
第１４回食料・農業・農村政策審議会企画部会議事録 

   

   

日時：平成１６年６月２８日（月）１４：００～１６：５０  

   

場所：農林水産省７階講堂  

   

   

○生源寺部会長  ただいまから、食料・農業・農村政策審議会第 14 回企画部会を開

催いたします。  

 なお、本日は、八木会長、江頭委員、大庭委員、中村委員、森野委員、永石臨時委員、

西山臨時委員、秋岡専門委員、村田専門委員及び横川専門委員が所用によりご欠席とい

うことでございます。  

 本企画部会は公開されており、一般公募によって 76 名の方から傍聴の申し込みがあ

り、本日お見えになっております。また、資料、議事録等につきましては、すべて公開

することになっております。これも毎回のことでございますけれども、よろしくご承知

おき頂きたいと思います。  

 それでは、議事に入りたいと思います。本日は３回目の有識者ヒアリングということ

で、消費者、食育、農産物輸出、経済関係のそれぞれの分野から４名の方々にお越し頂

いております。大変お忙しいところ、当企画部会のヒアリングにおいで頂きまして、誠

にありがとうございました。当部会を代表いたしまして、私から御礼申し上げます。  

 それでは、ヒアリングに先立ちまして、最初に、事務局の方から有識者の皆さんのご

紹介をお願いいたします。  

○皆川企画評価課長  まず、私のお隣に座っていらっしゃいますのが日本生活協同組

合連合会副会長の山下俊史さんです。いわゆる日生協といわれる組織でございますが、

1951 年に設立されておりまして、日本最大規模の消費者組織でございます。食料品、

日用品の販売ですとか共済事業、また食品の安全、環境、それから福祉といった取り組

みで幅広い活動をされていらっしゃいます。また、消費者の立場から、食の安全を始め



といたしまして積極的な政策提言も行っていらっしゃいます。  

 次に、そのお隣でございますけれども、兵庫県神戸市からお越しの坂本廣子さんです。

坂本さんは、サカモトキッチンスタジオを主宰されていらっしゃいまして、生活者の立

場からの料理づくりに取り組んでおられます。また、その活動の一環といたしまして食

育を積極的に実践されていらっしゃいます。幼児期からの料理教室の開催ですとか、子

供向けの料理本の出版、さらには子供用の調理器具の商品開発などにも取り組んでいら

っしゃいます。また、各種メディアでも幅広くご活躍されていらっしゃる方でございま

す。  

 さらにお隣が、青森県の弘前市からお越しの片山りんご有限会社代表取締役の片山寿

伸さんです。片山さんは青森のりんごの欧州への輸出に直接取り組まれているわけです

が、その際、ヨーロッパへの輸出に際して、ヨーロッパの小売業者が販売する農産物に

ついて、適正農業規範ということで、生産者サイドに、ユーレップギャップ（EUREP GAP）

というような様々な規範、トレーサビリティですとか様々あるわけでございますけれど

も、この認証の取得にも取り組んでおられるということで、また、輸出で培ったノウハ

ウを活用いたしまして、日本国内においても生産履歴を表示したりんごを販売されてい

らっしゃいます。  

 最後が、社団法人経済同友会の農業改革推進委員会の委員長でいらっしゃいます福川

伸次さんです。経済同友会でも、様々な政策提言をなさっていらっしゃいますけれども、

農政、農業政策に関しまして、この３月に、今日も多分そのお話が出ると思いますけれ

ども、「農業の将来を切り拓く構造改革の加速－イノベーションによる産業化への道－」

と題する提言を発表されていらっしゃいます。  

 以上、簡単でございますけれども、本日お越しの４名の方々をご紹介させて頂きまし

た。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、続きまして有識者の皆様方からご発言を頂きたいと存じます。  

 なお、本日でございますが、おおむね４時半を目途に会議を進めてまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、誠に恐縮でございますが、お一人 15 分程度で、４人の皆様から続けてご



説明、ご発言を頂き、その後、委員の皆様との質疑応答、意見交換、こういう形でまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、まず山下さんからお願いいたします。  

○山下氏  お手元の資料に沿ってご報告をさせて頂きます。  

 経営の概況ですが、詳しくは、お配りいたしております日本生協連のご案内、このブ

ルーのパンフを後ほどにでもご覧ください。総事業高だけ申し上げますと、合計で約３

兆 3,000億円、地域生協のみで約２兆 6,000 億円ということでございます。  

 産直事業について取り出してご報告してございますが、これも詳しくは「たしかな商

品を届ける生協農産産直」というパンフを後ほどにでもご覧ください。ベースとなりま

す地域生協の食品供給高、約２兆円。そのうち産直の対象分野ということで申し上げま

すと、米・卵・牛乳を含む生鮮４品で約１兆円ということでございます。このうちの産

直は、かつては 4,000 億円ということで、約４割ということでございましたが、この間

の事件、事故を契機に、あいまいな基準、政策の見直しに入ったことなどから、2,000

億円、約２割ということで、半減しているということでございます。一方では、そうい

った見直しということもあって、組合員と産地の交流活動は積極的に行ってきていると

いうことでございます。  

 ３つ目に、生協の食と農業に関する諸活動ということでは、ちょっと古くなりますが、

３年ほど前に、日本生協連 50 周年記念ということで、これもお手元に配付させて頂き

ました「たべる、たいせつブック」に、料理ですとか、農作業体験ですとか、いろんな

切り口での活動を集大成させて頂きました。これも、いろんなことをやっているという

紹介として、後ほどにでもご覧をお願いいたします。  

 早速ですが、それでは今後の活動の方向についてどう考えているかということに移ら

せて頂きます。ベースはやはり安全性ということで、これは前提だと思っております。

大事なのは、品質と、その品質に見合ったリーズナブルな、納得できる価格ということ

ではないかと。この２つの物差しから、消費者・組合員の願いをどう商品や事業の仕組

みにしていくかということが基本方向ではないかと思っています。  

 生活協同組合は、ご案内のとおり、消費者組織という一面と併せ、事業体を持ち運営

しているということが特徴でもございます。そういう意味では、消費者の諸活動を事業



の構造や組織体質としてどう実現していくかということが引き続き問われます。その意

味でも、事業体として、品質と、これに見合った納得できる価格をどう自らの事業者責

任として作り上げていくかということがこれからも基本方向となるべきだと思ってお

ります。  

 例えば、さっき申し上げました、いろいろ事件、事故の多うございました産直、従来

は大変ふわっとした言い方で、「顔の見える」というような言い方もしてまいりました

が、やはりきちんと問い直そうと考えますと、これから一層積極的に展開しようとすれ

ば、その産直の基準は、例えば３つあるべきではないかと、こうも考えております。１

つは生産者の特定、別の言葉で言えばトレーサビリティの構築ということ。２つ目に、

生産、仕様の特定、別な言葉で言えばスタンダードの構築。３つ目に、生産者と消費者・

組合員の交流、コミュニケーション。こういった新しい物差しからどう組み立てていく

かということが、消費者・組合員の願いに応えた新しい事業展開ということにつながっ

ていくのではないかと思っております。ここに書いております、事業者として確かな商

品を生産者とともに作り上げる、その際に、二者認証ですとか適正農業基準づくりなど

に触れておりますのも、今申し上げたような視点からであるということでございます。  

 これとの関係で、食や農業などの活動についても、一層組合員の自主性、自発性を大

事にしながら積極的に展開もしていきたい。支援もしていきたい。あるいは、そういっ

た組合員、消費者の諸活動、いろんな切り口での諸分野での活動を、事業者として、事

業体としてどうかみ合うように受け皿として支えていくようにできるのか、このことを

自ら構築していかなければいけないと思っております。  

 早速ですが、今後の政策への提言をそういった立場から何頄目か拾ってございます。

総論的に３行でまとめてございます。ここは読みます。国内農業は私達消費者の食の願

いを実現する最も身近な存在であり、農業者自身の英知と努力によって産業として再生

することを願うとともに、私達は、品質の良い農産物がリーズナブルな価格で提供され

るよう願いたいと思っております。このことに尽きるかと思っておりますが、各論的に

は、合計７頄目書き出してございますので、要点のみ触れさせて頂きます。  

 第１は安全性ということで、これはもはやこの分野の商品事業の前提と考えますし、

政策の前提と考えるべきかと思っております。「国民の健康保護」を第一に考えて、消



費者の立場に立った対応を求めていきたいと。引き続きこの立場が大変大事だと考えて

おります。  

 ２つ目、環境保全。これももはや国際的には前提として考えるべき重要な共通認識事

頄かと思います。ＥＵでは導入されております環境直接支払い制度を導入するなど、環

境に配慮した農業の推進なども必要な施策ではないかと思っております。あるいは、同

じく地域資源保護といった物差しから見たときの集落の役割も評価をして、中山間直接

支払い制度の継続とともに、一層の内容の充実も図る必要があるのではないかと、この

ようにも考えております。  

 ３番目ですが、「関税」の前に「高」、これを１文字つけ加えて頂きたい。関税制度そ

のものを言っているのではありませんで、消費者の目線から見たときの、これはいくら

何でも高すぎるという意味で、高関税による国境措置を段階的に縮小していく必要があ

るのではないかということを申し上げたいと思います。やはり農産物の内外価格差、歴

然としてございますので、その解消ということを問題意識、課題としておくべきではな

いかと考えます。消費者の目から見ますと、関税、とりわけ高関税によります国境措置

は、いわば消費者の知らないうちに負担を強いるということにもなっている、そういう

側面があるのではないかとも考えるからでございます。いずれにせよ、必要十分な情報

に基づいて、輸入農産物か、国産農産物か、その選択の自由は最後は消費者だというこ

とが保障されるべきではないかと考えます。  

 ４つ目、国内農業支援のための直接支払い制度の導入をお願いしたいと思っておりま

す。やはり産業としての農業を守り発展させようという生産者を支援する必要があると

思います。その際の制度としては、関税による国内農業保護に対して、直接支払い制度

の方が、その決定プロセスでありますとか、かける金額などについて、透明性を確保し

やすい制度設計ができるのではないかと考えるからでございます。その際の対象は、経

営としての生産性の向上でございますとか、規模拡大に寄与しようとする意思と能力が

ある、あるいはそうしている生産者に対象を絞るといったことも必要なのではないかと

思っております。やはり税金、国費ということでございますので、農業経営を支援する

という必要性からとはいえ、そのためにはやはりしかるべき選定基準とか、その効果の

検証が国民に開かれているということが必要なのではないか、そういう国民的合意が図



られるようにする必要もあるのではないかと考えます。  

 ５番目、「無駄のない農業予算を」ということでございます。全部が無駄といってい

るのではありませんが、この間の農業保護のための予算措置等について、生産者自身か

らお伺いしても、必ずしも全面賛成なのか、中には異論もあるのではないかと伺ったこ

ともございます。農業土木など、折に触れいろいろ異論も聞かれるような分野ではなく

て、本来の生産支援という方にシフトした農業予算への転換が求められているのではな

いかと思います。  

 もう一方で、納税者・消費者利益との良い循環がなされているか、これが見えるよう

に検証していく必要があるのではないかと思っています。つまり、国民の税金で経営支

援をする、直接支払いの場合にもそういうことが言えるわけですが、その結果、消費者

にも見えるような形で果実が提供されて、つまり、しかるべき品質のものがリーズナブ

ルな価格で提供されて、輸入品と比べてもなお十分選択購買する価値があって、消費者

も満足をして、その利益が生産者にも返り、したがって、国民の税金をその生産支援の

ために使うことにも十分納得ができるという、そういった国民、納税者、生産者、消費

者の良い循環を作っていく、それを検証し続けるということが必要なのではないかと考

えます。  

 ６つ目、「担い手の特性に合った施策を」ということで、政策目的と、それぞれの担

い手の特性に合った施策の提案が必要なのではないかと考えております。環境保全、あ

るいは経営支援など、担い手の取り組みに対して支援を行うべきではないかと思ってお

ります。あるいは新たな担い手確保のためにも、意思と能力のある都市住民、その他に

ついても広く参入を求められるように、例えば既にやられております特区制度による緩

和など、そうした試みや動きをもっと広げていくべきではないかと、このようにも考え

ます。  

 ７番、食や農業に関する広範で自主的な活動を視野に入れた新しい枠組みへの転換、

新しい枠組みづくりというふうにぜひシフトしていって頂きたいと思っております。そ

ういう意味では、生産者だけの活動に限定するのではなくて、生産から消費の仕組み、

国民や税金との関わりを含めた、消費者、生産者、国民をつなぐ連携した活動をより積

極的に評価していくことが大事なのではないかと思っております。  



 さっき、私どものいろんな活動のご報告のために、参照のためにお配りしました「た

べる、たいせつブック」の中にもいくつかの例が紹介されておりますが、例えばある生

協でやっております新潟笹神村とのおつき合いは、単に一過性のおつき合いを超えて、

第二のふるさとというようなことで、大変密度の高い交流がされ、消費者もそこに行く

のが楽しみだと、こういうことにもなってきております。  

 いわばさっき申し上げた良い循環づくり、農業者、国民や生産者や消費者の良い循環

づくりの視点で新たな政策的な、制度的な枠組みづくりを進めるということが大変大事

なのではないかと、このように考えておりますので、そのように、以上７頄目提案をさ

せて頂いて、ぜひご検討もお願い申し上げたいと、このように考えております。  

 ありがとうございました。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは次に、坂本さん、よろしくお願いいたします。  

