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午後１時３０分 開会

○鳩山生産技術課長 まだ１名お見えになっていない秋岡委員がいらっしゃいますけれど

も、定刻になりましたので、ただいまから平成 19 年度第２回地産地消推進検討会を開催

させていただきたいと思います。

開会に当たりまして、大臣官房審議官であります佐々木審議官よりごあいさついただき

たいと思います。

○佐々木審議官 今年度第２回目の地産地消推進検討会でございますが、この開催に当た

りまして一言ごあいさつを申し上げます。

私、７月に前任吉田審議官の後を受けまして、環境兼生産局担当の審議官で参りました

佐々木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

委員の皆様におかれましては、大変ご多忙の折、本検討会にご参集いただきましてまこ

とにありがとうございます。

この地産地消につきましては、平成 17 年度に策定されました食料・農業・農村基本計

画おきまして地域の農業者と消費者等を結びつける取り組みとして総合的かつ計画的に講

ずべき施策とされたことを踏まえまして、この検討会を立ち上げ、委員の皆様のご意見を

いただきながら推進の施策を検討してきたところでございます。本検討会のご議論を踏ま

えまして、交付金による直売所等の地産地消の推進のための拠点施設の整備、地産地消推

進活動支援事業に加え、平成 19 年度から生産者、消費者、給食関係者、あるいは商工業

者、観光業者等が一丸となって地域全体で地産地消に取り組む、地産地消モデルタウンを

重点的に支援しております。

また、直売所を中心とした地産地消の取り組みにつきましては、高齢者や小規模農家な

ど多様な主体が活躍する地域農業づくりや地域の活性化に結びつくというものであること

から、先月取りまとめられました農山漁村活性化のための戦略の１つとして取り上げられ

ております。

さらに、この地産地消のメリットとして、食料の輸送距離が短いということがございま

して、燃料の消費抑制にも寄与することから、地球温暖化に対する対策としても注目され

ているところでございます。

今回は、平成 19 年度の地産地消に関連施策の実施状況と、地域における地産地消推進
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計画の策定状況につきまして報告させていただくとともに、直売所を中心とした地産地消

の取り組みをさらに進めるための手引きを作成いたしましたので、委員の皆様にご議論い

ただきたいと考えております。ぜひ、忌憚のないご意見をいただきますようお願いを申し

上げて私のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○鳩山生産技術課長 ありがとうございました。

それでは、ここより先につきましては、座長でいらっしゃいます永木委員に進行方お願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○永木座長 ご紹介いただきました座長の永木でございます。今日は 15 時 30 分までとい

う予定ですが、委員の皆様におかれましてはお忙しい中ご出席いただきまして、どうもあ

りがとうございます。

本日は第２回目の検討会でございます。

今、審議官からごあいさつをいただきましたけれども、平成 19 年度の地産地消推進の

状況等について事務局より報告をいただき、その後皆様にご議論をいただくことで始めさ

せていただきたいと思っております。

まず、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、事務

局からご説明をお願いいたします。

○渡辺課長補佐 まず配付資料の方ですが、机の上に資料と一緒に一枚紙をご用意させて

いただいておりますが、資料一覧の方をごらんください。

資料１、地産地消推進検討会設置要領から参考資料２まで、省内及び他省庁と連携した

地産地消の推進についてまでの資料を机の上に置かせていただいておりますので、ご確認

ください。

また、本日の委員のご出席に関しましては、米倉委員、中田委員につきましては、ご都

合により本日はご欠席との連絡をいただいております。秋岡委員が若干遅れていらっしゃ

いますけれども、ご出席の予定になっております。現在、ご出席いただいている委員は 11

名です。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

さて、本日の検討会の進め方ですが、議事は２つ、その他を含めますと３つ用意されて
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ございます。

まず、事務局より、検討会の設置要領の改正（案）についてご説明をお願いいたします。

その後、平成 19 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について説

明をしていただきまして、皆様方からご意見を伺わせていただくことにいたします。

次に、現在、本省で作成しております、直売所を中心とした地産地消の取り組み（案）

のパンフレットについて、事務局から説明をいただいて、皆様方のご意見をいただくこと

にします。

そして、 後に、平成 20 年度地産地消関連予算などについて説明をいただくという順

序で進めさせていただきます。よろしくお願いいたします。

初に第１の議案ですが、設置要領の改正（案）について、まず事務局からご説明をお

願いいたします。

○渡辺課長補佐 設置要領の改正（案）についてご説明させていただきます。

本年８月に生産技術課が立ち上がりましたことを踏まえまして、以前は農林水産省生産

局総務課において事務局の方をご担当させていただいておりましたけれども、検討会の事

務局につきましては、生産技術課の方で行わせていただくことになりました。

また、前回第１回目のときに、委員の変更のお話を皆様の前でさせていただいておりま

すけれども、今回変更されました委員２名の方にご出席いただいております。田中委員に

代わりまして佐々木委員、あと北村委員に代わりまして島田委員、この２名の方が新しく

今回の検討会の委員のメンバーになりましたので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

設置要領の方は、事務局が生産技術課に移ったということでございます。

それから、今ご紹介いただきました２名の委員の交代があったということでございます。

何かご質問ございますでしょうか。

それでは、ご了承いただいたことにさせていただきます。

次に、平成 19 年度地産地消推進行動計画の実施状況、推進計画の策定状況についての

議題に移らせていただきます。

まず、事務局から説明をお願いいたします。
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○坂田課長補佐 それでは、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。

資料の方は、資料２をごらんください。

この資料につきましては、５月の第１回検討会で提示しました行動計画（案）に各取り

組みの実施状況を書き込んで整理したものでございます。

まず、項目の欄の１つ目、「地産地消の推進のための体制の整備」でございます。５月

に、農林水産省内の関係課によります省内連絡会議を開催いたしました。そして、今ごら

んいただいております行動計画（案）について、省内関係者と協議を行い、そして５月の

第１回の検討会で皆様方にご議論をいただいたところでございます。省内の各課とは、引

き続き連絡調整等を行いまして、また先週でございますが第２回目の省内連絡会を開催い

たしました。そして各取り組みの進捗状況等について確認し、本日のこちらの行動計画の

方に反映しているところでございます。

次に、「地域における地産地消の実践的な計画の策定を促進」についてでございます。

昨年に引き続き、地産地消推進計画の策定につきまして、各農政局等を通じて市町村な

どへお願いしているところでございます。ことし８月末の策定数を取りまとめましたとこ

ろ、備考欄に書いてございますが 942 地区、括弧して市町村策定 742 を含んでおりますが、

この 942 地区で計画が策定されております。

下の方にございます学校給食における地場産物の使用割合についてですが、こちらにつ

きましては春の時点の数字に変更はございません。

３つ目の項目でございます、「農業者団体や食品産業等関係者による自主的な取組、直

売や加工等の活動を促進」についてでございます。１つ目の促進等につきまして、交付金

等を活用しました条件整備等の促進がございます。こちらにつきましては、例えば地産地

消モデルタウン、先ほどごあいさつの中にもありましたが、モデルタウン構想と、その構

想実現に必要な施設整備等を１地区支援してございます。

２ページ目にまいります。

「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」でございます。

地産地消・グリーン・ツーリズム推進支援研修、食に関する新しい情報と普及活動への展

開等を、それぞれ７月及び９月に開催してございます。また、地域特産物マイスターの募

集を行っております。
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さらに、人材育成事業としまして、12 月 11 日から 12 月 13 日でございますが、こちら

の方で講習会を開催して、６０名余りの講習生から大変好評をいただいております。

続きまして、「成功事例の収集・紹介」でございます。ホームページにおきまして、地

産地消に取り組みます事例を引き続き掲載してございます。

また、新しく優良事例についても調査、分析を行っております。そして、優良事例の結

果につきましては、２月に予定しております全国地産地消フォーラムの方で公表、表彰を

予定しております。

また、「地域間の情報交換」としましては、これも 12 月ではございますが、地産地消国

際シンポジウムを開催したところでございます。

そして、下の方にございますが、全国地産地消推進協議会総会、こちらは先ほどのフォ

ーラムとあわせて２月に開催を予定しているところでございます。

そのほか、さまざまな取り組み、その他の欄として３ページ目に整理してございます。

詳細については割愛させていただきますが、おおむね行動計画の内容につきましては順調

に進捗されているところでございます。

次の４ページ目以降につきましては、さらに詳細に、先ほどご説明しました各取り組み

の内容について補足等を整理してございますので、こちらの方もまたお時間があるときに

ごらんいただければと思っております。

続いてでございますが、地産地消推進計画の策定状況と、今後の取り組み目標について

ご説明いたします。

資料３の方をごらんください。縦紙の紙でございます。

まず、地産地消推進計画の策定状況についてです。地産地消の策定数につきましては、

先ほどお話ししましたように、今年８月末に全国で 942 の策定がございます。内訳としま

しては、例えば市町村であれば 742、農協 73、都道府県 82。この都道府県 82 の中には、

県の出先機関、例えば何々地方振興支局といった地方部局ごとに県が地産地消推進計画を

定めたものもございます。そういったものを足し上げまして 942 ございます。

一方、策定された地域を見ますと、市町村が 742、農協が 73。農協の中には、ご存じか

と思いますが、複数の市町村を抱えております広域的な農協がございます。つまり、市町

村でつくった地産地消推進計画と、ＪＡの方でつくられました地産地消推進計画、地域的
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にダブりがございます。そういったものを整理しましたところ、市町村単位、地域単位で

