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開   会 
 
○中村食料企画課長 定刻となりましたので、ただいまから食料・農業・農村政策審議会

第８回総合食料分科会を開催させていただきます。 

 私は、本分科会の庶務を担当させていただいております食料企画課長の中村でございま

す。よろしくお願いいたします。 

 本年１月に食料・農業・農村政策審議会の委員改選がございまして、本分科会会長の田

島委員が退任をされ、その後、２月 10 日に開催されました食料・農業・農村政策審議会

終了後、委員による互選により、上原委員が会長に選出されておりますので御報告を申し

上げたいと思います。 

 

委 員 紹 介 
 

○中村食料企画課長 それでは、まずお手元に配付しております資料２という１枚紙に委

員名簿があると思いますけれども、その順番に従いまして、本日、御出席の委員の方々を

御紹介させていただきたいと思います。 

 順番に、上原分科会長でございます。 

 大木委員でございます。 

 生源寺委員でございます。 

 長谷川委員でございます。 

 八木委員でございます。 

 それから、臨時委員ということでございますが、秋谷委員でございます。 

 安部委員でございます。 

 大澤委員でございます。 

 加倉井委員でございます。 

 島貫委員でございます。 

 畑江委員でございます。 
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 樋口委員でございます。 

 飛田委員でございます。 

 宮下委員でございます。 

 なお、本日、池田臨時委員、品川臨時委員、村上臨時委員におかれましては、御都合が

つかないということで御欠席でございますけれども、５名の委員と９名の臨時委員の御出

席ということになっておりますので、審議会令第９条の規定によりまして、本分科会成立

ということでございます。 

 

事 務 局 紹 介 
 

○中村食料企画課長 それでは、引き続きまして、事務局側の紹介をさせていただきたい

と思います。 

 総合食料局の伊藤次長でございます。 

 田中審議官でございます。 

 塚本総務課長でございます。 

 齊藤流通課長でございます。 

 小風食品産業企画課長でございます。 

 山本食品環境対策室長でございます。 

 どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

配付資料の確認 
 

○中村食料企画課長 それでは、お手元に資料一覧というものもお配りしているかと思い

ます。本日、資料が資料１から資料７、それから、参考資料としまして、ちょっとコピー

で申しわけございませんけれども、「平成 15 年度食料需給見通しと参考統計」というもの

をお配りしていると思います。もし、手違いで抜けていることがございましたら、事務局

の方にお申しつけいただきたいと思います。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、上原分科会長にお願いをいたします。よろ

しくお願いいたします。 
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総合食料局長あいさつ 
 

○上原分科会長 それでは、議事次第に従いまして、最初は総合食料局長のごあいさつと

いうことになっておりますが、本日は国会の関係で、やむを得ず出席できませんので、か

わりまして伊藤総合食料局次長にごあいさつをお願いいたします。 

 よろしくお願いします。 

○伊藤総合食料局次長 次長の伊藤でございます。 

 今、分科会長から御紹介いただきましたように、きょう、たまたま委員会の審議とぶつ

かりまして、局長、それから、若干空席があって大変申しわけなく思っております。かわ

りまして、一言、ごあいさつさせていただきます。 

 まず、本日御出席いただきました委員の皆様には、日ごろから食料行政の推進に御協力

いただきまして、この場をかりまして厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 最近の農水省あるいは農政の動向につきまして、ちょっと御紹介させていただきますと、

何より、まず食の安全・安心という大きな問題が起こったわけですけれども、それに伴い

まして、食品安全基本法の制定、そして食品安全委員会の設置ということが７月１日をも

ってなされたわけでございます。農林水産省におきましても、この関係で、安全・安心に

関する政策の大綱というものをまとめ、また組織につきましても、御案内のとおり、消

費・安全局という局を、リスク管理を行う独立した局として設置をしたということでござ

います。 

 その関係で、従来の主要食糧業務を行ってまいりました食糧庁が廃止ということになっ

たわけでございます。食糧庁の廃止に伴いまして、そちらの業務につきましては、食糧部

という新しい組織を総合食料局の中に置くという形になりました。したがいまして、総合

食料局という局につきましては、まさに総合的に食料政策を行う局という体制になったわ

けでございます。 

 さて、本日の総合食料分科会でございますけれども、まず、食糧部会の設置ということ

について御審議をいただきたいと思っております。これは、今申し上げましたとおり、組

織再編により食糧庁が廃止されることに伴いまして、食料・農業・農村政策審議会の方で

も主要食糧分科会が廃止されたということになっております。したがいまして、この総合

食料分科会の下に、新しく食糧部会の設置を考えております。この点につきまして、御審

議をよろしくお願いしたいと思っております。 



 

 - 4 - 

 また、その次に、本分科会の下にあります食料需給予測部会におけます検討状況につい

て御報告を行いたいと思っております。 

 委員の皆様におかれましては、忌憚のない御意見、御助言を賜りますようにお願いいた

しまして、はなはだ簡単でございますけれども、あいさつとさせていただきます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 

分科会長代理の指名 
 

○上原分科会長 次に、分科会長の代理を決めたいと思います。 

 これにつきましては、食料・農業・農村政策審議会令第６条５項に基づきまして、分科

会長が代理の指名をさせていただくことになっております。 

 分科会長代理として八木委員にお願いしたいのですが、よろしくお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

○八木委員 よろしくお願いいたします。 

○上原分科会長 それでは、分科会長代理を八木委員にお願いしたいと思います。 

 

食糧部会の設置について 
 

○上原分科会長 それでは、議事次第に従い、食糧部会の設置につきまして、まず事務局

側の方から案を御説明していただきたいと思います。 

○中村食料企画課長 それでは、私の方から、お手元にお配りしております資料３に沿い

まして簡潔に御説明をいたしたいと思います。 

 資料３、ページをめくっていただきますと、２ページに参考１というものがついてござ

います。先ほど、次長のあいさつの中にもございましたように、先般の農林水産省の組織

改正の一環といたしまして食糧庁が廃止ということになりまして、それまでの総合食料局

の一部とともに新しい総合食料局が誕生したわけでございます。食糧庁の事務の大部分が、

その図の右下にございます食糧部というところの所掌とされたということでございます。 

 これにあわせまして、ページをもう１枚めくっていただきますと３ページでございます

が、左と右にございますけれども、主要食糧分科会というものが一番下にございます。こ

れが廃止をされまして、その所掌事務につきましては、右上で色をつけてございますが、
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総合食料分科会の所掌ということにされたわけでございます。 