○坂本氏  神戸からまいりました坂本です。神戸市の幼稚園等で、幼児からの食育と

して、約 25年以上、実際に子供達の調理実習を続けてまいりました。その結果、現在、

キッズキッチンという形で、子供達に亓感で体験させる調理教室を行っております。う

ちの場合は最年尐は１歳半位から子供達が来て、実際に包丁を持ち、天ぷらも揚げ、魚

もさばきというふうな状態で行っております。  

 どういうふうな内容でしているかはこの添付資料、別紙１の方をご覧ください。ここ

の中にも意識して入れておりますのが、最近では保存食、いわゆるぬか床であるとか、

梅干しの梅を本当に子供達が自分の手で触って、作って、そして食べるという、亓感全

部を使う形での、子供達自身がおいしさを発見する作り方を学ぶことによって大きな感

動を得るような形の教室です。ですから、これは子供の教室とは申しますけれども、実

は親御さんに対する子供を通じての教育にもなっているように思われます。  

 体験というのは誰も代わってやることができないのですね。子供自身が自分が体験し

ないと、感動もなければ次に伝える力もないということで、実はこれは感動を調理とい

う場で子供達自身にしてもらうという、そのための場なのです。ですから、教え込むの

ではなく、子供自身が自分で発見していくような形をとっています。それの１つが調理

だということです。  



 現在、農林水産省でも、食育ボランティアの養成をして、そしてその食育ボランティ

アがいろんな教育機関とともに活動していくようにという方針が出ております。それに

対しては、食育ボランティアの方達がいきなり食育を言われてもわかるわけがありませ

ん。きっちりとした食育ボランティアとしての養成ということで、実際に秋田県で行い

ました分をちょっと資料としてつけさせて頂いております。これが別添資料の２、３で

す。もう１つは、社会教育としての側面であります。九州のグリーンコープで今現在行

っております子供の体験調理教室と、それから秋田県の資料をこちらに添付しておりま

すので、ご覧頂けたらと思います。  

 食育ボランティアの方達の養成も、ただ言葉だけでは本当にはよくわからないのです。

ですから、実際に子供達にいろんな体験をしてもらうところを見学するところからスタ

ートして、その中で自分が何ができるかを発見していって頂く、いわゆる“Learning by 

doing”という、体験から自分達でそれぞれに発見して頂くという方法をとっておりま

す。  

 それから保護者とか教育関係者への食育講演活動と、それに対して必要な、いわゆる

資料、関連ものを作っております。子供の発達の段階に合った形での包丁を実際に作っ

て出しております。いろんな意味で、子供達が実際に体験するためのいろんなツール作

りということが現在の私どもの仕事となっております。  

 今後の活動の展開方向につきましてですが、今の子供達、特に今、日本の子供達の中

で世界の子供達と比較して顕著に違うところは、子供達に夢がないということです。明

日はとってもいい日だろうと思って眠りにつく子供は３人に１人しかいない。そして、

自分はこんなに素晴らしいと思って自信を持って生きている、いわゆる self-estimate

と言われる自尊感情を持って育っている子供達というのは大体４人に１人位しかいな

いと言われております。  

 実際こういうふうな中で何が起きてくるかというと、最近ようやく脚光を浴びるよう

になってきたのですが、いわゆるニート（ＮＥＥＴ）と言われる子供達、15 歳から 35

歳までの間で、現在 60 万人位いると言われている、教育も雇用も職業訓練のいずれに

も属さない、社会に一歩が踏み出せない人達の存在というのが明らかになってきました。  

 明らかになってきたこのＮＥＥＴの人達がなぜ社会に一歩も踏み出せないのかとい



うと、その一番大きな要因というのは、「自分に自信がない」ということが現在わかっ

てきております。実際にこの人達がどうして自信がないかというと、自分が自信を持っ

たという体験を今までに持ち得なかったのではないか。これをどうすればもう一度踏み

出す力ができるかというと、やはり自分に対する自信を取り戻すことであろうし、それ

は現実に体験して体感しなければならないのではないかということの、研究者の方の発

表がありました。  

 実際、私自身、25 年間子供達に調理実習を行ってきまして一番思うのは、子供達と

いうのは、本当に体で全部感じたことが一番の自信になるのですね。幼稚園で３年間、

全く違う献立でずっと子供達に作ってますと、卒園の頃になると、必ずと言っていいほ

ど、子供達はまず、「私達は売っているものを何だって作れるよね」って本当にすごい

自信を見せてくれます。でも、これは私が教え込んだことではなく、子供自身が自分で

発見してきたことなのですね。ですから、子供自身の発見のためには必ず体感する、自

分で体感していく食育をこれからも続けていきたいと思っております。  

 食育においてはやはり体感する、体験するということが非常に大切で、ただ単に言葉

で教え込むことが食育になるとは私には思えません。実際に亓感全部を感じて、おいし

いまで、食べて口の中に入れるところまでいってこそ初めて本当の食育になるのではな

いかと思います。  

 そして、子供達に広く教えていく場合には、やはり広範な資料収集とか、それからあ

とは指導者の方向けの、指導者が指導するためのキットが必要です。いわゆるスーツケ

ースキットといいまして、貸し出し型です。お米であれば、稲という植物の実であると

いうことであれば、本当に稲というものの実物、実を見せて、そして世界にはこんない

ろんな種類のお米があるよということを全部実物で見せて、におわせて、触らせて、そ

して炊いておにぎりにして食べて初めて本当にわかるのではないかということで、その

プログラムと、タッチキット（触って理解する教材）を作っております。  

 さらに、食育は、大人から子供までといっても、まず大人は、特に話を聞いて頂きた

い方というのはほとんど講演会にもお越しになられませんし、実際にはなかなかお伝え

をしにくいものです。その中で地域における食育として、必ず皆さんが来られる例えば

スーパーマーケットであるとか、そういうふうなところで実際に食育に尐しでも触れて



頂く、そういうチャンスを作る連携を作っていく方法も主催いたしております。  

 政策への提言につきましては、まず１つ、現在、ずっと食育を行ってきていて、これ

は本当にどうしたらいいのだろうと非常にあちこちで迷いが起きている部分があり、ど

う解決するかを考えていかなければ実際の食育は動かないのではないか。実際の食育現

場で起きているものに対して、一つ一つ、いわゆる行政から指導をして頂かないとこの

壁は越えられないのではないかということを中心に提言をさせて頂きたいと思ってお

ります。  

 まず食生活指針を基礎に、３省合同で食育というのが生まれました。実際に３省合同

で動いてはいるのですけれども、現場においては、保育園にも、学校にもまたがった問

題であるとか、いろんな社会教育とまたがった問題も出てきております。まず、子供達

を例えば教育する機関として、１つは家庭内教育、いわゆる家庭教育ですね。それから

２つ目が学校教育、それから３つ目が社会教育であると思います。この３つの鼎（かな

え）の上に子供の教育が成り立っているとすれば、現在、家庭教育の中における食育が

非常に力が弱ってきているということがあって、今、食育の必要性が強く言われるよう

になりました。  

 実際の学校の中では、実は現場は非常に壁にぶつかっておりました。例えば、現在、

食育ボランティアで学校に派遣されていった人の報告で上がってきましたのは、派遣さ

れて行った学校にはまず家庭科室がありました。家庭科室にあったのはほこりだけで、

包丁も、まな板も、食器も、何もないのですね。冷蔵庫もないのですね。そこで食育を

してくださいといって呼ばれて行ってもどうしたらいいのだろうと。それが非常に古い

学校がそういう形が多かった、新設校はそうでもなかったのですが。  

 実際にそういう学校に行きまして、食育をしてくれと言われて、それで始める前には

大掃除をして、保健センターから全部道具を借りていって、やっと始められるのです。

そしてそこでいわゆる郷土食である「ちしゃなます」のような、いわゆる生ものですね。

和えるだけのものを出す、漬物を出すとか言うと、それは全部１分間、75 度で茹でて

から出してくれと言われる状態なのですね。１分間 75 度で茹でたら似ても似つかぬも

のになってしまうであろうと。なんであろうと茹でるのです。お漬物なんかどうして茹

でなければいけないのだということを言いますと、それは、学校の中で食べる食材に関



しては一切全部、食品としての消每をきっちりとやってくれということです。例えば学

校の園でできたトマトをさあ食べてみようとぱくっと口に入れるという体験をさせた

いと言いますと、それは 75 度で茹でてからでないと駄目ということなのです。学校給

食の中では、１分間 75 度、皮ごと茹でたみかん、それから真っ黒に茹でたバナナとい

うのが実際の教育の現場の中では出ているのですね。お漬物とかも一切出すことができ

ない。茹でてからでないと出せないという状況が起きてきています。  

 これはなぜかと教育委員会に聞いたら、結局、全部学校長の裁量によるものだと言わ

れました。家庭科室に物がなければ、今だったら、百円均一で買えばいいじゃないの？

寄附してもらえばいいじゃないの？それは駄目なのだそうです。ちゃんと指定業者を通

じて備品購入しない限り置いてもらっては困ると言われております。  

 そして実際に、子供達にパックンと畑からのとりたてを食べさせる体験をさせようと

思ったら、食育ボランティア自身が保険をかけて、その保険料も全部負担して、何かが

起きたときには一切の責任は自分がとるという念書をつけて初めて食べさせてくださ

いと言われるような状態です。これは大阪だけではなくて、北陸でもそうですし、最後

に添付資料としてつけさせて頂きました西日本新聞の記事をちょっとご覧頂きますと、

同じことがやはり九州でも起きているのです。  

 今食育の現場は、食育ボランティアという形で行きますと、まず学校教育の壁ですね。

教育委員会の方に実際にちしゃなますを作って食べさせたいと言いますと、「捨てさせ

てください」「作ってもいいですけれども、捨てさせてください」「事故が起きたときに

は命がかかってますから」と言われました。でも、人間誰でもそんなに命がけでごはん

食べているわけではないのです。どうしてこんなに実際の食事との間に乖離が起きてし

まったのか。学校園でできたものを洗ってパクッと食べるということがどうしていけな

いのか。逆に、こういうことをどんどん推し進めていくと、食育という名前で食べ物が

捨てられ、そして今までの日本の食文化も非常に危険なものとして放り出され、そして

その園で、畑でできたものそのものを食べるということが、非常に汚いものであるとか、

非常に衛生的でないということで、それを逆に子供達に刷り込むことにならないか。  

 今現在、地産地消と言われ、そしてまたいろんな、社会的施設、例えば流通業界では

コープさんでも調理実習をし、食べる体験までという形をしているものが、実は学校教



育の中では非常に行いにくい状態です。今は本当に逆に社会教育でしか体験が守れない

のではないかということです。非常に私達が体験させたい、私達が次の世代に残したい

ものがこのままでは残っていかないのではないか。とても変な形の日本の食文化ができ

上がっていくのではありませんか。現場でのこの対応の仕方一つで、実は農水省がした

い体験型食育が逆にできなくなっているのではないかという懸念を持っております。  

 実際に、あとアレルギーの問題と、幼保一元化の問題が出ております。尐子化対策と

しての幼保一元化で、幼稚園にいわゆる給食の設置義務がない方向でということになる

と、今までから給食室のある保育所にも給食室は要らないという方向になりつつありま

す。けれども、食育の面からみたときに、今アレルギーの子供達が非常に多くなってい

ること、それから子供達の実際の体験が非常に尐なくなってきている今こそ、逆に子供

達に、そのにおいをかがせ、そして、こんなものよと触らせ、そして食べるというこの

基礎体験を持たせる必要があるときに、さらにそれが目の前からなくなっていくという

ことは、果たして食育の観点からみて良いことなのでしょうか。実際、食育という観点

から子供の周りでいろんな矛盾が出てきています。この体験活動ができるような、効果

的に進める規範というものを出さない限り、現場では全部体験が止められてしまうとい

う状況が起きてきております。本当に土は素晴らしい、そしてそのでき上がった食べ物

というのが本当に素晴らしくおいしいものであるというこの基礎体験を持たせること

ができるような、そういう規範をぜひつくって、現場を助けて頂きたいと思っておりま

す。  

 実際には、保育園の場でも、食べ物を子供達に触らせてというと、食べ物を口に入れ

てはいけないから、全部絵で書いて、それを触らせろと言われております。保育士さん

達は本当に実物の重さであるとかにおいであるとかを触らせたいにもかかわらず、学校

教育、保育所の現場では実際に上からの通達によってそれができないという状況が起き

てきております。  

 それからもう一つ、これは現場でのことです。行政は、いわゆる食育においても、規

制をかける一方ではなくて、ある意味ではむしろいいコーディネーターに徹する必要が

あると思います。現在いろんな形で食育というのが言われて、いろんなところからいろ

んな資料が出ているのですけれども、アワと間違うようなヒエの絵が書いてあったり、



水かきのないカエルが書いてあったりとか、野菜の形が全く似ても似つかぬ形で名前が

ついていたりとか、非常にひどい資料が、それが意外と行政から出ているものの中に多

いのです。むしろ専門家を活用した形で科学的に間違いのないことをして頂きたいとい

うのが願いです。ただ、一般的に出ているものの中にはきっちりしたものが、専門家が

書けばそんな間違いはしないだろうということも、行政ではほとんどノーチェックで出

ているのではないかと思われるぐらいひどいものが出ております。子供達に渡す資料に

関してはむしろ本当に質の良い本物を子供達に提供する形でしていって頂きたいと思

っております。  

 例えば研究所の方が子供達にりんごの話をしにいくといっても、品種の話なんか、子

供にしたってわかるわけがないのに、それをして、子供達がとっても喜びましたと言う

けれども、本当は喜んでないことも多いのです。ですから、もっともっと本当の意味で

の専門家である農家の方に話を聞くと、子供達は決してわからなくはなくて、農業の素

晴らしさを本当に実感してくれるのですね。これはやはり専門家、プロ、本当にやって

いる人達でないとそれは伝えられないと思います。  

 食育ボランティアの資質の向上のためには研修が必要であり、そのための予算措置を

して欲しいということなのです。食育ボランティアとして派遣される方には、交通費か

ら研修費から一切何も、一銭のお金も出ていないところもあります。全部ボランティア

の個人的な力によって、頑張ってくださいという状況なのですね。尐なくとも交通費で

あるとか、教材費であるとか、そういうものだけはせめて尐し補助をして依頼するべき

ではないかなと思っております。  

 それから体感型の食育の推進ということです。今の子供達は食育以前の亓感体験が非

常に乏しいのです。例えば中学校２年生になって、幾何で丸を書けといわれても、ノー

トが穴だらけになっても端と端とが合わないとか、正三角形が書けないとか。これはい

わゆる発達の段階の中で、いろんな手の基礎体験とかそういうのが欠けているのです。

実際に熱いとか冷たいとか、いろんな亓感で感じる、体が動きを記憶するその時期に調

理体験という形で実際に体験していくと、遠い将来に抽象化したものを乗せていくため

の土台ができ上がります。生後から大体６歳までが子供達の脳のハードウエアができ上

がる時期、この時期にいろんな基礎体験をいっぱいいっぱいしておかなければ、将来バ



ーチャルなものを入れようとしても、リアル体験が土台にないと、到底入っていくわけ

がないのですね。  

 そういう意味で、最尐の投資で最大効果を上げる幼尐期に、こういう調理の基礎体験

で実際に子供達に亓感を通じて体験させて頂きたいと思っています。そして、体感教育

はとにかく本物であって、かつ亓感全部が使える調理というのが非常に簡単であると思

います。また、これは自宅の中でもできるということですね。  

 ただ、これも非常にいろいろございまして、例えば子供の調理教室と言いながら、見

ていると、後ろから大人が手を持って全部大人が包丁を動かしていて、全然子供の体験

になっていなくても、これでも子供の教室であると言われる場合が非常に多いのです。

なぜかというと、子供が触ると危ないからと。危ないけれども体験をさせたいからとい

うことで、上から持って、大人が実際には調理。「待っててね」とか言いながら、全然

子供は体験してないじゃないかというのでも、子供調理教室と呼ばれている場合も多い

のですね。だけど、体験というのは誰もが代われないものなので、本人が、at your own 

risk というか、自分の危険を十分に自分で承知してやるという、その体験を持つこと

の方が大事なのです。実際には危険を遠ざけるよりも、危険を避ける術を体に覚えても

らうというやり方でない限り、子供達は伸びていかないと思います。  

 実際、25年間、私が何万人に近い子供達に包丁を持たせて、天ぷらも揚げさせても、

一回も病院に行くような大怪我はありません。それはなぜかというと、子供自身に全部

任せて、危ないのはここだよ、これに気をつけなさいというと、ほとんどの子がちゃん

と自分自身が一生懸命注意してするので、周りの大人が注意するよりはるかにちゃんと

注意をします。ということで、むしろ子供に任せることが非常に大切な体験になると思

います。この場合は、任せられた子供というのはもういじらしいほどそれに対して応え、

そしてこの難しいことが乗り越えられたというその経験が子供達の達成感であり自尊

感を育てていくベースになっているように思います。  

 そして、先ほども申しましたように、体感型の食育の施設、最低限の施設が必要です。

食育というならば、それができるような、それが学校の家庭科室であってもいいのです

が、今現在学校の中では非常に規制が多くてできないとすれば、これから先は社会教育

しか頼るところがないのではないかという気がします。そういう意味では、社会教育と



しての体感型食育施設があれば、体験を持たせることができる、どんな家に生まれた子

供でも、すべての子供が食のいわゆる義務体験、切ってみて、そして触ってみて、食べ

てみて、わあ、こんなにおいしいんだねということを体で一度でも体験ができるような、

そういう施設をつくる必要があるのではないかと思います。  

 それからあと体感食育のティーチングキットですね。これも先ほど申しましたように、

全然食としてのわけのわからない人がいます。今いろんなところで実際の食育体験授業

というのを見学させて頂きますと、音楽の先生が突然食育をしろと言われてしているケ

ースなんかだと、本当に缶詰とこういうプラスティック容器に入れたのが全く同じであ

ると思って教えていらっしゃる先生とかがいらっしゃいました。それは違うだろうと思

うのですけれども、やはりきっちりしたことをきっちり教えられる道具をこちらの方で

準備して、ちゃんとそれで教えて頂くということが必要だと思います。だから、その実

施している人がどんな人であっても最低限正確に教えられる、それを先生方に求めるの

は非常に時間的にも酷ですし、また、それが正確になるとは限りませんので、そういう

ための一助としてそれを作っていく必要があると思います。これは例えばＪＡさんであ

るとか、いろんな流通のところでも、それぞれのところで取り扱っている専門家なら簡

単につくることができるのではないかと思います。  

 それからあともう一つは、子供向けの食事保障システムを作って頂きたいということ

です。朝食の欠食が多いと言われています。今いろんな意味で、キャンペーンで、朝ご

はんを食べる子はとっても良い子、食べない子は悪い子というふうに言われてます。で

も実際には食べられない子供達というのが多数存在するのです。中学校で言いますと、

400 人の定員の中で実はごはんは学校でしか、給食でしか食べてないという子が 20 人

近くいるのが現状なのですね。これは親のネグレクトなのですけれども、そのネグレク

トの狭間に挟まっている子供達は給食が命の綱になっているケースもあります。  

 そこのところで、学校教育の中で、いい子悪い子と言われたら、朝食を食べる子は良

い子と言ったら、嘘つくしかないのですよね。現在そういう形で置き去りになっている

子供達というのが実は隠れて非常にたくさんいます。  

 これがちょうど資料の西日本新聞の中にも食事難民という形で出ておりまして、私は

西宮市の例を今お話ししたのですが、実は九州でも、本当に３日間にごはんは家で１回



しか食べてない、あとは学校給食しか食べてないという義務教育の子供達、自分でお金

を稼いで食べ物を買うことができない子供達が実際に食事を食べられない状況という

のも起きてきています、これはもう食育以前ですけれども、子供達に朝食の習慣をつけ

よう、ちゃんとした習慣をつけようということになれば、どこかで誰かが実際に食べる

体験を残してやらないといけないのではないかと思います。せめて朝ごはんだけでも食

べられるような、アメリカで行われている簡単な朝食給食もあります。お年寄りの朝食

保障という意味では、はづちを楽堂というＮＰＯで、加賀市が今お年寄りの朝食を食べ

られる場所づくりとかを行っております。ＮＰＯであっても、誰でもいいから、子供達

にごはんを食べさせて、ごはんをきっちりと食べる体験を身につけさせるためには、今

はこういう子供向けの食事の保障システムというのが必要な時代が来たのではないか

と思います。  

 それからあともう一つ、食育が今、点数制、競争型という形で評価されることが多く

なりました。栄養の知識があればオーケーか。そうではないのですね。点数で評価して、

先生の言うことを正しく早く答えられる子が食育ができるかといったら、実際には包丁

も持てない、何もできない子供達、そういう子供達が高く評価されていくことになりま

す。これから栄養教諭が導入されてきたときにはもっとこの傾向がひどくなるのではな

いか。それより食育は競争でも成績でもなくて、子供達自身がいろんな体験を地道に積

み重ねていって、そしてそれぞれにその中から発見して学んでいくということであり、

ともに成長することです。今すぐプラスマイナス何ぼという数で出るものではない、非

常に長いスパンで評価をして頂く必要があります。そういう方向でいろんな企画をして

頂きたいと思います。  

 どうもありがとうございました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、引き続きまして片山さん、お願いいたします。  