見ますと 865 の市町村で現在、地産地消推進計画が策定されているという整理になってご

ざいます。

（２）のところでございますが、地産地消のさらなる展開を図るために、市町村などの

自主的な計画策定を促進し、計画策定市町村を拡大することが必要と我々は考えてござい

ます。

このため、中期的には全国の３分の２の市町村、現在 1,800 ほどの市町村がございます

ので、1,200 の市町村において計画を策定することを目標とし、当面の目標としましては、

平成 21 年度末を目標としまして、市町村及び農協等による地域単位での具体的な計画策

定数を 1,000 と定める方向で検討しているところでございます。

この際、食育基本計画を初めとしました関連の計画における地産地消に関する計画策定

状況についても考慮していきたいと考えてございます。

関連する計画と今、申し上げましたが、それが次のページで類似するあるいは関連する

計画について整理しております。

１つ目が、食育推進計画でございます。これは、食育基本法、平成 17 年７月に施行さ

れた法律でございますが、この基本法に基づいて各市町村、都道府県などが策定する計画

でございます。こちらの食育推進計画につきましては、平成 22 年度末に都道府県で 100

％、市町村で 50 ％以上で策定することが目標とされております。なお、19 年６月現在の

市町村でつくられました計画については 75 の計画でございます。うち６計画につきまし

ては、地産地消推進計画、先ほど言いました 865 市町村と重複した関係にございます。

もう一つの関連した計画としまして、ＪＡの方で策定を進められておりますＪＡ食農教

育プランというものがございます。こちらにつきましては、平成 21 年度末までに全国 810、

すべてのＪＡで策定を進めることとされていると伺っております。そして、平成 19 年８

月の段階では 258 のＪＡで策定されていると伺っているところでございます。

次のページをごらんいただけますか。

こちらが今、言いましたＪＡの食農教育プランのひな型でございます。地産地消と類似

する点もございますが、名前のとおり食農について重点を置かれた計画です。

また、次の表の一覧表につきましては、先ほど説明しました推進計画を策定している市
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町村、あるいは都道府県、さらに各ＪＡその他の内訳を整理してございます。

その次のページ、計画の内容についてどうなっているのかということが、第１回５月の

検討会の際に委員の皆様からご質問がございました。計画の内容を一概に分けることは難

しゅうございますが、おおむねどういった内容かということは整理してございます。

やはり一番多いのは４つ目、直売所等におけます地場農産物の利用促進、これを計画の

内容、目標として定めた計画が多うございました。続きまして、学校・福祉施設等におけ

ます地場農産物の利用促進、つまり食育について目標と定められた計画が多いという状況

にございます。

簡単ですが、地産地消の計画策定状況について説明を終わります。

○永木座長 ありがとうございました。

ただいま、地産地消の達成状況等につきまして、資料２と資料３についてご説明をいた

だきました。これについて少しご議論、ご意見をいただきたいと思います。いかがでござ

いましょうか。

それから、今後の推進目標等についてもお考えを示していただいたんですが、それらに

ついてもご意見をいただきたいと思います。

資料３によりますと、現行の目標は 900 地区でしたけれども、延べ数ですと 942 です。

ただ、ＪＡとのダブり等があるので、ネットでカウントし直すと 865 ということです。そ

れにしても大体、現行目標に到達しているであろうかと思います。問題は中身だろうと思

うんです。

○米本委員 全中地域生活部の米本と申します。よろしくお願いいたします。

農林水産省の資料の中に、私どもＪＡの食農教育プランのことにつきまして触れていた

だいておりますので、若干ご説明を申し上げたいと思います。

食農教育プラン、それぞれの全国に 810 あるＪＡで、とにかくすべてのＪＡで取り組み

ましょうということを昨年のＪＡ全国大会で決議をしております。そういう中で、推進を

してきているわけでありますけれども、今こういう食農教育プラン策定の手引きというも

のをつくりまして、一斉に推進に取り組んでおります。そういう中で、２段階の取り組み

をしておりまして、まず 47 県、特に中央会ですけれども、全県でまずこの食農教育プラ

ンに基づいた活動をやりましょうということで、県版プランの策定を平成 19 年度末にや
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りたいということで、精力的にやっているところであります。

そして、810 のＪＡにつきましては、農林水産省の地産地消の計画と同様、平成 21 年度

末には全部のＪＡでこの活動に取り組むということを目指しております。そうしたときに、

この資料の中にもありますように、幾つかの活動の領域があります。

大きく５つの分野と３つのターゲットを用意しておりまして、１つは農業体験に基づく

教育、それから地場産の農産物を学校給食に提供しましょう。３つ目が、生活文化の視点

からの伝統食とかそういうことも含めました食の教育、そして直売所等の地産地消、そし

て交流、消費者と生産者の意見交換というようなことを地域と学校と家庭、３つのターゲ

ットに置いて推進をしていこうということで話をしております。こうした食農教育プラン

をつくるわけですけれども、このすべての活動をすべてのＪＡがやれるわけではなくて、

ＪＡによってまちまちの活動になるのではないか思います。

そういう中で、特に我々が意識をしておりますのは、１つは直売所・ファーマーズマー

ケットを経営的なことも含めてしっかり運営をしていただくということ。それからもう一

つは、学校給食への地場産農産物の提供、これに力を入れていこうということであります。

もちろん、食農教育全般にかかわるいろいろな取り組みといいますのは、それぞれＪＡで

生活文化活動等を通じてやっておりますので、これはもう既にかなり定着しているところ

であります。これから進めていく中において、ぜひ農林水産省が推進されます地産地消の

推進計画、県の方にも我々は、とにかくまず県段階を全部推進しなければいけないと思っ

ておりますので、そういう面でも農水省のこの計画にとも連携させていただきながら、し

っかり推進をしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いをいたします。

○永木座長 どうもありがとうございました。

関連しますか。はい、どうぞ。

○高鷲委員 それにつきまして、部長さんからお話しいただきましたけれども、私ども都

道府県学校給食会は県に１つずつあります。文科省の指導を受けて同じような方向性で業

務を行っておりますので、ぜひ両者がうまく協調しながらやるとより大きな効果が得られ

るではないかというふうに思います。

○永木座長 どうもありがとうございました。

この委員会に、以前、文科省の方にお越しいただいてお話を聞いたことがございますが、
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地域に広がりを持つ事業として展開していくためには、農協さん、それから市町村、そし

て文科省系統下の学校、そういうところが一体となって、今お話していただいたような相

乗効果を出す取り組みをしていただかなければならないと思います。

私はかねがね地産地消というのは、一つは経済活動であるということはもちろんなんで

すけれども、もう一つ市民の運動として、あるいは地域の運動としてあるんだろうと思う

んです。それが、地域の農業を支えるということとあわせて、そして消費者は旬のおいし

い物、新鮮な物を包装代等のをコストのかからない形でいただけるということで、お互い

が連携して協力し合うということが大変大事だと思います。

特に、今お話しいただきました学校給食というのは、新しくはないですけれども、これ

からのもう一つの取り組みの大きな課題だろうと思いますので、ＪＡさんそれから高鷲さ

んとか、どうぞひとつよろしくお願いいたします。

先ほどの資料の 後の地産地消推進計画の内容というところを見ましても、今、直売所

が数多いですけれども、次は学校、福祉施設ということであったので、こういう取り組み

がだんだん広がりを持っているのかなということはおわかりになっていただけるんじゃな

いかと思います。

ほかに何かご意見はございますでしょうか。

前回、見せていただいたときは、資料の終わりから２枚目の県別のデータも非常に格差

があったんですけれども、少しはその格差がならされてきたんでしょうか。

○鳩山生産技術課長 各県の策定状況を見ますと、ブロックごとに特に策定主体ごとのと

ころで市町村、それからＪＡを見ますと、ブロックごとに特色があるというよりは、やは

り県ごとに、もちろん県における市町村数とかＪＡさんの数とか違うわけですけれども、

特定の県はかなり進んでいるという感じがございます。

市町村の方で見ますと、東北では青森、岩手、この辺が 26、35 と多うございますし、

それから関東だと千葉、それから山梨が 24、28 となっています。それから北陸で新潟、

これが 35 と非常に多いです。それから、さらに東海は県の大きさもあるかもしれません

けれども、20 を超えるものはございません。近畿で和歌山が 27 というふうに非常に多い

数がございます。それから、中・四国は 20 以上はございませんが、九州の方を見ますと

熊本、鹿児島、この辺が 48、47、宮崎も 30 ということですので、この辺の特定県でかな
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り熱心に取り組みが行われているという状況でございます。

他方、少ないところはどこかというと、やはり大都市部です。東京が２、それから大阪

が２、それから四国になりますけれども香川が２、それから徳島が４となっております。

東京あたりですと地元の地場農産物といっても、コマツナとか特定のものにどうしても限

定されてしまうということがありますので、どうしても少なくなっている状況があるのか

なと思います。ただ、東京でも 近、吉祥寺の方に直売所を地元の方が開設されたという

話もお伺いしておりますし、品ぞろえが多いというわけじゃないかもしれませんけれども、

地産地消に取り組んでいらっしゃる方もあるとお伺いしています。

それからＪＡさんの方の数を見ましても食農教育プランの方は、258 ＪＡございます。

我々の方でとらえている地産地消推進計画の関連でとらえているのがが、73 ということに

なりますので、実際にはその他の 200 ほどのＪＡさんの食農教育プランの中でも、地産地

消に触れられているところがあるかと思います。ただ、ここにあります 73 の中で見ます

と、これも県によって多い少ないがございます。

多いところですと群馬７、それから和歌山 10。ちなみに和歌山は市町村の数も非常に多

いです。ざっとこんな感じで、県によって相当差があるようです。、中身も問題ですが、

まず数で見ると特定県ではかなり進んでおり、逆に都市部を中心に進んでいないところも

まだまだあるということが分かります。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

今の課長のご説明にありましたけれども、例えば岩手なんかを見ますと、参考の市町村

数と計画策定しているところの数が 35 で同じですので、ここは 100 ％でき上がったこと

になります。熊本だとか宮崎あたりも 100 ％行き渡っています。しかし、今ご説明いただ

いたように、まだまだできていないところもあります。だから、まだちょっと遅れている

ところをどういうふうに元気づけて取り組んでいただけるか。都市的なところではちょっ

と無理だろうと思うんですけれども、もっとやっていただかなければならんのじゃないか

と思うようなところがあります。例えば私の地元ですけれども茨城はちょっと低いなと思

うんです。

○増田委員 今のお話を聞いて、私は都市近郊というか東京の外れといいますか、横浜市
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に住んでいるんですが、都市というのは地産地消過疎地なんです。これを何とかする方法

