思いますので、そちらの方にもお話をしながら、ちょっと考えていき

たいと思います。

○永木座長 地方卸売市場に荷が集まらないと大変だということですね。ですから、そういう

ことがここで少し検討できればいいなと思うんですけれども、去年でしたか、何か産地廃棄し

ないで緊急に加工処理というようなことをやりましょうという、何かそんな事業が立ち上がっ

たんじゃなかったでしたっけ。

○山田生産局長 それは、先ほど秋岡委員が言われた、どうしようかという会議を持って、そ

れでいろいろな方策をやろうということでやり始めているんですけれども、その中で、例えば
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まさに地場で使うとか、あるいは需要があったときに対応できるような人をあらかじめ登録し

ておいて対応するとか、いろいろな方法を考えているので、その中の一つという意味もあると

いうふうなことだと思います。

○増田委員 今の秋岡委員が言われたことと、逆さまなんですけれども、地産地消というのを、

とてもいいことだからどんどんやりましょう、進めましょうとやっていくと、どうも、特に東

京という大消費地はつまらないものしか食べられない、つまらないものしか買えない。要する

に食材の空洞化みたいなものが始まる。

というのは、私は畜産問題を長くやらせていただいているのですが、日本短角とか赤牛とか

というのは、種の保存という目的もあって、一生懸命進めなければいけない。だから、インタ

ーネット上ではごまんと情報が出ているんですよね。しからばと思って買おうと思ったって、

ない。それから、じゃ、レストランを探そうと、私、10何カ所電話をかけましたけれども、

「去年までは来ていましたけれども、ことしは来ません」と言うんですね。岩手に電話をかけ

てみると、引っ張りだこということもあるのと、うまく大都市へ送り込めないというんですよ

ね。肉にはそれなりの部位別じゃなければ、ロースじゃなければだめだとか、バラじゃなけれ

ばだめだとかという難しい制約もあって、扱いにくいからないのでしょう。熊本の赤牛に至っ

ては「大阪の大丸が北限です」と言われましたね。だから、そういうふうに考えますと、大都

会ではオージービーフか何かしか値ごろ感のある肉がなかなか手に入らない。

ということは、この地産地消というのが自給率の向上とか食育というものと密接に結びつい

て、日本人の食生活の向上、味覚の向上──食育ですよね──自給率の向上に結びついていか

ないと、ご当地自慢というのかな、ふるさと自慢、何かそういうふうになってしまうんじゃな

いかなという気が私はするんです。それは秋岡さんが言われたのと逆なんですよね。東京の市

場に送った方が高く売れるからというキャベツと、東京では買ってもらえないという赤牛とか

短角があるというのが悩ましいところだと。

私は 「地産地消」という言葉には、ちょっとクレジットをつけた方がいいんじゃないかと、

個人的には思っているんです 「Eat Local」というこのホームページをつくっていただいたわ。

けですが 「Eat Local」というのは、すごく両様の構え 「岩手を食べましょうよ、東京の皆、 。

さん」みたいなニュアンスも含めてあるんじゃないかという気がして、やや取材したり調べた

りすると、地産地消というものに はてな”というのがつきまとってしまうなという気がしま“

す。
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以上です。ちょっと長くなってごめんなさい。

○寺田調査官 地元でとれたものを、そこの人たちが食べるという考え方と、例えば観光と結

びついた地産地消という形になると、例えば岩手のものを東京で食べていただくんじゃなくて、

岩手のものは岩手に来て食べてくださいと。そういうことで地産地消というところを取り進め

ようとしているところです。でも、何でもかんでも東京に集めればいいのかという問題は、難

しい問題と考えています。

○増田委員 逆というのもね。

○寺田調査官 そこのところは、問題点があるのはわかるんですけれども、何か非常に解くの

が難しいと思います。それぞれの施策ごと──例えば、大都市に食料を安定的に供給するとい

う施策はそういう方向で動きますし、地元を活性化して、地元で消費される商品を多くするこ

とによって農業生産を増やして、自給率の向上とかに取り組もうという施策は、そっち側の方

向で動くと。それのうまいベストミックスというのがどこにあるのかということかもしれませ

ん。話が非常に大きくて、地産地消だけでちょっと受け切れないような感じがいたします。

○野見山委員 ちょっと話は変わりますが、18年度、19年度ともに関わるんですけれども、地

産地消推進計画の策定についてです。

昨年度、研究のために事務局にお願いして、策定主体別の地産地消推進計画を見せてもらい

ました。その節はたいへんありがとうございました。そのときに感じたのが、去年の３月まで

が618地区で、今年が918地区という、地区数のカウントの仕方が複雑なんですね。多分これは

事務局しかわからないだろうなというカウントの仕方なんです。先程お話がありましたが、都

道府県は１カウントされて、あと、地方ブロックはダブルカウントがないように市町村数はカ

ウントするなどです。もう少し一般の人が見てわかるように、都道府県は別とか、その市町村

のうちブロックは幾つとか、実際の900の市町村の策定数にどれだけ近づいていくかというこ

とが、はっきり見えるようにした方が、より計画の進捗状況が分かるのではないかなと思って

います。

○寺田調査官 資料２の１ページ目、真ん中の計画のところに書いてございます。私どもも同

じような問題意識を持っていまして、策定実施主体別内訳で、現在、確認をやっている最中で

す。確かにおっしゃられるように、例えば都道府県で１というのがあって、市町村で１、これ

は非常にわかりやすいんですけれども、例えば郡で１つとか、複数の市町村をまたがるＪＡで

１つとかという形のカウントになっています。先ほど全国の市町村の約半分がカバーされてい
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るとかという言い方をさせていただいたところもあるんですが、それはそういうことでありま

す。もう少し判りやすく整理していかなければとは考えていますが、例えば、ただ単に判りや

すくするためだけに、現行の計画を作り直しなさいというのも非常に無体な話なものですから、

そこのところは判りやすく、どういうレベルの取り組みが幾つあるのかということが判るよう

な形にしたいと思っております。そこはちょっとお時間をいただければと……。

○野見山委員 分類の仕方を分かりやすく明示すればよいと思います。

○秋岡委員 すみません。もう一点いいですか。

これは何か心配事なんですが、この地産地消のいわゆる需要者側というか、地産地消のもの

を買う側の人は、とてもニーズがあって満足していると思うんですけれども、供給側の供給能

力がいつまで続くのかなという心配が私の中にあります。地産地消って、米倉委員とかがされ

ている直売所とかって、やはり一つの核になっていると思うんですが、幾つか直売所を回らせ

ていただくと、もうお客さんはいっぱい来るんだけれども、直売所に納めている人たちは大体

高齢の方が多い。その方もかなり高齢になって、直売所に「もう農業をやめます」という感じ

で、お客は来るんだけれども品物は足りないので成り立たないというところとか、逆に、もう

すごく拡大したところは、地元のものだけだと、やはりお客さんを呼ぶ力が少ないので仕入れ

もして売りますとか、いろいろな形に変わってきていて、地産地消って、今はとてもうまくい

くと思うんです。供給力もほどほどあるし、買う人も地元のものを求めている。それが、例え

ば一方で農業者の人の高齢化とかがあって、農水省も担い手政策だとか集落営農だとか、そう

いうふうに経営という感じでやっていきましょうねとなって、担い手政策とかが成功したとき

に、逆に地元の直売所だとか、こういう小ロットのところにあえておろしましょうという人が

減っていかないのか。その辺のこっちの政策とこっちの政策というのが10年先ぐらいが両立し

ているのかなという不安がとてもあって、その辺、どう考えたらいいのかなと思って。

○山田生産局長 余りにも難しい質問で、お答えがしにくいんですが、秋岡さんがご心配にな

るようなことが起こらないようにしていきますというのが多分正しい答えなんだと思うんです

けれども、担い手がふえてきたときに、我々の役所言葉で言うと、安定的な形態が大層を担う

構造をつくりますと言っていて、じゃ、その担い手の人たちがどういう対応をするかというの

が、また対応がいろいろ分かれると思うんですね。大規模に、例えばＪＡを利用される方もお

れば、あるいは直接スーパーと契約される方もいる。いろいろな方がおられて、その中には、

やはり地元の人に供給をしていこうとか、あるいは都会の人と産直をやろうとか、いろいろな
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タイプの人が出てくるので、それはそれぞれの経営の判断の中でいろいろ対応してくるという