 それで、また２枚めくっていただきますと、５ページに参考３という資料がございます。

審議会の役割及び位置づけについてという表題でございますけれども、これは廃止前の主

要食糧分科会の役割等について、同分科会におきまして説明したものでございまして、３

つほど掲げてございます。ごらんになっていただいておわかりになると思いますけれども、

このような業務事項でございます。これまで、総合食料分科会の所掌事項とされていたも

のと大きく異なるわけでございます。 

 それで、１ページだけ戻っていただきまして、４ページに参考２というものがございま

す。食料・農業・農村政策審議会の部分的な体系図を掲げてございますけれども、総合食

料分科会に食糧部会、一番下に仮称とございますけれども、新たに所掌事項として加えら

れた事項を審議する場として設置をしていただきたいということでございます。 

 それで、一番最初のページ、１ページ目でございますけれども、そのための決定案文と

いうのが、この１ページ目でございます。第１条のところに、食糧部会を置いて、新たに

追加された主要食糧に関する事務を所掌するということにしております。この１号、２号

の書き方につきましては、これまでの主要食糧分科会の事務と同じものを書いてございま

す。２号につきましては、今国会で成立いたしました食糧法の改正というものがございま

したので、それを踏まえれば、基本指針の策定に関すること、それから麦価ということで

ございます。 

 それから、第２条につきましては、食糧部会の議決は分科会の議決とみなす。ただし、

同部会の議決に関し、他の部会等との調整を要する場合など一定の場合に該当すると分科

会長が認めるときは、この限りでないということになっているわけでございます。 

 以上で、説明を終わらせていただきたいと思います。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 ただいまの食糧部会設置の件につきまして、皆様方の御意見等をお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 もしなければ、このような内容でよろしいでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、資料３のとおり、食糧部会を設置し、同部会に主要食糧の需給及び価格の安

定に関する法律で規定された権限等を委任することにしたいと思います。よろしくお願い

いたします。 
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 なお、食糧部会に所属していただく委員については、追って指名させていただきたいと

思いますが、御一任いただけますでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○上原分科会長 それでは、よろしくお願いします。 

 どうもありがとうございました。 

 

食料需給予測部会における検討状況について 
 

○上原分科会長 それでは、次に食料需給予測部会における検討状況につきまして、事務

局より御報告をお願いいたします。 

○中村食料企画課長 それでは、次に資料４というものをお配りしているかと思います。

これに沿いまして御説明をいたしたいと思いますけれども、去る６月 25 日に食料需給予

測部会を開いていただきまして、平成 15 年度の食料需給見通し等について御議論いただ

いたところでございます。それを踏まえまして、お手元に、先ほどコピーで申しわけござ

いませんと申し上げましたが、参考資料１というもの、一番分厚い資料でございますが、

「平成 15 年度の食料需給見通し」というものを、その部会の議論を踏まえて公表するこ

とにいたしております。 

 その関係で私の方からは、食料需給予測部会で御説明をし、御了承いただいた３つの事

項、一つは平成 15 年度の食料需給見通しの作成に当たっての留意点ということ、それか

ら、二つ目は 15 年度後半の検討の進め方、三つ目といたしまして、これに関係いたしま

すが、食料需給見通しの見直し、この点につきまして御説明したいと思います。 

 まず第１点目でございます。資料４の１枚目、１とございます。15 年度前半における検

討のところに書いてございます。平成 15 年度食料需給見通しの特徴と申しますか、作成

に当たっての留意点でございます。この１枚目の中ほど、（２）というところにございま

すけれども、主要品目について、需給構造全体に関する基本的な検証を行うために、可能

な範囲で当該品目の需給の全体像がわかるような概略図を作成した。需給見通し、本体を

見ていただきますと要所要所に概略図が載っているわけでございます。例えば、12 ページ

をごらんいただきますと米の関係で出ていますけれども、全体の流れがこんな感じになっ

ていますというものを作成したことでございます。 

 それから、資料４に戻っていただきたいと思いますが、１ページ目の（２）の②にもご
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ざいますように、御記憶にあると思いますが、中国産冷凍ほうれんそうの残留農薬問題と

か偽装表示問題などがあったわけでございますけれども、これらによる特徴的な動き等に

ついて記述をそれぞれのところで行っております。 

 それから、③と下の方にありますが、わかりやすい情報提供という観点から、なかなか

字が多いということもございますので、図表の活用を充実いたしますとともに、文章の簡

素化を図ったところであります。 

 それから、ページをめくっていただきまして、２枚目の④というところにございますよ

うに、１年前の平成 14 年度のものにつきましては、動向と見通しというものは分けて、

動向と書いて、次に見通しということで分けて記述しておりましたけれども、需給動向の

経過を踏まえた見通しという位置づけを明確にするために、今回、見通し部分を需給動向

の一部として記述をしております。また、価格の見通しということも多くの品目について

行っておりましたけれども、どうも十分なデータに基づいた適切な判断が下し得ない限り、

その方向性を予測することは利用者をミスリードしてしまうのではないかという観点から、

今回、価格の見通しにつきましては行わないという方針で、この需給見通しをつくってい

るところでございます。これが１点目でございます。 

 次に、第２点目といたしまして、今開いていただいておりますページに２とございます。

15 年度後半の検討の進め方でございます。 

 一つは、（１）の①にございますように、これは平成 15 年度のものと同様でございます

けれども、特段の大きな変化がない限り補足的な見通しは行わないという方針で臨みたい

と思います。 

 ただし、②にございますように、海外農産物につきましては、我が国の食料供給の 6 割

が海外に依存しているということに照らしますと、供給国の需給事情をより注意深く見て

おく必要があるのではないかということで、年１～２回程度、補足見通しを作成するとと

もに、穀物の国際需給に影響を与えると考えられる要因につきまして、特定のテーマを設

けまして議論・検討を行うことにしたいと考えております。 

 最後に、三つ目といたしまして、ページをめくっていただきますと次の表題の資料がつ

いております。「平成 15 年度における食料需給見通しの見直しについて」、一番下にペー

ジ番号１ページというのが振ってございますけれども、その下の方でございます。１．目

的とございます。現在、資料としての利用の実態、食料需給見通しの実態、どういうふう

に使われているかと申し上げますと、有識者とか行政担当者によります情勢把握資料とし
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ての利用が主な利用ということになっております。 

