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午前１０時３０分 開会 

○佐々木農林水産副大臣 それでは、本日はご多忙中、また、それぞれお忙しい皆さん方にこ

うしてお集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。定刻となりましたので、

ただいまから緊急時の食料安全保障に関する関係府省会合を開催させていただきます。 

 この会合の司会進行を務めさせていただきます佐々木でございます。どうぞよろしくお願い

をいたします。 

 第１回ということでございますが、平成14年に一度策定されているんですが、昨年大震災を

受けて見直そうということになってございまして、それを受けての第１回目の会合ということ

でございます。ぜひよろしくお願いを申し上げます。 

 本日の会合は11時30分までに終了するということを予定しておりますので、さらにまた、本

日の会合は公開となってございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、議事を進めさせていただきます。 

 まずは、本部長であります郡司農林水産大臣よりごあいさつをいただきます。よろしくお願

いします。 

○郡司農林水産大臣 おはようございます。本日はお忙しい中でございますけれども、関係府

省の副長官、そして副大臣の皆様方にお集まりをいただいたこと、感謝をしたいなというふう

に思っております。 

 今ほどありましたような関係の会合でございますけれども、ご存じのように食料、これは人

間の生命の維持に欠くことができないものであるということであります。したがいまして、将

来にわたって安定的な供給を確保していく、これはもう国の基本的な責務だろうというふうに

思っております。このため、我が国の食料供給に影響を及ぼす緊急事態が発生した場合であっ

ても、国民に対して食料の安定的な供給を確保する必要があり、そのためには政策を担う農林

水産省と関係府省が協力をして、総合的な施策を展開する必要があるだろうというふうに思っ

ております。 

 農林水産省は、我が国の食料供給に影響が及ぶおそれのある緊急事態に的確に対処するため、

平成14年でありますけれども、不測時の食料安全保障マニュアルを作成いたしました。今回の

震災・原発事故の教訓を将来に生かす観点から、昨年10月に決定した我が国の食と農林漁業の

再生のための基本方針・行動計画において、本マニュアルの見直しを行うこととしたものであ

ります。本会合におきまして、本マニュアルの見直しあるいは食料の安定的な供給を確保する

ための諸施策等について、縦割りを排除しながらスピード感のある検討をいただきますよう、
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よろしくお願いを申し上げます。 

 なお、本日は第１回の会合でもございますので、不測時の食料安全保障マニュアルの見直し

についてご議論をいただきたいと思います。見直しが実効性のあるものとなりますよう、活発

なご議論をお願い申し上げます。本日はどうもありがとうございました。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございます。ここでカメラはご退席をお願いいたします。 

（カメラ退室） 

○佐々木農林水産副大臣 進めさせていただきます。 

 続きまして、太田大臣官房食料安全保障課長から資料の説明をさせていただきます。 

○太田食料安全保障課長 食料安全保障課長の太田でございます。 

 資料の説明をさせていただきます。よろしくお願いします。恐縮ですが、座って説明をさせ

ていただきます。 

 お手元に資料を用意させていただいております。その資料に基づきまして、現行の食料安全

保障マニュアルというのがあるわけでございますけれども、それがどういうものかというのを

まず簡単に説明をさせていただきまして、それから、第２番目といたしまして、今回の震災や

原発事故の過程でどのような取組を行ったか、あるいはまた、その取組を振り返ってみてどの

ような課題が明らかになったかにつきまして、主要な事項を説明させていただきます。それか

ら、３点目といたしまして、それらを踏まえて食料安全保障マニュアルの見直しの方向性につ

きまして考えられることを説明させていただきます。 

 最初の食料安全保障マニュアルの簡単な概要でございます。資料につきましては、参考資料

の１と２で説明をさせていただきます。ご用意をいただければと思います。参考資料２は、現

行の食料安全保障マニュアルのそのものでございますので、参考資料１に基づきまして説明を

させていただきます。 

 ページをおめくりいただけたらと思います。 

 我が国の食料の安定供給の確保に関する考え方は、平成11年の食料・農業・農村基本法にあ

らわされております。これは、農業基本法から食料・農業・農村基本法に変わりましたときに

食料政策というものが基本法として初めて位置づけられたということでございます。食料の安

定供給の確保という条項を第２条に、不測時における食料安全保障というものを第19条に掲げ

ております。この19条に基づきまして、不測時の食料安全保障に関するマニュアルが平成14年

にできたという経過でございます。 

 この現行のマニュアルの内容でございますが、２ページにございます。 
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 それぞれ事態の深刻度をレベル分けしてございます。まず、真ん中のレベル１でございます