ことなんじゃないかなと。今はむしろ、こういう言い方をすると大変申しわけないんですけれ

ども、農協の方にみんな集まってくるということになっていて、個々のかなり有力なというか、

相当担っている人たちも農協を通じていく。そうすると、今おっしゃったように、高齢者の方

で農協なんかに余り出さないような人たちが直売所に出しているという格好になっていると思

うんです。もう少し担い手の人がはっきりしてきて、自分たちで行動するということになって

くると、それぞれの人たちがいろいろな出し方をしていくようになるんじゃないかなというこ

とを、我々としては希望しているということですけれども。

○米倉委員 今、秋岡委員さんがおっしゃるとおりの現実が、もうそうなんですよ。それで、

大体直売所に出される方は、もう高齢者がほとんどなんですね。それで、高齢者といっても、

つくったものは全部はかしてやらなければいけないというのが義務なんですね。それをどう整

備するかというところで、やはり今、直売所がほとんどのところはインショップにされている

というのが実情です。

それで、一応地元でとれたものは直売所に出して、それの大部分をインショップへ出す。そ

うすると、専業農家の後継者というんですか、そういう方たちも育成をしないかなければいけ

ない。だから、そういう方たちをうんと育成をして、そしてその方たちをインショップなり量

販店なりに出してやるというふうな形で整理をしながら、両方、二本立てで今やっているとこ

ろです。

でも、今、地産地消は全国的に運動になりつつあって、お客さんも消費者の方も非常に関心

を持っていただいて、品物不足というのは常に、年間を通しても順調に供給するというのは大

変難しいものがあります。天候に左右されやすいということもありますからね。そんなことが

ありまして、ない時期がやはり年間を通すとあるというような、そこをどうクリアしていくか

というのが一つの問題ですね。

○寺田調査官 事例で結構ですが、高齢者が出荷している割合って、どれぐらいの割合になる

んですか。

○米倉委員 直売所は、もうほとんどが高齢者ですね。

○中田委員 小浜もそうです。特に学校給食なんかは、市内の３分の２以上が校区内でとれた

食材が優先的に使われるという、地場産学校給食が今うまくいっています。70％、80％が地場

産学校給食の実現って、よく先進事例で取り上げられるんですけれども、これは、ほとんど小
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さなご高齢者の方々の力を集めてチームをつくってやってきたのが、今ちょっとピークといい

ますか、うまくいっているところなので、２年後、３年後、同じ状態が保てるということは難

しいかもしれないと現場で感じています。ちょっと発想の大きな転換をしないといけないなと

いうふうに感じています。

○蓮尾委員 資料の５というところに予算関連がありますが、これからご説明があるんだろう

と思いますけれど、私が２，３質問を受けたことですが、その際に、かなり地産地消の予算が

きちんとついているようだが、その予算が例えばどういうふうに使われていくのか。配分はど

ういうふうになっているんだろうかとかいうものです。例えば、学校給食の運動に関係される

方のところでは、具体的に学校給食に地産地消をもっと運動として取り入れていく場合に、そ

の予算はどこから一体来るんだろうかとか、どこに申請するのかなどということです。ですか

ら、先ほども情報の収集をされているというようなお話がご報告のところであったのですけれ

ども、農水省のここの担当のところでは、各地でやっている事例を収集して整理して、まとめ

て、またそれを情報として流していくということだけなのか。それとも、具体的な運動提起が

それぞれのところできちんと実行されるように支援までされることなのか、ちょっと伺ってお

きたいと思ったものですから。

予算がついたので、じゃ、これから何かやろうかと思っている団体と、既に地産地消でずっ

と何十年もやられてきたのを、もう少し事業的に発展するようにやっていこうかと考えるとこ

ろと、私が見ているとすごくさまざまなんですね。ですから、その点、どんな形でも地産地消

という定義に該当すれば、それは認めて、例えば予算配分ができるのかどうかというような…

…。ここに書かれている予算の活用方法を伺いたいと思ったので。各地方に配分される予算な

んですか。

○寺田調査官 予算の仕組みそのものは、例えばここでいうと、１のところの人材育成みたい

な事業というものは、これは民間団体の方にお願いして、こういう育成活動をやっていただく

という予算なので、１は農業者のところまで到達しない予算でございます。

２と３、こちらの方には、予算の制約というものもいろいろありまして、農業者個人への助

成というものは、個人の資産形成につながるとか、いろいろあるものですからできません。地

域での取り組みというものをやっていただく。例えば市町村とかに、多分こういう構想──例

えば２の①でありますと、全国３地区を公募して選定するということにしておりますが、地域

がこういうふうに一丸となってやっていくんですよという地産地消のモデルタウン構想を作っ
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ていただいて、それを実現するために、例えば関係者が集まって協議会を開催して会議をしな

ければいけませんとか、例えばそういう協議会の取り組みをいろいろな人に理解していただく

ために、農業者の方々だとか消費者の方々に広報しなければいけませんとか、そういうふうな

取り組みを事業実施主体がやるということに対するご支援をするという形で、例えば２分の１

の補助金をお渡しする。その必要なお金と言われたものの半分をお渡しする。事業によって違

いがあるんですけれども、その要件を備えた人からこれをやりたいという申請をいただいたら、

基本的には審査の上、ご支援ができることになる。例えば、このモデルタウン構想であるなら

ば、地域全体としての構想というのは、例えば市町村レベルだとかという形で作っていただく。

例えば資料の６で、先ほど局長の方でもお話ししましたモデルタウン事業というのは、きとき

と氷見地消地産推進協議会というものを、これは氷見市ですけれども、構想を作ったというこ

となんですね。そういうものが応募してきたというところであります。こういうふうな活動で

あると、これはそういうところに対する即効的なものをやる。

例えば、この②の方でありますと、そういうものを実現するために必要な施設だとかがあり

ますよね。そこについてご支援をいたしますというものです。

③だと、こちらの方は例えば地産地消のための直売所だとか加工施設だとかというものを、

農業者団体だとかが支援をしてくれと、要件を超えた上でしてくれと言われれば、要件を超え

ていればとりあえずお渡しをする。これは都道府県の方に枠としてお渡しをした上で、都道府

県が全体の中を見てお渡しするという形になる事業であります。

いずれにしろ補助金でありますので、申請主義であるということで、多分、市町村だとか都

道府県の関係者の方にご連絡いただければ、いろいろなものに活用できる支援措置がどういう

ものがあるかというのがお判りになれるかと思います。こういうことを支援するための予算を

作りましたというものは、いろいろな形で我々も農政局を通じ、県を通じ市町村という形でご

連絡はしております。

○蓮尾委員 この事業にはこのぐらいの予算が用意されているという計画が情報として流れて

いるわけですね。

○寺田調査官 はい。全国でこれだけ──例えば県でこれだけという形で、現場に伝わってい

くこととなっています。

○蓮尾委員 このことは関係者には意外と知られていないみたいなんですよね。予算の総額だ

けがひとり歩きしている。この大きな数字だけがひとり歩きしているように感じます。
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○寺田調査官 全員に渡るというものじゃないものですから、申しわけありませんけれども。

○蓮尾委員 個人でとはだれしも思っていません。関係者、例えば給食に携わっている人とい

う例で申し上げたつもりです。

○永木座長 よろしいでしょうか。ご意見はたくさんあるかと思いますけれども、進行の予定

が30分ぐらいおくれております。ただ、いただいたご意見は、いずれも大事なご意見だと思い

ますので、これ、単なるご意見ということではなくて、本当は少し議論をかみ合わせた方がい

いかというふうに思います。先ほどの秋岡委員からのお話をいただいた供給力の問題等は実態

として今どうなっているだろうということです。米倉委員からもお話しいただきましたが、現

実をちょっと見ながら検討しなければならない問題だろうと思います。それから、人材の問題

とか小麦の問題も、これは局長からさっきお話がありましたけれども、そもそも地産地消とい

うのは自給率を高めるという話から来ていることからすると、小麦をどういうふうに活用して

いくか、国産小麦の消費拡大は、大きな問題だろうと思いますし、産地のあり方についての増

田委員との先ほどのやりとりの問題も、もっと議論したいというところなんですが、申しわけ

ございませんけれども、ちょっと頭に置いておいていただいて、次回にそこら辺はまた議論す

る機会をいただけませんでしょうか。そういうことにさせていただきます。

それから、野見山委員からお話がありました統計の推進計画、これも事務局の方、同じ考え

を持って整備しようと意欲的に考えてくださっていますので、これも大事な情報になると思い

ますので、よろしくお願いいたします。

それでは、今年度については、資料の４にありましたような業務的な計画、こういう形で進

めさせていただくということでご承認をいただきたいというふうに思います。

それで、ただいま申し上げましたように、予定時間を30分超過して進行しているところなん

ですが、続きまして、外食産業における地産地消の取り組みについてご議論をいただきたいと

いうふうに思います。きょうは梅谷様、お忙しい中お越しいただきまして、今から少しお話を

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○梅谷 何分ぐらいでしょうか。時間が押しているということで……。