 それで、２ページ目をごらんいただきたいと思いますけれども、見直しの方向の③にご

ざいますように、作成の目的をこれまでの合理的な営農計画の樹立のための見通し作成、

これは、前の農業観測の時代をちょっと引きずっているわけでございますけれども、こう

いう目的から、食料の安定供給に資するため、国内外の食料需給の動向に関する基礎的な

統計情報等の収集と、その要因分析ということに移したいと考えております。 

 また、２というところで、調査・分析の視点ということが書いてございますが、その問

題点の①にございますように、品目別ということが前提となって、これまで需給見通しを

つくっておりましたが、その下の見直しの方向の①にございますように、今後の食料の安

定供給に関する議論にも資する基礎的な資料として、個別品目の枠を超えた食料需給構造

全体が概観できる、そういうような分析・検証に取り組みたいということでございます。 

 それから、次の３ページの上の方、③にございますけれども、特徴的な動向、注目すべ

き動向等についての背景、要因の分析等の充実を図りたいということでございます。 

 それから、もう１枚めくっていただきまして４ページ目でございます。真ん中に②、③

というのがございます。食料需給構造全体の概観という観点から、食品産業を重点的な分

析の分野として位置づけるとともに、これまで対象品目となっておりませんでした水産物

につきましても、その取り扱いを含め検討したいということでございます。 

 以上、簡単でございますけれども、６月 25 日の食料需給予測部会で御説明をし、御論

議の上、御了承いただいた内容について御説明させていただきました。 

○上原分科会長 ありがとうございました。 

 引き続き、食料需給予測部会長であります八木委員から、同部会の調査審議の経過につ

いて、ポイントを中心にお話していただきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○八木委員 それでは、後ほど、参考資料の本文を読んでいただくことにいたしまして、

食料需給予測部会の各小委員会と本部会で議論いたしました特徴的な動きないしは論点に

ついて簡単に御紹介したいと思います。 

 まず第１は、食の安全・安心への関心の高まり、あるいはＪＡＳ法の厳格適用を背景に

した特徴的な動きでございますけれども、米では、自主流通米の指標価格が、このところ、

ちょっと上昇しております。これは表示の厳格化を背景にした、一部、産地銘柄の価格上

昇によるものであるということ。一方で、低下している銘柄もありますということでござ
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います。 

 それから、牛乳では小売価格が回復基調でありますとか、新商品が比較的高い価格であ

ること以外にも、供給者が需給の逼迫を背景にして、安値販売を見直したことが一つの要

因である。 

 それから、国産鶏肉では、原産地表示の関係で、地鶏の銘柄間の格差が拡大していると

いった指摘もございました。 

 第２の点は、消費者ニーズの変化が生産・流通への変化をもたらす特徴的な動きについ

てでございますが、野菜の品目では、大根などが減少しているわけでございますが、その

一方で、カット野菜の原料になる野菜が拡大するなど、産地の変動が見られます。果実で

は、若年層の生鮮果実離れが見られるわけでございますが、ジュースなどの果実加工品の

消費は堅調でございまして、加工品を含めた果実全体の総供給量は、むしろふえている。

その中で生鮮果実の品質が低下するという傾向があります。 

 しかし、その一方で、一部の量販店ではバナナ１本とか、あるいはりんご１個などをラ

ップしたサイズの売れ行きが好調でございまして、食べ切りサイズにすることで売り上げ

を伸ばしているようなケースもございます。 

 畜産では、ＢＳＥの影響で、国内の養豚業界には、牛肉の代替事業ということで追い風

が吹いていたわけでございますが、生産構造の問題から生産が追いつかないといった大き

な問題が顕在化しております。 

 第３は、海外農産物の需給構造における論点についてでございますが、世界の大豆生産

は、米国中心から米国とブラジル・アルゼンチンの両極構造になっていくものと見られま

す。その結果、マーケットが安定するのか、不安定になるのかということが今後の検討課

題ではないかということでございます。 

 また、世界の穀物の在庫量の多くが中国にあるという指摘もございます。しかし、公的

な資料がないことから、市場への影響については、引き続き注意が必要であるといった意

見もございました。 

 次に、食料需給見通しの見直しについての議論でございますが、６月 25 日の部会では、

見直しの方向についておおむね了承されました。そのとき出された意見を少し紹介いたし

ますと、見直しの方向性としては、タイムスパンや流れをとらえた構造変化に着目すべき

であるという意見、あるいは食の成分構成、食教育など、食に関する基本情報ももう少し

提供すべきではないかといった意見もございました。 
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 また、品目別の分析の取り扱いにつきましては、基本計画のフォローアップのためにも、

主な品目の動向把握は今後も必要ではないかといった意見と、品目ごとの細かい分析より

も、需給の全体像の把握が第一ではないかといった意見が出されております。さらに、国

民の食生活の分析を掘り下げるためには、品目間の相互関係、需給率、摂食カロリー等と

の関連にも留意し、できるだけ正確性、客観性を持たせるべきであるといった意見も出さ

れております。 

 簡単でございますが、議論の内容は以上のとおりでございます。 

○上原分科会長 ありがとうございました。 

 ただいま、事務局と八木委員から御説明がありましたけれども、御質問、御意見等あり

ましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○秋谷臨時委員 この参考資料等を拝見して、大分、きちっと御検討いただいているんで