○片山氏  青森県弘前市の片山りんご有限会社、片山と申します。私はりんご専門の

農業生産法人でございまして、私のやっている輸出も、商社としての輸出ではなくて、

生産者が自分のつくったものの販売先として、たまたまヨーロッパとか中国を選んだと

いうふうにご理解頂ければと思います。  



 そもそもの輸出のきっかけは、平成９年産のりんごが消費地ですごく安くなって、結

果的に生産原価に達しなかったのです。それまではただりんごをつくっていれば食べて

いけたのですが、この平成９年産りんごの非常な安値で、これはもうりんごで食べてい

けないかもしれないと思って、外国に目を向けてみました。その間の事情に関しまして

は、資料にございます「果実の生産・流通に於ける衛生管理」というところを後からご

覧頂ければ、ずうっとその流れが出てくると思います。  

 今回はその中でも私どもの輸出で問題になっているユーレップギャップ（EUREP GAP）

ということについて、簡単にご報告申し上げます。まず、このユーレップギャップとい

うこと自体、2002 年の７月に突然、私がりんごを輸出しているイギリスの商社から通

知が来ました。そのときは何のことかさっぱりわからなかったのですが、その内容は、

2004 年１月１日以降はユーレップギャップのインスペクションを受けた生産者でなけ

れば私達は仕入れをしませんと。2005 年１月１日以降は、ユーレップギャップの major 

mustの頄目 30を 100点満点全部クリアーした輸出者でなければ、生産者でなければ私

達はりんごを買いませんという内容でございました。  

 このユーレップギャップというものはそもそも何かと申しますと、ちょっと簡単に申

し上げますと、260頄目のチェックリストからなる、これが現実のチェックリストなの

ですが、こういう細かい英文のチェックリストがございます。これはホームページでも

公開されておりまして、誰でも見ることができるチェックリストですが、この中の major 

must というのが、非常に重要なところだよということで赤い印がついてます。この頄

目が大体 30 ありまして、農業生産現場で守る規則ということなのですけれども、この

赤いところは１つも落としたらもうイギリスには輸出できないと。黄色い部分が minor 

must といいまして、これが大体 130 頄目位あるのですが、これは 95％合格したらオー

ケーだよと。緑のところは should、推奨頄目と申しまして、できれば守れと。ただ、

０点でも、ここは輸出してもいいよという、そういう約 260 頄目のチェックリストです。  

 そもそもユーレップギャップというのは何かというと、ＥＵＲＥＰというのはヨーロ

ッパの小売業団体という意味でございまして、ＧＡＰというのは good agricultural 

practice（適正農業規範）、農家が農業の現場で守るべき規則というものでございます。

そのチェックリストがこの今ご覧に入れたものでございます。  



 私はそのＧＡＰという概念自体、そのころ全くわからなかったので非常にびっくりし

たのですが、これをクリアーしなければヨーロッパに輸出できないということで、実際

にこのインスペクションを受けてみました。これの特徴と私が感じられることをこのヒ

アリング説明資料２－３の２ページ目に書いてございます。チェックリストが基本にな

るのですが、私が実際にこのチェックを受けてみて感じた特徴が４つございまして、ま

ず第１に、このユーレップギャップというものは消費者に安全な農産物を提供するとい

う目的で導入された量販店主導の規範であり、国が決めたものでもなければ生産者が決

めたものでもないという点が特徴的だと思いました。第２は、量販店が決めたものであ

るにもかかわらず、我々農家が農場内で守る、彼らは pre farm gate、農場の門を出る

までの規則だよと。そこから出たらまた別の基準だが、農家の農場内で守るべき規範で

あるよというふうに言っております。第３は、審査が第三者認証機関による予告なしの

訪問ということが基本になっているという点です。第４は、量販店が――これはイギリ

ス等のヨーロッパの量販店のことですが――農産物仕入れの段階で要求する認証であ

りまして、日本の有機認証みたいに小売の段階でどんと打ち出すものではなく、小売段

階で表示することは想定されていない、あくまで量販店の仕入れ段階で必要とされるユ

ーレップギャップであります。  

 2004 年１月１日以降、このインスペクションを受けていないものは輸入できないと

言われたので、2003 年の３月７日に実際このインスペクションを受けてみました。そ

の結果、私の農園は落第してしまったのですが、どこが駄目だったかといいますと、日

本にはこのユーレップギャップのインスペクターがおりません。農産物をヨーロッパに

輸出する人はあまりいないので、検査官がいないので、ニュージーランドの方が見えま

した。私の畑をずうっと見て回って、あと書類とかそろっているかも見て、いろいろチ

ェックした挙句、一番大事な major mustというところを１ポイント落としました。  

 それはどこで落としたかといいますと、私、自分でスピードスプレヤーで薬をかけて

おります。小さな農業生産法人ですので。一体お前はどうやってりんごに薬かけている

のだと質問されました。私は、カッパ着て、ちゃんとゴム手袋はめて、長靴はいて、マ

スクして、帽子かぶってやってますよと答えました。そのとき何げなく、ゴーグルはや

っているかと聞かれたのですよ。私、眼鏡かけているので、ゴーグルやると曇るし、ゴ



ーグルはやってないよといったところ、それが一番大事な major mustにひっかかって、

29 点ということで失格になってしまいました。  

 私、自分でかけるのだからいいじゃないかと言ったら、駄目だと。もっと大きな畑に

なったら、あなた以外の人もかけるかもしれないし、その場合、あなたの真似をその人

がしたら、この眼鏡の隙間から被爆する。これは農薬散布者の防護という、非常に我々

が重要としている頄目であなたはこれを守っていないという発言をしたので、残念なが

ら失格ですと。そのようなことを言われました。  

 それ以外にもいろいろと、各農園にはトイレがあって、５分以内に用を足せることと

か、言われてみればもっともなのですが、なかなか難しい決まりがいっぱいございまし

て、例えばトイレ出てからどうやっているか。トイレはちゃんと掃除しておいたのです。

チェックの前に。ところが、トイレ出てからどうやっているかと言われて、近くにきれ

いな小川が流れているので、ここでみんな洗っていると言ったら、その上流のリスク分

析とかしているのかと言われて、これもペケになりまして、その日の晩はなかなか、受

かると思っていたので、悔しくて寝れなかったのですが、よく考えてみると、これはち

ょっと注意すれば守れるぞと。日本の農家だったら、誰でもちょっと注意すれば守れる

規則だなあと思いました。  

 翻って考えてみるに、ヨーロッパの農家はある意味、このようなユーレップギャップ

というフィルターがあるということで、一部の非常に強い競争力を持つ農産物の無制限

の輸入からは、守られているというと語弊があるかもしれないが、フィルター通した形

で、抑制したものしか入ってこないので、有利ではないかと思いました。その点、そう

いうことがここの資料に書いてございます。  

 このユーレップギャップというのは、今「攻めの農業」ということが言われてますけ

れども、攻めの面は十分あると思います。なぜならば、それを守ることが第三者認証に

よって証明されているのだから、まず安全だということがわかりますし、安全性だけで

なく、この頄目は、トレーサビリティはもとより、環境に配慮しているかとか、従業員

にはその地区地区の最低賃金法を守ってお金払っているかというような非常に大きな

観点からの規範でございますので、その認証を受けているということは売りで有利につ

ながる、攻めていくためにも使えるものだと思います。  



 それと同時に、もしも日本にジャパンギャップ（JAPAN GAP）というものがあれば、

日本国内には外国産農産物であるか国産農産物であるか全く関係なしに、安全な農産物

だけがそのＧＡＰというフィルターを通して消費者の食卓に上るということになりま

すので、これは結果的に守りにも使えるのではないかと。このＧＡＰというものを現在

日本では個々の量販店が、日本産は例えばＡ－ＧＡＰとかこしらえてますけれども、非

常に厳しいＧＡＰでございまして、私は農家の立場から言わせてもらうと、もうちょっ

と緩いＧＡＰ、私でも隣の親父でもみんな、ちょっと注意すれば守れるような、日本の

農家なら誰でも守っているような、当たり前に守っているような決まりを文書化して、

それほどお金かからないようにチェックするような第三者システムがあれば、それは消

費者のためにもなるし、非常に競争力の強い一部の農産物、安全か安全でないかわから

ない農産物、このフィルターを通して入れることによって、ある意味、日本の農家の競

争力も維持されるのではないかと。これは実際に受けてみて初めて実感したことであり

ます。ですから、これは提言というよりは、実際にユーレップギャップ審査を受けてみ

た農家の感想という程度のものですが、ここでご報告申し上げます。  

 それと、現在私は中国やヨーロッパにりんごを出していますが、それは輸出しようと

思っているのではなくて、私は生産者ですので、畑から大きいりんごもできれば小さい

りんごもできるのですよ。大きくて赤いりんごは日本国内で 400円しか売れない。ただ

中国では 900円で売れるから、中国に出す。小さい青いりんごは日本国内では加工用で、

20キロのりんご箱１箱100円とかなのですよ。108個とか124個入って100円だったら、

１個１円以下の手取りです。ところが、これをイギリスに出すと、マークス＆スペンサ

ーというスーパーで、４つ入って２ポンドで売られております。ですから、まず１個

100円位。国内で１円しかないものが 100 円で売れるからヨーロッパに出しているとい

うだけで、あえて輸出と構えて出しているわけではございません。  

 ただ、これからはヨーロッパでもひょっとすれば贈答需要があるかもしれないと考え

て、2005年の２月 10 日にベルリンで開催される“FRUIT LOGISTICA 2005”という果

物専門の展示会に出展してみようと思います。そもそものきっかけは、日本農業新聞の

山田記者に、お前、りんごを持ってあそこに出してみろよとたきつけられたのでありま

す。  



 なぜとなれば、５年前、韓国産の梨がこの FRUIT LOGISTICA、ドイツのメッセ・ベ

ルリンというところに出展してからヨーロッパ市場にシェアを伸ばしてきたと。そして

今年は中国がかなりのブースを使って中国の農産物を出しているよと。ところが、日本

は例えば梅酒とかちらし寿司の素とか、本当の農産物でないものは出しているけれども、

農産物を出している例が見られないので寂しいからお前出してみろということで、出し

てみようと思います。  

 その際には、例えば私が国内でやっている履歴表示も加えた英文版の一人一人の生産

者とか、完璧な履歴のついた、履歴をさかのぼれるようなシステムも同時に展示して、

しかもこれからおそらく高齢化が進むヨーロッパでも、今まではなかった贈答用の需要

というのは、例えば日本人は本当に大切な人には果物を贈る習慣がありますと、そうい

うふうなコンセプトで、一度反応を伺うために展示してみたいと思っています。その反

応がどうかということはまたご報告できれば面白いのではないかと思います。それが輸

出関係のことで、申し上げました。  

 そのほか簡単に２つだけ、現場の農家の立場として気がついたことを申し上げます。

今のところ、大きな農家を助けていこうという方向で国は動いておりますが、りんごの

場合、非常に集約栽培が必要とされます。昔から家族的な集約栽培で日本の高品質なり

んごの技術は維持されてきました。私どもは農業生産法人として、りんご農家としては

大規模にやっていますが、コストは削減できますけれども、どうしてもスーパー対応の

そこそこのものしか収穫できません。もしも将来的に一部の非常に強い競争力を持った

りんごが外国から入ってきた場合、私のような大規模果樹生産者が一番先にダメージを

被ると思います。  

 ただ、今、日本、青森県でも、おじいさん、おばあさんが丁寧に作っているりんご園

というのは非常にいいりんごをとっております。そういう人達のりんごを集めて中国に

この前出したところ、１個 800円とか 900 円で売れました。もしその小さい農家の人達

がみんなつぶれていくようですと、その集約的な技術がなくなっていってしまうのでは

ないかなあと危惧されます。  

 それで、そのおじいさん、おばあさんが作っている畑には、その息子達はサラリーマ

ンしていても、その人達が 60とか 65 で引退すると、またそこに入っていくのです。そ



の子供達が。若いときはやってなくても、引退した後継者がそこに入っていって、若い

ころから土日手伝っていたりするので、その技術が受け継がれていくわけです。ですか

ら、そういう小さい農家の方にも何とか目を向けて、高品質のものが作られるような仕

組みが維持できればと思います。  

 それと、後継者もない、あるいは突然親父が亡くなってしまった農園というのは、主

に薬かけとか草刈りができないので木が伐採されてしまうのですけれども、一人残され

た奥さん、おばあさんでも、実すぐりとか着色管理とか、日本特有の最高の品質を作る

技術は持っております。それに対して私達農業法人が人手を出して今支援しております。

例えばお父さんが急に亡くなってしまったお母さんの畑にスピードスプレヤーを引っ

張っていって薬かけたり、あるいは草刈りしてあげたりすれば、それ以外のコツコツと

した作業とか丁寧な着色管理は残された方でもできます。  

 ところが、現状、例えば 6,000円の日当の方を助けを求める農家に派遣しても、私ど

もでは社会保険料とかもいろいろかかるので、6,000円ではきかないわけですよ。ただ、

現実問題として、苦しんでいる農家から 6,000円以上のものはとれないので、実際は赤

字覚悟で援助しているような感じですので、ポイントを押さえればやっていけるような

農家に対してある程度大きな農業法人が人を貸したりして援助した場合には、その差額

を補てんしてくれるぐらいの助けが欲しいなと、このように現場から、本当の現場から

の意見ですが、考えました。  

 以上で私の発表を終わります。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、最後になりますけれども、福川さん、よろしくお願いいたします。  