○永木座長 何分ぐらい……。ここのビルは他人様のビルだから、余り遅いと家賃が……。

○渡邊課長補佐 多少は大丈夫です。

○寺田調査官 30分程度。

○梅谷 それでは、初めまして。私は株式会社すかいらーくの中の、すかいらーくカンパニー
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というところの代表をしています梅谷と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

実は、去年まで私はロイヤルという会社に37年間いまして、この１月からすかいらーくに転

職したということでございまして、ロイヤルにいる間に、農水省さんの方でガイドラインをつ

くられました外食産業における原産地表示というのがあります。一昨年ですね。これを前の会

社で中心的にやっていまして、その後、それに関連して、農家とのつながりだとか生産者との

つながりだとかが当然深くなってきますので、ロイヤルホストも含めて、あるいは空港だとか

高速道路だとか給食施設だとか、そういうところで原産地表示をやりながら、同時に原産地だ

けではなくて生産者の表示だとかというふうに進んでいったという過程があります。それが結

果としても地産地消になっていったということがあって、先ほどちょっと紹介されました農水

省の前の生産局長さんの方と、外食産業における地産地消の取り組みというのを地産地消広報

誌の創刊号で対談させてもらった経緯がございます。

すかいらーくに移りましてまだ４カ月ですから、すかいらーくでこうしていますということ

はまだお話しできないので、きょう実は資料も準備していないんですが、今まで取り組んでき

たこと及び、これから外食産業がどのように地産地消というか、広い意味で日本の農業と連携

していくべきなのかということについてお話しさせてもらいたいと思っています。ただ、お断

りしておかなければいけないのは、私どもの会社の一つの総意ということではなくて、かなり

個人的な見解も入りますので、言っていたからすかいらーくはそうするんだよということでは

必ずしもありません。その辺はお含みおきいただきたいと思っています。

それで、ロイヤルでやってきたことをちょっと先にお話ししますと、いわゆる生産者の表示

をするということは、小売業においては生鮮品はなされているわけですが、外食及び中食にお

いては、そこで加工するだとか、サービス係がお客様と接することができるだとかといういろ

いろな理由のもとに表示をしていません。ガイドラインがありますが、強制ということではあ

りません。

その前から、私は37年間ロイヤルで仕事をしていたんですが、最後にやっていた仕事がシズ

ラーというサラダバーレストランの事業部門を担当しまして、これが大不振事業部で、このま

まだったらもうやめなければいけないという事業でございました。アメリカが本部で、私ども

は日本のフランチャイジーなんですが、一時、20数店舗までつくって、私が担当したときは20

店舗でした。今は８店舗で、つい最近もう１店できたいということなんですが、事業がうまく

いかなかったんですね。
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日本の外食産業は、ご承知のとおり、もう二十四、五兆円ぐらいで、ピークは1997年の29兆

円なんですけれども、今24兆円ぐらいですね。1997年をピークとして、それから10数％売り上

げが落ちています。一方で中食がふえていますので、外食と中食を含めたトータルのマーケッ

トは約30兆円弱ぐらいで、日本の食事の約40数％になっているという状況です。したがって、

都市部においてはそれを超えているだろうと思います。そういう市場規模にあるんですが、ご

承知のように売り上げが伸び悩んでいる大きな原因の中に、いわゆる低価格戦略を1990年代か

らとりました多くの企業が、安い価格で多くのお客様に食事を提供するということをやってき

たんですが、それが一つの限界に来ているという状況があると思うんですね。

その中で、ちょっと戻りますけれども、私が担当していたシズラーという事業もアメリカの

フランチャイジーでしたので、いわゆるアメリカ的なレストラン運営ということをやるわけで

すね。日本のチェーンレストランも1970年代から企業化したわけですが、アメリカからシステ

ムが来ていますので、やはり店舗運営システムは極めてアメリカ的であります。アメリカでも、

特にカリフォルニアの方にチェーンレストランが多いので、そちらを日本の外食産業はこぞっ

て勉強していますので、日本にそのシステムを導入したということがあります。ファストフー

ドは、アメリカのシステムをそのまま導入しても比較的うまくいっていて、ご存じのようにマ

クドナルドやケンタッキーさんもずっと展開しているわけですが、アメリカ系のテーブルサー

ビスレストランが日本に来て、多店舗ができている例がほとんどないんですね。これは、アメ

リカのテーブルサービスレストランはチップがあって、お客様が10数％払われる。だから、会

社が払う30％の人件費プラス、お客様が15％払ってくれるので、アメリカにおけるテーブルサ

ービスレストランが経営的に成り立っている。日本で同じことをやっていたら、とても経営が

成り立たないということで、どんどんサービスをカットしていかなければならないという、一

つの経営の仕組みの問題があります。ドリンクバーを入れたりとか呼び鈴を置いたりというこ

とがあるんです。

ただ、もう一つあるのは、食材ということに関する考え方が、アメリカはもちろんいろいろ

ありますけれども、特にカリフォルニアの方は地域性って余りないですから、旬という感覚も

余りありません。新鮮であるかどうかというのはもちろんあるんですが、特にサンフランシス

コやロサンゼルスの方になると、周りは農地がございませんから、均質なものを年間を通じて

廉価で提供していくということをもとに成り立っています。日本でも同じことをやってきたわ

けですが、私はやはり日本のレストランとして、アメリカのレストランのそういう一つの考え
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方、食材に関するカルチャーといいましょうか、それがやはり日本の中でうまく根づくことが

できないし、すぐ飽きられるということがありますので、食材から変えていこうということで、

要するに日本の旬を表現したいというふうに思いました。

一番最初に取り組んだのは、フレンチフライポテトの輸入をやめるということでした。アメ

リカ系のフランチャイジーですから、アメリカから輸入するのをやめるというのは、いろいろ

と物議も醸し出しましたけれども、皆様ご承知のように、ファミリーレストラン、ファストフ

ードに行けば、年中フレンチフライポテトがあります。大体アメリカのポテトですよね。アイ

ダホのポテト。だから年中同じ味ですよね。だから、子供が最初に食するポテトというのは、

もちろんお母さんがつくるジャガイモの料理もあるかもしれません。カレーの芋もあるかもし

れませんけれども、ほとんどがファストフードかファミリーレストランで食べるフレンチフラ

イポテトである。いつも均質である。均質でないと店舗のオペレーションも難しいですから、

オートマチックにやるために均質の方がいいということがあるわけですね。しかも冷凍ですか

ら、油を余計吸っているということもありまして、それがまたおいしさになっているというこ

とももう一方であるわけですけれども、脂肪をとり過ぎているということがありますので、ま

ずこれをやめたいということでやめまして、今、年間で10品目ぐらいのジャガイモを使ってい

ます。その時その時の季節のジャガイモですね。それで、私どもの社員に「日本のジャガイモ

を今、年間10種類使っているんだけれども、日本のジャガイモを言える名前を幾つか言ってご

らん」と言ったら、３つぐらいまでしか言えないんですね。10も言える人はだれもいませんで

した。スーパーでも新ジャガとか、メークイン、男爵は書いてありますが、最近はインカのめ

ざめとかも随分書いていますけれども。

そういう意味で、外食産業の中において、もっとやはり日本の食材のおいしさ、旬というも

のを表現しなければいけないだろう。例えば野菜を使ったサラダというのは、大体レタスとト

マトとキュウリがどこもついていまして、冬の北海道に行ってもレタス、トマト、キュウリな

んですね。何で冬の北海道で冬にレタスを食べなければいけないのか。近くでとれていません

ので九州から来ているわけです。日本で安定的供給ができなければ海外から買うということ等

があって来たわけですが、そういう意味で、日本の旬を表現するレストランビジネスにしてい

かないと、特にテーブルサービスレストランは成り立たないだろうということで、旬を表現し

ようと思うと、日本は季節感が物すごくありますし、同じ季節でも北海道と沖縄では全く旬が

違いますから、当然地域性が出てきます。カリフォルニアと同じ大きさぐらいの日本なんです
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けれども、そういう意味では四季折々の豊かな食べ物がある。それを少しずつ取り入れていき