が、特定の品目の供給が平時の供給の２割以上を下回ると予想される場合ということで、例え

ば平成５年の米の大不作といったものが想定されます。それから、レベル２は１人１日当たり

の供給熱量が2,000ｋｃａｌを下回ると予想される場合、2,000ｋｃａｌがあれば生きていける

といいますか、労働もできるということで一つの目安でございます。それから、レベルゼロに

つきましては、レベル１以降の事態に発展するおそれがあるということで、予兆がある場合で

ございます。それぞれこういったレベルを規定しまして、レベルごとに取り組むべきものとい

うことをこのマニュアルの中で規定しております。例えばレベル２であれば、熱量の効率が高

い作物、例えばイモでございますけれども、そういったものへの作物の転換であるとか既存農

地以外の土地、河川敷でありますとか学校の校庭というようなものもあるのかもしれません。

耕作放棄地なども当然ございますけれども、そういったものへの土地の利活用といったことが

考えられます。 

 この食料安全保障マニュアル、これまでつくってきたわけでございますけれども、３ページ

をお開きいただければと思います。 

 この見直しに向けてという動きがございます。平成22年に閣議決定されました食料・農業・

農村基本計画におきまして、もう既に今の現代というのはグローバル化の進展であるとか生産

流通過程が複雑化しているということから、フードチェーンの各段階におきまして、さまざま

なリスクがあるであろうということで、この見直しが必要ではないかというのが平成22年に総

合的な食料安全保障を確立していくことが必要ということでうたわれております。実際に平成

23年、震災が起きたわけでございます。その10月に食と農林漁業の再生推進本部決定、これは

関係閣僚による本部でございますが、そこで今回の震災・原発事故の教訓を将来に生かす観点

から、食料安全保障マニュアルを見直すということが規定されました。これを踏まえまして、

関係各省あるいは関係業界団体、それから有識者、こういったところから意見を聞きまして、

いろいろ検討を事務的に重ねてきたところでございます。 

 その見直しの視点というのが４ページに整理しております。 

 現行の食料安全保障マニュアルは、先ほどもそのイモへの転換であるとか不作付地の利活用

であるといったことを申しましたけれども、どちらかといえば供給面に力点を置いたものでご

ざいます。ということで、食料の質や栄養、食生活等を含む需要面であるとか、それから、食

料の物理的な入手可能性を考慮するアクセス面、輸送面、こういったものがどちらかというと

弱い面として考えられます。こういった面を含めて見直すべきではないかというようなこと、
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それから、こういった取組というのは農林水産省だけでできるものではなく、省庁横断的なも

のでありますので、関係省庁との連携で進めてまいりたいということでございます。 

 駆け足で恐縮ですが、以上がその１点目の現行の安全保障マニュアルがどういうものかとい

うことでございます。 

 それから、第２点目で今回の震災・原発事故における対応につきまして説明をさせていただ

きます。参考資料３でございます。 

 参考資料３で説明をさせていただくのは、今回の震災・原発事故でどんなような取組を行っ

たかということでございます。 

 ページをお開きいただきまして、１ページが飲食料品の流通状況の調査でございます。 

 今回の震災を受けまして、農林水産省ではスーパーやコンビニ等で飲食料品の陳列状況や価

格動向というのを調査しております。これは、これまでもいろいろ物価の高騰であるとか、そ

れから、ものがなくなっているというような経験がございますので、直ちに取り組むことがで

き、まあまあうまくいった取組ではないかなというふうに思っております。 

 それから、２ページがミネラルウォーターに関する対応でございます。 

 これは、今回の震災・原発事故で初めて遭遇した事態でございます。ペットボトルのキャッ

プというのが不足したということが当時一部新聞でも取り上げられております。ペットボトル

のキャップというのは、日本では３社で５工場でしか製造されておりません。今回の場合は、

そのうちの東北にある大きな工場の一つが被災をしたということで、ペットボトルのキャップ

が不足したという事態がございました。 

 それから、あわせまして、東京都におきまして一部の浄水場から放射性ヨウ素が検出された

ということで、ミネラルウォーターの需要が急速に増大したとった事態がございました。それ

に対する取組として２点ございます。１つは、ペットボトルを白無地化して、これまで製品に

よって色が変わっていたものを共通して使えるようにしようという取組が１つ。それから、も

う一点は厚生労働省における取組でございますけれども、各検疫所における輸入審査の迅速化

ということで、ミネラルウォーターの輸入が迅速にできるようにしたといった取組がございま

した。これは、輸入審査の迅速化はミネラルウォーターだけではないんですけれども、例えば

ミネラルウォーターに関していえば、これまで輸入されたことのある銘柄の同じ工場から輸入

する場合は、輸入検査を相当に簡素化するといった取組でございました。 

 それから、３ページをお開きいただければと思います。 

 食品表示の弾力的運用でございます。こちらも今回初めて遭遇したといいますか、かなり走
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りながら考えた中ではうまくいった取組ではなかったかといった評価を外部の有識者からもい