○福川氏  経済同友会の福川でございます。  

 経済同友会という団体は昭和 21 年に設立されまして、これは主として企業の経営者

個人の立場で参加する団体でございまして、現在約 1,400人の会員がおりまして、むし

ろ我々自身の能力を高め、また経済を中心に各般の政策提言をしようという団体でござ

います。  

 とかく、経済団体と農業関係というとやや対立的にとられがちではございますけれど

も、我々はむしろこれをそうではなくて、我々自身も最近における農業の変化を客観的



に評価をしよう、また農業の競争力を強化するために、産業界、経済界で協力すること

がないだろうかということで、検討に着手したわけでございます。  

 経済同友会では 1995 年に米作を中心にした提言を出してございますけれども、その

後、農業を巡ります客観情勢というのは、国際的にも、あるいはまた国内でも、そして

また農政の分野でも大きく変化しているということで、それをまず客観的に評価してみ

ていこうということでございます。  

 アメリカが 80 年代に、産業の国際競争力に非常に悩んだ時期がございまして、その

頃アメリカは日本の競争力の強化を一つのかがみにしようということで研究をした時

期がございます。その頃ハーバード大学のマイケル・ポーターという経営学の教授が、

競争力の強化というものには、４つの要因があるということを指摘しました。１つは、

非常にすぐれた市場が存在するということ。２つ目には、経営者の経営能力がすぐれて

いること。３つ目には、すぐれた労働者が存在すること。そして４つ目が、技術革新が

とうとうとして進んでいること。この４つを指摘したことがございます。  

 そういう尺度で考えてみますと、農業というのは１つは、まさにここでもご議論があ

りますやに伺っておりますが、食料供給産業として、日本の食文化を担うすぐれた消費

者があるということでございまして、このすぐれた消費者がこの食の文化を支えている

ということであろうと思います。まさに健康と感性を支える人間産業が食料供給産業で

あると思いますし、最近、日本食の評価は国際的にも非常に高くなっているわけでござ

います。  

 また、農業従事者が非常にすぐれているということはいろいろと議論をされて評価さ

れているところでありますが、しかし、担い手が不足するということに対しての対応が

必要にもなってまいりますし、それから最近のＩＴだとか、あるいはバイオ関係の技術、

こういうものが進んできているので、これらを総合していけば、この日本の農業という

ものも新しい道が開けるのではないかということを考えたわけであります。  

 近年、経営マインドにあふれる意欲に満ちた農家が多様な消費者ニーズを受けとめて、

食の安全・安心を確保しながら付加価値を高めた生産を行うということで、新しい境地

を開いているというケースがよくございますし、また農政においても、食料・農業・農

村基本法に基づいて新しい展開を図ろうということでございまして、私ども、いろいろ



調査研究をいたしました結果、この農業の将来というものには明るいものがあるという

のが私どもの結論でございまして、イノベーションを促していけば、輸出をも視野に入

れた競争力のある産業として農業を確立する可能性があるというのが我々の認識でご

ざいます。  

 お手元に提言を用意してございますが、２ページから農業を取り巻く環境を指摘して

ございます。国際社会におきますグローバル化の展開、尐子高齢化の進行と人口減尐、

そして食のニーズに対する多様化と高質化、そして科学技術の進歩ということが指摘さ

れているところでございまして、それを巡っていろいろと新しい動きが出てきていると

いうことでございます。  

 時間の制約がございますので要点のみ触れさせて頂きますが、４ページにいきまして、

「強い農業を確立するための基本理念」ということでございますけれども、我々として

は、イノベーションを実現する体質を培養することこそ重要であろうということでござ

います。先ほど、りんごの輸出のお話もございましたけれども、まさにいろいろこうい

う新しい努力が新たな発展を促すものと思っております。そして食料の自給の改善や農

村社会の安定に留意しながら、市場メカニズムの活用、それから大規模営農の推進とい

った産業的な手法を取り入れていこうというのが我々の考え方でございます。  

 「市場メカニズムの活用」でございますけれども、これは、そこの第２パラグラフに

ありますように、新しい技術やシステム、あるいはアイデアを取り入れて、いわゆる知

的農業を目指すべきであろうと考えています。その手段として市場メカニズムは創意工

夫を促す有効な機能だと考えているところでございます。  

 それから５ページにまいりまして、「大規模営農の推進」。これは生産性を向上するた

めに、大規模経営ということを進めるべきであるという主張をしております。  

 ３つ目が食料自給の改善の考え方でございますが、確かに食料の自給率は、1965 年

の 73％から、2002年の 40％へ大きく低下はいたしました。これにはいろいろ理由があ

るわけでございますが、私どもは、構造改革を実現せずに自給改善を図ることは困難で

あろうと考えています。現段階では食料自給率の数値目標というものを掲げるべきでは

なくて、むしろ構造改革によって強い農業を確立するということが持続性ある食料自給

の改善策であろうと考えています。言ってみれば、我々としては、自給率という数値目



標よりも自給力を高める構造改革を中心に進め、そして結果として食料自給率が高まっ

ていくことを期待したいということを考えているところでございます。  

 また、農村社会の安定ということにも十分配慮をすべきで、農業の多面的機能の多く

というのは強い農業の生産活動を通じて維持することができるだろうと考えておりま

すし、また、観光、サービス産業を充実して、都市との交流を拡大することによって、

景観の維持や農業文化の伝承を図るということも必要だと理解しております。  

 そして、具体的に５ページの４番から構造改革の加速ということでございまして、

2005 年に改訂が予定されております食料・農業・農村基本計画におきましてこういっ

た考え方が具体的に展開されることを期待しているということでございます。  

 １つが「法人営農の推進」ということでございますけれども、担い手を確保し、そし

て競争力の強化を図るということを考えていけば、むしろ経営主体の多様化ということ

が必要であろう。その一環として、この法人経営というものを活用するということを一

つの提案といたしております。  

 その際、いろいろ多様な経営主体ということを考えれば、株式会社等の参入規制の緩

和・撤廃ということも一つの課題として提起をいたしておりますし、また農地利用の効

率化ということを考えてみますと、この農地につきましても、現在いろいろな特区にお

ける方法等々がございますけれども、農地を有効な資源として活用していくということ

が非常に重要なので、これについて多様な経営主体が農地を利用していける体制を作る

べしということを考えているわけであります。  

 こういったことをいたしました場合に、そういった法人等々が出てくると非常に農地

が荒れるということがございますが、私どもとしては、もちろんそういう大きな方向を

前提とした上で事後的なチェックをきちんとしていくということによって、そういった

弊害は除去できるのではないかということが６ページの後半に書いているところであ

ります。  

 それから７ページが技術開発でございますけれども、これは今いろいろ農業経営にお

いてもＩＴ活用ということが非常に進んでおるわけでございまして、これはいろいろ需

要をつかむ、特にこれから市場との連動を考えるとすればＩＴを活用していくというこ

とは非常に重要でございますし、またトレーサビリティのお話も既に出ましたが、安



全・安心な食料を安定的に供給するということになってくると、このＩＴというのは大

きな力を発揮することにもなってまいりますし、また、このプロセス・エンジニアリン

グを進めていくということを考えれば、このＩＴも一つの大きな手段であります。また

バイオテクノロジーの活用等々も既にいろいろと議論をされているところであります。

食のトレーサビリティというのもこの点では十分技術開発を活用していく余地がある

と思います。  

 次が「マーケティングを駆使したブランド戦略の展開――高付加価値戦略」というこ

とでございますが、これもまさに食料供給産業、食料供給の総合産業として捉えるなら

ば、いわゆるブランド化、あるいはマーケティング戦略というのは１つ重要なことにな

るわけでございまして、マーケットをいかにつかむか、マーケットで受け入れられるも

のをいかに供給していくかという、まさにシステム産業としての活路というのがここに

出てくるだろうと思っております。  

 個人のことで恐縮ですが、私もかつて繊維の関係の仕事をしたことがございますが、

繊維も発展途上国の追い上げで大変苦労して、競争力が問題とされた時期がありますが、

結局は売れるものをつくるということが基本でした。そして消費者に長く信用されるブ

ランドを確立するということが重要であったと思いますが、人間の本能の重要な部分で

あります衣と食というものにその点で共通なものがあろうかということを感じている

次第であります。  

 そして、顧客基点の生産・流通構造ということは、今申し上げたことの具体的な提言

であります。  

 また、農業の構造改善の一環として、直接支払い制度ということも提言してございま

す。これはこれからもさらに検討して詰めていかなければならないと思いますが、これ

から競争力を強化していく方向として、この直接支払い制度も活用していくということ

が重要かと思っているところであります。  

 「都市との交流の促進」ということでございますが、最近、国土交通省の方でも観光

を非常に強調しておられますし、つい先日、長期家族旅行推進国民会議というものをつ

くりまして、家族の絆を強固にし、そしていろいろな体験を増やそうと、体験を豊かに

しようということで、そういった国民運動が今展開をされつつございますが、その中で



も、農業観光とか農業体験というのは非常に大きな課題として指摘をされていました。

これにはもちろん農村、農業側の受け入れ体制ということが１つ非常に重要であります

が、そういった相互交流も重要な課題であろうかと思っております。  

 ８ページ、５番から稲作、野菜経営、それから果樹等々が書いてございますが、これ

は時間の制約もあるので省略させて頂きます。  

 最後に、通商関係でございます。  

 現在、ＷＴＯ交渉がいろいろ議論されているところでございます。この点については、

交渉ごとでありますので、私どもとしては特にその内容についてとやかく申し上げるこ

とは差し控えたいと思っておりますが、これもむしろ農業の競争力を強化するという視

点でこの問題の対応を考えていく、一つの手段として考えるべきでないかと思っており

ます。  

 ＦＴＡについても、とかく農業の問題が議論されがちでございますけれども、このＦ

ＴＡを通して農業の中の国際分業を進展させる、あるいはまた農業の国際競争力を強化

することが可能ではないでしょうか。ＦＴＡ推進の過程では、直接支払い等々の戦略を

組み合わせるという多様な対策が取り得るので、そういうことを考慮しながら、競争力

を強化するという視点でこの問題を考えていくべきではないかと考えている次第でご

ざいます。  

 我々経済界といたしましても、農業関係の皆様方といろいろ対話をしながら、お互い

の理解を深め合っていきたいと思っている次第でございます。  

 以上です。ありがとうございました。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、１時間尐々時間があると思いますので、質疑応答の時間に入りたいと思い

ます。質問、あるいはご意見がありましたら――平野委員。  

○平野委員  平野啓子です。  

 全員の方に質問させて頂きたいと思うのですが、まず山下様と片山様には、仕組みづ

くりと人間関係づくりとどちらが優先になるのか、どちらを優先した方が効率良く目的

とするチャンネルを一つ一つ実現できるのかということを教えて頂きたいと思います。  

 それから坂本先生に教えて頂きたいのですけれども、私、以前、もっと若いころです



が、アウトドアをずっとやっておりまして、カヌーで川を下ったりなんかしてたのです

ね。そのときに、それぞれの分野のいろいろなプロの方が集まっていて、料理家の方も

いらっしゃいました。みんなで食事となったときに、例えば私がいろいろな、これを食

材として持ってきたから、これを切って食べたいわというときに、その食材をその料理

家の方がチェックして、またさらに私が切ったものを、これ、鍋に入れていいよという

のをその人が目で確かめて、許可を頂いてから、私の切ったものや何かがそのお鍋に入

れられたという覚えがあるのです。このとき言われたのが、平野さん１人でこれを食べ

るならいいけど、みんなで食べるものだからということで、ほかの私の友達が切ったも

のなども、その専門家の方が目で見て確かめてからお鍋に入れたという覚えがあったの

ですね。  

 それで、先ほどの坂本先生のお話で、子供達に任せて、今まで大変いい結果が出てい

たとおっしゃってましたが、おそらく坂本先生がご自身で自然と、プロとしての厳しい

目でポイントポイントを押さえた、ルールの面での注意だとか目配りをされている中で

のことだったのではないかと私は推測したのですけれども、それと同じレベルの体験の

させ方というのを食育ボランティアの方々ができるのかどうか。  

 私が思っているというか心配なのは、私、ボランティアの方々って、心意気があって

素晴らしいと思うのですが、よく私自身の仕事のことを振り返ってみても、プロとして

登場していくときというのは責任の所在をはっきりさせておくということがあるのに

対して、ボランティアで参加すると、それがプロであるにしろアマチュアであるにしろ

それは関係なく、レベルの高低に関係なく、ボランティアで参加したときって、何か責

任の所在があいまいで、うまくいったときはみんなの顔に笑顔が広がって素晴らしい結

果になるのですが、何か問題があったときに、誰かしら、一番そこに気持ちを投入した

人が嫌な思いをしてしまったり何かトラブルが起こるようなことをほかの仕事の面で

見ているので、この食育というケースの中ではどのように考えていったらいいのか、坂

本先生に教えて頂きたいと思います。  

 それから福川さんに教えて頂きたいと思ったのは、先ほどの資料の５ページですね。

上から３つ目の（４）「農村社会の安定」のところで多面的機能のことについて尐し触

れてあります。「農業の多面的機能の多くは、強い農業の生産活動を通して維持してい



くことが可能である」。私もそのように思うのですけれども、ただ、多面的機能の、例

えば民俗芸能であるとか、その気候や風土、その土地から生まれるものと一緒に育つよ

うな生き物としての存在のものはそうかもしれないですが、防災面ではいかがでしょう

か。防災面ということを考えると、農業が強くなるだけでは足りない部分が出てこない

でしょうか。計画的に農道や水路のあり方というのをほとんど一緒に相乗りさせていく

ような形で整えることも必要なのではないかと思ったのですが、そのことについてはこ

の中で触れてあるのか、私が見落としているのかもしれないですが、教えて頂ければと

思います。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  それでは、山下さん、片山さん、坂本さん、福川さん、こういう項

番でお願いできますでしょうか。  

○山下氏  仕組み、制度の問題と人間関係ないしは運営・運用、マネジメントの問題

とどっちかというお尋ねの趣旨だったかと思います。私の考え方を簡単に申し上げます。

私は、先ほどの例えば片山りんごさんが取得されたユーレップギャップなどの場合に、

含まれている規範は両方あると思っています。例えば製品規格・基準という面と、もう

一つはマネジメント基準といった両面が含まれていると感じました。  

 これを私自身の体験に置きかえて申し上げますと、例えばＩＳＯ9001 による品質マ

ネジメントシステムですとか、ＩＳＯ14001 によります環境マネジメントシステムなど

の場合にも、やはり目的、目標、そういった意味での規範を明確にして、それを運営・

運用、マネジメントとして関わる人間すべてがどう行動するかということまで決め込ん

で、それがそのとおり実行されているかどうかを常に、いわゆるＰＤＣＡ、プラン・ド

ゥ・チェック・アクションということで回していく。そのことで規範が本当に期待すべ

き結果や効果をもたらしているかどうかを常に検証を重ねていくというやり方をとっ

ておりまして、多分、両方必要なのではないかと思っております。  

 ただ、制度とか仕組みというのは前提的な規範になってまいりますので、７～８割は

その制度や仕組みで決まるのではないか。そのときにどういう結果を意図するかという

ことで７～８割が決まって、あとの２～３割は、それを掘り下げるのか逆に誤った方向

に運営・運用するのかといったことで決まるのではないかと、こんなふうにも感じてお



ります。  

 ですから、今の現実の私どもの産直基準などに落とし込んで言いますと、この間の諸

問題はいわば自己規範の崩壊だったのではないかという側面をはらんでますから、やら

なければいけないのはその仕組みづくりであり、二者認証であり、三者認証であり、適

正農業規範づくりというふうに、目的に沿ってその認証の仕組みを高めていき本当に機

能するようにどうマネジメントするかを関係するすべての人が考えて、その機能を磨き

上げていくということが大事なのではないかと考えております。  

○生源寺部会長  それでは、片山さん、お願いいたします。  

○片山氏  私は農業生産者ですので、今まではずっと人間関係だけ。よし、いいりん

ごを作ろう。みんなでいいりんごを作って、おいしいものを消費者に渡そうぜというこ

とで畑で仲間と一緒にやってきたので、このＧＡＰという概念が空から降ってきたとき、

これはまず仕組みですので、びっくりしてしまいました。ただ、それまでは作るのも売

るのも人間同士の信頼関係でやっていこうと思っていたところに、この規範としてのＧ

ＡＰというのが目の前に突きつけられたときに、その仕組みがなければちゃんとできな

いこともあるなということに気づかされまして、どちらも非常に大事なものだなあと思

いました。  

 それと、生産段階では例えばこのＧＡＰというのが、人間関係が基礎ですけれども、

もっと良いものを作ろうというために必要な仕組みですけれども、例えば販売というこ

とにも私達は関与しなければなりません。今まで日本の国内ですと、私達が作ったもの

はスーパーのバイヤーさんに人間関係だけで、ただの信頼関係だけで売っている時代が

ずうっと来ました。それで、最近、量販店が強くなってきますと、１カ月位前に出した

ものも、例えば今日しなびたからちょっと赤伝切らせてもらうよという、そういう人間

関係も、悪い意味での人間関係もありますし、去年おいしいりんごくれて、あなた達安

全なのを作ってくれるから、また今年も頼むなと。生産原価どれ位かかるの。じゃ相場

はちょっと安いけど、あなた達のグループはこれ位でとろうという人間関係もあります。  

 ただし、イギリスに出してみて、この仕組みというのにやはり気づきました。例えば

私達がイギリスの商社に出しているりんごは、そこのパッキングセンターでリパックさ

れて、それがテスコ、セーフウェイというスーパーに出されるのですけれども、そのパ



ックにはＳＵ期限というのが書かれます。Sell Until、販売期限というものが書かれま

す。りんごでそんなこと日本国内ではないのですけれども、そのＳＵ期限を張られたリ

ンゴがテスコなりセーフウェイに並んだ場合、そのＳＵ期限の期間内に販売されなかっ

たものは量販店の責任で廃棄処分、あるいはサラダとかの加工になります。  

 ところが、そのＳＵ期限内に故障が来たり、もしＳＵ期限内に買われて、ちょっとし

てからお客さんから苦情が来た場合は、これは出荷者たる私の取引相手の商社の責任に

なるという厳密な決まり、仕組みがあるということに初めて気づきました。そのＳＵ期

限内に売れなかったものをなぜ廃棄処分にしないといかんかというと、量販店のバイヤ

ーの発注ミスだからであります。各プレーヤーがどういう責任を負うかという仕組みは、

外国、ヨーロッパでは非常にきっぱり決まっているものだなあと私は感じましたが、や

はりそれでも取引の基本は人間関係であります。ですから、ＧＡＰをきっかけに仕組み

というものの大切さも同時に私は認識させられました。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、坂本さん、よろしくお願いします。  