すけれども、穀物の中になたねが入っていないんですね。日本の食用油の原料の大豆と同

じぐらいか、それ以上になたねが重要な地位を占めているわけですが、参考資料１の 173

ページをごらんいただきますと、真ん中辺になたねというふうに書いてありまして、カナ

ダの生産量が、昨年 26.2％減少しているんですね。そのために価格が大変暴騰いたしまし

て、加えて、短期的にはストライキ、港湾ストが続いたために、一時はなたねが切れちゃ

うんじゃないかというような心配までして、結果的には非常に高いコストで輸入を続けた

という事実がございます。 

 農産物ですから、何年かに一遍は、そういう大きな出来事に遭遇しますので、できれば、

このなたねも対象品目に入れておいていただけたらありがたいということでございます。 

○上原分科会長 ありがとうございました。 

 事務局の方、今の点、御回答ございますか。 

○中村食料企画課長 なたねにつきましては海外農産物のところで、今、ご指摘がありま

したようにあるわけでございまして、これまで、先ほどちょっと御説明いたしましたけれ

ども、農業観測という国内生産者の営農の指針という色彩が強いものから次のステップと

して、この食料需給見通しというものに変わってきたということがあり、国内生産という

ものが少し頭にあってこのものがつくられてきたということがあるわけでございます。そ

れで、前半部分の食料の需給というところには入ってきていなかったという事情があるか

と思います。 
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 先ほど申し上げましたように、今後全体、特に食べるという観点から需給見通しという

ものを、名前も含めて見直しをいたしたいと思っていますが、その中で、今、ご指摘のあ

りましたなたねがどういう位置づけになるかも含めて、ことしの末から来年の初めにかけ

て、この前、部会の方で御了承いただき、また議論もいただいたことを踏まえて、一つの

プロットタイプをつくって、それをまた議論していただこうと思いますので、その過程で

少し検討させていただきたいと思っております。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 予測部会長、何か、今の点でお話することがありますか。よろしいですか。 

○八木委員 結構でございます。 

○上原分科会長 ほかに御質問等はいかがですか。 

 飛田委員、お願いします。 

○飛田臨時委員 膨大な参考資料を含めての御討議をいただいている内容でございますの

で、個々について、詳細は私も十分に理解していない面があると存じておりますけれども、

基本的な中村課長のこれからのシフトする方向というものにつきましては賛成でございま

すが、この中を拝見しておりますと、例えば参考資料で申し上げますと、販売形態など、

６ページあたりでしょうか、小売業の食品販売額、小売業の動き等のところに、昨今では

ＩＴによるダイレクトの販売とか通販カタログが、生協さんや――多分、ＪＡさんもそう

いうことをされていると思うんですが、生協さんなども店舗が減りましたかわりに、カタ

ログ販売が随分盛んになってきております。そういう意味では、新しい流通形態というも

のも、このような統計の中には、今後取り入れていただけたらと考えております。 

 それから、同じページでちょっと気がつきましたが、これはお尋ねしたいと思っており

ます。最近、フードサービスの協会の中でどのような位置づけになっておられるのか、よ

く存じませんけれども、ホテルの中にレストランがたくさん入っておりまして、大都市周

辺の消費者の外食傾向の中には、そういうところに出向く方も相当数見受けられます。そ

ういう意味では、６ページの右下のところでございますが、ここでファーストフード、フ

ァミリーレストラン、ディナーレストランというような売上高の統計が、既存店ベースと

いうことで動向がとられているわけです。これから先新しく出されてくる資料を見る読者

がどういう層であるかということにもよるんですけれども、現実的な後追いのしやすいよ

うな統計にしていただければと思った次第でございます。 

 それから、お米に関するところを拝見しておりましたところ、14 ページあたりでしたで
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しょうか、どのあたりに入れていただくのが一番よろしいのか、加工米飯の生産量という

ところに入るか、入らないかわかりませんが、一つは入るかもしれません。例えば昨今で

は、加工米飯の中に麦が入っているものが、健康志向に訴えるものとして相当出回ってき

ております。そういう新しい商品の動向や、それからまた、無洗米の流通が相当数、店頭

をにぎわすようになってまいりまして、利用度も高まってきておりますので……。 

 これは今、お米を例にとらせていただきましたけれども、どのような流通形態で、どの

ようなものが消費動向としてなり、そして、それを統計的にとらえていくとどうなるかと

いう、その辺の現実に即した対応をとっていただければありがたいと思っております。 

 それからもう１点は、お花のところを拝見しておりまして、ほかにも囲み記事、いろい

ろ新しいトピック的なものを取り入れていただいているものについては、なかなか参考に

なって、読み物としてもおもしろいんですが、後ろの方で、新しい海外の動向とか、日本

の業者の取り組みが海外で評価を受けているというようなことなどがございましたように

記憶しておりますが、そのような、生産者がごらんになっても参考になるような資料――

結局、資料がたくさんつくられてきますけれども、それが消費者に役立つのか、流通業の

方に役立つのか、あるいは生産者の方はもとよりですが、役立つのか、いろいろなお立場

はそれぞれあると思いますが、具体的な利用者の顔を意識した形で新しい方針に沿って、

これからも需給見通しをお出しいただければ幸いだと思っております。 

 以上です。 

○中村食料企画課長 何点か、具体的な内容も含めて御意見いただきましたけれども、で

きるだけ統計情報のそろったものにつきましては、深く掘り下げられるものは掘り下げた

いと思います。 

 ただ、特に外食分野につきましては、実際にやっております統計の限界といいますか、

そんなものはやっていないというようなところもございますので、すべてがすべて、なか

なか難しいところはございます。 

 ただ、いろいろご指摘の議案につきまして、例えば無洗米のお話とかいろいろございま

したけれども、この辺は、現在の需給見通しにおきましてもコラムを何カ所かに設けてご

ざいます。これは毎年、コラムの内容も実は更新をしているわけでございまして、今のは

やり、時流、それから、先ほどございましたような生産者の生産意欲に結びつくような取

り組み、そういうものをできるだけ拾って御紹介もしたいと考えております。 

 ということで、この統計の部分とそういうコラムの部分とを組み合わせて、なるべく、
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その時々の状況、はやりも含めてわかるように努めてまいりたいと思っております。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに、御質問等ございましたら……。 