というのをこれからは考えていかなければと思います。地産地消がうまくいっているとこ

ろというのは、限界集落じゃありませんが、人々があまりいないところに、観光客は土日

ならば寄ってくれるけれども、ウィークデーは人が来ないと言っている直売所、ＪＡさん

がやっているところなんかでも時々聞きます。

何でこんなことを言うかというと、今お歳暮のシーズンでわかったんですが、送料サー

ビスというのがすごく多いんです。量販店も激戦の時代になってきているので、このセッ

トに限っては送料をサービスいたしますとか、あるいは 3,000 円以上のお品物をお送りす

るのは送料をサービスします。そういうサービスの時代だと思うんです。

自分の地域だけで地産地消やっていると、それはそれで限界が見えてくるんじゃないか

と思うので、離れたところへも届ける宅配サービス、大量の物流とは別にそういう方法が

あってもいいんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょうか。

○米本委員 今、お話がありました産直の分野と、それから地産地消の分野とあるんだろ

うと思いますが、お話にありましたように、幾つかの活動をうまく結びつけながら活動す

るというのは有効なやり方だと思います。

例えば、横浜地区であれば市民農園があります。市民農園の活動と、それからそこで売

られる直売所の活動というのは、基本的に同じエリアの中では有効に機能すると思うんで

す。それに、例えば環境に関する取り組みとかそういうものも一緒にできますし、それか

ら食育に関する取り組みも一緒にできる。あるいは、そこには子供たちも来ますから子育

て支援の活動も一緒にできる。あるいは、高齢者がそのエリアの市民農園に自らも加わり

たければ、元気な高齢者に対する活動もできるというふうに、一つの農業生産という場を

幾つかの角度から見れば、非常に多彩な取り組みができます。また、地域の住民との交流

も可能になるのではないかというふうに考えておりまして、今、増田先生がおっしゃった

ような活動を、うまく結びつけながら取り組んでいくというのは、非常にいい方法かなと

いうふうに感じました。

今、そういうことを新しく始めておりまして、私どもは６つのくらしの活動を推進しま

しょうというふうに言っておりまして、１つは高齢者の生活支援、２つ目がこの地産地消

とかかわる食農教育、食育ですね。それから、３つ目が環境保全に関する活動、４つ目が
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子育て支援の取り組み、それから５つ目が市民農園に関する取り組み、それから６つ目が

田舎暮らしを支援する活動。こういうふうな６つの取組を中心にこれからＪＡグループは

くらしの活動に取り組みますということで今スタートしております。

○鳩山生産技術課長 近、開催した行事で国際シンポジウムというのをがございました。

アメリカとイタリアの方にもお見えいただいんたんですが、そのときにちょうど増田委員

がお住まいの神奈川にある生協のパルシステムの方がいらっしゃいまして、生協も何系統

化かあるというふうにお伺いしましたが、パルシステムさんがかなり進んだ取り組みをや

っていらっしゃるというのをお伺いしました。

その方にお伺いしたんですが、会員ということでいうと、横浜とか川崎とかその辺の在

住の方が圧倒的に多いということなんです。川崎とか横浜も一部、地元の農業農村ありま

すけれども、やはり非常に限られているということで、、神奈川のパルシステムさんによ

れば小田原の下曽我という地区が非常に有名な地区らしいんですけれども、そこと非常に

熱心に提携活動をやっていて、同じ県内である横浜、川崎と大分離れた地域ですけれども、

そこで農産物の供給を受けたり、農作業体験、実際に農業の機械を買われて子供さんを中

心に大人の方も結構熱心にやってられるというふうに言ってらっしゃいました。

確かに、理想はさっきおっしゃられたように、限界集落みたいな相当田舎より、地元の

まさに地場の物というのが一番ピュアな形としてはあるかもしれませんけれども、一つは

県の中の離れたところで、そういう取り組みをやっていらっしゃるというのも一つあるか

なというふうに思います。

それから、運ぶという意味ですと、ちょうどこれは次の議題にまた重なってきますし、

さっきおっしゃっておられたことで、有名な例で群馬県の甘楽富岡というところがござい

まして、そこは首都圏の西友とか、それから東急ストアさんとか、こういうところにイン

ショップという形で出店されている分と、それから産地直送ということで、必ずしも甘楽

富岡コーナーとは銘打ってないんですけれども、これは甘楽富岡から来た下仁田ネギであ

るとかという形で置いておられるところもありまして、地産地消を説明するときに地域の

地というのはどこら辺を指すのかというのは、これも議論していくといろいろな展開があ

ると思います。

我々、さっき申し上げました一番ピュアには地元ということなんでしょうけれども、



- 13 -

も大きい範囲として県という感じでとらえていて、しかし発展していく過程でいくと必ず

しも県というのにとらわれずに、群馬から東京に送るとか、あるいは神奈川に送るとか、

そういうのもあっていいんじゃないのかなというふうに思います。それは発展過程の中で

考えていくべき問題だなというふうに、理解しております。

以上です。

○永木座長 どうもありがとうございました。

大変、貴重なご意見をいただいたと思うんですが、私、先日ある学会の集まりに出て話

を聞いておったんですが、「ラーバン」という言葉が出ました。、全く私は聞いたことのな

い言葉だったんですが、ラーバンというのはルーラルという日本語で言う「田舎」と、そ

れから「都会」のアーバンという言葉の合成語としてラーバンというんだそうですが、要

するに、混住化して都市の方が農村の田園地域にお住まいになってこられる。少子化して

人口も減っているわけですけれども、そういう傾向が続く中で、以前から住んでいた方々

と新人類の方々が、一方では、あつれきを起こしているようなところもあります。しかし、

一方では、今お話があったような地域の中で溶け込んで同じ目線で生活し、行政に参加し

て、そして地産地消のような取り組みをしていくという、そういうような取り組みができ

ているところがあるというお話でした。

県別のこういうリストを見ていますと、そういうそこそこに生産地でもあり、そして消

費地でもあるというようなところは非常にうまくいくんでしょうけれども、もっと過疎地

域、山間地域になってくると、そこにはマーケットがない。都会地域になってくると、マ

ーケットはあるけれども生産者がいないというようなことがあるんだと思うんです。

だから今、課長がおっしゃられたように、やっぱり地域の概念も私どもいろいろな理解

の仕方を持たなければいけないし、そしてマーケティングという取り組みの中で工夫しな

きゃいけない。多分、連携ということになるんだろうと思うんですけれども、そんな課題

が市町村の数字の背後に潜んでいるんだろうという気がしております。だから、そういう

ことをこれからどういうふうにして、さらに支援していけるのか。今、増田委員からもご

提案いただきましたようなことを含めて検討していかなければいけないと思っています。

話の中身が、売り方といいましょうか、マーケティングといいましょうか、その方面に

移ってきておりますので、ここで次の議題に移らせていただいてよろしいでしょうか。続
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いてですね……どうぞ。

○蓮尾委員 余計な質問になってしまうかもしれないんですが、ちょっとお伺いしたいん

ですが、平成 19 年度の予算に地産地消特別対策費として７億 9,000 万計上されているんで

すけれども、この基本計画の策定ということに、この対策費からの予算がついていて、支

援という形で使われているのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。

○永木座長 その話は後であるんでしょうね。

○渡辺課長補佐 予算の話は後でします。

○永木座長 後にさせていただいてもよろしいですか。

○蓮尾委員 はい。

○永木座長 では、後でそのことについてはお願いいたします。

それでは、続きまして事務局から、直売所を中心とした地産地消の取り組みについてご

説明いただいて、ご検討、ご意見をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○坂田課長補佐 資料４に基づいてご説明いたします。

私ども生産技術課では、これから直売所を始めようとされる方、あるいは既に直売所を

始めているんだけれども、もっと経営あるいは活動内容を拡大したいという方々に向けま

して、パンフレットのようなものをつくりました。パンフレットについては、事前に各委

員の方々にお送りしているところなんですが、簡単にこの場で再度ご説明させていただき

たいと思います。

まず、パンフレットに入る前に１枚、紙をつけてございます。これは、パンフレットに

より興味を持っていただくために、イエス・ノー方式で各直売所のタイプ分けをしてござ

います。もちろん直売所にもいろいろな活動の側面がございますので、１つの直売所につ

いても簡単に何々タイプと分けるのは難しいかと思いますが、遊び心も含めまして、イエ

ス・ノー方式でどういったタイプであるかということに興味を持っていただければと思っ

ております。

例えば一番 初、スタートのところですが、直売所を既に設置しており、さらに取り組

みを発展させたいそういう方、ただし答えがノーであれば、これから直売所をスタートす

るタイプですので、パンフレットのページ１、２を見ていただきたい、というような構成

になっております。そのほかの想定しております直売所のタイプとしましては、こだわり
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直売所タイプ、直売所＋レストランの併設タイプ、異業種連携タイプ、同一県内で拡大し