○坂本氏  今お尋ねの件ですが、実は今現在、現状で起きているのは、責任の所在を

誰がとるかという、いってみたら食育とは全く違う部分です。今結局、責任の所在を問

うことで始まっていると思うのですね。この責任の所在を問うことによって、誰も責任

をとりたくないから実際に子供達にさせなきゃいいんだという、この方向に走り始めて

いることを私は非常に危惧しているのです。  

 食育というのは何か？食育の中で私達が次の世代に伝えたいものは、お店のフランス

料理でも何でもないのです。要は、ベースが、子供達自身が持っている体感であり、家

庭料理なのですね。私は、食育ボランティアとして行かれるときには、家庭と同じ、例

えば調理をする前に手を洗うであるとか、まな板は肉と魚とを別にするであるとか、本

当にもう家庭でできる状態を全部きちっとおさえます。それから、食材については、バ

ナナを茹でるとか、いわゆる普通の家庭では絶対しないであろうというところは、むし

ろ日本の食文化を破壊するものだと思っておりますので、漬物も茹でません。  

 実際に市販されているものは、安全なものであり、そこでできたものはそんな不潔で

あるとかなんとか思わせることの方が私は問題だと思います。それはこうしてできたん



だよと言って、それをそのまま食べさせます。これがみんなができるかどうかといった

ら、そのことをきっちりした形でお伝えすれば、ボランティアの方達はほとんどちゃん

とできます。実際にそれを研修してあげずにいきなりさせるのは、逆にボランティアに

とって酷ではないかと思います。  

 実際に子供の調理において注意すべきことはあります。秋田県でした食育の、この資

料の中に子供達がいかに安全にできるかをいろんな形で書いてあるのです。ふたを開け

るときも、必ず一旦湯気を逃がしてから開けるとか、そういう実際の調理の中での事故

が起きないようなことも入れています。すべて食育ボランティアの研修の中ではまず、

いかに子供が安全にできるかを検証します。食材は、出すまでは必ず冷蔵庫に入れてお

くとか、本当に当たり前だと思われる部分まで押さえています。  

 それ以上のことを追求し始めると、結局、もう子供料理教室などしない方がましなん

だということになってしまうので、これは基本を十分に研修をすることが大切です。そ

れから市販の安心できるものを購入すること。手を洗うとか、ごく当たり前のことをす

る。最後に一口分とっておいて、もし何か事故が起きた場合には、どこに何がどうだっ

たのかとわかるだけの検食をとっています。そこまでしてくださいということをお願い

してボランティアに行って頂いております。ですから、例えば食育で実際に子供達にさ

せるときのそういう意味での規範（行動のルール）ですよね。それをきっちりした形で

お渡しするという形で伝承の問題を解決しています。  

 １つには、責任の所在を言うあまりに子供の体験を妨げていくという、これを打破す

るためには、逆に言えば、それこそ先ほどのＧＡＰではありませんが、いわゆる食育行

動規範のようなもので、子供の体験を妨げないという一頄を入れた形で、責任の所在と

いうのを追求する方向をむしろ止めて頂くような方向にはできないかなあと思ってお

ります。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、福川さん。  

○福川氏  農業の多面的機能ですが、ここに書いてありますように、「農業の多面的

機能の多くは、強い農業の生産活動を通じて維持していくことが可能」だと考えており

ます。もちろん、多面的機能はまさに多面的であるわけでございますが、農業の生産活



動を維持していくという上で、先ほどお触れになられたインフラの整備ということは必

要な条件であるわけですし、それからおっしゃった防災ということになってくれば、こ

れはまさに農業の生産活動に必要な部分であると思います。したがって、こういう分野

については計画的な手法ということが必要だと思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、杉本委員、その次に山田委員、その後、安土委員の項番でお願いいたしま