ただいているものでございます。１つは被災地における運用ということで、被災地で販売され

る飲食料品について表示が多少異なっていても取り締まりの対象としないということで、規定

を見直すということではなくて、取り締まらないということで弾力的な運用が行われたという

ことでございます。それから、被災地への食料供給増によりまして、被災地外でもものが不足

するといったことが懸念されますので、そうした被災地外で販売する際においても、製品への

表示というのが不正確であっても、店頭で正確な表示があれば取り締まりの対象としないとい

った取組を行っております。 

 それから、製品におきましては、製造所の固有記号というのが記載されるわけでございます

けれども、それにつきましても、消費者庁に届けることによって違ったものを使用できるとい

った取組がございました。ミネラルウォーターにつきましては、正確な店頭表示があれば取り

締まりの対象としないという通知を特別に出しているといったこともございました。こういっ

たことがこの例えばペットボトル、それから食品表示、こういったことにつきましては、今回

いわば走りながら考えて行った取組で、適切な対応を行ったものという例として紹介させてい

ただきました。 

 それから、４ページが事業継続計画、いわゆるＢＣＰでございます。 

 事業継続計画につきましては、今回の震災・原発事故を踏まえまして、各企業、それから役

所もそうですけれども、急速にこういったものをつくろうという取組が高まっております。今

回、有識者の方々といろいろ議論をする中で、食品につきましては川上から川下まで流れてい

きますので、各企業がＢＣＰをつくっただけではものが生産者から消費者あるいは輸入者から

消費者のところまで必ずしも有効に届かないといった課題がありますので、このＢＣＰを連結

する必要があるのではないかということが課題として言われております。このＢＣＰ、一番進

んでいるのは自動車でございまして、自動車の場合は、メーカーが強力にその部品の調達の各

工場のＢＣＰを連結して、トヨタのかんばん方式のように、被災であったり事故があったとき

でも部品が最終工場まで有効に届くようにといった取組が進められておりますけれども、そう

いった大企業であればうまくいく取組であっても、食品の場合は中小事業の方が多いわけでご

ざいますので、そういったことを業界団体であるとか、あるいは公共機関が音頭をとりながら

やっていく必要があるのではないかといった課題がございました。 

 以上が今回の取組と、それから、そのほか浮かび上がってきた課題として整理されているも

のの主なものでございます。 
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 ３点目、最後の説明でございますけれども、それらを踏まえまして今回の食料安全保障マニ

ュアルの見直しの方向性として考えているものの説明をさせていただきます。 

 資料２をご覧いただければと思います。 

 資料２でまとめてございます。一番左のほうの現行マニュアルにつきましては、中長期的、

全国的に食料が不足した場合の食料の増産に主眼を置いたものでございます。先ほども申しま

したように、2,000ｋｃａｌを切るであるとか２割を切るといったそういう現行のマニュアル

は、日本全体での食料の不足をどうするかというものでございます。したがいまして、突発的

な事件、事故で局地的に食料の生産あるいは流通に混乱が生じて、局地的に食料の偏在や不足

が生じた場合というのは十分に対応できていないというものでございます。したがいまして、

その見直しの方向性として青で囲った部分に書いてございます。今回の震災・原発事故で取り

組めたもの、これは先ほども言いましたように、いわば走りながら考えたものというのが大半

でございました。これをできたものにつきましては、あらかじめマニュアル化をしておいて同

じような事態が発生したときにスイッチを入れればすぐにできるようにするといったことがマ

ニュアルの見直しの一つの考え方かなというふうに思っております。 

 それから、課題として浮かび上がったことにつきましては、今のうちに詰めて整理した上で

マニュアルを講じておく必要があるのではないかというふうに考えております。といったこと

で、平素からの取組と、それから局地的・短期的事態における取組につきまして、こういった

ことが考えられるのではないかということで例示をしてございます。 

 平素からの取組につきましては、事業者間の連携の促進であるとか物流ネットワークを今の

うちに検証しておくということ、それから、訓練を実施するということ、それから、関係府省

の取組のフォローアップを平素から推進しておくということ、何か起きたとき局地的・短期的

事態における対策の例といたしましては、今回もありましたような検疫あるいは食品輸入手続

の迅速化、それから食品表示規制の弾力的な運用、食料供給の情報収集や分析、提供、それか

ら地域ニーズに配慮した食料の供給、これは有識者からのご意見にもありましたし、先般別の

会合で郡政務官のほうからご意見をいただきましたけれども、被災地において栄養に配慮した

物資、食料の供給といったことが必要なのではないかといったことでございます。 

 それから、こういった今回マニュアルの見直しが行われた後も実効性を確保する観点から、

それぞれ見直し、個別分野でのガイドラインなどがございますので、そういったものの見直し

であるとか訓練・演習、そうした取組のフォローアップというのも必要ではないかというふう

に考えております。こちらにつきましては、以前別の会合におきまして中野政務官からこうい
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ったご意見があったかというふうに受けとめさせていただいております。 