たいというタイプ、あるいは大消費地を志向するタイプ、そういったものを想定してこの

パンフレットをつくってございます。

それでは、パンフレット本体の方を簡単にご説明いたします。まず、１ページ目でござ

います。

ここでは、これから直売所を始めてみたいというふうに考えられている方々に対するメ

ッセージでございます。直売所といいますと、どうしても施設をイメージするところなん

ですが、例えば区役所の駐車場を利用した朝市がございます。あるいは、もう既にありま

す既存施設を活用した直売所といったものもあります。このようにいろいろなパターンが

ありますよというメッセージをここで発信をさせていただいております。

また、直売所の取り組みのメリットとしましては、高齢者や女性などの活躍の場の創出、

あるいは流通コストが節約できますので農家の方の手取りが増えたり、あるいは消費者の

方も新鮮な農産物を割安に入手可能である、そういったメリットがある。あるいは、農家

の方にとって一番大きなメリットかもしれませんが、自分で価格設定ができるほか、顔が

見える関係で主体的に販売ができる。あるいはさらに発展しますと、加工・観光などとも

連携しまして、６次産業化が可能になる、つまり付加価値化ですとか雇用の確保ができま

す。そういったメリットをここでご紹介させていただいております。

次、２ページ目になります。直売所を設置しましょうというところでございます。直売

所を設置するに当たりましての簡単な留意事項等を書いてございます。

まず、来店できる消費者の数ですとか競合する店、それぞれの地域の特性を調査・検討

して場所を決定しましょうということでございます。先ほども議論にありましたように、

消費者は多いがなかなか生産者からの搬入が難しい、あるいは生産は非常に盛んであるが

消費地が遠い、そういったところについては留意しましょうということで、当たり前かも

しれませんが基本的なことを書いてございます。

また、直売所を建てるのではなく、量販店等にインショップとして出店することなどに

ついても検討いただく、そういったことをメッセージしております。

また、データ的なことではございますが、直売所の現状としまして全国に１万 3,538、

これは 2005 年農林業センサスで整理したものでございます。売り上げはどうかというと、
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センサスの１万 3,000 についての調査ではないので一概には比較できないところがありま

すが、平均で約１億の直売所の売り上げがあるという調査結果になっております。ちなみ

に、この売上額を調べた直売所は下の方にあります 4,645 の直売所でございます。

また、直売所の課題につきまして、出荷者の確保、魅力ある品ぞろえ、集客数の確保、

組織運営、こういったものが直売所を運営されている方々から課題として上げられている

ところでございます。

次に３ページ目でございます。品ぞろえの確保。

先ほどの課題の方にございましたが、直売所を安定して発展させるためには、やはり品

ぞろえが必要であるということはよく課題として上げられます。そのための取り組みとし

まして、作物生産の多品目化や周年化、出荷者数の増加、加工品などへの取り組み、他の

直売所などとの連携、そういったものが品ぞろえのための取り組みとして挙げられます。

また、特徴ある直売所づくり、こちらの方は直売所、先ほど言いました１万 3,000 全国

にございますので、ほかの直売所との差別化を図っていかなければなりません。そのため

の１つの取り組みの例としてではありますが、地域特産作物、地域の伝統食品などの、他

にはない品ぞろえを行う。季節感のある品ぞろえ、新鮮で信頼できる農作物の品ぞろえを

行う。昨今、農作物に対する安全・安心の関心が非常に高まってございますので、これか

ら直売所におきましてもやはり安全で安心であるもの、そういったものを提供する必要が

あろうかと考えております。

また、少量多品目の生産体制づくりが基本でありまして、作物の栽培研修会などによる

作付品目の拡大の支援が重要というふうに考えております。

そのための例としまして、①から⑥にありますように、生産・出荷カレンダーを作成し、

作目拡大を促進する。栽培マニュアルを作成し、講習会、研究会等を行う。その他、冬場

の生産確保のためのハウス等栽培施設の導入、こういったものも有効な取り組みの考え方

かなというふうに考えてございます。

続きまして、４ページでございます。効率的な集荷体制。

消費者ニーズに合った生産・出荷ができるように、販売管理システム。ＰＯＳシステム

というのがございますので、ＰＯＳシステムのデータを分析してみる。あるいは、生産者

ですとか出荷者の方に販売状況を送信できるようなシステム、例えば携帯やファクスに送
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信できるようなシステムを使いますと、売れ行きに応じた追加の出荷ができますので、売

れ切れ御免といいますか、せっかく消費者の方が買いたいというのにそのニーズを逃すこ

とがない、そういったことがシステムとして挙げられております。

また、下の方でございますが、高齢者や女性も無理なく農産物を出荷できる体制づくり

などにも取り組んでみましょう。例としまして、奥出雲の産直振興協議会を挙げておりま

す。こちらの方では、地域内に拠点集荷所を設けまして、生産者の出荷した農産物を巡回

集荷しております。これによりまして、高齢者農家などの出荷を他の農家が助ける体制づ

くりにもなっております。

続きまして、５ページ目でございます。こちらの方は加工についてでございます。

農産物加工のメリットとしましては、まず付加価値がつけられることでございます。こ

れも一つの統計ではございますが、農産物加工場の平均像として数字を挙げてございます。

例えば農産物加工場、仕入れの額が 1.3 億円平均がありまして、その販売額が 3.1 億円、

つまり 2.4 倍の付加価値がつくというふうに単純計算ではできます。中には、加工に要す

る経費がございますので、そのまま農業者の方あるいは加工者の方の所得の増加にはなり

ませんが、いずれにしても付加価値という面には着目できるのかなというふうに考えてご

ざいます。

また、加工によりまして雇用の創出、あるいは直売所の年間を通じた商品の品ぞろえが

確保できる、そういったメリットがございます。

そして、農産物加工に当たりましての一つの留意点でございますが、左下の方にありま

すように、やはり加工して販売するとなるとさまざまな許可等が必要になりますので、こ

の辺にもご配慮いただきたいということをこのパンフレットに書いてございます。

続きまして、６ページ目の方に行かせていただきます。異業種との連携や６次産業化に

よりまして、地域全体での取り組みを目指しましょうと書いております。

真ん中の写真でございますが、農産物そのまま食べてもおいしいかと思いますが、直売

所にレストラン等を併設しまして、そちらの方で料理したり、地域の外食、観光業と連携

することで、より多くの方、消費者の方に喜ばれるとともに集客力を高めることができま

す。また、地元の農産物を福祉施設やデイサービスへ提供することで、地域住民への貢献

もできるというふうに考えてございます。
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下の方ですが、地域活性化への取り組みとしまして、地場農産物に関するイベントの開

催、地域住民に対する農作業の体験あるいは交流活動、これも食育の一環というふうに考

えられますが、そういった活動もございます。また、観光農園、グリーン・ツーリズム等

の取り組みとの連携、こういったことによりまして活動の幅が広がる。６次産業化によっ

て、先ほど言いました雇用ですとか経済効果の拡大ということが図れるかと思います。

７ページ目でございます。地域内の連携強化や地域外への拡大にも取り組んでみましょ

うということでございます。

地域内の連携としましては、昨今、各自治体も非常に地産地消の取り組みが積極的にな

されております。そしてその一つとして、食のまちづくり宣言がございます。。これは佐

賀県伊万里市の例を写真に載せてございますが、このような宣言が行われています。ある

いは、地産地消の日の設定。栃木県では毎月８日、18 日、28 日を地産地消の日と定めま

して、県の食堂の方で県の農畜産物を利用した地産地消メニューが提供されているように

伺っております。

続きまして、インショップやアンテナショップの取り組みがございます。先ほど若干議

論がありましたが、地域内に限らず大消費地ということにつきましては、非常に生産者に

とって魅力あるところでございますので、そういったところにインショップの開設、ある

いはアンテナショップの開設、そういったもので地産地消の活動を拡大できるのかなとい

うふうに考えております。

続きまして８ページでございます。学校給食へも地元農産物を提供しましょう。

地産地消推進計画の整理の中で、直売所と同じく、取り組みたいということで多く挙げ

られているのが、この学校給食への地場産農産物の提供でございます。いろいろな取り組

みをやりたいということはありますが、まずどのような取り組みから行っていけばよいか、

このステップについてご説明したペーパーでございます。

初に、生産サイドと学校給食サイドのマッチング。つまり生産者はなかなか学校給食、

あるいは栄養士さんと接点がない、話をする機会がないということをよく伺いますので、

まずそういったマッチングの場が必要であろうと考えます。

次に、生産サイドと学校給食の連携です。学校給食では毎月、学校給食のメニューを設

定されております。メニューつまり献立計画の策定に従いまして、生産者の方に食材が発
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注されます。そして、生産者サイドは詳細な納入計画を策定していただくと、そういう手

順がありますよということを説明しております。

そして、農産物の安定供給する体制づくりでございます。農作物は、どうしても異常気

象ですとか納入時の事故ということがあり得ます。一方、学校給食というのは一日も欠か

すことができませんので、不慮の事故といいますか、そういった緊急事態に対応した代替

品の市場からの確保等についても、あらかじめ検討する必要があろうというふうに考えて

おります。

そして、食育としての取り組みです。子供たちに、この野菜あるいはこのご飯はどこど

この農家で、あるいは農場でとれたんだよということが説明できますと、子供たちが農作

業を行うにつきましても、より一層農業あるいは食料ということについて理解を深めてい

ただけると、そういうふうにしているところでございます。

９ページ、これも先ほどちょっとお話ありました予算について主な取り組み、地産地消

の取り組みに対する主な支援について代表的なものを記載してございます。

こういったことで、これから地産地消に取り組む、あるいは取り組んできてさらに拡大

していこうという方々に何らかのお役に立てていただきたいなと思って資料、パンフレッ

トを作成しているところでございます。今日、この場でまた皆さん方のいろいろな意見を

いただいて、さらにバージョンアップしたパンフレットにしていきたいなと考えてござい

ますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○永木座長 農水省の方でこういうパンフレットをお作りになるという企画でございま

す。こういうようなデザインでいかがだろうかということですが、これについて少しご意

見をいただければと思います。

まず、これは産地向けのプロモーションのパンフレットになると思うんですが、今の段

階では消費者向けというか市民向けというものは特に考えてないんですね。まずこれにつ

いていかがでしょうか。

○野見山委員 全体的に工夫されてよくできていると思うのですが、 初の資料４のフロ

ーチャートは、このパンフレットの中に入るでしょうか。

○鳩山生産技術課長 これは、かなり省略しているところもあるので、入れるのがいいの
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かどうか、ちょっと悩ましいのですが、いきなり１ページ目に来て、ここの下線部分にも