 八木委員、よろしくお願いします。 

○八木委員 先ほど中村課長から御説明がありましたように、少し、この需給見通しの食

料の安定供給に資するための国内外の問題を扱う、動向を扱うということでございますし、

それからまた、食品産業についてもやはり、これからももう少し力を入れてやるというこ

とでございますけれども、業務統計とか統計上の問題もございますが、先ほど課長の方か

ら御説明がありましたように、数量的に押さえられないことはコラムみたいな形で、定性

的なというんですか、新しいいろいろな動きを伝えていくという努力をしようという話は

しておりますので、今の御意見を踏まえまして、さらに努力してまいりたいと思います。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに、皆様方の方から御質問、御意見がなければ、次の議題の方に移ってよろしいで

しょうか。 

 

そ の 他 
（１）「食品流通の効率化等に関する研究会」報告書について 

（２）食品関連業界における環境自主行動計画のフォローアップの実施について 

（３）食品製造業の活性化に向けた検討について 

 

○上原分科会長 それでは、その他３つありますけれども、おのおの事務局から御報告い

ただきまして、それから、皆様方の御意見、御質問をお聞きしたい、そういう流れでいき

たいと思います。 

 それでは、まず「食品流通の効率化等に関する研究会」の報告書について、事務局の方

から御報告をお願いしたいと思います。 

○齊藤流通課長 それでは、御報告いたします。資料５でございます。「食品流通の効率

化等に関する研究会」の報告書についてということでございます。 

 この取りまとめに当たりましては、本食料分科会の上原会長に、この研究会の副座長と

して困難な取りまとめをしていただいたわけでございます。あとは、御出席の宮下委員に

も委員として参加していただいたということでございます。 
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 若干の経緯を言いますと、平成 12 年４月、３年前でございますけれども、当時の食品

流通審議会におきまして、おおむね３カ年の期間で、本案件について検討するよう整理さ

れたところでございまして、これを受けて３つの委員会、12 年には、まず卸売市場総合ワ

ーキンググループというものが立ち上がります。13 年には「卸売市場競争力強化検討会」、

さらに本取りまとめでございますけれども、14 年７月に「食品流通効率化に関する研究

会」ということで、10 回ほど検討がなされ、４月 24 日に研究会の報告書が取りまとめら

れたということでございます。 

 ここにありますように、アンダーラインのところを中心にポイントだけ説明します。ま

ず、最初に３つ黒丸がございますけれども、基本的には、食料供給構造が大きく変化した、

流通の効率化、高度化を初め構造改革が求められたというのがベースにございます。 

 二つ目でございますけれども、農産物の生産・流通を通じた高コスト構造の是正が、極

めて重要な課題となったということでございます。 

 三つ目は、食品流通の効率化等を図るための方向性について、一番最後でございますけ

れども、流通施策の基本的な方向性について、この報告書が取りまとめられたということ

でございます。 

 次のページ、報告書のポイントでございます。基本的な考え方ということから整理され

ております。 

 基本的には、やはり農水省が食と農の再生プランで打ち出しました消費者の利益を第一

に考えたシステムを最優先すべきであるというスタンスでございます。 

 二つ目の黒丸でございますけれども、民間の自由な競争環境の拡大を基本、規制緩和等

制度の見直しを進めるということでございます。 

 三つ目に卸売市場、市場外のさまざまな流通が相互に公正な競争を行う。消費者利便の

確保、国内農水産業の健全なる発展に寄与するということでございます。 

 これを踏まえて、各種制度の見直しを速やかに進めるということでございます。 

 二つ目が流通効率化の方向性、視点でございます。 

 視点は４つございまして、一つは、情報化といいますかＩＴを活用した電子商取引の統

一的普及、ＩＴ等新技術を活用した効率的な物流管理システムの構築。二つ目は、産地サ

イドの１次加工体制とあわせて、卸売市場流通における１次加工品の流通の推進。三つ目

は、加工・販売等の協業化、施設の共同化等でございます。四つ目が、品質管理等、コー

ルドチェーン、トレーサビリティシステムの導入でございます。 
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 次のページ、３ページでございます。３番、卸売市場流通の方向性でございます。 

 これが結論になるわけでございますけれども、最初に、民間における経営革新の積極的

な発揮を促進することを基本とすべきであり、そのために規制緩和等制度の見直しを進め

ることは必要であるということで、このスタンスで７つまとめてございます。 

 一つ目は、関係者が連携した産地開発等、商業機能高度化を促す観点から規制緩和を行

う。 

 二つ目は、商物分離取引の拡大、複数卸売市場間の連携等の推進ということでございま

す。 

 三つ目が、民間活力の活用による市場の整備・運営の多様化の推進でございます。 

 四つ目が、卸売手数料の弾力化について目標年次を明確に定めるということと、卸売業

者の経営体質強化のための合併・統合の促進、卸売市場における取引規制の緩和でござい

ます。 

 五つ目が、経営の自己管理の徹底、業者間の合併・統合の促進、業務内容の拡充等でご

ざいます。 

 六つ目が、公正な取引の確保の観点からの情報公開の充実。 

 七つ目が、食品の安全性確保の一層の徹底・強化という７つの観点の方向性が出された

ところでございます。 

 次のページが本報告書でございます。本日は、これは省略いたしますので、後でお目通

しいただければ幸いでございます。現在、関係各方面と鋭意お話を続けている中、具体化

につき検討しているところでございます。 

 今後、本審議会にも必要なタイミングで報告なり御相談をさせていただければと考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 では、食品関連業界における環境自主行動計画のフォローアップの実施につきまして、

事務局の方から御報告をお願いしたいと思います。 

○山本食品環境対策室長 資料６をごらんいただきたいと思います。２枚紙でございます

が、「食品関連産業における環境自主行動計画のフォローアップの実施について」という

紙でございます。 

 まず、全体といたしまして、環境自主行動計画につきまして若干御説明をさせていただ
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きたいと思いますけれども、いわゆる平成９年に京都議定書が定められまして、温室効果