 こういった方向をまとめましたのが資料３で、骨子ということで整理をさせていただいてお

ります。中身につきましては、今申しましたことを文章の形にまとめると、こういうことにな

るのかなということで整理をさせていただいたものでございます。各副大臣、政務官、副長官

からのご意見を踏まえまして、より有効なものにさせていただきたいというふうに考えており

ますので、ご意見をいただければというふうに思います。 

 私からの説明は以上でございます。 

○佐々木農林水産副大臣 今、事務方のほうから資料の説明をいただきました。今提案をさせ

ていただきましたように、供給面だけではなくて需要面、アクセス面というような連携の必要

性ということから、関係府省の皆さん方に今日ご意見をいただきたいということでございます。

いろんな意味で今、危機管理が言われているところでありますが、いわゆるクライシスマネジ

メント段階であって、本当のリスクマネジメントにはまだ至っていないというのが現状だろう

というふうに思います。そういった意味では、ぜひ皆さん方のご意見をいただいて、本当の意

味でのリスクマネジメントができるように食料の面からご意見をいただきたいというふうに思

ってございます。今日は初回の会合でもございますから、自由にご意見をいただきたいという

ふうに思います。どなたからでも構いません。ご自由にご意見をいただきますようお願いいた

します。 

 はい、石田さん。 

○石田内閣府副大臣 内閣府副大臣、今日は沖縄振興担当としてこちらのほうに参りました。

この緊急時の食料安全保障について沖縄の特性を生かしつつ、どのような対処、貢献ができる

かということで検討させていただきたいというふうに思っております。 

 ご案内のとおり、本土と遠隔地でありまして離れております。自然災害等々が同時に発生す

るケースが少ないであろうというふうなことから、例えばこの前の東日本大震災のときには、

沖縄のＪＡから黒糖だとかシークワーサードリンクというちょっと酸っぱい飲み物ですが、そ

れなんかを被災地に提供させていただいたりもいたしました。それから、ご覧になったかどう

かはあれですが、今、沖縄の那覇に全日空が国際の貨物基地としてハブの機能を備えた空港を

例えばバンコクとか上海とかソウルだとか、また、台北だとかあるいは関空、成田、羽田から

夜中に品物を集めて、そして朝、積んできた飛行機で、そこで沖縄で積みかえて、そしてまた

運ぶという非常に有効的にハブ化が進んでおりまして、この日本本土、アジア地域に大変効率

的な役割を果たしていただいているというふうに思っております。そういうハブの役割を生か
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しながら、やはり緊急時には物流、先ほど説明にあったように物流ネットワークのあり方につ

いて緊急時に海外から物資、食料を輸入するとか運ぶとかそういったことのお役に立てるので

はないかというふうに思っております。 

 そのほか、例えば沖縄の場合は気候が違いますから、平成５年の冷夏のときには種もみを沖

縄のほうから東北地方に運ばせていただいたということもありますので、気候条件とか遠隔地

を生かして物流だとかさまざまな形で協力、貢献をすることができるんじゃなかろうか。また、

逆に沖縄がもしそういう場合に遭ったときには、また逆に生かせるというふうなことが考えら

れるというふうに思います。 

 以上です。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございます。引き続いて、防衛副大臣。 

○渡辺防衛副大臣 渡辺でございます。 

 私、震災のときに災害ボランティア室長という党の役職についておりました。一番困ったの

は、全国から寄せられる物資です。これは正規のルートじゃありません。まさに食料とか各自

治体が持っている水もそうですけれども、大量に皆さん提供していただくわけです。このマニ

ュアルに出てくるような、つまり海外とどのように普段からやっておいて、正規のルートじゃ

ないんですよ。これをまず外国から来た場合、一つ取り上げますと、モルディブという国から

ツナ缶が22万個寄せられました。さばき切れなくて港に山積みされました、横浜の。震災から

随分時間がたってからようやくいろんなところにお願いをしてさばいたわけですけれども、こ

ういうものが世界中からまず米だ、水だ、食料だというものが寄せられた場合、だれがどこに

どう保管するのかということができていないということですね。 

 そのとき、我々は個々に受けたものを官邸が多分ホットラインをつくって大分さばいて、結

果的にそれもなかなか当初は機能しなかったので、ひとつそういう問題がある。まず、どこに

集めて、だれが保管をして、どうさばくのかと。しかも、外国から寄せられたものですから、

どの国から寄せられたとかという原産国も含めて、これはやっぱりある程度分類しなきゃいけ

ない。こういうことを自衛隊が実は東北の被災地でやったんですね。中身ごとにいくつも箱分

けをして、原産国が日本のもの、中国のものあるいは東南アジア産のものと分けたと。そこま

でやったと。そして、カタログまで写真を張ってつくって、それを被災地に提供したという例

があります。 

 それから、水なんですけれども、飲み水の水と今やもうレトルトの食品でも自衛隊の非常食

というのがあって、水を入れたら化学反応を起こして熱が出て、ほかほかのおかずができるよ
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うなものも今はあるんですね。ミリ飯とかいって最近はミニタリー弁当がありますが、例えば