たいということで、さっきちょっとジャガイモの例を話しましたけれども、ほかの野菜も、何

も地産地消ということじゃないんですけれども、日本のおいしい野菜を提供していきたい。旬

で一番おいしいものを提供したい。

例えば、関東にしかお店がなかったですから、夏は信州の朝とったレタスを、トラックで何

台も、夏の間、長野から東京に来ていますから、それに乗っけてもらって、朝とれたレタスを

お昼から出していくということをやった。それから、お魚も日本の近海魚がたくさんあります

ので、例えば養殖で使う魚なんていうのは、サーモンというのが一般的に使われているわけで

すけれども、ほとんどノルウェーなんかから来ているわけですね。店舗で調理がしやすいよう

に基本的に均質になっているわけですけれども、日本でサーモンがとれないのかというと、た

くさんとれるので、じゃ、サーモンのおいしい時期はいつなんだ。テレビで時々川に遡上して

いるというのがありますけれども、そういう一番旬のときに一番おいしいサーモンを使おうよ

ということで、冬の例えば標津のサーモンを使うとかいうふうに徐々にしていくと、日本にこ

ういうおいしい食材があるのだということと同時に、やはり生き物をいただいているとか、自

然をいただいているということを、働いている従業員がすごく感じ始めてくるということです

ね。従業員が感じ始めてくると、お客様に話をし始めてくるということで、まだ二、三年ぐら

いの取り組みでしかありませんけれども、お客様との間でそういう食材に対して会話をしてい

くようにだんだんなっています。チェーンレストランというのは、なかなかそういうことをや

らないわけですけれども、先ほど食育という言葉がたくさんありましたように、レストランに

お客様がお見えになって、１時間とか２時間をお過ごしになるわけですから、そこでお客様と

会話ができるわけですね。小売店だと数分しかおられませんから、ほとんど会話はできないし、

基本的にセルフサービスだということで、やはりレストランというのは食育の場所じゃないか

ということで、３年ほど前から、レストラン業は食育業であるということを社内でずっと言っ

ています。

それは、さっき言いましたが、生産者からおいしい食材を提供してもらっているわけだから、

どこでとれているかということをお客様に提示すると同時に、だれがつくられたのかというこ

とをちゃんと書くようにしていきたい。つまり生産者の名前を書いていきたいということです

ね。そうすると、生産者はもちろんそこにはいないわけですけれども、自分のつくったものが

市場に出荷されたら、その後どこに行くかわからないんですが、実際にこのレストランで食べ
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られているということがわかり始めてくると、必ずしも近くではなくても、遠くの人もよくレ

ストランに来られるようになるんですね。具体的な例で言うと、例えば、さっきちょっと申し

上げましたが、長野の農家の方が私どものお店で──今はもう私どもの店ではなくて前の会社

ですけれども、トウモロコシを店で売っているのをわかって、家族で東京に来たときにお店に

お見えになって、自分の畑でつくったトウモロコシがそこで売られているということを──自

分の名前が書いてあるわけです。そしてきのう、おとついまで畑にあって出荷したものが、お

客様の目の前でサラダバーに並んでいて、それを子供が手にとって食べている姿を見て、すご

く感動したとおっしゃっていました。今までそういった光景を見たことがないわけですから、

当然だと思います。それを見るお店の従業員の感じ方というのもまた変わってくるわけですね。

それから、九州の方では、お父さんがマイタケをつくっている。マイタケをつくっているの

はよく知っていた。朝早くから夜遅くまで仕事をしていることは知っていたんですが、どこで

売られているか知らなかったんですが、久留米のロイヤルホストでマイタケが出ているという

ことを知って、そこから15キロ離れたところの中学３年生の農家の息子さんが、友達２人と一

緒に自転車で15キロ離れたところに、おごってやるからと言ってロイヤルホストに連れていっ

て、お小遣い１カ月分を使って２人におごってやったそうです。その人からも、お父さんから

メールをいただいたんですけれども、自分のつくっているものを──生産者表示とか原産地表

示というのは消費者のためにということがあるんですが、それをやっていくと、やはり生産者

に対するお店側の責任というのを非常に強く感じるようになりますね。消費者にとってみれば、

だれさんがつくったということは、そんなに特に意識しているわけじゃないんですけれども、

生産者にとってみたら、自分がつくったものがどこに出て、どういう形で食べられているかと

いうのは物すごく気になりますから、そういう意味で、お店と生産者とのつながりが非常に深

くなっていく。それを介してお客様と私どもの関係が深くなっていくということで、消費者、

つまりお客様と私どもと生産者の、この三者のきずなづくりといいますか、それが大きな意味

で食育になっていくんだろうなと思うんですね。

それをやり始めていくと、例えばレストランも東京だけにあるわけじゃありません。全国に

散らばっていますので、ロイヤルホストの例なんですけれども、原産地表示をしています。例

えばお米。新潟のお店に、実は秋田のお米を使っているわけですけれども、新潟のお客様が

「新潟の米の方がおいしいのに、何で秋田の米を使っているんだ」というふうに店長に言われ

るわけですね。北海道の店に行くと、北海道のお米は今すごく生産がふえていますから 「北、
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海道の米の方がずっとおいしいのに、何で秋田の米を使っているんだ」って店頭で言われたり

するということで、意識がどんどん変わり始めているんですね。何でこの食材を今うちの店で

使っているんだろうと。それまでは、例えば「このレタスはどこのレタスですか」と言ったら

「物流センターから来ています」と 「いや、物流センターにどこから来ているの 「それは知。 」

りません」と、購買担当ですからそういうことであったのが、だんだんお客様に説明をし始め

てくるというんですかね、やはりそういう消費者との接点で、私どもは生産者のかわりに食材

について説明をする責任があるだろうなというふうに思うんですね。

そういう動きが結果として、さっき申し上げましたように、アメリカ系のレストラン、特に

テーブルサービスレストランがなかなか日本でうまくいっていない要因の中の一つは、食材に

対する味覚だとか、あるいは旬に対する考えだとか、あるいは地域とか文化に対する考えとか、

そのギャップがやはりありますね。だから、やはり日本は日本としてのそういうレストランに

おけるマーチャンダイジングといいましょうか、商品政策が逆にないと、これからは通用しな

いんじゃないかと思います。

地産地消で、さっき市町村という話がありましたが、すぐ横に畑があって、その畑のものを

出すということももちろんありますし、それから、地域における地産地消もありますし、とも

かく、これはどこでどういう人がつくられているのか、なぜこの時期に、例えばこのレタスを

出すのか、あるいはホウレンソウを出すのかということをお客様に説明ができるようになると、

食材に対するお客様の意識ってどんどん上がっていきます。そこで食事しているわけですから、

つまり、レストランというのは消費の場なので、家庭が消費の場じゃなくてレストランが消費

の場ですから、そこで会話ができるわけですね。そういうことができる社員を──社員という

か、パートタイマーであっても主婦ですから、むしろ男性の社員よりもよっぽど詳しいわけで

すね。そういう人たちがお客様と会話できるようになっていけば、大きな意味で食育になって

いって、非常に狭い範囲の地産地消であってもエリアの地産地消であってもいいんですけれど

も、それがひいては日本における地産地消につながるんじゃないかなという実感を持っていま

す。

さらに、もう一つは、やはり健康だとか地域経済の活性化。さっきもちょっと触れていまし

たけれども、そういうことに関連して言うと、例えば高齢者が、生産の担い手として次にどう

かという問題があるという話もたくさんありましたが、そういう需要がふえ始めてくると、若

い人たちで農業をやりたがっている人もやはりふえ始めてきていて、生産法人、つまり農業法
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人で結構若い人たちがやっている例がありますね。つい最近茨城の方に行きましたら、そこで、