ガスの削減の目標が定められております。それに向かいまして、政府の方では「地球温暖

化推進大綱」という大綱をつくりまして、その中で、いわゆる官民を挙げた対策を実施し

ていくという形になっております。 

 その中で、大綱の掲げる目標といたしまして「環境と経済の両立」というのがございま

して、いわゆる産業界におかれまして、自分の業態を一番よく知っていらっしゃる業界の

方が自主的に独自の対策を、非常に効率的な対策を立てていただけるということで「環境

自主行動計画」というものを各産業におつくりをいただいて、それをフォローアップして

いくという話になっているわけでございます。 

 １の上から４行目ぐらいにございますが、経団連の方がいち早く、京都会議の前から既

につくっておられまして、先ほど申し上げました大綱の中では、経団連をならった形でほ

かの産業界につきましても、独自の自主行動計画をつくっていただくことを促すというこ

とが定められているわけでございます。 

 食品関連産業につきましては、下の参考の方にございますが、現在 12 団体、環境自主

行動計画が策定をされております。冒頭の４つが経団連に参加している４団体ということ

で一番早くおつくりになっている業界ということになっております。 

 ２番目にございますが、この環境自主行動計画につきましては、関係審議会等により進

捗状況の点検を行い、その実効性を確保するということになっておりまして、自主的な対

策をおつくりになるということでございますが、この点検をフォローアップして透明性を

高めて進めていくことが大切ではないかということで、今回、フォローアップを実施させ

ていただいたということを御報告したいということでございます。 

 次のページに、13 年度のこの 12 団体につきましてフォローアップチームですね。有識

者の方に御参加をいただきました結果を、簡単ですが、コメントとしてまとめております。

大体、計画を策定しておられる団体におかれましては、上から２行目のところでございま

すが、各業種特性に応じた計画に即した環境対策への取り組みが実施されているというこ

とでございますが、そのほか４つほどコメントをいただいているところでございます。 

 一つは、まだ策定をしていない業界団体が多くございまして、これらにつきましても自

主行動計画の策定を促していく必要があるという、まず大前提でございます。 

 ２番目以降につきましては、計画策定あるいはフォローアップの仕方ということでござ

いますが、一つは私どもに対するコメントということでございまして、フォローアップを
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できるだけ早期に実施をし、次年度以降の行動計画の見直しといいましょうか、推進に資

するように努めるということをいただいております。 

 それから、３番目といたしまして、業界団体で数値目標等を定めていただいておりまし

ても、なかなか全体を数量的に把握をしていないという業界もございまして、先ほど言い

ました透明性を高めるという意味では数値目標を定めていただいて、数値をフォローアッ

プしていくということは非常に重要でございますので、その辺のところを促す必要がある。 

 ４番目でございますが、実は数値目標を定めていらっしゃらないところもございまして、

業界によりましては、かなり幅広く、いろいろな品目を多品種で少量つくっておりまして、

いわゆる製品当たりのエネルギー消費量とかＣＯ2 の排出量といった形での目標の設定が

難しいということで、なかなか実効性のある取り組みができていないというところもござ

います。これにつきましては、また何らかの対策を考えるように促していきたいというこ

とでございます。 

 以上のコメントをいただきまして、今後の取り組みにつきましては、今のコメントを踏

まえまして実効性のある取り組みを促すということで、14 年度分につきまして、今年度、

フォローアップチームによりまして実施をしていきたいと考えております。 

 また、策定をされていない業界団体におかれましては、各種アンケート調査等あるいは

セミナーなどを通じまして計画策定を促していきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 続きまして、これは追加になりました議題でございますが、食品製造業の活性化に向け

た検討について、事務局の方から御報告をお願いしたいと思います。 

○小風食品産業企画課長 それでは、資料７でございます。追加させていただきましたが、

「食品製造業の活性化に向けて」というＡ３横の資料１枚でございます。 

 食品製造業、先ほど、食料需給見通しの中でも、食品産業についていろいろ検討なり分

析を深めていただくということでございますけれども、現在は、食料産業全体の占める位

置というのは左の下にグラフがございます。全体で 106 兆ぐらい、食料関連産業、食料産

業ということでございますけれども、そのうち食品製造業は約 37 兆ということでござい

ます。こういうことで、非常に食料の供給に占める位置づけというのは、もちろん、農業

生産と連携した食品産業が健全なことによって、食料の安定供給を図るということで、食

料・農業・農村基本法においても位置づけられております。 
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 しかしながら、右の食品製造業の構造というところに書いてございますけれども、食品

の製造工場というのは、大体６万ぐらい、全国にございますけれども、大企業と言われる

ところが約 500、中小企業と言われるところがほとんどで、99％は中小企業、さらに、そ

のうち従業員が３人以下という零細な企業は３割ぐらいということで、日本の食品製造業

というのは、非常に他の製造業に比べても中小企業の割合が高いという構造的な問題を抱

えております。 

 このような食品製造業の実態にあるわけでございますけれども、右の上にございます消

費者・実需者ニーズ、先ほど来、いろいろお話が出ておりますが、もちろん、最近の安

全・安心に対する関心の高まりとか表示の徹底、あるいは、先ほども環境自主行動計画に

ついて御説明いたしておりますけれども、環境意識が高まっている。こういうものに対し

て、食品製造業がどういうふうに対応していくか、社会的信頼をどういうふうに構築して

いくかということが一つの課題だと思っております。また、安全・安心あるいはスローフ

ード、食の外部化というような食の消費構造の変化に対して、先ほど申し上げております

ような中小の食品製造業がどういうふうに対応していったらいいかということを考えてい

くべきだと考えております。 

 もちろん現在、農業の生産サイド、左側の産地サイドでも、契約栽培あるいは低コスト

化を実現するための原料供給体制ということにも取り組んでおられます。一部、国内で厳

選された原料をもとに、それを使っているんだということで産地ブランド――食品産業の

中でも、こだわりの商品を商品のラインアップに加えて伸ばしているという、産地ブラン

ドの形成・確立に向けた食品の提供に取り組んでおられる地方の食品産業もおられます。

あるいは、さらに一歩進んで食品を輸出しようというような機運も最近では出てきており

ます。 

 しかしながら、そういうような国内農林水産業との連携をどういうふうにやっていくか。

今現在もやっておりますけれども、いろいろ課題がございます。あるいは産地ブランド確

立に向けて、さらにどういうことをしたらいいか、あるいは中小企業のように技術力がな

いとか、研究開発になかなか取り組めず、売り上げに対して研究費が１％未満であるとか、

あるいは専門の研究をされる方がいないとか、食品製造業はいろいろ課題を抱えておりま

す。そういうものを今現在、活性化に向けてということで、新しい総合食料局において食

品産業に対して、どういうふうに振興を図っていったらいいかということを、若干、その

視点ということで、この１枚に整理させていただいております。 
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 この問題について、引き続き省内の関係部局といろいろ検討を進めまして、生産者、あ