書いてございますが、いろいろなパターンがありまして、必ずしも直売所からスタートし

たものばかりではないですし、むしろ学校給食の方にかなり取り組んでいらっしゃる市町

村も非常に多くございますので、我々今回つくった手引きはあくまで直売所を中心とした

ものですので、このフローチャートには、学校給食自体入ってきておりませんので、どう

しようかなと思っているところです。

ただ、前にいろいろ専門家の先生方にお集まりいただいてご意見をお伺いしたときに、

全国各地で１万 3,000 ヶ所ある中でいろいろなタイプがある。それは必ずしも今後の発展

を目指すというタイプばかりじゃなくて、地元で自分たちがおいしい物を食べればいいじ

ゃないかというような、そういう価値観もあっていいじゃないか、必ずしも、どんどん経

済的に伸びていくばかりが生き方じゃないですというふうなご意見がありまして、そうい

うものを改めて少し位置づけるには、これは矢印のところの 初に、高齢者等を生きがい

として安定して取り組むタイプとございますけれども、これは自分たち自身の生活が豊か

になればいいということで、この後必ずしも経済的に伸ばしていくということは考えてい

ないような、そういうタイプも一つ位置づけるものとして、そういう意味で少しこういう

フローチャート的なものも理解に役立つ部分もあるのかなというふうに考えてきたところ

でございます。

○野見山委員 もし、パンフレットに入れられるとするならば、目次代わりとしてこのフ

ローチャートを入れるのが意味があるのではないかと思います。ただ、そのときに、コン

ピュータプログラムのフローチャートのようでちょっとかたい感じがするので、もう少し

丸くフリーハンドで優しく書いた方が、見やすい感じがします。

○永木座長 ありがとうございました。

１枚目の目次的にというのは私も大変賛成なんですが、今課長がおっしゃられましたけ

れども、学校給食等は１枚目の中には入ってこないのでしょうか。８ページ、それから９

ページにたどりつけるように、学校給食の項をどこかに入れておく必要があるのではない

かと思います。

ほかに。

○増田委員 前もって送っていただいたこの原稿を見せていただいて、ちょっと感想めい
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た思いを抱いたんですが、それはこのとおりいけばいいんだよねという感じなんです。す

ごくやってみましょう、つくってみましょう、設置しましょうと、なかなかこのとおりに

いくわけはないとやぶにらみ風に思ってしまったんですが、事例なんかも内子町のからり

とか先進的な事例を取り上げていますが、 近のところには随分ご苦労があるというふう

に聞いておりますので、こういうふうにしてはいけませんよじゃないですけれども、こう

したときどうしましょうかみたいな、そういうのが実は現場の人にとっては参考になるん

じゃないかと思うんです。

このとおりやったらうまくいきますというのを見せられても、なかなか自分のところの

経営に結びつかないんじゃなかと思うんです。特に、おしまいの方にある農産物加工のメ

リットというのは、直売所レベルでつくっておられる漬け物なんかは、やっぱり都会人か

ら言うと、塩がきつ過ぎるとか着色料を使っているのが気になるとかいろいろあるんです。

一方、大量流通のメーカーのものというのはその辺をきちんと計算して出しておられるか

ら、味的にも見場もいい。ですから消費者の側からの意見がうまく入るようにすればいい

と思うんです。

ちょっと長くなって申しわけないんですが、ついでに言っていいですか。実は、直売所

というのは、我々消費者の側からいきますと、品物はいいが愛想が悪いというのがよく言

われるんです。それは、曲がったダイコン、どうしてこのダイコン二股になっているのと

言ったら、ダイコンだっていろいろあるよとおじさんに言われてしまったとかいうことが

あるんです。今のこういう経済的な状況の中で、量販店のサービスというのはすごくて、

どうして女の人がデパートに行ったりなんかするかというと、あそこだと消費者は王様と

いうぐらいに優しく持ち上げてくれるんです。それに比べて直売所というのはどうなんで

しょうか。

直売所の何が一番いいかというと、生産者と消費者が仲よくなれるというところです。

実は、生産者と消費者というのも何でも言い合える、そういうコミュニケーションをつ

くらなければならない時代なんじゃないかと思うんです。しかし、直売所の売り手にはそ

ういうサービスということを学ぶシーンがなさ過ぎる。多分、大きなスーパーなんかです

と、何やら研修があったりして、多少サービスみたいなのがたたき込まれるだろうと思う

んですけれども、いきなり直売所であなたこれ売りなさいと言われて、ちゃんとお客様と
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対峙できる人がどれだけいるか。私だってきっとだめだろうと思いますけれども、そうい

うサービスというのに少し目を向けた方が直売所にとってもいいし、生産者と消費者のコ

ミュニケーションの場、それはとりもなおさず食農教育の場だろうというふうに考えてお

ります。

○永木座長 要するに、消費者の立場に立って考えなさいというご指摘であったと思うん

ですが、私もあるところへ行ったときに言われたのは、昔、商店街にあった八百屋さんは

そこに買いに来たお母さんと会話する場でもあったということでした。それが、今のスー

パーには会話がなくなってしまった。そういうのが、もう一回地産地消の直売所に取り戻

せないだろうかというようなお話を聞きました。

そういうコミュニケーションの場づくりというのも、この中には多分意味が込められて

いると思うんです。今、増田委員から言われたようなことが、一つこれからの課題として

あるんだろうと思います。そんなことが、多少どこかに少し反映していただけるといいん

じゃないかと思います。

ほかにご意見ありませんか。

○蓮尾委員 どこに盛り込むかということで、私もずっと見ていたんですけれども、今す

ぐには答えが出てこないんですけれども、こういう資料そのものが、地産地消がどちらか

というと事業的にも成功すればいいという視点で提案されているんじゃないかと思うの

で、私が提案することというのは余り意味がないのかもしれないんですけれども、健康と

いう言葉なんです。

いつも感じるんですれども、地産地消というのはそのものが体の健康だけではなくて、

地域の健康というか、社会的な健康という意味で非常に大きな役割を持っているんじゃな

いかなといつも感じているんです。そういう意味で、やっぱり地域でとれたものを地域で

食べるということは、体の健康にとっても、科学的に分析しても理にかなったメリットと

いうのは非常にたくさんあるということもありますので、体の健康だけではなくて、地域

で生み出したものを地域で消費するというのが、ある意味では健康の原点ではないだろう

かというふうに思いますので、そういった理念が、言葉でどういうふうに盛り込むかとい

うのは難しい問題かなとは思うんですけれども、これから見直されていくのが健康面じゃ

ないかなと思うんです。
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病気になって医療費に多額の金額を費やすよりは、食べ物という原点を見直すことで、

健康というものがいかに大事かということをこれから提起されてくる時代に入ってくるん

じゃないかなと思うので、そういう意味で地産地消が健康と結びつけた問題提起をぜひ進

めていってほしいなというのは日ごろから感じているので、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。

○萩原委員 先ほど増田先生のお話の続きで申し上げようかなと思ったんですが、増田先

生のお話ですと、直売所の方はどうしても愛想が悪いとかサービス精神が余りないとかと

いうことについては、私もよく分かりますけれど、必ずしも全部じゃなくて、非常に人柄

がいいおばさんがやっていて、固定客がとてもたくさんいる直売所も中にはあるので、そ

ういった部分はやっぱり人間の問題なので、どういうふうにこういうところを盛り込んだ

らいいのかなというのは難しいかなというのはちょっと思いました。

もう一つ、私は観光業の立場として今回は出ているわけですけれども、学校給食に関し

まして、ＰＴＡの方に出ていた関係もありますので、ちょっと一つ思うところがありまし

た。

学校給食に関しましては、私もＰＴＡの立場で、市の給食センターの人と地元の農家の

方がいるところで、学校給食に関してどういうふうにしていったらいいのか、もっと地産

地消を進めていくべきであろうというような会議のところに参加をさせていただいて、そ

の中の議論で、あれっと思ったことが１つあります。

地元の農家の方が、おれのところはミニトマトをいっぱいつくっているんだけれども、

ぜひ学校給食で使ってくれないかというようなことを言っているんです。一方で、学校給

食の給食センター長の方は、生のトマトは使えないというんです。私それを聞いて、あれ

っと思ったんですが、この辺に関しまして高鷲さんもいらっしゃるのでよく聞かなくちゃ

いけないと思ったのは、必ずしも農家の方がつくっているものをそのまま学校の給食の方

では使えないということなんです。特に、なま食のものはサラダは使えないというような

話になって、せっかく使ってくれと言っているところと、使いたいけれども使えないとい

う議論で全然かみ合わなくて、非常にもったいない話をしているなという感想を持ちまし

たので、その辺、学校給食に関してどういう食材を使わなくてはいけないのかという部分

がちょっと気になりましたので、ひとつ議論していただければありがたいなというふうに
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思いました。