ペットボトルの水でなくてもいいから、例えばアメリカから軍隊が使っているような、日本で

も自衛隊は持っていますけれども、南スーダンでも使っていますけれども、川の水、ナイル川

からそのまま来た水をいろんなろ過する経路を通して浄化して、ある程度人体に影響のないと

ころまでろ過するものが練馬の駐屯地にも置いてありますけれども、例えばそういうものをも

って当面水不足、飲み水は３日以内に届くんでしょうけれども、水道が全く使えない場合に、

例えばそういうお湯を沸かすぐらいあるいはお湯として白湯を飲むぐらいの水の確保をするの

は、これは農水省というのか厚労省になるのかあるいは防衛省になるのかわかりませんが、非

常に水をめぐってはいろんな役所の権益が多岐にわたっていますので、これはやっぱりひとつ

非常時にはどうするかという整理が必要だというふうに思います。 

 防衛省が震災のときに経験したことの中間取りまとめを出しております。そういう中から、

あるいは後からいろんなフリージャーナリストやノンフィクションライターの方が自衛隊の活

動のいろんなルポをしていますけれども、その中にいろんなことがございまして、今わかって

いる範囲で申し上げるとそういうことなんですが、まさにここにある食料安全保障というのは

非常時、まさに今回みたいなことが起きて、これ以上のことはもう起きないように祈るばかり

ですけれども、この東日本大震災と同等のことが起きた場合に、どれだけの備蓄があったらい

いのか。あるいはどれだけの保管倉庫のキャパシティがあったらいいのかということは、やっ

ぱり私たちが考えておかなければいけないと思います。 

 それから、ちょっとこれは余計な例かもしれませんが、さっき申し上げた自衛隊の食料で、

隊員さんたちが頑張っていて、缶飯というのがあるんですね。缶の飯、もち米です。中身は小

豆ご飯です。だけれども、赤飯に見えますから、赤飯ですから、この被災地で隠れて自衛隊が

皆さんに自分たちの食料を分けながら被災者の方を優先したと。自分たちはおくれてきた配給

品の中の小豆ご飯を食べると、赤飯を食っているのかと、こんなときにということで慌てて回

収したこと、そういうエピソードもあるんです。これは本当なんです。これはやっぱりそうい

ういろんなことも可能性を配慮して、そういう役所側の食料もそうなんでしょうけれども、や

っぱり考えておかなきゃいけないのかなと、我々の備蓄用のものも。あらぬ誤解、かなりいら

立っている部分もあるでしょうから、そういう声もあったということはちょっとエピソードと

してつけ加えておきます。 

 最後はちょっと蛇足でしたけれども。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございます。それでは、経産副大臣、お願いします。 
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○柳澤経済産業副大臣 経済産業省としても東日本大震災、それから、私は今、福島の原子力

災害の現地対策本部長で太田さんにも大変お世話になっておりますけれども、どちらにしても

サプライチェーンをもう一回きちんとしようと。私も流通出身でございまして、４月27日に産

業構造審議会に流通部会を立ち上げまして、５回会合を開いて、この17日に取りまとめに入り

ますけれども、この災害でいわゆる流通インフラ、ライフラインを守るというのが非常に大き

な力を発揮するということがわかりました。それには本当に在庫がどこに、水がどこにあるの

かあるいは缶詰等の食料がどこにあるのかという在庫管理を業態あるいは企業の枠を超えて横

の連携を図る仕組みがとれないかという議論を進めています。デジタルインフラをつくって、

一応今年の予算で８億、経済産業省で組ませていただいていますので、これはいよいよ流通部

会の取りまとめが終わった後、各業界あるいは企業のご理解をいただいて、進めていきたいと

考えています。 

 もう一つは、昨年から製・配・販の連携協議会を動かしておりまして、その中でＩＴを使っ

た、特に返品とか無駄、無理、ムラをなくすには、ＩＴを使ったもっと情報の共有化をしてい

くという動きもずっと継続してきていまして、それと一緒にしてこの後、このＢＣＰも含めて

進めたいということで、今日のようなこういう会合が持たれて皆さんと連携させてもらえるの

は大変ありがたいと思っておりますし、もちろんそれだけではなくて、災害時だけではなくて

平時の効率化も図る、あるいは海外にも日本のおもてなしのネットワークを広げようというよ

うなトータルの議論もさせてもらっています。 

 それから、もう一つぜひお願いは、現地本部長として昨年、農水省の森本政務官と私の連名

で福島の復興セールあるいは被災地支援セールの風評被害対策を業界等にもお願いする文書を

出させていただいたのですが、今年もいよいよタコとか貝だとかというのも安全性が確認され

て、今地域のスーパーでも販売をしてもらっていますが、これから桃とか、いよいよ秋にはま

た米が収穫される。この辺を農水省さんとも連携させていただいて、ぜひ販売促進の取組も強

めさせていただければと思っております。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございました。郡政務官。 