す。  

○杉本臨時委員  福川さんにお伺いしたいと思います。簡略にお答え頂ければ幸いで

す。まず私の感想を先に述べさせて頂いてご質問したいと思います。最初に、「はじめ

に」という１ページに、総理が発言されたことを引用されて、「農業鎖国は続けられな

い」という言葉を使っていらっしゃいますけれども、私、農業側、農村側に住む者とい

たしましては、いくら総理がご発言になられましても、現状の農業は６割も食料を海外

に依存している中にございましては、農業鎖国という言葉は私としては妥当ではないの

ではないかと思っておりまして、今後こういうお言葉はお使いになられないように要望

させて頂きたいと思っております。  

 それからご質問というか、今ほどもございましたけれども、農業・農村が担っている

多面的機能、これについてはどのようなものがあるとお考えでしょうか。あるいはそれ

の価値というのは年間どれ位に達していると考えていらっしゃるのか、教えて頂きたい。

特にこの件につきましては、京都議定書の二酸化炭素６％削減のうち、森林は 3.9％そ

れを担うというようなことも出ておりますので、そういうものを踏まえて経済界の皆様

方はどういうふうにお考えになっていらっしゃるのかお伺いしたいと思っております。  

 そして今ほどの多面的機能、これを担っている農業・農村側にとりましては、農業を

営む、あるいは農村で暮らすことでこういう多面的機能を維持していく、農業を営みな

がら多面的機能を同時に維持するということになりますと、企業の皆様方もよくおっし

ゃる、効率、採算性という面で見ますと、かなり効率的なことを農業・農村側は行って

いるのではないかと私は考えているところでございますけれども、そういったことにつ

いてもご所見をお伺いできればと思っております。  

 それから最後に１点、トレーサビリティの件について記載がございますけれども、ト



レーサビリティの件につきましては、農業者のみ、あるいは農業側のみがトレーサビリ

ティについて職責を果たせばいいというものではございません。特に私といたしまして

は、現下のトレーサビリティという言葉が、これまで議論になりました経緯というのは、

企業の皆様方の中でモラル的な、あるいはお取り組みの経営的資質の欠落があったから

ではないかと存じます。これらの事においては、農業者の方も反省しなければならない

点がありますけれども、企業の皆様方のこの点についてのご認識をお伺いいたしたい。

以上この３点、ご所見をお伺いできればと思っております。よろしくお願いします。  

○生源寺部会長  それでは、福川さん、よろしくお願いいたします。  

○福川氏  多面的機能でございますけれども、これは一般によく言われておりますよ

うに、国土の保全、あるいは国土の景観、そして環境保全の機能等、いろいろな機能が

既に指摘をされているところでございます。環境の点については、私も直接今環境の問

題に携わっておりますので、この問題については農林水産省の方ともいろいろお話もさ

せて頂いておりますが、これも、おっしゃるように、森林シンクという過程の中でそれ

が期待されているところでございまして、これが果たしてどこまでできるかということ

について今いろいろ議論が展開されているところでございます。農業、あるいは森林業

がこういった分野について地球環境の保全に役立っている機能を果たしているという

ことについては、我々としてもそれは十分認識をいたしているところでございます。  

 しかし、だからといって農業はすべて保護しろということではなくて、やはり農業は

農業として生産性の向上を図りつつ、今お話のあった多面的な機能についても努力をし

ていく。そして、農業が強い農業になっていくことによって、そういった多面的機能を

果たしていく分野も多いと考えております。  

 それから効率的な部分については、これは日本の農業の方々も大変苦労していること

は私も、冒頭申し上げた中で、すぐれた農業従事者が効率を上げているということは触

れたつもりでございますが、これもそれなりに農業関係、農業従事者の方々が努力をし

ているということはございますが、私どもはまたさらに新しい、いろいろな経営手法と

か技術とかを取り入れることによって、さらにこれを高めていく可能性があると理解を

いたしております。  

 ３つ目のトレーサビリティの点については、経済同友会でも、昨年問題がいろいろご



ざいましたときに、その点について緊急的な提言をいたしましたけれども、このトレー

サビリティというのはとにかくいろいろと複数、先ほど申しましたように、非常に多角

的な流通にあるわけでございますから、これはただ単に農業従事者だけではなくて、そ

れに従事するいろいろな食品加工業、流通業等が絡む話でございまして、したがって、

この安全・安心についてはそういったすべての関係者が常に安全・安心に努力すべきだ

と、こういうふうに当時も申しておりますし、私どももそのように考えているわけで、

ただ単に農業関係者だけにこれを求めているということではございません。  

○生源寺部会長  それでは、山田委員、どうぞ。  

○山田臨時委員  今、杉本さんがおっしゃいましたので、関連するわけでありますけ

れども、福川さんにご質問をまずお願いしたいと思います。福川さんは大変学識も広く

て、かつ経験も豊富な方でおられるわけでありまして、私などがものを言うというのは

もう大変でありますから恐る恐る申し上げるわけでありますが、よろしくお願いします。  

 福川さん、最初に、ややもすると、これまで農業界と産業界が対立の構造があったの

で、それをなくそうという観点からも提言をこういう形で出されたということで、経済

同友会が、従来からの様々な方面の提言も含めまして、大変活動されておるということ

について敬意を表する次第であります。  

 大変そういう意味ではお気持ちは大賛成だしありがたいと思うところでありますが、

「はじめに」以降の書きぶりは、過保護農業になっているのではないかとおっしゃって

いるのですが、ずっと過保護農業一辺倒で論調を展開されているのではないかというこ

とで、私、すぐ被害者意識に立ってしまうのですが、大変その点は残念だと思って読ま

せてもらっている次第であります。  

 何点か関連して言いますと、第１点は、１ページに、ＷＴＯ交渉で、農業問題が障害

になって交渉の主導権を握れないでいると書いておいでになるわけですが、世界の国々

の中で農業問題が障害になっている国は多いわけでありまして、ご案内のとおり、アメ

リカの綿花の生産補助金につきましても、アフリカの途上国と対立しまして、結果的に

は、ＷＴＯにおいて提訴されて、クロの判決になってます。  

 ＥＵも輸出補助金を抱えているわけでありまして、要は、農産物につきましては、全

部それで規定するわけではありませんが、なかなか自由化一辺倒で貿易自由化を律し切



るのは大変難しいのではないかというのが今世界の一つの流れ、ないしは整理でありま

す。ですから、大変な議論をしながらも、しかし、非貿易的関心事頄について配慮が必

要だということをＷＴＯの協定の中にもきちっと盛り込んでいるわけですよね。課題は

そこをどんなふうに具体化するかということになっているわけでありまして、福川さん、

一番ご存じの話でありますが、こういう形で一方的にお書きになるのはいかがなものか

と思っております。  

 第２点は、３ページに、「生産性の低い国内農業」ということで、ここには１戸当た

りの経営耕地面積を、それもアメリカやイギリスやフランスやドイツと比べて比較され

ておられるわけでありますが、さらにまた、第２種兼業農家や零細農家を温存してきた

のは過保護農業であって、それが農政だと書かれておるわけでありますけれども、狭い

国土条件で、我が国の経済がこういう形で明治維新以降発展してきたわけでありますが、

その中における、とりわけ高度経済成長以降の工業の農村への進出とか、それから安い、

安定した兼業労働者の利用なり確保だったり、それから農地転用を求めてきたというよ

うな、結局、経済上の背景があるわけでありまして、まさに農政を経済と切り離して論

じて農政批判をやってみても、どうしても問題は解決しないのではないかと思うところ

でありまして、こういう形での、いかにも単純な書きぶりはいかがかと思う次第であり

ます。  

 第３点は、６ページに、「農地利用の効率化」の問題で、ここもかなり明確に、かつ

単純に、株式会社による農地所有についても早期に解禁すべきであると書いておられま

す。もちろん、下に４行、いろいろ制約をつけておられるわけであります。これはこの

企画部会でも前から議論になっておりますけれども、今も産業廃棄物が農地に積み上が

るという例が後を絶たない事態があるわけでありまして、これはそれでは誰がやってい

るのか、農業者がやっているのかと考えてみたときに、それはなかなか難しいと思うの

ですね。私は、株式会社といいましても、多様な株式会社があるわけでありまして、そ

れは経済同友会に参集している大企業株式会社だけではないと思いますが、こういう形

で、株式会社一般に、農地所有して、しかし、事後チェックでそれは可能なのだとお書

きになっているわけでありますけれども、産廃は、事後チェックどころか、やってはい

けないということで法律できっちり縛っているはずであります。それでもこういうこと



が生じておるわけですよね。  

 ですから、単純に事後チェックでそれは可能なのだとおっしゃる前に、一体この大事

な農地をどんなふうに農地として有効に利用するのかという部分について、とりわけ大

変国土の狭いこういう中での農地の有用性というのは誰もが認めるところであります

ので、そういう部分についてのご配慮といいますか、もう一歩突っ込んだご指摘、ご提

言が必要ではないのかと思っている次第でありまして、もともと我が方も何点か申し上

げてきた経緯はあるわけでありますけれども、改めてこういう場所でも、こういう形で

の提言が出されたということであれば影響が大きいと考えましたので、あえて何点かに

わたりまして申し上げさせて頂いたわけであります。  

 山下さんにもう一つお聞きしたいのですけれども、３ページに政策の提言がまとめら

れているところでありまして、先ほど、③のところ、関税というのが実は「高」が抜け

ているとおっしゃいまして、ちょっとほっとしたところでありますが、一般的に、関税

すべてをこんなふうにおっしゃるのかと思ってびっくりしていたところであります。  

 関税は国土条件の相違による内外価格差を埋めるための措置として唯一の措置だと

思うのですね。今、農産物についてもＷＴＯの交渉で関税撤廃の要求はそれぞれたくさ

ん主張としてあるわけでありますけれども、しかし、一方では、そうでない、関税で何

とかぎりぎり国内の農業生産を維持しているということがあるわけで、これは日本だけ

ではなくて、日本よりもヨーロッパの方が農産物についての関税は高いのですから、そ

んな中で農業を守っているという事実があるわけであります。そういう部分のご理解は

どんなふうになっているのかと考えた次第であります。  

 この後に直接支払い制度の導入というふうにまとめられておるわけでありまして、そ

こは大変賛成なのですが、この場合も、その内容として、生産者の限定や、それから「厳

正な選定基準と効果の検証」と書いてあるわけでありまして、もちろん国民合意は大変

大事ですから、この一つ一つを単純に否定するつもりは毛頭ないわけでありますが、し

かし、先ほどからも議論が出ていますが、それでは農業生産の持つ多面的機能というの

はどんなふうに維持されているのだということについての思いをどう判断するかなの

です。  

 先ほど４ページで、山下さんの方からも、第二のふるさとという形で、消費者、農業



者交流がなされていると、大変立派だとおっしゃってましたが、私も大賛成であります。

一体それではこういう形の生産者の限定なり厳正な選定基準の実施の中で、かつ、関税

を下げるのですよとおっしゃいますが、下げて、果たして第二のふるさとは維持できる

のか。この我が国におきましてですね、そういう部分についての思いはどうするのだと

いうことでありまして、言葉尻をとらえてものを言っている気持ちは毛頭ありませんが、

ひとつこの点についてもご意見を伺えたらと思う次第であります。  

○生源寺部会長  それでは、意見ないしご質問も含まれていたように思いますので、

まず福川さんから、何かご発言あればと思いますが。  

○福川氏  いろいろ貴重なご意見ありがとうございました。もちろん私どもの理解が

十分でないことは、先ほど申し上げましたように、こういういろいろな機会でもっと対

話をしてお互いに理解を深めたいと思っておりますので、貴重なご意見については私ど

もも十分研究をさせて頂きます。  

 お尋ねのいくつかの中で通商交渉の点でございますが、通商交渉は大変複雑なもので

あることはご指摘のとおりでございますし、カンクンのときでも、何も農業だけではな

くて、シンガポール・イシューとかいろいろな問題があったことは事実でもございます

し、それから特にそれが既に日本の問題になる前に、アメリカ、あるいはヨーロッパで

問題になっていることも私も十分承知いたしておりますが、これまで非常に長い東京ラ

ウンド以下の経過からみますと、いろいろな通商交渉の中で、１つ農産物問題がいろい

ろと問題になったことは事実であったかと思いますし、最近、農政改革基本構想等、農

林水産省のいろいろな書類を拝見いたしましても、グローバル化の中の農業、農政の展

開ということを掲げておられますし、それからまた輸出促進ということも力を入れてお

られるわけでありますし、国際競争に打ち勝つ新技術の開発と成果普及というようなこ

とも言われているわけでございまして、私どもも、農政もいろいろ新しい状況の中で変

化しつつあるという理解をいたしましたので、こういうような表現にいたしたわけでご

ざいます。農業交渉が難しいことは、先ほどもちょっとご説明の中で触れましたように、

難しい問題があることは重々承知をしておりますので、そういった許される条件の中で

一番競争力が強化する方向にこの交渉がいくということが必要かと私は理解いたして

いるところでございます。  



 それから生産性の問題については、生産性の比較がなかなか難しいことは、私どもも

作業の過程の中でいろいろ経験いたしました。そこで、ここで引用してありますのは、

限られた情報の中で可能なものをこのような形で、やや象徴的な感じかもしれませんが、

取り上げたということでございまして、ただ生産性が低い状況にあるということを言う

ためにこのような数字を掲げましたが、より詳しくこの生産性の国際比較等々の数字が

ございますれば、私どもも、ぜひ研究をしたいと思っております。  

 それから６ページの農地の利用の効率化の点については、ご指摘の点は私どもも十分

研究をさせて頂くつもりですし、これが果たして事後監視でできるかどうかということ

でございます。やや一般的なことになって恐縮でございますけれども、今日本の大体の

経済の運営の流れは、これは特に農業から離れて一般的に言えば、むしろ事前の行政指

導よりも事後監視、司法的な形によるというのが今の市場経済の大きな流れでございま

す。  

 そしてその過程の中で、もちろん市場に失敗があることは既に皆様もご指摘のとおり

で、私どもも十分そこは理解しておりまして、市場の失敗はもちろん避けなければなり

ませんし、その一環として、最近１つ大きな議論になっているのが企業の社会的責任と

いう議論でございまして、企業がいろいろ事業をする場合に、どういう形で社会的責任

を果たすべきかどうか。その中心は１つはコンプライアンスということになりますが、

あと環境の保全であるとか、安全・安心の確保であるとか、いくつかいろいろな問題が

その中に入ってくるわけでございます。したがって、こういったルール化する、事後監

視にするということによって十分政策目的が担保できるかどうかということが一つの

判断だと思いますが、大きな流れとしては今そちらに日本経済全体がいっていると思っ

ているわけであります。  

 しかもまた、そこで企業、いろんな形の企業がございますが、企業自身としては、そ

ういった社会的責任を自覚しようという運動が展開されているわけでございますし、こ

れは今まさに世界の流れでもあります。ですから、それを十分認識した上で、しかし、

やはり企業は悪いことするよということであるならば、これはまた一つの対策が必要に

なろうかと思いますが、大きな流れとしては、私はそちらの方向に行くべきであると思

っておりますので、このような提言をしたわけでございますけれども、また、それにつ



いていろいろご意見、ご議論、実例等ございますれば、私どもも十分聞かせて頂いて、

また研究はいたします。  

 ありがとうございました。  

○生源寺部会長  それでは、山下さん、お願いいたします。  

○山下氏  ２つお尋ねがございました。高関税問題でございます。関税が唯一の現在

の国境措置ということで効果を発揮していると、こういう評価に立ってのご指摘だった

かと思います。この点で言いますと、逆に私どもは、消費者、あるいは消費者組織、消

費者組織を担った事業体として、日本農業との関係で、輸入品や国産品に対してどう対

処してきたか、そのことを先に申し上げたいと思います。  

 私はコープとうきょうの理事長も、非常勤ではございますが兼ねております。コープ

とうきょうでは輸入品と国産品を両方扱って、それぞれについて必要十分な情報を提供

して、消費者自ら、組合員自らに商品を選んで頂くということで、それを事業の基本的

な姿勢ということでやってまいりました。つまり、輸入品を排除するのではない。国産

品だけを扱うのではない、ということで、それぞれの良さや、あるいはそれぞれの安さ

や、これをきちんと提供して選んで頂くということでやってまいりました。  

 とりあえず手元にある数字だけで申し上げますと、とりわけ身近な野菜、果物の合計

で、その分野に対する比率で申し上げますと、94年度が、輸入品の比率で 9.1％であっ

たものが、03 年度で 6.8％に減ってきているという結果が数字としては出ております。

ただ、94年度と、ほぼ 10年経った 03年度ですから、事業高全部で言いますと、1,000

億ちょっと超えたあたりから現在 1,500億位ですので、総取扱高では両方伸びているか

と思いますが、比率としてはそういう変化であったということでございます。  

 ちなみに、その中では単品ごとにいろんな動きもありますが、かつては輸入比率 100％

だったものが、併売の結果、国産品 90％、輸入品 10％になったものもございます。で

すから、国産、産直品といい、輸入品といい、それぞれの品質と、それに見合う納得頂

ける価格、これが伴えば、消費者は十分選択可能だと。その選択できる情報さえあれば

できるということを示してきたと私は思っております。  

 そういう立場から申しますと、自給率といった物差しについてどう考えるか、大変心

配も多うございますし、大きな課題でもあると思っております。そういう立場で、この



高関税問題についても、これまでの議論としては、これが唯一の国境措置であると、こ

こを崩しては駄目なのだという議論だったわけですが、そうではなくて、むしろ農業の

自立、あるいは市場消費者の目にさらされて、十分その購買選択に耐えるだけの製品、

生産物提供をするというところからもう一回組み立て直して、どういうふうに構造を変

えていくのか、しかるべき品質を納得できる価格でどう提供するのかということから組

み立て直して、この高関税問題についても自主的な判断をしていくということを私は強

調したいと思っております。  

 いろんな交渉事の、その結果、その後追いに追われるという従来のいわば火消し対応

から、そうではなくて、そういった国際的な変化もあらかじめ読み込んで、それをどう

農業という産業の体質や構造や体力にしていくのかということで組み立て直さなけれ

ばいけないのではないかと、そういうところに来ているのではないかと、そのように思

います。  

 また、その上で、例えば私の申し上げる高関税該当品目について、じゃあ関税率を逓

減したときにどうなるかというのは、私は、組合員・消費者のここまでの品質や価格に

ついての選択観から言えば、きちんと必要十分な情報を持って提供されたものについて

は選択購買はできると考えているということでございます。そういう意味では、むしろ

生産者サイドからも率直な提案もあっていいのではないかと、こんなふうにさえ思って

おります。  

 ２つ目の直接支払い制度の導入との関係での、私の方から申し上げました、対象は、

経営として生産性の向上と規模拡大に寄与している生産者に限定する必要があるので

はないかと。あるいはそれとの関係で、選定基準や効果の検証を伴って国民的な合意を

と。このあたりについてのお尋ねでございました。これも、私やはり、国民的な視線、

あるいは消費者の視線から言いますと、ガット・ウルグアイラウンドを例に出すまでも

なく、その後の農水省予算、農業保護のための予算の総額や、その使われ方についての

透明性は確保されてきたかというと、必ずしもそうではなくて、言葉は悪うございます

けれども、保護漬けであるとか、ばらまきであるとか、いろんな批判をされても仕方の

ない面をはらんできていたのではないかと思います。  

 それをせっかく決定プロセスや金額を明瞭にということも含めて新しい枠組みに切



り替えて、その枠組みをきちんと運営・運用することで実を上げていこうという今の大

事なギアチェンジのところですから、再び同じような運営・運用に陥ることのないよう

に、最初の制度設計が大変大事だという意味で、私どももなるほどと思えるような選定

基準や、それを効果の検証を伴って見直していけるような運営の基準を合意して作って

いける、そういう議論を何とか一緒になって組み立てられないかということであります。  

 そういう意味では、これも農業に直接携わっている方から、特に山田さんのようなお

立場からみれば、消費者の方の、消費からだけの見方でそんなこと言われても、あっち

はどうするのだ、こっちをどうするのだ、いろんなことが気がかりだという面があるで

しょうが、それも含めてむしろ率直に出して頂いて、生産者サイドからもそういった枠

組みの提案をむしろ見えるようにもして頂いて、かみ合った議論にしていくということ

が今一番大事なのではないかなと。私はそんなふうに考えて、ちょっときつい言い方か