○永木座長 ありがとうございました。

○高鷲委員 実は、Ｏ－ 157 事件以来、文科省から厳しい衛生基準についての通達が出て

いることは事実です。それについては必ず加熱をするというのが原則なんですけれども、

それではずっと生野菜を食べられない。実は愛媛県の知事さんが文科省の出身の方でして、

ミカンについても加熱しなくちゃということになるのか、そんなばかなことはないだろう

ということで、生のミカンを３回か４回洗浄して出すように、それで落ちついたんです。

かといって生野菜が全然使われていないかというとそうでもなくて、要するに市の給食セ

ンターの所長さんあるいは栄養士さんの考えで、生野菜でもよく洗浄して使っているとこ

ろはあります。そういうことですので、萩原さんのところについては、もっと突っ込んで

お話し合いをすれば道が開けるんじゃないかと思いますけれども。

埼玉でも、加熱をしているところももちろんありますし、生で使っているところもあり

ます。我々はその生について研究してみたいなとも思っているんです。

○永木座長 ありがとうございました。

多分、今のような考え方のすれ違いのようなことというのは、具体的な話をしていたら

多々生まれているんじゃないかと思うんです。だからこそ、そこのコーディネーターにな

っていただくような人が必要だと思うんです。 後のページに、いろいろともっと質問や

意見を求めたいときにはここへ行ってくださいと明記してくれるといいなと思うんですけ

れども。これでは 後の問い合わせ先が生産技術課ですから、地域の状況を把握した上で

の話にはならないと思うんです。本当言えば、もうちょっと下のレベルでの具体的な話が

でき、調整役としてのファシリテータというんでしょうか、それをやってくれるような人

がいるといいのですがね。まさにそれは人材育成ということになるんでしょうけれども。

○鳩山生産技術課長 今、いろいろいただいた意見、全部完璧な答えがあるわけじゃない

ですが、何点か会話ということでお答えさせていただきたいと思います。

先程、増田委員が有名な事例が多いということをおっしゃられましたが、どうしても自

分たちが実際に行って見たところでこそ実はよく話を聞いていますので、奥出雲とか世羅、

富岡とかが中心になっておりますが、実際確かに委員がおっしゃるようにいろいろなとこ

ろが、今始められたばかりの新しいところもございますので、確かにこのとおりいけばい
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いかなというようなところから、いい事例を集めているところです。

もう一つ言えば、これはどっちかというと、事例というよりはむしろこういう点があり

ますねと、チェックポイントみたいな形でして、それとは別にそれぞれの地区で具体的に

どういう取り組みをされているのかというようなものをもう少し、かなり内容を書き込ん

だような長いバージョンのものを今、作成途中です。

もちろん、そこにさらに失敗談をどうやってリカバリーしたらいいかといったところま

で入れば、本当に言うことないと思うんですけれども、とりあえず詳しいバージョンなん

かも見ていただいて、ここに出された問題に直面したとき、その特定のところだとどうい

うふうに対応されたかというところで、それぞれ各地で共有していただければなというふ

うに思います。

ただ、一つ付言しておく必要があるのは、 近やっぱり直売所間でもかなり競争が厳し

いです。ですから、この甘楽富岡さんなんかでも言われているのは、 近あまり視察を受

け入れていないようなんです。というのは、同じようなことをやられると商売に差しさわ

るということで、成功しているところはだんだん言わなくなるということもありますので、

その辺の知的財産なんかの関係をよく考えながら、我々の方もまとめていく必要があるか

なというふうに思っています。

それから、加工品の方の話で、これは確かに大手さんの方が試験・研究とかいろいろな

面で工夫されている部分がありますので、我々の方は少しでもそれに近づいていく。ここ

では我々がベースにしているのは地元のものを使ってというところですので、どこまで全

国的なものと比べられるものができていくか、ここもどんどん質を上げていく必要がある

かなと思います。

それからサービスの質なんですが、これは両面あると思います。それには、マクドナル

ドとか大手の外食産業、それからスーパーには、非常に感じのいい人がいる。特に日本は

そうですね。ヨーロッパやアメリカなんかは必ずしもそうじゃないです。むしろ感じの悪

い店員さんは非常に多いです。ですから、日本の接客業というのはある意味では特殊、そ

こまで本当やるかなというような、人件費をかけて、お客様に対して神様的なことをやっ

ているので、確かにおっしゃられたデパートなんて行くと、それは完璧だと思いますけれ

ども、必ずしもそれを求めにこられているのか。
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やっぱり、さっき萩原委員もおっしゃられましたけれども、消費者である地域のおばさ

んと生産者と実際話をしてみるという、ふだんない体験を求めに来られているところもあ

るので、その辺の兼ね合いが難しいかなと思います。

ただ、何もしなくていいかというとそうではありませんので、我々も毎年、人材育成の

ための講習をやっております。毎年テーマを決めてやっておりますが、そのときにいろい

ろなテーマ、ことしはコーディネーターというテーマでしたけれども、今後やっていくと

きにそういうサービスの際にも気をつけるというような項目も大きな要素として、地域性

というのを取り出す範囲でやっていくというのも、非常に大事なことかなというふうに思

います。

それから、蓮尾委員からお話がありました健康の関係なんですけれども、これは自分た

ちのどういう定義、地産地消ということを書き出すとどういうふうに定義するかというの

はいろいろな形があります。健康にいいというのを書いて、特にそれを消費者の方が持っ

ていられるということがあるんですけれども、実際には食品の場合、これはリスクとも関

係してきますけれども、食べ方ですね、どんなときに食べるのかとか、そういうこととも

また関係しますよね。これは地元のものだからといって食べ過ぎたらそれは健康によくな

いですし。だから、その辺のこともちょっと考えながら、ただ、何かポジティブなことを

どこかに入れたいなというふうに思います。

それから、さっき萩原委員からお話をいただいたことについてはそのとおりです。我々、

一貫しておりますのは学校給食の関係でして、これは文部科学省さんの方でも、非常に熱

心に取り組んでおられまして、来年度 20 年度の予算でも、この学校給食における新たな

地場産物活用策等に関する調査研究というので、これは各県レベルで、高鷲委員のところ

も入られるかと思いますが、30 県ぐらいで実施するようです。各県の学校給食会の方に安

定供給検討委員会というのを設けまして、学校関係者の方や調理師さん、栄養士さん、学

校関係、それからもちろんＰＴＡの方は入られると思いますが、そういう方々と、それか

ら生産者、あるいは地域の有識者等によって構成される場をつくりまして、両方の考え方

をマッチさせるようなことをご検討をされるというふうにお伺いしてます。

ただ、これはあくまで県レベルの検討ですので、それがいずれ各地域ごとに、市町村な

りＪＡレベルでの具体的な話し合いになっていくことが必要なのかなというふうに思いま
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す。

それから 後に、永木先生がさっきおっしゃられた、いろいろな問い合わせ窓口という

ことで、我々も各農政局とかにいろいろな相談窓口をつくっていきたと思いますし、それ

から各県でも、特に普及の関係の方を中心に、これは地域にもよりますけれども、相当詳

しく、詳しいというか、実際には営業というか経営をサポートするようなことを中心にな

ってやっていられるような方もいらっしゃいます。そういうコーディネーター役が、非常

に大事だと思います。

今回、人材育成ということでコーディネーター育成に焦点を当ててやりましたけれども、

県の農林事務所、それから普及センター、それから市町村、こういったところからの参加

の方が非常に多かったです。それに次いで多いのがＪＡです。それから、特定の有限会社

さんとかで有機農産物を扱っているというようなところもちょっといらっしゃいました。

というふうに、かなりいろいろな方がこの地域の中で中心になって取り組んでいただいて

いるかなということがうかがい知ることができました。

以上です。

○永木座長 どうもありがとうございました。非常にうまくまとめていただきました。

ほかにご意見はございませんでしょうか。

○増田委員 ちょっと今の課長のお話に反論する訳じゃないんですけれども、サービスに

ついて私が言いたかったのは、何もハンバーガーショップのようなああいうマニュアルど

おりの対応をやったらどうですかというんじゃなくて、生産者と消費者とのいい関係をつ

くるために、直売所とか地産地消というのは大切なツールになるんじゃないかなというこ

とをお伝えしたいなと思ったので、直売所というのは物はいいけれども、愛想が悪いのよ

ねというのを何とか打破したいと、そういう意味でございます。

○鳩山生産技術課長 先日、私が広島の世羅というところに行ったんですけれども、その

際、生産者の方とぜひ話ししたいと思って、いろいろ売っているおばさんと話し込んだん

ですけれども、そうすると何となく買わざるを得ないような雰囲気になってくるんです。

私は実際買ったんですけれども、その辺が場合によってはもうちょっとあっさりしたいと

いう方もいらっしゃるのかなというふうに思いました。ただ、それは売る方からすると成

功しているということになります。
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○永木座長 ほかにいかがですか。

今日の 初の佐々木審議官のごあいさつの中にもありましたが、多様な主体といいまし

ょうか、担い手といいましょうか、この取り組みの主体はいろいろあると思うんです。そ

の中で、中山間地域に市場性というマーケットアクセスという点で条件が悪くなれば悪く

なるほど、お年寄り、高齢者が中心になって取り組んでいるという実情だと思うんです。

だから、経営条件というのは逆に厳しくなるし、しかも高齢の方々、１ページのこの 初

の資料によれば、生きがいとして安定して取り組むタイプです。中山間地域にはこういう

取り組みが多いと思いますので、もうちょっとこれについての丁寧な説明をしてあげると

いいんじゃないだろうかなと思います。

「品ぞろえ」といってもスーパーマーケット的な感覚のお店の品ぞろえの仕方もあるで

しょうし、それからいわゆる地産地消的な中での品ぞろえだとか、季節に応じた雰囲気づ

くりですとか、お年寄りだからできることもあるだろうと思うんですけれども、うまくい

っているような事例を取り上げて説明してあげると、元気が出るんじゃないかなという気

がいたします。

○鳩山生産技術課長 ことし参議院選挙の結果を受けまして、地域活性化ということでい

ろいろと全体として対策を検討してまいりましたが、農林水産省も若林プランということ

で、農山漁村活性化のための戦略というのを 11 月 31 日に出しております。その他にも、

高齢小規模農家など多様な主体が活躍できる直売所導入、地産地消の推進ということを言

っておりますので、我々としましても、さっきおっしゃられた高齢者生きがいタイプ、こ

の辺を特に重視して、例えば我々の施策を進めていく中でもそういうタイプのところに特

に焦点を当ててやっていくということにしております。

ただ、他方、実際に自分が行ったところでいうと、中山間地でも所によるんですが、売

り上げとか伸びていないところは、やっぱり悩んでいます。この後どうなるんだろうと。

確かに、地元で食べていておいしくて子供たちに教育していていいんですけれども、何と

なく先がないといいますか、ちょっと自分の考えもえらく発展志向的になってしまってい

るのかもしれませんけれども、地元で求められているものはむしろ売上をいかに伸ばして

いくのかというところが求められているという部分もあります。

○佐々木審議官 いろいろご意見いただきましてありがとうございます。
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今、課長の方からお答えさせていただいたように、取り入れられるところはご意見を取