○郡内閣府大臣政務官 防災と消費者、食品安全担当の郡でございます。今日は、後藤副大臣

が本部員なんですけれども、九州に災害の視察に参っておりますものですから、代わりに出さ

せていただきました。 

 今回、東日本大震災の際に食料の供給が本当に滞って、避難所においても十分に食料が回ら

なかった、あるいはまた水がない、火が使えない、しかし自宅にいるという方々の中にも食料
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が尽きてしまって避難所に押し寄せるということもございました。まず、それぞれのご家庭で

何日分か非常食を備蓄していただくということもとても重要なことだろうというふうに思って

います。 

 それからまた、先ほど渡辺副大臣からもお話がありましたけれども、例えば海外から支援物

資として入ってきたものについてのニーズが刻々と、被災地の状況が刻々と変わっているもの

ですから、マッチングに大変苦労されたということがございました。それらの調整というのも

大きな課題になってきているんだと思います。大変な実際が生じることもあるということを想

定した上で、どのように配分をしていけるかということ、これも重要な観点だろうというふう

に思っております。 

 それから、日本に輸入されていないもので、例えばお子さんのミルクについてですけれども、

水がいろいろ使えないということもございまして、ミネラルウォーターではいろいろと対応を

とっていただきましたけれども、もう既に調製済みのミルクがあって、これをぜひ輸出したい

のだけれどもという申し出もありましたんですが、これはなかなか安全基準の問題等もあって、

日本に入れることに苦慮したというふうな記憶もございます。こういったようなことに対応で

きるような常時からの体制といったらいいんでしょうか、検疫も含めてですけれども、どうい

うふうに迅速にこういったことが図れるのかということも課題なんだろうというふうに思って

います。 

 食品表示の問題でもいろいろと対応をとっていただきましたけれども、これもさらに広がる

ものとして見直しを進められるようにしていただけるように、不測時の食料安全保障マニュア

ルの見直しということについては、今いろいろ出てきております今回の大震災の課題、教訓、

これをしっかりと反映できるようにしていただきたいということです。 

 それと、災害が発生した場合、とても大きな災害の場合ですと緊対本部が設置されるわけで

すけれども、緊対本部での対応ということもあろうかと思います。これをあちこちでばらばら

に対応するということではなくて、一元的にまとめて対応できる体制ということをつくってい

くことが重要なんじゃないだろうか。国民の皆さんから見て、これについてはどこそこに、こ

の問題についてはどこそこの役所にというようなことあるいは対策本部というふうなばらばら

感ではなくて、一体とした取組として見られるような配慮が必要なんだろうというふうに思っ

ているところであります。 

 以上です。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございます。では、中野政務官、お願いします。 
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○中野外務大臣政務官 先ほどの太田さんのご説明の中で、前回の会議を踏まえてフィードバ