やはり直売所に持ってこられている方は結構若い人たちばかりで──若い人ばかりじゃないけ

れども、若い人でした。それは農業法人ですけれどもね。それから九州の方に行ったら、都城

に大きな農業法人があります。70人ぐらい社員がいますけれども、平均年齢26歳という若者が

集まってやっていますので、そういう地方の人にしてみたら、地元で仕事をできる場があれば、

何も東京とか大阪に出ていかなくても、家もあるわけですから、生活基盤さえあれば……。た

だ専業農家としてやっていくだけであるならば、経済的なもの、収入的なものを考えて十分じ

ゃなくても、ある種大規模化できていけば、そこに就職先として農業ができる。その農業法人

が、さらに付加価値をつけていきながら、つまり素材を出荷するだけではなくて、最終的にお

客様のところに付加価値があるものを提供していくことにもつながりますので、そういう動き

も出てきているなという実感があります。先ほど道の駅の話もありましたけれども、そういう

ところでもそういう動きが出ているようです。

先ほど国産小麦の件もちょっと出ていましたけれども、つい先日も茨城の生産農家の方とお

話をしていて、そこの小麦を使って、そこのお母さんが天然酵母の国産小麦のパンをつくられ

ていました。そこのお父さんとお母さんと一緒に話をしていたんですけれども、食べたら大変

おいしかったです。今、いろいろなところで、ファーマーズマーケットで売っているような国

産小麦、天然酵母のパンというのは大変おいしくて、モチモチで日本人に合うなと思っていま

すが、それに対してお母さんがつくられているわけです。後を息子がやるんですとおっしゃっ

ていました 「その息子さんは今、何をされているんですか」と言ったら、天然酵母のメーカ。

ーの方に行って酵母の勉強をしているとおっしゃっていました 「じゃ、息子さんはお父さん。

の後を継ぐんですか」と言ったら 「いや、お父さんの後を継がないでお母さんの後を継ぐん、

だ」と言っていましたけれども、つまり、小麦をつくるだけじゃなくて、それをパンにして売

っていきたいということですね。そうすると、つまり数倍の付加価値がつきますから、そうい

うことをだんだん考え始めている農家の方もいらっしゃるなと。

それで、私どもはレストランですから、ここにちょうど絵もありますけれども、ファーマー

ズマーケットのところで付加価値をつけた食材を売ると同時に、そのレストランでつくられた

ものをいろいろな料理にしてお出しすることによって、お客様の声を直接聞くことができてフ

ィードバックができますし、その農家の方がそこで仕事をするということもあってもいいと思

うんですね。そういうような動きを今後は広げていかないと、画一的なチェーンのメニューで
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全国展開するという時代は、もうそろそろ終わっているんじゃないかなという感じを持ってい

ます。

そういう意味で、きょうのテーマ、地産地消に対するレストランの取り組みということで、

私どもの会社でこういうふうにしますよということはまだはっきり申し上げられないので、ち

ょっと抽象的な言い方になったかもしれませんけれども、大きな流れで言うと、チェーンレス

トランができて30数年たつんですが、特にやはり1990年代から2000年代に入って低価格路線を

とっていきましたので、レストランそのものが、ファストフードもファミリーレストランでも

そうですけれども、いわゆる晴れの場ではないとか、あるいは食文化を高める場所ではないと

か、あるいは、食育基本法の中にも、食の多様化だとか食の外部化によって食生活が乱れてい

るので、家庭と学校においてちゃんと食育をしなければならないというふうに書かれているわ

けです。そういう意味で、レストランビジネスが大きな意味で食育の場になっていくというこ

とをしていかないといけないだろうと思うし、そのためには、つくられている生産者のことを

きちんとトレースを含めてディスクローズする。それから、今後はつくっている場所を見せて

いく。それから、生産者と一緒にいろいろなイベントをやる。

あるいは、種苗メーカーともいろいろかかわり合いが進んでいますけれども、種苗メーカー

と一緒に商品開発をしていくということですね。例えば、こういう種でこんなものができるん

だけれども、どうなんだという話がよくあったりしていて、去年の秋も長野の農業試験場の方

に招かれて行きましたときに、レタス畑に行って、そのレタスを外食で使えないかという話だ

ったんですけれども、何と50品目もレタスがあるんですね。僕は、30何年仕事をしていて、50

品目もレタスがあるなんて知りませんでした。もちろん最近の開発もあるんですが、例えば種

苗メーカーさんと農業試験場で開発されている、そういうものを一般の市場に出回って商品化

していくためには大変な時間がかかるんだろうと思うんです。リスクもあるだろうと思います

が、それを私どものお店で実際にやっていくということができれば、一般の企業におけるテス

トマーケティングになるわけですけれども、そういうことでも推進できるだろうなと思ってい

ます。やはり我々のお店というのは消費する場所ですから、生産者とより密接に結びつき合い

ながら、そういうビジネスを展開していきたい。そのことが結果としてお客様の支持を得てい

くことになるんじゃないかなと思っていますので、そういう取り組みをしたいというふうに考

えているということで、きょうのお話を締めくくりたいと思います。

○永木座長 どうもありがとうございました。すかいらーくの梅谷さんから、大変興味深いお
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話を伺いました。

私も以前にお付き合いさせていただきまして、ロイヤルに長らくいらっしゃったということ

ですけれども、本当にご経験を通してのお話は有益でした。アメリカと比べると、アメリカで

は季節感、旬だとかいうものが余りない。日本では、それを大事にしているわけですけれども、

大変いろいろと示唆に富むお話でした。ロイヤルで原産地表示に取り組んでこられたのは承知

しておるんですけれども、そんな中で生産者とのつながりを大事にしていきたい。まさに私ど

もが地産地消で言っていることを実践していただいているということだろうと思います。

ここで、時間は詰まっているんですけれども、せっかくの機会ですから、20分程度をめどに

質疑をさせていただきたいと思います。どなたからでも結構ですので、せっかくの機会ですか

ら、ご質問があったらどうぞ。

○増田委員 梅谷さんにちょっと伺いたいんですが、ファミリーレストランというのは、私ど

も消費者にとってはまさにファミリーレストランで、財布の中身と相談しながら家族で行かれ

る、そういうところだと思うんですけれども、今のコンセプトが変化していくという話を伺う

と、必ずしも価格を守るというのが難しくなるんじゃないかなと。ファミレスはそのうち高級

レストランになるのかなというあれもちょっとよぎるんですが、その辺は、その見通しという

のか計算について、じゃ、こちらの経費でとかやっていらっしゃるんですか。

○梅谷 そうですね。どういうふうに言ったらいいかわかりませんけれども、ファミリーレス

トランというのは、平均客単価が大体800円から1,000円ぐらいなんですね。食事をすると1,50

0円ぐらいになります。そういうマーケットはたくさんありますし、今後も残ると思うんです

ね。今度は逆に2,000円前後で、少し晴れの場で利用していきたいというのが実は少ないんで

すね。だから、その部分をこれからつくっていかなければいけないというふうに思っています。

○増田委員 そうすると、新しいビジネス展開というのか……

○梅谷 そちらの方でしょうね。

○増田委員 1,500円はジョナサンに任せておいて、すかいらーくは2,000円。

○梅谷 そういうことですよね。だから、例えばいろいろな利用動機があっていいわけですけ

れども、その利用動機にこたえた価格ゾーンって出てくると思うんですね。ただ、比較的低価

格であっても、先ほど言ったトレーサビリティーをきちんとさせていくということは、これは

同じでなければならないと思いますし、それから、地元の野菜を使ったら高くつくかというの

は、必ずしもそんなことはなくて、買い方によって全然変わってきますので、圃場を丸ごと買
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いますというふうになってくるとすべて使えますから、そうするとメニュー制作が変わるんで