り入れながらやっていかなければという認識ではおりますけれども、一つはマニュアルを

つくってもいい事例ばかりというのは、まさにそのとおりでございまして、パソコンに例

えては失礼かもしれませんが、パソコンを買ってインターネットにつなげるときも、マニ

ュアルを読みながらやっていてもさっぱりわからないというのが絶対あるわけです。その

ときにかける電話の窓口というのがすごく大切なわけです。

ですから、もうちょっと相談の窓口機能というのを、こんなときにどうしたらいいんだ

というお悩みをお気楽にお受けできるような窓口というのをご紹介できればいいかなとい

うような感じはしております。

それから、今皆さんの中からは出てこなかった点を一つ二つ申し上げますと、多分に安

全性がおろそかになるかもしれないという心配は若干あります。さっきのトマトの話じゃ

ないですが、ほとんどはすごく意識の高い方はされているんでしょうけれども、ひょっと

して中にはそうじゃなくて、余り意識されない方もいらっしゃるのではないかと思いま

す。、しかし、この辺は徹底をしなければいけないことです。私は九州で幾つか直売所を

見せていただいたときに感じたのは、表示がちゃんとしてないんです。申しわけないです

が、幾つかのお店ではそういうところを見ました。表示はちゃんとこれこれについて書く

んだよというのは取り決めがあるわけですけれども、必ずしも直売所によってはそういう

ところがきちんとしていないというのがあって、先ほど増田委員のお話があったように、

都市の方との交流では、都市の方はそういうことをかなり気にしていると思うので、基本

的なところはしっかり対応していく必要があるのかなと、そのように感じられました。

○永木座長 貴重なご意見ありがとうございました。

今、審議官に総括していただいたようなので、もうよろしいのではないでしょうか。

○鎌田委員 私は、外食の立場で、地産地消というのは我々みたいに全国展開するときに

なかなか個別の店舗で対応するというのが難しいので、どうしても先ほどの言葉でいうと

産直の取り組みが多くて、年間を通じて野菜を契約栽培したりとかということをやってい

るんですけれども、ここ３年間、必ず起こるのが夏場の高温による品不足なんです。特に

九州は亜熱帯化しているというふうにとらえて産地を考え直さないと、この地域でずっと

続けるのは非常に厳しいなということをつくづく思うようになりました。
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そうしたときに、温暖化というのはみんな口では言っているんですけれども、それに対

して具体的にどういう手を打つんだといえば、例えば九州で夏場、レタスやキャベツがと

れないとなったときに、我々はここ二、三年は北海道から入荷して何とか補てんしている

という状況なんです。北海道だと物は生産コストというのは比較的安くできるんですが、

物流のコストがどうしても高過ぎて、運賃がなかなか捻出できなくて、我々としては実際

の企業としてのコストを上げてしまっているということがあるので、この会にお願いすべ

きかどうかわからないんですけれども、その時々に品種改良というのはどんどんされてい

て、日本全体としての食料の自給率を上げていく中で、我々もできるだけ国産の農産物を

使いたいと思っているんですが、どうしても国内でそろわないものは今、海外に依存して

いるというのが現状なので、そういう温暖化に対する対策もどこかで研究していただきた

いなというふうに思います。

○永木座長 ありがとうございました。

パンフレットづくりについて、よりよいものをつくるためにいろいろご意見をいただき

ましたので、これらのご意見をもう少し整理していただいた上で、事務局にまた修正への

ご検討をいただきたいと思います。なお、蓮尾委員がおっしゃられました健康というキャ

ッチフレーズも大事だと思うんです。どういうふうにそれを言葉で表現すればいいかとい

うのは、これもまた難しい話ですが、インパクトのあるキャッチフレーズについていい案

がございましたら、ぜひ事務局の方にご連絡いただければと思います。

それでは、時間も迫ってきておりますので、このパンフレットについてはそういう方向

で進めていただくということにいたしまして、次に移らせていただきます。

今度は、平成 20 年度地産地消関連予算の概要等についてです。これは報告でございま

すね。事務局からお願いいたします。その中で、先ほどの蓮尾委員のご質問にもお答えい

ただけませんでしょうか。

○渡辺課長補佐 それでは、参考資料１につきまして、簡単にご説明をさせていただきま

す。

平成 20 年度地産地省関連予算の概算要求の概要でございます。

私ども生産技術課の方で担当させていただいております地産地消モデルタウン事業につ

きましては、本年度と同じ額を概算要求させていただいております。モデルタウンの整備
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並びに協議会等を推進するための事業費という形で同額を要求させていただいているとこ

ろでございます。

また、強い農業づくり交付金の地産地消特別枠の方につきましても今年度同額の５億円

という金額で要求させていただいているところであります。

蓮尾委員の方からご質問があった件につきましては、この 7.9 億円の中で地産地消推進

計画の策定の部分にどのように関与してくるのかというご質問でございました。実際、地

産地消推進計画を策定することに対しては補助交付金の対象にはなっておりません。ただ、

地産地消推進計画の中で、地産地消を推進するために必要とされる直売所、農畜産物加工

施設、交流施設、並びに地産地消を推進するためにモデルタウン事業の構想を立てて、そ

の構想を協議会として推進していくための事業、並びにモデルタウンとして推進していく

ために必要なハード整備の部分のところについての補助はございますけれども、残念なが

ら計画を策定する部分についての補助というのはないというふうにお考えください。

また、第１回目のときに、これも確か蓮尾委員からだったと思うんですけれども、地産

地消の関連する予算はどのようなものがあって実際どのようなものに使えるのかというの

を、もっと明確にしてＰＲすべきではないかというご意見を確かいただいたと思います。

増田委員からも同じような意見をいただいたかと思いますけれども、それにつきましては、

20 年度の概算要求が決まった段階できちんと整理をさせていただいて、改めて地産地消に

関連する部分のところで、どのような整備ができるのか、どのような運動に予算を使うこ

とができるのかというところを取りまとめさせていただいて、皆様の方にご提示させてい

ただきたいというふうに考えております。

また、参考資料２の方につきましては、先ほど課長の方からもご説明させていただきま

したが、農山漁村活性化のための戦略の概要、若林プラン等につきましての資料を取りま

とめて後ろの方につけさせていただいております。これにつきまして、関係省庁との連携

の資料として、先ほどお話がありました温暖化の部分、学校給食法の改正の部分、並びに

経産省との連携の部分についての関係資料の方を抜粋で、こちらの方につけさせていただ

いております。

これにつきましては、後ほど課長の方から簡単に説明をしていただく形をとりたいと思

いますが、私どもの方は農山漁村活性化のための戦略として、先ほどお話が出ております
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高齢者や小規模農業者が活躍できるような施策をこれからも検討してまいりたいというふ

うに考えておりますので、20 年度以降の取組につきましても、今後うまく盛り込んでいけ

るように、さらに検討を進めていきたいというふうに考えております。

私の方からは以上です。

○永木座長 ありがとうございます。

ただいま、地産地消絡みの予算等についてご説明をいただきました。これについて何か

ご質問、ご意見等ございますでしょうか。

○野見山委員 初の審議事項のところでお話しした方がよかったのかもしれないのです

が、農林水産省の事業という面で一言意見を申し上げます。地産地消というのは一面では、

小さな生産と小さな消費を大事にしていくという部分があると思うのです。さっき増田さ

んがおっしゃったんですが、例えば、東京都多摩地区には結構農地は残っているんです。

農家も結構頑張っておられる。また、私もそうですけれども、市民農園で野菜を作ってい

る人もかなり多いと思います。また、都市の生活者も農業にかかわりを持ちたいという人

が結構いるんです。その意味で、都市農業を支援していく、また都市の農地をしっかりと

残していくという運動といいますか、そういった省内の連絡会が開かれていると思います。

関係各課と連絡をとり合いながら、これ以上農業の水準を落としていかないような、下支

えするような部分として、地産地消がどう活躍できるか、バックアップできるかという部

分も強調されてもいいんじゃないかと思います。

以上です。

○永木座長 大変重要なお話をいただいたんだろうと思っております。これは、今すぐに

予算のどうこうということだけじゃなく、もっと基本的に都市に残されている農業をどう

守っていくかということを考えていかなければいけないと思うんです。それは中山間地域

にも同じように当てはまるわけですが。

○鳩山生産技術課長 前に都市農業との関係をについて検討したことがあるんですが、地

産地消という観点からいうと、確かに大事なものなんです。特に東京とかだと非常に貴重

なもの、神奈川もそうですけれども、限られた予算を集中的に投資して効率を上げていく

という観点で、一定の地域を市街化区域と、それから市街化区域じゃないところとに分け

まして、市街化区域のところは下水道とかいろいろな公共施設を重点的に整備する、市街
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化区域じゃないところは農業用として整備するというふうな仕分けがされています。