ックいただきまして大変ありがとうございます。この中でやはり東日本大震災の経験を踏まえ

た中で、やはり緊急時における指針の実効性をいかに確保することができるかということが重

要だったんです。その実効性を確保・向上するための個別の行動計画ですとかガイドラインの

見直しあるいは訓練・演習等の実施についてということで、これは外務省としても当然積極的

にご協力をさせていただきたいと思います。 

 もう一つ、外務省の考えとしましては、会合の焦点というのは局地的・短期的な緊急時の対

応であることを考えますと、日本を取り巻く地域ですね、リージョナルな国々との協力関係で

すとか、あとはもう少し広い面ではグローバルな社会との連携をどういうふうに築いていくか

ということが多分非常に重要になってくるんだと思うんですね。 

 その中で例えば例を幾つか挙げさせていただきますと、ＡＳＥＡＮ＋３の緊急米備蓄協定と

いうのがございますけれども、これは、域内の大規模災害等の緊急事態への備えとして人道的

目的での米の備蓄制度の構築を目的に創設をされていますけれども、こういったものですとか、

あともう少し広い枠組みで考えると、国際市場価格に影響を及ぼす情報の共有ですとか、食料

価格の乱高下への対応あるいは途上国のキャパビルを目的として立ち上げられました世界農業

市場情報システム、これはＧ20の農業大臣会合で2011年６月にその方向性が示されたわけでご

ざいますけれども、この中では例えばその枠組みの一つとして迅速対応フォーラムというのが

ありまして、これは国際市場が異常な状況を呈したときに、この参加国の高級実務者が適切な

政策対応ですとか行動に関する政治的支援の実施等を早期に協議をしていく枠組みであります

から、こういうふうな国際的な取組がどのような緊急時において対応の中で位置づけられるか

ということもぜひ視点の中にしっかりと入れて検討いただくということが重要であるのではな

いかというふうに私どもは考えております。 

○佐々木農林水産副大臣 ありがとうございます。では、辻副大臣、お願いします。 

○辻厚生労働副大臣 厚生労働省でございますけれども、厚生労働省は水ということで上水道

を所管させていただいておりますし、また、検疫、食品輸入という部分も担わせていただいて

いるわけでございます。上水道につきましては、震災の折にも全国から関係者が集まって本当

に一丸となって水の確保に努めていただき、大いなるご貢献をいただいて対応したと思ってお

ります。また、輸入の際も先ほどペットボトルの水のお話もございましたけれども、審査の迅

速化ということで輸入実績があるものについては、特に対応を早くできるのではないかという

ことで取り組んでいるところでございますけれども、今回の見直しという過程でこれまでも取
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り組んできたことではございますけれども、改めて非常時の対応に向けてしっかりとよりよい

対応を求めて取り組んでいきたいと、このように思っております。 

 以上です。 

○佐々木農林水産副大臣 いいですか、お願いします。 

○田中国土交通省政策統括官 国土交通省でございますけれども、代理で参ってきております

が、せっかくの機会でございますので発言をさせていただきます。 

 私どももこういった災害等の緊急時の対応につきまして、今ご説明のありましたような課題

につきまして、同じように問題意識を共有してございます。それで、本日のご指摘にございま

した点で２点ばかりお話をさせていただきますが、１つは物資の拠点というふうなことが書か

れてございます。私ども昨年来、いろいろ検討を重ねまして、その中で１つは民間企業の力の

やはりもう少し活用をちゃんとすべきではないかということのご提言などもございまして、倉

庫業者などの倉庫を緊急時の場合の支援物資として活用するということで、現在約400程度の

地点をリストアップしてございます。また、各都道府県などの災害対策本部とそういった民間

の事業者の方が連携をとれるような体制づくりというのを今進めておりまして、これは今回の

ご指摘の一つの対応として活用できるのではないかというふうに考えてございます。 

 ２つ目はネットワークの点でございますが、これは私ども非常に今回の災害時におきまして

重要性を認識いたしました。一つの例を挙げますと、東北地方で非常にガソリン等の燃料がな

くなったときに、ＪＲ貨物がいわゆる貨車で石油、ガソリンなどを運んだわけでございますが、

その際に通例は貨物が走っておらない線路を通して運ぶというふうなことをいたしましたが、

これは線路が続いておったのでできたという面もございますけれども、片方では、通常は事業

の採算性その他で貨物が通っておらないということでございますので、こういったネットワー

クの維持という点からいいますと、その民間の事業者の経済的効率性といったものとの両立が

非常に課題になるなというふうに思ってございます。 

 それ以外にも高速道路などのいわゆるミッシングリンクと我々は呼んでございますが、足ら

ざるところは足していくということ、それから、船で相当今回も支援物資などを送りましたけ

れども、やはり港湾機能がしっかりしておりませんと食料が実際に入ってこないということで

ございますので、その耐震化なども今進めてございます。この辺の施策につきましてご協力さ

せていただきまして、今回の結論にうまく結びつけていければというふうに考えております。 

 ありがとうございました。 

○佐々木農林水産副大臣 どうぞ。 
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○柳澤経済産業副大臣 実は、先ほど紹介した流通部会の議論の中で専門家の方が首都直下型