すね。写真入りで年間同じというんじゃなくて、野菜は「きょうのサラダ」でもいいと思うん

です。今後そういうふうにしていこうと思っています。あるいはサラダバーを入れるというの

もあると思います。そうすると、圃場で処分されているようなものも含めて、あるいは間引き

した大根とかニンジンだとか、以前のときにはまだ完全に実っていないトマトなんかも使いま

した。つまり、少し亀裂が入って、赤くなってもこれは規格外品になるだろうというのを、青

い段階で、もう収穫しなさいと。それをピクルスにすると、ビタミンＣも豊富だし、赤いトマ

トよりよっぽど人気があるんですね。そういうのをやり始めてくると、レストランが買う野菜

の平均価格が下がるんです。それで農家の売り上げがふえるんですね。そういうことができる

ようになりますから、今、私がやっていることが必ずしも価格が高くなるということにはなら

ないだろうと思います。

○永木座長 今まではコストダウンのためにセントラルキッチンでやってきたわけですよね。

今のお話になってきますと、今度はレストランで調理するものが非常に多くなってきますね。

今度は逆にコストが……。

○梅谷 そうですね。これからの取り組みというのは、もう本当に試行錯誤しなければいけな

いところがあると思いますが、マーチャンダイジングの効率性、あるいは規模の経済というこ

とは一方でやっていかないと、本当の生業店と同じになってしまいますので、それのバランス

をどうとっていくかというのはあると思いますね。だから、地産地消といっても、必ずしもす

べてを地産地消にする必要は全然ないと思っています。葉物野菜はフレッシュな方がおいしい

から持ってきてもらって、根菜類はまとめて買うとか、あるいは、外で下処理をしたものを、

例えば規格外品も含めてデイリーで店に持ち込んできますから、工場の方で確保して持ってい

く。今も工場で加工しているんですよ。だから、今の私どものマーチャンダイジングのインフ

ラに乗せていけば、人件費がアップすることにもならないだろうというふうに思っていますが、

これはやはり企業でどのように努力していくかということになってきますね。だから、農家と

の契約も、先ほど言いましたように数量とかの契約ではなくて、圃場単位で契約をしていく。

そのためにはメニューもフレキシビリティーを持たせるとか、そういうことも出てくるんじゃ

ないでしょうか。

○永木座長 ほかにいかがでしょうか。

○寺田調査官 今使われている食材の中で、例えばそういう特色のある食材とかというのは、
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物量単位で見るとどのぐらい……。品目的には。

○梅谷 現状はほとんどないです。やはりマスで今考えていますので、今はそういうことはほ

とんどありません。ただ、今後、例えばある地域でこれがすごくヒットしたということがあれ

ば、そこに大量につくってもらって、ある程度の規模で出すということもありますよね。例え

ば１店単位でやっていたのが翌年100店にしましょうとか、例えば南の方の島ニンジンってす

ごくおいしいなと思うんですけれども、ほとんど消費されていません。それは特殊と言ったら

特殊なんですけれども、全国で使うと特殊じゃなくなるのかもしれません。そういう意味で、

さっきもちょっと幾つか出ていましたけれども、地域のおいしい食材を契約栽培して全国のお

店に出していくということも考えられると思いますね。

○増田委員 ちょっとたびたびで申しわけないんですが、ロイヤルとかすかいらーくというの

は、基本的にはセントラルキッチンですか。

○梅谷 はい。

○増田委員 そうすると、もう全くそのまま運んで、お皿に乗せればいい。

○梅谷 いや、そんなことはないです。

○増田委員 その辺がとてもよくわからないんですけれども。お惣菜のファストフードという

んですか、お惣菜屋さんなんか、パートの方とかアルバイトの学生さんがビニールの袋をザッ

と開けて、汁をダーッと入れて、ちょっと温めて肉じゃがというのを売っていられて、店では

一切やらない。だから、ファミレスもそうなんだとだれかに聞いたような気がしたんですが、

そうじゃないんですか。

○梅谷 例えば惣菜屋さんでやられている方法というのは、工場の方でキット化されているわ

けですよね。要するに、それぞれの部品というか材料別に。

○増田委員 まぜればいい。

○梅谷 一般的には、例えば下処理をして、いろいろな食材をカットして下準備をして、それ

から調理にかかるわけですよね。その下処理をするのを工場でやって、お店の方では下処理し

ないでいいようにしていきたいと。火を入れたり味つけしたりするのはお店でやるということ

ですね。

○増田委員 そうなんですか。

○梅谷 ええ。だから、例えば野菜を、あるものはカットして入れるものもあれば、カットし

たら味が落ちるのでカットしないでホールで入れるものもあります。だから、お店でのいわゆ
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る前準備というのを工場でやるということですね。だから、加熱したものを冷まして、もう一

遍電子レンジでチンで温めてというふうに時々言われることがありますけれども。

○増田委員 だから、世の中にはすごい誤解がありますよ。

○梅谷 あります。だから、キッチンをディスクローズしたいというのがそこにあるんですね。

○増田委員 「なぜなら、見てごらんなさい。あのお店のキッチンスペースはあれしかないで

しょう。そんなものつくれるわけないわよ」という話になっちゃう。

○梅谷 だから、仕込みスペースは極力狭くしていますよね。

○増田委員 じゃ、お店にはコックさんというのは……。

○梅谷 います。

○増田委員 そうだったんですか。誤解ですね。

それから、もう一つ、ファミリーレストランの原料の原価率というのはどのぐらいなんです

か。大体でいいです。

○梅谷 ３割ぐらいですね。これは大体どこもそうです。例えば、回転ずしだとかいうのは原

価率がもう少し高いですよね。レストランを運営する上で、ＦＬコストと一般的にいうんです

けれども、フードアンドレーバーコストですね。だから、フードコストが低いところはレーバ

ーコストをかけているという場合がありますね。人手をかけている。例えば、仮に極端なこと

を言いますけれども、いいフレンチレストランみたいなところは、結構原価が低くてもやれる

わけです。でも、すごい人をかけてやっているとかですね。だから、ああいうビュッフェレス

トランだとか回転ずしのようなところは、余り人手をかけないで、その分材料にお金をかけよ

うということで、何を売り物にするかによって変わってきますよね。フードアンドレーバーコ

ストが両方で約60％弱ぐらいですね。

○増田委員 消費者というのは、原価率を下げることによって経営を守っているに違いないと

いう、そういう非常に斜めから見た感想を持ちがちで、ファミリーレストランはすごく損なと

ころがあるんじゃないかと。

○梅谷 ただ、その原価というのは、店に入っている原価と、それから工場に入っている原価

と、いろいろありますよね。その原価というのは、経済学の専門家じゃないからあれですけれ

ども、たどっていくと全部人件費なんですよね。費用というのはすべてそうですよね。人件費

と物件費に分かれていますよね。物件費も、どこかで仕入れているから、また人件費と物件費

に分かれますよね。ずっといくと、やはり人件費なんですね。どこでどういう付加価値をつけ
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るかということだと思うんです。だから、トヨタ自動車なんかが一番利益を出しているのは一

番原価が低いからですよね。じゃ、粗悪につくっているかということでもないわけですから、

だから、原価率で一概に物は判断できないと思います。

○増田委員 そうすると、地産地消は恐らく原価率に影響を及ぼすであろうというふうに思っ

たりしているんですけれども、必ずしもそうにはならない。

○梅谷 ならないですね。恐らく企業の経営というのがありますから、先ほど言った物の買い

方ってありますよね。普通に考えると、例えば海外から来ているのは、もちろん向こうの原価

が安いからですけれども、ほとんどが為替レートの問題で安く入ってきているという例はあり

ますよね。今後、為替レートがどうなっていくかということがありますから、中国から必ずし

も安い価格で入るとは言えませんよね。だから、大きな中で言うと、我々は外食産業というと

ころで仕事をしていて、やはり国民の食生活の40％を担っているわけです。もう一方で、自給

率は４割ぐらいしかないという中で、食産業にかかわる者として、日本における生産というか、

そういう自給率の向上というか、これの方向にどうシフトしていくかということは、やはり社

会的な役割ですよね。それをうまくコストと合わせてやっていけるところは企業として残るん

だろうと思うんです。

だから、例えばローカルでやっている農家レストラン的なものがありますよね。比較的高い

けれども、昼間からよく入っていますよね。それは、お客様がその価値を認めているからです

よね。だから、高い、安いというのは、どれだけの価値かということによって変わってきます

ので、そういうふうに価格が低ければ多くのお客様が来て、高ければ来ないというのは、一般

論としてはありますけれども、そのときどういう動機でそのお店に行くかによって払うコスト

は変わってきますから。特に昨今、そういう地産地消だとか、安心・安全だとか、旬のものを

食べたいだとかというような意識がどんどん高まれば高まるほど、それにきちんとこたえてい

くということをやらなければいけないんだろうと思いますね。

○野見山委員 今の議論に関連して、ちょっと意見があります。レストランが食育業であると

いうのはすごくおもしろく、初めて聞いた言葉で勉強になりました。ただし、その際に、幾つ

か条件があると思うのです。従業員が潤沢にいて、会話もきちんとできてという、そういった

雰囲気があるレストランであれば、多分材料とか原料についても、きちんと従業員の人とお客

さんとの会話が成立すると思います。でも、私がたまに行くファミレスは、フロアーにいる従

業員の数も少なくて、店内もザワザワしています。もう一方で、原料の原価率も地元産を取り
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入れたり、セントラルキッチンではなくて個店調理になってくるとなると、やはりコストがア