るいは消費者・実需者サイドからのいろいろな要請というものも幅広くご指摘を受け、ま

た活性化についての検討ということをこれからも進めていきたいと思っております。 

 現在、現段階での基本的な視点ということで、ここに報告させていただいております。

今後また、省内あるいは幅広く、省外の関係者からもいろいろな御意見をお伺いいたしま

して、また本分科会にも、検討が進みましたら御意見を伺うという機会を設けていただき

まして、作業を進めていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 現在、お役所が取り組んでいる重要な３つの事項について事務局から御説明がありまし

たけれども、ここで忌憚のない御意見、御質問等を皆さんからお受けしたいと思います。 

 いかがでしょうか。 

 大澤委員どうぞ。 

○大澤臨時委員 ２つほど御質問したいと思うんですが、一つは食品流通の効率化等に関

する研究会の報告書についてでございます。これは御説明の中で、平成 12 年からいろい

ろ取り組みがなされて、14 年度に報告書がまとめられたということですけれども、今後の

スケジュールというのはどういうふうになるんでしょうか。 

 それの理由をちょっと考えますと、効率化については、大分新しい動きも、特に技術的

なＩＣチップの問題ＲＦＩＤのタグ、２次元バーコードだとか、そういう動きが、今後だ

んだん明確になってくると思うんです。そうすると、食品流通は非常に大きい変化が起こ

るのではないかなと。だとすれば、タイミングよくそういうことも踏まえて、こういう研

究というのは進められる必要があるのではないかということが一つです。 

 それから、あともう一つは、ちょっと前の視点とは違うんですけれども、この研究会の

報告書が、食品流通の効率化に関する研究会ということで効率化を取り上げていらっしゃ

るんですが、効率化という軸と、もう一つ、高付加価値化という問題も大きいと思います。

例えば直売所だとか、そういったものを本格的に、洗練されたものにしていくということ

が重要と思います。恐らく、直売所なんかの全体に占める比率というのは、将来的に比率

が非常に大きくなるということはないと思うんです。１割に満たないかもしれませんけれ

ども、そこのレベルを上げるということが食品流通全体をすっきりさせるし、全体として

非常に効率化も進むのではないかなと思いまして、ちょっとお話を伺いたいと思います。 

○齊藤流通課長 ご指摘の２点については、むしろ、報告書をまとめていただいた上原座
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長の方が詳しいと思いますけれども、私の方からお答えいたします。 

 まず、第１点の研究会の報告、特にＩＣタグとか２次元バーコード、そういう情報基盤

に関する環境条件が整ってきている中で、今後有効活用をいかに図るかということだと思

います。 

 卸売市場は 20 世紀において、生鮮流通のメインチャンネルということで生鮮流通の大

宗を占めてきた、大きな役割を果たしたわけですが、21 世紀を迎え、果たしてどうかとい

うことが問われているのだと思います。 

 我々としては、やはり今後も、我が国食文化を支える流通のかなめとして大きな役割を

発揮していただきたいと考えておりまして、そのために、今回の報告書を踏まえて、規制

緩和とか、いろいろな手法を講じていきたいと思いますが、特にそのときに、今ご指摘の

ＩＣタグ、２次元バーコード、それ以外の情報・電子商取引、多様なシステムを、いかに

卸売市場が取り込めるのか。やはり、卸売市場の存立の基盤がありますので、どこまで取

り組んで、何をなすべきかという根本論に絶えず立ち返りながら、そこのところを、ぜひ

機能強化の方向で対応できればというふうに考えております。 

 あと、もう１点の効率化と高付加価値化という問題でございます。これも流通業の永遠

の課題だと思います。一方で、効率化はどうしても図っていく必要がある、流通コストを

削減する必要がある。国民の社会的負担を軽減する必要があるという課題と、一方、流通

機能を高度化して、より最適な商品を提供する必要があるという高付加価値化の問題と両

方、やはり矛盾していますけれども、追求していくべき課題だというふうに考えています。

産直に代表されるダイレクト流通というのも、流通の効率化に役に立つ限りにおいて促進

していく必要がある。それは卸売市場外でも、あるいは卸売市場自体も、そういう取り組

みができることを模索するにはどうしたらいいかというのをいろいろ検討していく必要が

あると考えております。 

 卸売市場が取り組むとしたらダイレクト流通とか、商物分離とか、その辺にどう対応で

きるのかという問題ですね。 

 ただ、これも、やはり卸売市場の根幹というか、ルールの根幹にかかわってきますので、

より議論を深めて、よりよい方向に関係の皆さんと議論を深めて進めていければというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○上原分科会長 どうぞ、安部委員。 
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○安部臨時委員 ひょっとしたら、このまとめの中のカテゴリーからは、あるいははずれ