のシミュレーションを出していただいて、これは水とか缶詰とかのいわゆる在庫を随時わかる

ような手を打ったとしても、この問題はもうそんな簡単なことではいかないという議論も起き

ていまして、一つはやはり家庭でどれだけきちんと備蓄をしていただくか、それにあわせて、

ここにもあるように訓練をどう進めていくのか、あるいは消費期限等を頭に置いてどう入れか

えていっていただくのかというような具体的な、あるいは年に何回か訓練をするぐらいのこと

も必要じゃないかというような議論も一部出ています。 

 それからもう一つは、今国土交通省からありましたけれども、特に物流の部分では、民間の

物流の皆さんにも宅配も含めてどこまで協力をしていただくかというのも大きな柱になってき

ますし、そのときに道路を優先的にどういう車両をどう通すかという中に流通関係の車両をど

う見るかということが一つ大きな課題になると思います。今、経済産業省としてはガソリンス

タンドの備蓄法案を提出していまして、全国のガソリンスタンドに緊急時のガソリンをきちん

と備蓄していただくという提案をしています。今回こういう省庁を超えた連携をとって対策を

とるというのは大変今大事だというふうに思っておりまして、経済産業省としては、これから

もぜひ積極的に連携をさせていただいて、対策をとらせていただければなと思っております。 

○佐々木農林水産副大臣 ほか、いいですか。 

○郡内閣府大臣政務官 追加で申しわけないんですけれども、家庭での備蓄の大切さというの

は本当にそうだと思うんですね。私どもも我が家のことを申し上げてあれなんですけれども、

４家族一つのところに集まって備蓄してあった食料をみんなで持ち寄って何週間かしのいだと

いうのが今回の東日本大震災での我が家の状況でもありました。各家庭では備蓄があまりなく

て、お米もなくなってしまって、どこがあいているかしらというような問い合わせやらいろい

ろあったんですけれども、やはり基本的に各家庭で何日分かは恒常的に持っておけるように対

策をとるということ、これは意識の問題としてもしっかりと国民一人一人、ご家庭に責任を持

ってもらうということでやっていただきたいなというふうに思っております。 

 それから、海外から輸入された支援物資の輸送費用の問題もあったかと思います。だれがど

ういうふうに負担をするのかということで、実は大変たくさんありがたい支援品をいただいた

のに、それをどこが輸送費用を賄うかで滞った部分もございましたので、その辺についてもし

っかりと議論をしていただきたいというふうに思います。 

○渡辺防衛副大臣 先ほど柳澤副大臣がおっしゃったことにも関連するんですけれども、今は

もうたくさんコンビニエンスがあって、当然コンビニエンスは出店するときに、その地域の特
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性をかなりの市場調査をやってから出店しますし、当然いろんな在庫管理とかどういう品目が

売れているかということをこれポイント・オブ・セールスですか、積み重ねていきながら、例

えばここは大体若い人が多いあるいはここは例えばジャンクフードが売れるとか、ここは年配

の人が買いに来て、お一人様用の例えば惣菜のようなものや、煮物の例えば今１人用がありま

すよね、ＣＭでやっているようなああいうのが売れるとか大体その地域の市場構成はわかると

思うんですね。それがイコールその地域の特性だと思うんですが、そういうデータを多分持っ

ている民間の例えばコンビニエンスのところから、我々ふだんから共有しておいて、何かあっ

たときにどういう物資を最優先に運ぶことができるだろうかということはかなり準備ができる

んだとは思います。 

 とにかくこういう言い方をしたら何ですが、備蓄をしろと言っても、なかなか年配の方々、

お年寄りの方々、食べもしないものはもったいない、傷んじゃうからといって、うちのお袋な

んかもそうかもしれません、余りためておかないんですね。もったいないという思いがありま

す。若い子だったら、では乾パンを食うかといったら、乾パンなんかこんなかたくてまずいも

のを食わないと。いや、カロリーメイトとか今いっぱい幾らでもカロリーが高くて代替補助食

品がいっぱいありますので、そうすると、例えば余り一概に備蓄を何とかというものの限界は、

私はやっぱりあると思うんですね。カップめんはいっぱいあると。だけれども、水がなければ

どうにもならない、電気が来なかったらどうにもならない。だけれども、やっぱり救うべきは

お年寄りとか年配の方から最初にまず支援をするとすれば、そういうデータというのはこれ、

経産省さんが多分持っているでしょうし、地域の細分化された民間が持っているようなデータ

をもとに何かの形でそれがいざというときに自治体なり対策本部なりに提供されるような仕組

みはぜひご検討されたいと思いますけれども、選挙なんかをやっていると、どの地域が農村地

帯で年寄りが多いとか、どの地帯はアパートとマンションばかりで有権者が余り投票に行かな

いとか、無党派が多いとかある程度わかりますけれども、実際その対策本部なんかが本当に客

観的なデータとして持つような一つの個人情報とか難しいところはありますけれども、やっぱ

りそのものは考えておくことができるんじゃないかなと。それが一つの供給する場合のヒント

になるんじゃないかと思いますけれどもね。そういうことは横断的にやっぱりぜひやっていく

べきだと思います。 

○佐々木農林水産副大臣 活発なご意見をいただきました。そろそろ時間になりました。それ

ぞれの立場から大変貴重なご意見をたくさんいただいて、大変参考になったというふうに思っ

てございます。 
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 危機管理というのは非常時に備える話ですから、ある意味で非常にリスキーな話だというふ

うに思います。どのようなものにどの程度備えるのか、ついこの間、こんな話を聞きましたが、

例えば消火器は家庭が備える、しかし、消防車は自治体でないとそろえられない、輸送ヘリは

やっぱり自衛隊か何かでないとそろえられない。だから、どのリスクをどこが背負うんだとい

うことが本当のリスクマネジメントなのではないかという話を聞かされました。家庭、それか

ら自治体、民間、国、それぞれの場面で今貴重なご意見をいただきましたので、そうしたもの

で本当の意味での、食料という意味でのリスクマネジメントになるように、今回の議論を踏ま

えて文案つくりをさせていただきたいというふうに思います。詳細については後日ご案内させ

ていただきたいというふうに思います。 

 そろそろ予定の時間がまいりましたので、本日はこれにて閉会とさせていただきたいという

ふうに思います。どうもありがとうございます。 

午前１１時２３分 閉会 