ップします。そうなると、日常的に行けるレストランとは違って、ハレの日に行くレストラン

になるのかなという感じがします。ですから、たまに行く高級レストランで食育ができるとい

うのはすばらしいことなんですけれども、もう少し日常的に行けるところでも食育ができるよ

うな仕組みづくりも、一方で必要ではないかなと思います。

○梅谷 そうですね。そうしようと思っています。

実際に仕事をされている方は、さっきも言いましたが、パートタイマーの方が９割ぐらいな

んですけれども、ほとんど主婦ですよね。仕事をされている方は消費者なんですよね。一番関

心を持っているわけです。だから、今言った、例えばこれはどういう食材で、どこでとれて云

々かんぬんという形のものをきちんと知っていただけるように、それが教育と言ったら教育な

んですけれども、それができていけば、接触する時間が短くても、オーダーリングなんかをす

るわけですから、そのときの二言三言の会話が変わってくると思いますね。だから、何人かを

集めて食育活動をやるということも大事だと思いますし、前の会社でお子様を集めた食育活動

だとか、去年はお年寄りに教食ということでモデル事業でさせていただきました。全国20数カ

所で七百数十人お年寄りが来られましたけれども、そういう人たちに管理栄養士が話をして、

「食事バランスガイド」をつけてやるということもやりました。いろいろな取り組みができる

と思います。ご存じのように、２時から５時ぐらいまでアイドルタイムが店にありますから、

そういうことをやるということもできますし、レストランという場所は、先ほど言いましたよ

うに、お客様がある程度の時間いらっしゃるし、その地域のコミュニティーの場になりますか

ら、やはりコミュニティーの場というか、別な言葉で健康ステーション的な役割が果たせるよ

うになっていくのが21世紀のレストランじゃないかなと思っているんですけれどもね。

いろいろ教えていただいて、知恵をいただいて、それを取り入れながらやっていきたいと思

っています。

○永木座長 こういうファミリーレストランというのは、専門のレストラン、高級レストラン

と、また客層が違うんだろうと思うんですね。しかし、ファミレスでも安全・安心というのは

もう当たり前なんでしょうね。

○梅谷 安心・安全は、比較的低価格でも当たり前になると思います。

○永木座長 だから、こういうロイヤルさんなんかでは取り組みが早かったと思うけれども、

そういうことをやっていかれる中で、一方では、コストも上がるんだけれども消費者が満足し
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ていただけるし、そして、さっきのお話ですと、従業員もずっと関心を持つし責任感を持って

いる。生産者にも関心を持ってきてもらう。ファミリーレストランというかチェーンレストラ

ンで、スケール・エコノミーを得るのが本来のチェーンレストランのあり方だったと思うんで

すけれども、むしろ個性化して、そこそこに地域に個性を出しながら展開していくという、そ

ういうレストランになってくるんでしょうかね。

○梅谷 そうでしょうね。すべてじゃないと思いますけれども、一部はその部分もあるという

ことですよね。さっき、アメリカのレストランのお話を随分いたしましたが、私も30数年間、

ずっとアメリカのレストランを見ていますけれども、日本とアメリカの状況は違いますから一

緒じゃないと思うんですが、いわゆるコーヒーショップと言われていた、全国にたくさん店が

あって、回転ポールがあって、同じメニューだから安心だという、そういうコーヒーショップ

はすっと減っていきましたね。今残っているのはネイバーフッドレストランという 「ご近所、

の」という意味ですけれども、だから、お店の中に入っても、例えば地域の消防署だとか警察

署の写真が張ってあったり、地域のいろいろな活動をしているスポーツチームの写真があった

りしていて、地域とのかかわりが物すごく深くなっているんですね。だから、ご近所の人たち

が集まるレストランって、それが本来なんでしょうけれども、そういうところがアメリカでは

カジュアルダイニングというふうに表現されて、そこが10数年ぐい前からずっとふえていって

町にあるという形になっておりますね。そこはやはりある程度地域の個性があります。日本の

場合は食材に個性がありますから、もっとやはり商品に個性を持たせてもいいんじゃないかな

と思いますね。

○永木座長 最後に、ここの委員会は地産地消ということなものですから、レストランさんの

側から見た場合に、もっと地元調達率を高めていくために、こんなことをもうちょっとやって

いただかなければいけないよというようなことはございますでしょうか。

○梅谷 さっきの道の駅とかありましたが、多分地元で生産されているものを地元で販売して

いくということが、今もふえているようですけれども、これからどんどんふえるんでしょうね。

そこと私どもがタイアップしてやっていくというのが一番やりやすい方法なんじゃないでしょ

うかね。食材が余ったら、それでメニューをつくってやるとか、少量であってもメニュー化で

きますし、あるいは、そこでヒットしたものは全国展開できるとかありますので。

もう一方、さっきちょっと言いかけて言わなかったんですけれども、健康ということに関し

て言うと、今後、やはり高齢化社会を迎えて医療費がどうなるかということで、今、32兆円が
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医療費。外食・中食で約30兆円ですけれども、10年たったら医療費が50兆円になるだろうと言

われている。そのうち高齢者医療が30兆円と予測されているわけですけれども、そういう日本

の状況にできるだけならないように、事後医療から予防医療的な形に食産業は持っていかなけ

ればいけないのかなと、それの中核がレストラン業なんだろうと思っているんですね。だから、

生産者と一緒にタイアップしてやっていく、地域とやっていく、行政とやるという意味で、い

ろいろな意味でのコラボレーションをやっていきながら、単に地産地消というだけではなくて

地域に根差していくという、それがより健康的な暮らしにつながっていくような、これは心身

ともにということですね。そういう形をとっていきたいなと思っていますので、それはやはり

地産地消的なものが前提になるんじゃないかなと思いますしね。先ほどの国産小麦のパンの話

じゃないですけれども、できるだけ農家の方が付加価値をつけて販売していくというような、

そういうビジネスのチャンスをつくっていくということも一緒にやれるんじゃないかなと思い

ます。そんなことでよろしいでしょうか。

○永木座長 ありがとうございます。

じゃ、どうもありがとうございました。すかいらーくの梅谷さんから大変貴重なお話を聞か

せていただきました。お礼申し上げます。

それでは、もう時間もあと10分になりましたので、次の最後の議題に移らせていただきます。

平成19年度地産地消予算の概要と、地産地消モデルタウンの採択についての、これは報告でご

ざいますね。よろしくお願いします。

○寺田調査官 それでは、資料５、19年度予算の概要ということでございます。先ほど若干説

明してしまいましたので、ちょっと省略させていただいて、資料６の方をちょっと説明させて

いただきたいと思います。

平成19年度地産地消モデルタウン事業の提案の採択についてということで、これは４月11日

にプレスリリースをいたしたものでございます。先ほど、計画のところ等でちょっと話をして

いた地産地消モデルタウン構想の公募を行った。選考の結果、ここに書いてありますが、きと

きと氷見地産地消推進協議会──これ、実は名前が間違っていて、地消地産。まず消費があっ

て、それに合わせて作るということだそうで、地消地産ということでございます。さらに、提

案の採択数が、実は予算の枠として３枠ぐらいと思っておったわけですが、１つしか来ていな

かったものですから、近々２次募集を行って、こういう構想を立て、地域一丸となってやって

いくという方々がおられれば、支援していきたいと思っているところでございます。
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１ページめくっていただきますと、そのモデルタウン構想ということで、氷見市が取りまと