なあと思ったのですが、あえてこういうふうに言わせて頂いたと、こういうことでござ

います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、お待たせしました。安土委員。  

○安土専門委員  福川さんにお伺いしたいのですが、私もビジネスをやってまいりま

したので、この経済同友会の提言に非常に納得するところが多くて、特に農業は食料供

給総合産業であるという言い方も、私自身、この会議でも、農業のミッションは安全・

安心な食料の長期安定的供給に尽きるのではないかと、あとのことはそのいろんな条件

であったりなんかするかもしれないけれども、それ以外のことをあまり入れてくると話

が混乱していかん、まずミッションを果たすということを最小限の目的として考えるべ

きだということを主張し、また食料自給率については、45％にするというときにも、ち

ょっと無理をせん方がいい、むしろ今の状態を維持したまま構造改革を進める方がいい

のではないかということを申し上げたわけで、極めて近い意見ではないかという感じを

受けました。  

 そこで伺いたいのですが、５ページのところに、「不測の事態への対応は、必要最低

限の食料備蓄を堅持し、国際社会と協調を図りながら、食料供給能力を維持していくこ

とが現実的である」ということで、私も全くこのとおりだと思うのですが、問題は、と



いうよりも福川さんがお考えの、あるいは同友会がお考えの必要最小限の食料備蓄とは

具体的にどんなものなのか、それから国際社会と協調を図りながらということの何か具

体的なイメージがあるのか。それから食料供給能力ということですが、これについても

できれば具体的に、もう尐しイメージがあればご説明頂きたい。  

 ということは、食料自給率問題、すなわち食料安保の問題を非常に難しくというか、

大変だと考えると、なるべく生産力を維持しなければならないという方に議論が偏って

いく。つまり、これをどの程度とするかによっていろんなことが決定的に影響を受けて

くると思うものですから、ちょっとイメージを伺いたいということが第１。  

 それから第２に、これは生源寺先生に、以前、この会議でおかしいと叱られたのです

が、それを承知の上で、私、納得してないものですから、福川さんの意見を伺いたいの

ですが、食料生産力を高めて自給力を高めていくということを維持しようと思ったら、

今食品のうちの 30％位が捨てられているということは、私はむしろそれでいいのでは

ないか。あえて余分に捨てることはない。ゴミを捨てるということが悪いことであるこ

とはよくわかっているし、ゴミを尐なくすることがいいという道徳観はよくわかってい

ます。しかし、食料については多尐捨てている状態である方が、危機が来たときに、そ

の緩みが非常に意味を持ってくるのではないか。車のハンドルに遊びがあるように、あ

まりキチキチになっていると、危機に際して供給力が、プツッと切れてしまう。だから

むしろ、経済が許す限りで、尐し緩んでいる状態で、食料のゴミについては、環境を破

壊しない限り、あまり無理なことは言わん方がいいよというふうにしておいた方が、本

当の危機が来たときに対応力が高いのではないか、それこそ自給力を高めていることな

のではないかなと思うのですが、福川さんのご意見はいかがでしょうか。  

○生源寺部会長  それでは、２点、お願いいたします。  

○福川氏  不測の事態のいわゆる食料安保の議論というのは大変長い歴史がござい

まして、これをどの程度にするかというのは、どうも私もまだ国民的に十分議論が詰ま

ってないやに感じているわけでございますが、これをおっしゃるように非常に高くする

ことになると、これはかなり保守的な形になるわけでございますが、私の考えはまだも

う尐しここは議論をして詰めていかなければいけないと思いますが、この不測の事態と

いうのも、例えば天候の変化もありますし、それからいわゆる戦争状態とかいう、いく



つか、不測の事態というのがいろいろ起こり得るわけでございます。そういった不測の

事態というものをどう想定するかということが大変難しいものですから、だから、この

位持っていればいいというふうになかなか結論づけにくい問題だと思います。  

 しかし、その場合に、あまり多くのものを備蓄するというのではなくて、必要最小限

度の備蓄にとどめていくべきだと思っているわけで、この辺はもう尐しこの不測の事態

との関係を十分分析しながら、これをもう尐し議論を詰めるべきだと思っておりまして、

あまり答になってなくて恐縮ですが、考え方としてはそのように思っております。  

 それから国際社会との調和を図りながらという問題は、これは実はいろいろと国際社

会との間で食料供給国との関係等々があるわけでございますし、それからまた、日本で

も、海外に作付を依頼するという形態もあったりするわけでございます。そういう場合

には、もちろん諸外国との間の提携ということが非常に重要になっていくことだと思っ

ております。  

 それから食料供給能力の点は、その上の方で主として書いているつもりでございます

けれども、むしろ食料の自給率よりも自給力を高めることを主眼といたすべきであると

思っておりまして、そしていわゆる海外との協力というものも、食料の自給力に準ずる

供給能力という理解をいたしているところでございます。  

 それからご指摘の、食料がある程度捨てられているということは緊急事態についての

対応力につながるのではないかということでございます。確かに無駄というものがある

し、これから世界的にみて、いろいろ最貧国等々の食料需給の苦しさということを考え

ると、もう尐しそういうものを食料援助に回したらどうかという意見というのは当然あ

り得ることでございますので、私もできる限り食料の無駄はない方がいいとも思います

し、それから最近いろいろ流通革命等が行われて、末端の需要にできるだけマッチした

形の供給を図ろうと、そういう努力が今なされつつあるわけで、その点では、無駄があ

る程度省けていく方向に食料供給産業全体としては向かっているのではないかと私は

理解をいたしております。  

 しかし、それにもかかわらず、まだそういった無駄が起こるということは当然起こり

得るわけでございますが、そういった点については、これは実は食料でもどういうもの

をとるかということによって、その食料の供給能力というのは差が出てくる。非常に付



加価値の高い肉類を食べれば穀物類に比べるとそれだけ需要が多いといったような問

題もございますので、そういう全体のことも考えていく必要もあるかとは思いますが、

ご指摘のように、そこにある程度弾力性を持っているということは必要なことかと思っ

ておりますので、無駄が全然なくなればいいとは私は考えませんが、おっしゃるように、

できるだけ無駄は省いていく方向に進んではいくと思いますし、進めなければいけない

と思いますが、しかし、ある程度そういう無駄があると、もし緊急事態があったときに

はそれの一つの対応力になるというお考えは確かに私は一理があるかなと感じていま

す。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。そのほかに。  

 それでは、森本委員、長谷川委員、それから豊田委員、この項番でお願いいたします。  

○森本専門委員  それでは、質問させて頂きます。まず山下さんにご質問は、「政策

への提言」の中に「品質の良い農産物」というくだりがあるわけでございますが、当然、

消費者の方からすれば、品質というのは、前のページにも書いてございますが、鮮度、

おいしさと書いてある。また、当然、その一番前につくのは、おそらく安全で安心だと

いう言葉がつくと思いますね。そういう農産物をリーズナブルな価格で消費者に提供す

るというくだりでございますが、これは生産者からみたとき、そういういろんなものに

対してのコストというものが当然出てきます。生協が考えるリーズナブルというのは、

ただ安いというだけなのか。その辺のところはどういうふうに生協はリーズナブルとい

う言葉を、こういうところで使われている部分で、どういう価格を含めてリーズナブル

と書いておられるのか、ちょっとお聞かせ願えればと思います。  

 それと、坂本さんには、いろいろ学校の中で食べ物の規制が激しいと言われていたの

ですけれども、あれってやはり父兄とかマスコミの目が心配という部分が一番多いので

しょうか。ちょっとその辺もお聞かせ願えればと思います。  

 それと片山さんには、今さっき、仕事のお手伝いをするときに 6,000円程度というお

金の話が出ていたのですが、当然それは私達お米を作っている人間も同じですけれども、

稲刈りしたり田植えしたりするのに、それなりの適正な価格というのを自分達でつけま

す。稲刈り賃がいくらだとかそういう形で、そういう金額的なものは自分達でそういう

設定というのはまた別に、国に要望しなくても、その金額で、頼める人は頼めるという



言い方はちょっとおかしいですけれども、その人達がそれで頼んでも結果的には自分が

機械を買ってやるよりもいいと思えば、それはそれでいいのではないかと思うので､そ

の辺の考え方をちょっとお聞かせ願えればと思います。  

 それと福川さんには、大変素晴らしいのですけれども、ちょっと難しくてなかなか理

解するのにと思っていたのですが、いろいろ書いてございまして、確かに農村社会の安

定の中では強い農業をやっていくということが一番大事なことだろうと思います。しか

し、強い農業ができない中山間地域では、いろんな問題点もちゃんと経済同友会として

把握されてもおります。その中に生産性が低い問題もあります。農業政策は農家を一律

に保護してきたと書いてございますが、これは基本的には私は食管法あたりが含まれる

と思うのですけれども、食管法というのは本当に農家を守ってきたのかなという気もい

たします。これは当然、消費者を守る法律でもあったような気がいたします。だから、

その辺のところをそういうふうに、農家が一律に守られてきたということが本当にそう

なのかなと。  

 それと、文章をいろいろ読んでまして、平地で生産性が高くてコストの低減とかでき

る農業と、中山間地みたいな基本的に多面的機能を守るみたいな守りの農業、私はいつ

もこの場で言っているのですけれども、攻めの農業と守りの農業はもう今から先は分け

ていかなくてはならないのではないかなと思っているのですね。でも、この中ではそう

いう部分は分けてないような気がいたします。「第２種兼業農家や零細農家を温存させ

た」と書いてありますけれども、これなんか、私達がみると、このことで農家はトラク

ターを買って、コンバインを買って経済界には相当な貢献をしているのではないかなと

思うのですね。最初から私達がこういうふうに集団化をやっていったら、こんなにトラ

クターも売れてないし、コンバインだって売れてない。経済界はそういうところはどう

いうふうにみているのかなと。自分達が今までそれで儲かってきた部分も当然あると思

うのですよね。ただ、そういうのは確かに、今みれば、冷静にみれば、そういうものが

足かせになっていたということは当然考えられます。ただ、その流れの中でみれば、そ

の辺のところがちょっと僕も言葉にするのは難しいのですけれども、簡単にこういうふ

うに言葉で表せないようなところも私は農家としてあったのではないかなと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  



 それでは、山下さんからお願いします。  

○山下氏  リーズナブルな価格、あるいは納得できる価格という表現をしましたが、

もうちょっとかみ砕いて言いますと、買ってみて、食べてみて、あっ、これならもう一

回買ってみようと思って頂けるかどうか、これが鍵です。そう思っています。安かろう

悪かろうというお店も競合・競争の中ではままございまして、確かにうちの 98 円より

あっちの 58 円の方が安い。でも、その商品を私どもが食べてみたときに、これはいく

ら何でも、スカスカで、もう一回買おうとは思われないなと思えば、無理に 98 円を 58

円に下げることはないのであって、逆にそういうものも経験された消費者・組合員が、

もう一回私どもの店や共同購入をご利用頂いて、こっちの方が、ちょっと高いと思った

けど、食べてみれば十分おいしいし、子供も夫も妻もみんな喜んで食べられて、また買

ってみようと繰り返し買って頂ける、また買おうと思って頂ける、これが一番納得でき

るリーズナブルな価格だと。それは、競合・競争の中でありますし、安くする努力は常

に私どもしなければいけないわけですが、消費者の選択の中でおのずから市場形成され

て価格形成されると、こういうふうに考えてやっております。  

○生源寺部会長  それでは、坂本さん、お願いいたします。  

○坂本氏  今、父兄、マスコミというよりかは、むしろ教育委員会とか、いわゆる行

政の側がとにかく、無謬性というか、自分達は絶対間違わないのだと思っていること。

もし何かあったときには責任を追及されたら困るという、本当にある意味では教育は誰

のためにあるのかと疑わせるところが非常に問題だと思うのですね。父兄に対しては、

本当にこれから長い先のことを考えれば、いわゆる食体験をさせます。これは家ではで

きないならこっちでやります。けれども、それは絶対必要だからやるのだけれども、怪

我もくっついてきますと。怪我もくっついてきても、それでも見守ってくださいという

ことを最初にある程度言っておけば、実は幼稚園にしろどこにしろ、皆さん納得はして

くださるのです。  

 むしろ大事なことは、いわゆるその仕掛け先、学校という中であれば教育委員会、厚

生関係では大体行政側の心の壁が非常に大きいと思います。だから、これをある意味で

は規範という形の通達であっても何であっても構わないので、とにかく子供が体験でき

るようにしてほしいということです。  



○生源寺部会長  それでは、片山さん。  

○片山氏  私のさっき申し上げたのは特徴的な果樹農家の意見だと思うのですよ。実

際、青森県のりんご産地でも、木が伐られていっている原因は、昭和 63年代に２万 5,600

ヘクタール位あったのが今２万 2,900 ヘクタール位に減っているのですが、伐る決断を

するときは、私ら果樹農家は、まず荒仕事ができる人がいなくなった場合、お父さんが

亡くなった場合になります。それで、その荒仕事と別の面、毎日、年とった人でもコツ

コツできる実すぐりとか着色管理で日本のりんごの、あるいはみかんの高品質な生産が

保たれてきたのであります。ところが、果樹が伐られるのは、それとはまた別な荒仕事、

薬をかけたり草刈りしたりするちょっと乱暴な仕事ができなくなると伐られていって

いるので、こんなことによってりんごの樹が伐られていくのはもったいない。80 でも

85 でもできるのですよ、りんご作りというのは。コツコツした仕事ですと。そういう

技術をもった残された人がやめていくのが残念だなと。  

 この荒仕事というのは、結構それはそれなりに熟練が必要で、例えば実すぐりとかで

すと 5,000 円とかでいいけれども、スピードスプレヤーに乗るというのは技術が要る

ので１万円とかかかってしまうのですよ。正社員を派遣すると。それでも、そんなにか

けてまではちょっとやれないという農家の方がほとんどで、結局木を伐ってしまう。私

はそれによって、まだ 80でも 85でも、自分の健康維持のためと高品質の農産物を生み

出すために、コツコツとした仕事のできる農家がやめていくのが残念だと思うのです。

そういうところの面倒をみているのですよ。  

 ですから、その荒仕事、ちょっとポイント的に助けてあげればやっていける農家がい

る。85 までやれると。その人が 85になったときには、またその息子が公務員とか引退

して、小さいころから練習して、日曜日とか手伝っているので、その高品質果樹を生み

出す技術はそういう形でもつながっていくのではないかなと。必ずしも果樹の場合、大

農家だけに任せると本当の工場生産品みたいになって、それだけが残ってしまうと中国

産に太刀打ちできないことになってしまうのではないかと思います。  

○生源寺部会長  それでは、福川さんお願いいたします。  

○福川氏  ご指摘の強い農業を目指すということの中で、しかし、なかなか強い農業

を目指し得ない状況にあるところをどうするかというお尋ねでございました。農林水産



省の資料をいろいろ拝見しても、守りから攻めへの農政の転換と、こういうことを言っ

ておられて、ご指摘のように、攻めと守りを分けてお考えになりたいということですが、

じゃあ一体どこを守りにするかという点についてがまだあまり私どもとしても十分理

解ができていないところだと思います。  

 私どもが強い農業をつくるというところに焦点を当ててここで書いてございます。し

かし、私どもも非常に過疎の中山間地が問題があるということはそれなりに理解をいた

しておりまして、これは、多分、強い農業をつくるということと別の論理で考えていく

べき課題なのであろうと思っております。その場合に、守りから攻めといったときに、

じゃあ守りというのはどの程度にするかという点については、どうもまだ私ども十分理

解をいたしておりませんものですから、そういった中山間地の問題があることは私ども

も理解はしておりますが、それは別の論理で考えるべきではないかと思っておりますの

で、ここでは触れていなかったということでございます。  

○生源寺部会長  どうもありがとうございました。  

 それでは、長谷川委員、お願いいたします。  

○長谷川委員  １つだけ質問させて頂きたいのですけれども、山下さん、お願いいた

します。私は、この基本計画の中に消費者の視点を入れるべきだとずっと考えておりま

すので、今日のご提言はとてもうなずけるところが多かったのです。そこで、消費者の

役割というものは何なのだろうかと私いつも考えてまして、その点につきまして、ご経

験の中からお答が頂ければと思うのです。  

 と言いますのは、私も生協運動をずっと長くやっておりまして、いろんなことをして

いるのはよくわかっているのですけれども、その延長で、今 2,000 万人ですよね、組合

員さん。2,000 万人の消費者が変わるとかなり社会に大きな影響力があると思いますの

で、そういった期待も込めましてご質問させて頂きたいと思います。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 山下さんにお答え頂きたいわけでございますけれども、冒頭申し上げました目途の４

時半に大分近づいております。まだ挙手をされておられる方がおられますので、もしよ

ろしければ尐し延長してこの会議を続けたいと思いますが、何よりも４人の皆さんのご

都合がよければということになるかと思いますが、よろしゅうございますか。多尐延ば



させて頂くということで。（「はい」の声あり）  

 それでは、山下さん、お願いいたします。  

○山下氏  消費者の役割ということで言いますと、やはり社会的、法的な枠組みや、

政策、制度をつくり、それが社会的に機能していくかどうかということを検証する場合

に、ある意味で、最終消費者というのがリトマス試験紙というか、その機能が本当に機

能を発揮できる制度なのかどうかといったことについて検証して、イエスかノーか、買

い物行動を通して態度表明をするということで、大変大きな、重要な社会的役割を担っ

ていると思ってます。  

 私ども、そういう意味でいいますと、安全・安心を担い、主としてこれは団塊世代、

子育てニーズからの消費者の強い願いでございまして、その後はもっと簡単でもっと便

利にと、こういうニーズをどう社会化していくかということも担ったかと思っておりま

す。  

 さらに、昨今の消費税総額表示等との関係では、しかし、もっと安くといったことも、

消費者の願いとして、それをどういうふうに、事業体を通し、さらには事業体が関わる

業界を通して、ということは生産者も含めてどう仕組みにしていくのかということで、

最初にその願いを情報として発信して、川下から川上に向けて変えていく、お互いに改

革をしていく、そのことを検証し合うという意味で大変大きな役割を担ってきたと思い

ます。  

 一例で申し上げますと、食品衛生法の改正要求に端を発しました運動は、全国的、国

民的な運動、活動の結果として、食品安全基本法の制定といった新しい枠組みを策定す

るに至りました。これはご案内のとおりで、リスク・アナリシスといった新しい考え方

に基づいて、危険度についての認識ですとか、危険度についての判断、運営、運用、あ

るいはコミュニケーション、これを通して対策を回していくと、こういった新しい枠組

みであります。そのときにも、やはり消費者の立場で、その枠組みがどう機能を発揮す

るかということを常に検証しながら、それを推進していくという役割を担えるようにな

ってきたと思っております。  

 あるいは、消費者保護基本法といった、消費者の保護といった、つまり、産業優先時

代の発想から、最終消費者に被害やいろんな問題がツケとして回されるといったことに



ついて、この枠組みは消費者の権利を立脚点にして改めようということで、消費者基本

法ということで新しい枠組みになってまいっております。  

 そういう意味で言いますと、消費者という、どっちかというと生産者という概念との

関係で言われてきたことが、消費者は最終検証だと。そこでの安全や権利を大事にする

という社会的、法的な枠組みをどうつくっていくかということで、お互いに認識し合っ

て、新しい枠組みを支え合うという関係として消費者を位置づけ、その役割を消費者自

ら果たす。  

 いずれも、国民という概念といい、市民という概念といい、生産者という概念であっ

ても、どこかでは消費者であるという切り口をもっておりますので、そういった役割を

特定して新しい枠組みをつくり上げていく上で大変大事な役割を担えるようになって

きたと。消費者だけのエゴというようなことが社会的な役割だった時代もかつてあった

かと思いますが、今はそういう新しい社会的な、あるいは法的な枠組みを担う大事な概

念、役割となってきたのではないかと、そんなふうに考えております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、豊田委員、新開委員、それから増田委員の項番でお願いいたします。豊田