どうしても都市部、東京とかだとほとんどが市街化区域が多いですから、そうじゃない

ところはありますが、そこではなかなか農業的な整備というのは難しいです。その中でか

ろうじて今やっているのが市民農園とか、公園的な形での整備をしているところでござい

ます。

それから、もう一つ悩ましい問題は生産調整の問題です。都市部での農家の方というの

は、お米の生産調整を守らない方が非常に多いですから、規模は小さいんですけれども、

全国的な観点から見ると、そこにさらに上乗せで整備していくというのはなかなか難しい

点がございます。我々、都市部は特に東京にしても大阪にしても進めにくいんですけれど

も、何とかそこを説得してやっていっています。

今もう一つ新しい話は、耕作放棄地が非常に都市部でも目立ってきていまして、これを

どうにかしなければいけないということで、５年間で解消する計画を立てております。こ

の中で 近ですとバイオエタノールとか新しいものに着目して、ナタネを植えるとか、そ

れを阪急バスというバスに使うとか、新しい取り組みが出てきていますので、そうしたも

のも含めて公園とか、それから出荷所がないところの要望も含めて総合的に考えていく必

要があるかな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。

食料自給率も、40 ％から 39 ％に落ちました。国民参加で自給率を高めていきましょう

ということもうたっているわけですけれども、そんなことからいくと、地産地消の取組に

より消費者が自給率を上げていこうと。つまり、国内農業生産を応援していくことで、ど

んなことができるのかを考えてみることが、私は大変大事だろうと思うんです。これは非

常に本質的な問題になってくると思うのです。多分、これからの議論の中でもう少し詰め

ていただくことだろうと思っております。そんなことで、大きな課題として残していると

思います。今日の議題にはなりませんでしたけれども、野見山委員から提議された問題と

いうのは大きな課題だろうと思っております。

ほかにご意見はございますか。

○高鷲委員 今、座長さんのおっしゃられた自給率の関係なんですけれども、この参考資

料１の２ページの一番下に「にっぽん食育推進事業」というのがありまして、食事バラン
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スガイドや米を中心としたというふうになっていますけれども、カロリーベースで食料自

給率を計算するという観点から、国産小麦についてもぜひ考慮していただいた予算の使い

方をお願いしたいというふうにお願いをいたします。

○永木座長 ぜひこの点についてもまたご検討いただきたいと思います。

○鳩山生産技術課長 １点、自分は直接ではないんですが自分の課にいる人からの話とし

て、前の食糧庁の時代に、埼玉県だと特にいろいろな形で、技術開発や研究をやっていた

だいたというふうに聞いています。そのときは小麦ではなくて、米粉パンとかそういうも

のだったというふうにお聞きしていますけれども、一定の成果が上がっているところもあ

ると聞いています。

小麦というのは今、無転作作物として自給率向上のためにも非常に大事だということで、

これに見合ったような技術開発をずっと進めてきておりまして、麺については大分、海外

のものと遜色ないものが出てきましたけれども、パンはまさに今大きく成長ということな

ので、非常に今いいのが出てきていますので、この辺もぜひ我々もよりいいものをつくっ

ていきたいというふうに思っています。

○高鷲委員 その点に関連してなんですけれども、実は私ども埼玉県の学校給食でのパン

は、埼玉県でとれた小麦を大分使っておりまして、パンの種類で一部外国産を使わなくて

はならなというものもあるんですけれども、全体でいうと約７割までが県産小麦まで来て

います。将来、いつになるかわかりませんけれども、全量を埼玉県産あるいは国産の小麦

でいきたなと、そういうことを児童・生徒にぜひわかってほしいなと思っておりまして、

そういう県もあるということで、バランスよくその辺は施策を進めていただきたいという

お願いでございます。

○永木座長 大変、埼玉県はご尽力をいただいているわけです。こういう形が一つずつ具

体的な形になって国産品市場を広げ、利用率を高めることによって自給率も高まってくる

ということだろうと思うのです。

○佐々木審議官 以前の食料自給率の目標で、小麦という中には、パン用の小麦というの

はほとんど考慮されていなかったと思います。以前は、北海道のハルユタカという品種だ

けをほとんど使っていたんですが、本州あるいは九州でも作付できるパン用の小麦が開発

されつつあると聞いています。パン用小麦は全国で１万ヘクタール以上、恐らく今あるん
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じゃないかと思います。パン用と称している国産のものですが。品質的にはまだカナダの

小麦と比べて十分とは言えない段階ですけれども、そういった技術開発も進みつつあると

いうところで、また積極的にご活用いただければと思いますし、ご要望も出していただけ

れば対応できるのではないか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。

それでは、時間も迫っておりますけれども、その他について事務局から用意していただ

いているものはございますか。

○鳩山生産技術課長 もうこれは見ていただいたらわかる資料で、その若林プランという

のが何枚かついております。農山漁村活性化のための戦略というものです。４ページの下

の方に、高齢・小規模農家、有機農家など多様な主体が活躍できる農林水産物直売所等に

よる地産地消の促進ということで書いてございます。

それから、そういう意味では６ページのところに、各省連携による雇用創出ということ

で、商工業、特に経産省とか、それから国土交通省とか、いろいろなところと連携してや

っているということが記されています。

さっき鎌田委員の方からお話があった温暖化の関係、ここでつけておりますのは、さっ

き言った地産地消として書いているものは、フード・マイレージ的な観点からの記述にな

ってございます。ただ、18 ページの四角で囲んだ外のところに、例えば温室効果ガスの排

出削減対策の技術開発として、稲作、水田の栽培技術とかそういうものもやっています。

それから、さらにさっきおっしゃられた温暖化で品種、いろいろなものが変わってきてい

るんじゃないかということについては、実際、九州の方では、佐賀県の方とお話しすると、

品目なり品種なんかを従来とちょっと見直していかないといけない部分もあるかなという

ことを言っておられる方もいらっしゃいます。

外食産業への対応というのは、特に野菜ですが、まだまだ輸入物を使われているところ

も多いので、安定供給、一定のものをやっていくということで、何か業務用のところにも

っと国産を使っていただけるような取り組みができないかということで、20 年度から特に

力を入れてやっていくことにしてございます。

その次の紙は、農水省と経産省で連携で、農商工連携ということで取り組んでいるとい

うことで、地域経済再生ということで両省で 11 月 30 日に出したものです。この中にも、



- 36 -

１ページのところにありますが、地域産品に関する販売促進ということで地産地消とか、

あるいは経産省的にいうと、中小企業の地域支援活用という観点から取り組んでいただく

とか、あるいは、またイノベーションの促進ということで、ＩＴ活用型の営農を、これは

農水も経産省両方やりますけれども、というようなこともございます。

また、製造業とかサービス業への働きかけなんかも書いてございます。それで、これに

つきましては若林大臣と甘利大臣出席のもとに、川上の産地側とそれから川下のスーパー

さんなどが集まって会合をやって意見交換をしたところです。

後は、学校給食の関係です。現在、文部科学省さんの方で学校給食法の改正、これは

大分古い法律だとお伺いしていますが、これに向けて今パブリックコメントを募集してい

らっしゃいます。それのもとになったのが、この審議経過報告ということで、その中に 24

ページになりますけれども、地場産物の活用とか、それから郷土食、行事食というものを

活用していただくということで、これは学習指導要領の中にもきちっと書き入れていただ

いている部分がありまして、 近文部科学省さんの方で、随分この辺に力を入れていただ

いておりますので、我々の方もこの機会に、全中さんがさっきおっしゃられた食農教育と

いうことを進める観点からも、共同してやっていきたいというふうに思っております。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

ほかにはございませんか。

○渡辺課長補佐 あと、短く私の方から。本年度の全国地産地消協議会、全国地産地消推

進フォーラム２００８の予定について簡単にご説明いたします。

本年度の全国地産地消推進フォーラム２００８の開催は、２月 28 日木曜日を予定して

おります。現在、農政局から 29 の優良事例の推薦があり、これらについて第一次候補の

現地調査に入る予定になっております。今月末から来月にかけて入ります。

また、全国地産地消推進協議会これにつきましては、こちらの地産地消推進検討会の委

員のメンバーの方々にも幹事会のメンバーになっていただいておりますけれども、全国地

産地消推進協議会につきましても、本格的に活動した方がいいのではないかということが

課内で議論になっておりまして、そちらを検討させていただいております。実際何をやる

べきなのかという部分のところにつきましては、現在課内で検討中でございますので、こ
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れにつきましても明確になりました段階で、皆様の方にご提示をさせていただきたいとい

うふうに考えております。

以上です。

○永木座長 ありがとうございました。

用意されていた議事というのは以上でございます。他にございませんか。

それでは、このあたりで時間もまいりましたので、本日の議事は、終了にさせていただ

きたいと思います。

今日は、一つは資料３にございましたけれども、全国の 865 市町村で推進計画が策定さ

れているということでした。これをさらに進めて、中長期的には全国の３分の２の市町村、

1,200 の市町村を目指してさらに進めていただく。ただ、問題は、その中でいろいろとご

議論いただきましたけれども、取り組み方に対して、もう少しどういう問題があるのかと

か、どういうサポートをしていけばいいのかとか、そういうことについてさらに深めてい

く必要があるだろうということであったかと思います。

それから次に、このパンフレットの作成の原案についてご意見をいただいたところでも

あったと思うんですけれども、さらには高齢化が進む中での技術のあり方とか、あるいは

サービスのあり方というのもこれから検討しなければいけないだろうと思います。さらに

は、自給率とか、都市農業をどういうふうに支えていくかというようなことも検討すべき

だろうというようなことであったかと思います。

以上の議論を踏まえて、さらにまたこれから検討していきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いします。今日のところはそんなところで閉じたいと思います。マイクをお

返しします。

○鳩山生産技術課長 座長ありがとうございました。それから委員の皆様、長時間大変ご

熱心にご議論いただきまして大変ありがとうございました。

今日、皆様にいただきました貴重なご意見を踏まえまして、我々また施策の内容を検討

してまいりますが、次回この検討会を、今年度末３月ぐらいに、またそれぞれの委員の方

のご日程を教えていただいてご相談させていただきながら、具体的な日にちを設定させて

いただきたいと思います。それから、委員の方々、それぞれ皆さん大変ご多忙だと思いま

すけれども、もしお近くにお立ち寄りになられることがございましたら、いろいろ貴重な
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ご意見をお伺いしたいと思いますし、我々の方からもまたいろいろ個別にご意見をお伺い

したいと思います。

本日の資料や議事の概要につきましては、農林省のホームページの方で公表させていた

だくことにしております。この結果を、今後の我々の推進方策にぜひ反映させて参いりた

いと考えてございます。

以上をもちまして本検討会を終了させていただきたいと思います。ありがとうございま

した。

午後３時３０分 閉会