めたものがございます。例えば、主な取り組みのところで下の方に書いてあるところを見てい

ただくと、例えば氷見市としては、氷見市の地消地産推進条例というものをつくるという形で、

さらに、例えば地消地産の日ということで毎月13日とか、そういうものを決めていって地消地

産を定着・普及させていこうという取り組みをやろうということでございます。ここに書いて

ございませんけれども、例えば氷見の地消地産に対する情報を掲載するホームページの立ち上

げだとか、これも数字は書いていないんですが、どうも氷見の方では学校給食への地場産品の

使用割合が平成18年で25％程度になっておられるということで、この取り組みをやることによ

って40％以上に上げていこうというふうな積極的な計画も立てておられるということでござい

ます。こういう食育との連携でモデル構想をつくり、この構想を実現するために、そういうソ

フトな取り組み以外にも、農産物加工処理施設、小売施設というものを整備をして、そのコア

となる施設を中心としてやっていこうということでございました。

今後の進み具合については、氷見の方から聞きながら皆様の方にご連絡をし、場合によって

は、来年とか、ちょっと視察に行くとかということも考えていってはどうかなと、今の段階で

はそういうふうなことを考えております。また、ほかの地域でどういうモデルタウン構想が出

てきて、その実現のためということで出てくるものがあれば、そこについても情報をお渡しし

たいと思っております。

とりあえずはモデルタウンについては以上でございます。

○永木座長 ２次募集の方は、今やっているわけ。

○寺田調査官 まだこれからです。

○山田生産局長 先ほど言いましたけれども、問い合わせはすごくたくさんあったんですよね。

ところが、３つしか選ばれないということになると、それぞれの市町村で一生懸命やっても、

もし落選したら、うちの取り組みは何だったんだと思われるのが怖いと。もっと20も30も選ば

れるというなら安心して出せるんでしょうけれども、少ないというのが、非常に興味があるん

だけれども心配というのがあって、それでちょっと二の足を踏んでおられるところもあるよう

なんですね。首長さん、市町村長さんが一生懸命取り組んでいるのに、何か農林省に出したら、

これはだめと言われたっていうと、非常に恥ずかしいというか、そういう意識のところも実は

かなりあるようです。

○中田委員 うちの場合は、そんな恥ずかしいとかは全然ないので、担当者としても、もうど
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んどん、できるだけ出させていただきたいという思いです。

○山田生産局長 よろしくお願いします。

○永木座長 そういうことでございます。それで、１つ、富山県の氷見を採択するということ

でございます。

何かこの点についてご質問、ご意見とかはございませんでしょうか。

○中田委員 意見というほどのことでもないんですけれども、小浜の場合は、地産地消と食育

は関連していますので、地産地消に基づく食育推進という考えをずっと持っておりました。今、

地産地消推進計画というよりも食育推進計画を、今年度中に完成するということで、今一生懸

命やっています。その中に地場産学校給食に関する事項も含めています。また、家庭における

地産地消や特別養護老人ホームとか病院とか、そういう公共の場で提供するような食事・給食

に関して、できるだけ地産地消が実現できるようにと、その思いを私は思い切り込めて、担当

者ベースでつくっています。地産地消推進計画ではないんですけれども、食育推進計画の中に

も全面的に入れていますので、頑張ります。

○高鷲委員 先ほど蓮尾委員さんもお話ししていましたが、農水の予算は大きくてなかなか見

えないよということがあったんですけれども、おかげさまで埼玉でも、群馬県に近いところに

上里町というところがありまして、農業法人なんですけれども、昔がえりの会という組織があ

り、県の農林部のあっせんで、この予算を使って農産物の加工処理工場をつくって、そこと私

ども学校給食会が取り組んで、地元の埼玉県でとれた野菜を加工して供給していこうという動

きにつながりました。梅谷さんもおっしゃっていましたけれども、我々も学校給食の場で食育

を頑張っていかなくちゃいけないという思いでございますので、特にお母さんたちを巻き込ん

で、子供からも親へ、学校から地域へということでやらせていただく。そういうことで、食育

を推進するために、文科省は地場産の食材が生きた教材となるということを言っていますので、

その点、そういう取り組みができたということで、大変ありがたく思っております。

○山田生産局長 ちょっとそれに関連して、先ほど蓮尾さんがおっしゃっておられた、なかな

か情報が伝わらないという話なんですけれども、我々ももう少し検討しなくちゃいけないかな

という感じはしています。今までは農林水産省の施策って、農協とか市町村なりのそれぞれわ

かっている方々が中心だったので、いろいろな情報を出していても、そちらの方々がそれなり

の道があってわかっておられて対応してきていると思うんですが、だんだん食育ですとか地産

地消とか、そういう消費者の方も含めたいろいろな対策をやっていくということになってくる
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と、今までと同じようなやり方で情報を提供していますよということでいいのかどうかですね。

もう少し幅広くというか、どういう方法があるのかよくわかりませんけれども、少し考えてや

っていかないといけないのかなという気もちょっとしております。これは我々だけじゃなくて

農林水産省全体の問題だと思いますけれども、その辺ももう少し、省内でも問題提起をして考

えていきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○高鷲委員 ぜひお願いします。お金はかけなくても、ソフトの面でも進めることはできると

思いますのでね。

○永木座長 先ほど、米倉委員の高齢化というお話でしたが、どんどん新しい事業を仕組んで

いただいて出していただきたい。

○米倉委員 さっきから言っていますように、この予算はすごく大きくて、受益者負担が２分

の１でしょう。そうすると、思い立ったときに、やはりものすごく大がかりなことをやらない

と受けられないということがあって、何度も悔しい思いをしたことがあります。それで、都道

府県に言ってあると思いますが、そこにお尋ねしても、5,000万とか幾らの予算だからとおっ

しゃいますので、じゃ、だめかなというような感じで、今ちょっと県の予算なり市の予算なり

をいただいてやることはやっていますが、おっしゃったように、そこら辺がちょっと大き過ぎ

るかなというのはあります。

○寺田調査官 国の事業なので一定の制限はあります。

○山田生産局長 だから、モデルタウンは、ソフトとハードを整備するならしていただいても

いいんですけれども、別にハードを整備しなくちゃいけないということはないので、ソフト活

動だけでやっていただいていいわけですね。ですから、必ずしも何か箱物をつくらなくちゃい

けないというつもりは全くないんです。もちろんそういうソフトの取り組みで十分いろいろな

効果がある取り組みはあると思いますので。

○永木座長 よろしいでしょうか。

ちょうど今、３時半になりましたから、閉じさせていただく時間なんですけれども、最後に

何かご発言がありましたら。

それでは、大体いい時間になりました。このあたりで本日の検討会を終わらせていただきた

いと思います。

今日は、すかいらーくの梅谷さんに、大変お忙しい中でお越しいただいて、限られた時間と

いうことなものですから、短時間にエッセンスだけを聞かせていただきました。地産地消は今
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24兆円産業ということですね。非常に大きいマーケットですから、これとどうつながっていく

かということが大変大事なことだろうという、今日のお話を聞かせていただいたことを、今後

の勉強のヒントにさせていただきたいと思います。

それから、前段の計画のところで、そもそも論のような話まで含めて大きなテーマの問題提

起がありました。今年で３年目ですけれども、やはりまだまだやらなければいけないことがい

っぱいあるなということをきょう改めて思いましたけれども、これもまた引き続き検討させて

いただきたいというふうに思っております。

そんなことで、今日は大変ご熱心にご討議いただきましてありがとうございました。何とか

超過時間が一、二分の程度で終わらせていただきまして、どうもありがとうございました。

それでは、寺田さんの方にお返ししたいと思います。

○寺田調査官 皆様におかれましては、熱心にご議論いただきありがとうございました。特に

梅谷様にはご多忙のところ、わざわざご出席いただいて、いろいろな示唆に富むお話をいただ

きましてありがとうございます。重ねてお礼申し上げます。

次回の検討会の開催でございます。今日話題になった計画の中身の話だとか数の話だとか、

また、そのほかにも何点かご指摘があったところを踏まえて、とりあえずできるものを秋ごろ

までにまとめた上で、開催させていただければというふうに思っております。資料のまとまり

ぐあいをみながら、その近くになりましたらまた皆様にご案内させていただきたいと思ってお

りますので、ご了解いただければと……。

事務的なお知らせですけれども、本日の資料とか議事概要につきましては、前回までと同様

にホームページで公表させていただくという予定としております。議論の経過等についても、

今後の方策の検討だとか、今日までの議論も次回の検討の材料にまたさせていただくというこ

とにさせていただきますので、これからまたいろいろご示唆をいただければと思っております。

どうも本当にありがとうございました。

以上をもちまして平成１９年度第１回目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３時３３分 閉会