委員、どうぞ。  

○豊田委員  もうほとんど時間がなくなっているのであまり多くしゃべらない方が

よろしいと思うのですが、ただ、今日は片山さんの方から、日本の農産物輸出という非

常に重要な問題がございましたので、ここをちょっと１～２点お話をお伺いしたいと思

います。  

 農産物輸出、果物はりんごが今トップを走っているという感じでございますけれども、

この輸出の意味ですね。目的ではなく、結果としてどういう意味を持っているのかとい

う、率直な、農産物輸出を行われている方のご経験から、そこを一言お伺いしたいとい

うのが第１点でございます。  

 それから第２点は、農産物輸出というのは、ある意味で相手国のバリューシステムと

いいますか、価値体系に触れることによって日本の農業を客観化して見直していくとい

う意味がもう一つあるのではないかと思います。それで、今日はユーレップギャップな

りユーロギャップと言われているこの点について詳しくお話しあったということは非



常に大きなコントリビューションでなかったのかなと私は思っております。  

 量販店主導というのはもちろんそのとおりでございますが、例えばユーロギャップの

技術基準委員会は 50％量販店、50％生産者の組織で構成されておりますし、あるいは

消費者、環境団体、政府等もここにかなり参加しているという形で、食品安全性と持続

可能性を統合する一つの基準として、ＨＡＣＣＰが行ったものは食品産業が中心でござ

いましたので、これを農場場面で具体化するという意味では、これは非常に重要な一つ

の経験ではないかと思います。  

 そういう中で、最後にジャパンギャップということをご提起されてますので、このユ

ーロギャップとジャパンギャップの違い、風土条件の違いは当然ございますけれども、

どんなところにあるのかなということをもう尐し教えて頂きたい。多分、いろんな規範

というのは、日本の場合に外在的な、外からの規範だったと思うのですが、ＨＡＣＣＰ

のときもそうだったと思いますけれども、プロセス重視といいますか、工程重視の内か

らの規範としてこの基準が出てきているのではないかと思いますので、そういった点に

ついて実際取り組んでおられた率直な感触がございましたら。  

 もう一点、ちょっと最後に。実はアジア各国はこういう方向でヨーロッパの動きを非

常に注目しているわけでありまして、今ＡＰＴといいますか、アセアン・プラス・スリ

ー、日中韓の方向が強まってくる中で、関税のお話はいろいろ出ましたけれども、例え

ば知的財産権とか、日本のりんごのブランドをどうするかとか、もう尐し広い地域の共

通農業政策的な方向性につながるような、果たしてＦＴＡの交渉ができるのかどうか。

メキシコで一つの、関税については方式はクリアーしてますけれども、さらにその次の

段階として、輸出を経験された生産者の方が何をこの東アジアの中でご期待されている

のかということを３点目にちょっとお伺いしたいと思います。  

○生源寺部会長  それでは、片山さんの方からお願いいたします。  

○片山氏  まず輸出の意味ですけれども、実際、私ら、平成９年の暴落を経験するま

では普通の農家だったのですよ。それで、輸出をする段になってから、いろいろイギリ

スから、これもやれ、あれもやれと言われて、今はユーレップギャップに取り組んでお

りまして、例えば園地に設置しているトイレを掃除するのでも、昔はあまりきれいとは

言えなかったのですが、最近はもうユーレップギャップ通るぞということで、全社員一



丸となって、きれいなトイレにしたり、トイレから出たらちゃんと水で手を洗うような

ところもつくったりして、その意味で、自分達のりんごがイギリスとか中国に出ている

んだという意味は、私達生産者のやる気をアップさせてくれております。  

 第２に、相手国に出すということは、自分達の生産物を客観化してみれるということ

ですが、本当にそう思います。実際、私、1998 年産のりんごサンプルでヨーロッパに

送ったのですけれども、最初、日本の感覚で送ったら、あまり大き過ぎて、最高級品を

送ったのだけれども、こんなもの、シードルにしかならんよと言われてがっかりしたの

で、だんだん、じゃあもっと小さいのと送ったら、まだ大きいと。結局、日本で加工に

なっている小さいのを送ったら、お前らもやればできるなあと言われて（笑声）、本当

に愕然とした思いをしました。  

 ですから、結果的にそうやって日本で捨てられるような部分がヨーロッパの、しかも

イギリス及びスカンジナビア諸国で最高の価値を持っていると。そして、ちょっと下が

ったスペインに行くと 80 ミリ位のちょっと大きい赤いのが好まれるというのは、サン

プルぶつけて初めてわかったのですよ。これは非常に新鮮な経験で、私達、りんご作っ

ていると、それこそ大きいのから小さいのから、赤いのから黄色いまでいっぱいできて

しまうのです。同じやつだけはできないのですよ。工業製品と違うので。ですから、収

穫されたものをどう売るかと考えたときに、じゃあ小さいのはイギリスへ行こう、大き

いのは中国へ行こうという選択肢の幅を、サンプル送ったおかげで初めてわかりました。  

 その点、こういうサンプル輸出というのは結構お金かかるのですよ。イギリスまで１

箱送っても４万円とか、かかるのです。書類上の苦労とかして勉強になりましたけれど

も、こういうのを試験機関とかで、ヨーロッパは小さいのがいいらしいぐらいではなく

て、スカンジナビア諸国なら 65ミリだよと、スペインだったら赤い 80ミリだよという、

具体的な商売につながるような調査をして頂ければ。私達のような小さいところがやれ

るのは限度がありますので。  

 それと、ジャパンギャップとユーレップギャップの違いについてですが、やはり農家

の規模があると思います。りんごづくりですと、例えばジャパンギャップあたりをつく

るとすれば、隣接園との問題が出てくると思うのですよ。１つ具体例を申し上げますと。

ユーレップギャップには隣接園の関係が出てきませんが、かつて無登録農薬が問題にな



ったとき、隣接園からの飛散ということで、私どもの農園の隣もたまたま無登録農薬使

っておった園地で、10 メートル、廃棄処分になってしまいました。これは日本は小さ

い農家が多いので、１ヘクタールつくっていれば、極端な話、８人の隣の人達がいると。

そういう日本独自の栽培形態に応じたＪギャップをつくる必要はあると思います。  

 最後に、東アジア全体を考えた場合、私はリーズナブルな価格で組合員さんに販売す

るという日生協さんのお考え、もっともだと思います。それで、ジャパンギャップを必

ずしも輸入障壁に使うのではなくて、攻めの農業でギャップがないということは、守ら

ないで攻めるということになり、守らないで攻めるということは事実上できない。守り

にもなるけれども、そのジャパンギャップの網の目をくぐってきたものとはわしら農家

は正々堂々と勝負しなければならないと思います。その意味で、必ずしも日本にとどま

らず、将来的にはアジアギャップというものまで想定して、その中でわしら農家が勝負

していかなければ本当の意味で強い農業はできないのではないかと、そのように考えて

おります。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、新開委員。  

○新開委員  本当に片山さんの話を聞いていると、私も生産者ですので、とってもう

れしくなります。それで、横に坂本先生がいらっしゃいますけれども、この「食卓の向

こう側」というのが皆さんの前にあると思いますが、ずうっと私も関心を持って読んで

おりますけれども、食がここまで来たということの証明だと思うのですね。先生が 25

年間ずうっと頑張ってきていらっしゃって、食が歪んできたことを誰よりも知っていら

っしゃると思います。  

 そういうところまで来ているにもかかわらず、経済界の福川さんに言いたいのですけ

れども、「はじめに」というところで、何人かご指摘がありましたけれども、私も、ず

うっと読んでおりましたら、上から４行目ですかね、「日本経済が低成長時代を迎えた

今日、競争力の弱い農業は、消費者にも、財政にとっても大きな負担となっている」と。

なっておりますですね。私達から言わせると、本当に頑張っても頑張っても、経済、経

済優先で来たために、これだけ日本の農業が衰退して、逆に食が歪んで、今子供達の健

康がおかしくなってきていると思うのですね。  



 だから、できれば経済界も、対立でなく、協調していくとおっしゃってますので、も

っと本当の農業の、日本の国として守っていかないことには、本当に「生きる、食べる、

耕す」なのですね。だから、そこの根本あって次の構造改革に移らないといけないので

はないか。だから、やはり農業を否定しては始まらないと思いますので、できれば、こ

の「はじめに」はエールを送ってほしかったと思いますね。本当に日本の農業、残さな

いといけないと真剣に思って頂いているでしょうか。それを一言ご返事をお願いしたい

と思います。  

 それから生協の山下さんには、生協といえば国産、国産で、私達も非常に農薬からい

ろいろ要求されてまいりましたけれども、高関税云々という場所で、輸入品か国産かは

消費者が選ぶと書いてありましたですね。これから日本の農業、本当に守る形よりも、

輸入品として経営に力を入れられるのか、いや、そうじゃないよというところをぜひお

聞きしたいと思います。  

○生源寺部会長  それでは一言ずつ、福川さん、それから山下さん、お願いいたしま

す。  

○福川氏  私どもが考えておりますのは、先ほど申しましたように、食料供給産業を

トータルで考えれば、いわゆる文化と感性と健康を供給する人間産業だと理解しており

ます。これはむしろ強い農業をつくることによって、これは日本の中に十分存在してい

ける可能性のある産業だと思っておりますので、そういう方向にぜひ頑張って頂きたい

し、我々も、それについてもし可能な分野があればぜひ協力をしたいと思っています。  

○生源寺部会長  山下さん、いかがでしょうか。  

○山下氏  国産か輸入かということで、これは必ずしも経営のために背に腹は代えら

れないからというような意味ではございません。私が申し上げたいのはむしろ、消費者

はその商品の品質や価格について十分選ぶことができますと。その選択は消費者に委ね

て頂いてはいかがでしょうかということを申し上げたいということなのです。そこに委

ねる前に、あまりにも高い障壁を設けて排除することはないのではないでしょうかと。

それもほどほどでよろしいのではないでしょうかということなのですね。  

 逆の場合もあったわけです。94 年の米パニックのときには、外国産米も食べようで

はないかということで、抱き合わせとかいろんなことをやりましたけれども、ともかく



苦労しながら、私どもは国産も大事にします。もう一方では、輸入品も排除しないで、

商品として必要十分な情報を添えて消費者に提供すれば、消費者は選択します。そこに

委ねてみてはいかがでしょうかと。そのために、それ以外の障害はなるべく尐なくして

いくということが消費者のためでもあり、行く行くは生産者のためでもあるのではない

でしょうかということを申し上げたいと思っています。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 それでは、増田委員。  

○増田委員  坂本さんに伺います。頂いた資料からも、お話からも、改めて、今の子

供の食の状況というのが悲惨としか言いようがないということがよくわかります。食教

育の必要は、もはや待ったなしの課題だと痛感いたします。農林水産省の中にも専門官

を置いて進めておられますが、坂本さんご自身のレポートの中にも書いておられるよう

に、この３省連携がなかなかうまくいかないところもあり、巨大な壁に突き当たってい

るのが現実だと思うのです。坂本さんとして、現状の中でそれを打ち破る方策といいま

すか、アイデアというか、お考えがおありかどうか、それを伺いたいのですが。  

○生源寺部会長  それでは、坂本さん、お願いいたします。  

○坂本氏  今、実は子供を含めていわゆる消費者というのは結構大事にされてないと

思うのですね。子供も未来の消費者であるのだけれども、その子供達が本当においしい

梅干しを知らない。梅干しを一遍も食べたことない子が本当にいい梅干しが区別がつく

でしょうか。だから、とにかく体験をさせてほしい、そしておいしいものがわかるよう

にしてほしいと。これが一番で、いわゆる判断力をつけるという意味で体験がベースに

なると思うのですね。  

 私は最近特に思うのは、実際に今行われている食育というのがどうも、ペーパーに書

いたらオーケーと、言葉に出したらオーケーというふうな、要は机上の空論に近いよう

な状態の中で子供達が置き去りにされていると感じます。実際に子供の発達段階での体

験というのを保障するという、こういう考え方、これは経済効率には実に合いません。

だから、経済界からみたら、「何そんなあほなこと言うてんねん」と言われるかと思う

のです。けれども、これが土台にないと、日本の子供はちゃんと育っていかないと思い

ます。ですからこそ、本当に小さな小さな体験でも子供達にできるようにしてほしい。  



 でも、これに対しての大きな壁の一つは、やはり法律だと思いますね。教育委員会だ

って、本当は子供に食べさせてやりたい。だけど、今度事故を起こしたときに誰が責任

をとるねんと言われて、そういうことをしなさんなということがもう既に通達で出てい

たら、現場は一歩も動けないのです。だからこそ、私は、そういう意味では、いわゆる

行動規範、食育行動規範をつくって頂いて、それから３省合同でそれをとにかく通すよ

うにしてほしい。実際に幼保一元化の中で給食室がなくなるのは、経済効率からみると、

別にそんなものなかったってええやないかと、ごはん食べさせておいたらいいじゃない

か、それだけなのですね。国会の議論なんかもちょっととってみましたところが、やは

り経済効率第一ですね。だから、子供には別に高い給食室を置かなくてもいいじゃない

かと。  

 そうじゃないのです。本当に必要なのは。今の 10 円を惜しんで、もっと先の 100 円

を失うような、こういう法律のあり方というのが問題です。私はやはり、一つの観点に

照らして、ぜひ食育を子供達に体験をさせ、10 年後、20 年後の子供達のためにという

視点を持って法律をとにかく見直して頂きたい。  

 それで３省合同でいくとしても、本当にはできなかったとしても、せめて農水省から、

農業というもの、土が美しいもので、土が素晴らしいものであり、それから売られてい

るもの、できたものが何でそこまで消每しないといけないのでしょう。日本のお漬物を

何で茹でないと食べてはいけないというか？こういうふうなこと、私達が日本の食文化

を伝えていきたいときに逆に邪魔になる、芯温が 75 度にならないと食べさせてはいけ

ないという、こっちを変えないと現場の壁は絶対に抜けられないと思います。  

 実際にそれは子供達だけではなくて、大人でもそうなのですね。だから、いわゆる流

通の方にも、ただ単に売れればいい、今目の前で買ってもらえばいいということではな

くて、未来の消費者を本当の意味で育てていくためには、地域でできる食育というのを

ぜひおすすめします。例えばスーパーマーケットなんかでも、子供に向かって、これは

こんなふうにしてつくるのよということをちゃんと教えてやることだけでも、それでも

食育の体験の一つになると思うのですね。  

 実際に今、家庭の力というのは非常に落ちてます。だから、スーパーマーケットで物

が売れないというときには、１つは、下ごしらえができないから売れないということが



実際にはあるのです。乾物の寒天を戻すといったら、もう一遍袋の中に入れる人が多い

時代なのですよね。だから、お互いに言っている言葉が本当に通じないのです、ベース

となる共通体験がないので。そういう意味では、こんなこと当たり前やとかいうことが

今は通らない。でも、その人達に変わってもらうには、なかなか変わってもらえないも

のです。実は今子供達は非常に二分化されて、大事にされる子供ともう本当に構っても

らえない子供と分かれてきてます。  

 でも、構ってもらえる子供達というのは、実はこの子達が変えていく、親を変える力

がとってもあるのですね。私達はどんなにかわいらしそうな顔をして笑って言ったって

聞いてもらえませんけれども、子供が一言いうと聞いてくれるのです。今料理教室をし

ましても、１人の子供に親が３人見学がついてくる時代なのです。だから、かわいい我

が子が言えば変われるということで、むしろ最小投資で最大効果が上がるのは子供の時

代からではないかと思うのです。  

 ところが、今この食育というのが、食育とは人を良くする教育ですとか言われますけ

れども、まだ文字がわかる子供達ではないのですよね。言葉はあっても文字のない世界

なのです。だから、その子達に対してどうすれば正確に通じるかということをまず考え

て頂きたい。いわゆる言葉遊びではないのですね。農水省もそうですが、いろんなとこ

ろで言われている食育は、良いとか悪いとか、価値観の基準を子供達に言語化して言わ

せたらオーケーみたいなところが多いのです。  

 野菜ばりばり、朝食もりもりと言いながら、現実には食べられない子供達を置き去り

にして、野菜ばりばりと言いながら、全部茹でて食べさせて、実際していることは、本

当は野菜しなしなやと私なんかは思うのですけれども。むしろ行政がいろんなキャンペ

ーンを組むときに本当に何が大事なのかを考えてほしい。特に小さな子供達にもきっち

りわかるような、そういう伝え方というのを考えて、ただ単に子供がマル書いたらそれ

でオーケーであるとか、子供がオウム返しに言ったことを覚えたらオーケーという、そ

ういう評価をやめて頂きたい。これを一番思っております。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。  

 まだご質問なさりたい委員の方もおられるかと思いますけれども、相当時間も超過し

ておりますので、以上で意見交換の時間を終わりたいと思います。  



 ４人の有識者の方におかれましては、ご多忙のところおいで頂きまして、大変貴重な

意見を頂戴いたしまして、ありがとうございました。今後の議論を深めていく上で非常

に有益なご議論を頂いたと思っております。本当にありがとうございました。  

 続きまして、今後のスケジュールにつきまして、これは５月 24日の第 12回企画部会

において一度説明があったわけでございますが、その後、諸般の事情によりまして、変

更、あるいは追加がございますので、これは改めて事務局からご説明をお願いしたいと

思います。  

○皆川企画評価課長  資料３という一枚の紙がございまして、５月 24 日にご説明し

た際とちょっと違った日程が書かれております。大変恐縮でございますが、若干こうい

った形で日程の変更、それから追加をさせて頂いたわけでございます。ただ、いずれに

せよ、８月の上旪までに中間論点整理に是が非でもこぎつけませんといかんということ

で、ここまでの間、非常に濃密な過程になりますけれども、21 日以降、またよろしく

ご審議のほどお願いいたしたいと思います。  

 なお、議論の状況によってはさらにもう一日余計にとかいうことも当然あり得ると思

いますが、そういった形で日程を今整理をさせて頂いておりますので、よろしくお願い

したいと思います。  

 それから、その下に書かれてございますが、中間論点整理の後、地域の声をもう尐し

各地域で聞きたいということもございます。またご議論も頂きたいということで、８月

下旪から９月上旪にかけまして、企画部会として地方公聴会ということで、委員の先生

方にも地方にお出かけ頂きまして、地方の関係者、各界各層の有識者との意見交換を実

施したいと考えておりますので、また日程につきましては追ってご連絡をさせて頂きた

いと思いますので、こちらの方もまたよろしくお願いしたいと思います。  

 以上でございます。  

○生源寺部会長  ありがとうございました。スケジュールにつきましては、ただいま

ご説明を頂いたとおりでございますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、時間をやや超過しておりますけれども、以上で会を閉めさせて頂きたいと

思います。  

 なお、次回の会議についてでございますが、今の事務局からのご説明にもありました



が、中間論点整理に向けた議論を７月 21 日水曜日の午後２時から、場所は今回と同じ

この場所で行いますので、よろしくご参集願いたいと思います。  

 それでは、以上で閉会いたします。どうもありがとうございました。  

   

   

   

――了―― 

 