るのかもしれないんですけれども、活性化に向けてということで言うと、特に農業の生産

の立場への活性化に向けてということでは人材育成というのを、どうしても本当は原点と

して入れなければいけないんじゃないかという気がしております。 

 その視点は、やはり魅力ある産業分野とするために、つまり、若い人たちが志望すると

いう状況づくりのための整備条件やら、今、欠けているのは何かということについてもっ

と入っていかないといけないんじゃないかという気がしております。それは、単なる旧態

のセオリーの座学というようなことではなくて、もっと動態的な、あるいは他分野、人材

交流やら情報交流も含めて、そういう状況づくり、装置づくりということについて特段の

視点を持って、何か、やはり長期レンジで活動していく必要があるんじゃないかという気

が大変にするところです。 

○上原分科会長 非常に重要な問題です。一応、食品産業企画課長にお答えをお願いしま

す。 

○小風食品産業企画課長 ご指摘ありがとうございます。私ども、地方の食品企業を訪問

し、いろいろ勉強しておりますけれども、端的に言えば、ほかの製造業も一緒ですが、例

えば後継者をどうするかということを非常に心配し、各食品メーカーの方もいろいろ言っ

ておられ、その中でも、特にこういう技術力を移転し、新しい商品をつくり出す力という

ことをいろいろな方々が取り組まれておられます。もちろん、その中で人材育成というの

は非常に大事だと思います。特にそれに併せ、技術をどうするか、あるいは製造を実現で

きる、商品を実現できるという非常に大きい問題ですけれども、そういうことも取り組ん

でいきたいと思います。 

○安部臨時委員 後継者育成というのでは、既に保守的じゃないかという気がするんです

よ。別に、その家族の子供たちとか縁者が継がなければいけないという観点が、既に守ら

なければいけないという視点から離れて、今、それこそ本当は、潜在的には流動化したい

し、ほかの分野からも、それを目指したいという潜在願望なりニーズはあるんじゃないか

と思いますが、その装備、状況、環境がないためにそこに入っていかないということじゃ

ないところをもう一回考えた方がいいんじゃないかという気がします。 

○上原分科会長 どうぞ、長谷川委員。 

○長谷川委員 一つ意見というか、要望をさせていただきたいんですけれども、環境自主

行動計画のフォローアップについてですが、実は私、先ごろＳＲＩの調査をしまして、環
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境の視点から企業の環境活動について評価をしたんです。確かに業界内で、全体として総

量のところで環境負荷を低めていただくことは非常に結構なんですけれども、消費者のグ

リーン購入の視点から言いますと、各企業ごとの取り組みが評価できないんですね。とい

いますのは、業界の中でそれぞれがばらばらに取り組まれているので、指標が明らかでな

くて、どの企業が、どういうふうに、どちらが環境にやさしいのかということを評価でき

る指標がばらばらなものですから、できれば各業界ごとに指標の統一、データの統一とい

うものを図っていただけると、消費者の方が、むしろインパクトを与えていくことができ

るのではないかと思いますので、その点、御配慮をお願いしたいと思います。 

○山本食品環境対策室長 環境自主行動計画につきましては、先ほど申しましたように、

透明性というのが非常に重要で、計画をつくって、それを公表していく。結果についても、

できるだけ公表していくということで、いわゆる進捗状況を担保するというんでしょうか、

進めていくという考え方に立っております。 

 それで、食品産業の場合が、各業界あるんですけれども、先ほど言いましたように、つ

くっているものが非常にばらばらでございまして、例えば缶詰業界というのがございます

けれども、この缶詰とレトルトとあわせた形での自主行動計画ということになっておりま

して、缶詰も、ジュースからカレーからレトルトからいろいろございまして、つくるもの

によっていろいろ、先ほど言いましたように、燃料のＣＯ２の原単位とか、消費エネルギ

ーの原単位が異なってくるということで、なかなか難しいというのが率直な意見だったわ

けです。 

 それぞれの企業におかれましても、独自にやっていらっしゃるところもございますし、

その辺のところにつきましては、今、長谷川委員がおっしゃったように、できるだけ統一

をした形で消費者の方にわかりやすくするというのは望ましい方向ですので、働きかけの

方はしていきたいと思っておりますけれども、なかなか難しい点があるということも御理

解いただきたいと思います。 

○長谷川委員 わかりました。 

○上原分科会長 島貫委員お願いします。 

○島貫臨時委員 先ほどの質問に戻るわけでございますけれども、食品流通の効率化等に

関する研究会の報告書の件でございます。 

 私どもの業界、この方向性についてはだれも異論がないところであって、非常に、この

方向性としては正しいというふうに考えております。 
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 ただ一つ、効率化の名のもとに手数料問題、これに凝縮された感じで、今、いろいろと

業界、論議が盛んでございます。そういう中で、やはり手数料問題だけに突出することで

なく、市場の改革、規制緩和、先ほど、齊藤課長さんがおっしゃったようなことについて

も強力になすべきではないか。その中で手数料問題というのは、導入というものを検討す

べきではなかろうかと考えております。そのためにも、説明義務というか説明責任という

こと、現在も盛んにやっておられるようですけれども、まだ、その浸透というものが不十

分だと思います。その点についても、またお願いしたいと思います。 

 それから、先ほどの質問でも、そのスケジュールについての質問がありましたけれども、

齊藤課長さん、明確には答えておられないというふうに受けました。ぜひ、その辺につい

ても、この３つの点、よろしくお願いします。 

○上原分科会長 齊藤課長、よろしくお願いします。 

○齊藤流通課長 ７月に流通課長を拝命して頂き、各業界を今回って議論を始めていると

ころでございますが、まだ地方といいますか、各地域の特殊性が卸売市場にはありますの

で、それぞれにも早急に回っていきたいと考えております。 

 今までのところの全体として報告書、３年間の成果というのは、極めて大なるものがあ

りまして、基本的な方向性については、やはり皆さん、かなり共通のコンセンサスという

ものがベースに、底流には形成されてきつつあるなという感じはいたします。 

 手数料問題も、機能・サービスに応じて設定する、弾力化するということについて、こ

の方向性というのは、極めて必要な方向性だと思っております。 

 そこで、今のご指摘でございますけれども、やはり市場改革をあわせて強力にやる必要

がある、そこで説明責任ということでございます。 

 私どもは、ＢＳＥ以来、農水省全体として説明責任、消費者に対する説明責任、あるい

は国民に対する説明責任、関係業界に対する説明責任、極めて重要だということで、それ

も全面に情報を公開するとともに、きちっとした説明をするということをベースに仕事を

することに農水省全体が転換を大きくしているわけでございます。 

 今回の見直しもそういうケースの１つとして、ぜひ、ご指摘どおり、あらゆる各層卸売

業界は、業界ばかりではなくて関係するところも多いものでございますし、消費者も注目

してその動向を見ておられるということでございますので、あらゆる層に説明をしていき

たいと考えています。 

 したがいまして、それと裏腹のスケジュールなんですけれども、やはり大きな転換でご
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ざいます卸売市場法、御案内のように、大正 12 年にできておりまして、それから 50 年た

って、４６年改正しまして中央卸売市場法が、卸売市場法に改正された。さらに 30 年た

って、平成 11 年に改正が行われたわけですが、その評価も含めてその後３年間、３回に

わたって研究会等で御議論いただいて今回の結論になっております。そういう意味で、極

めて長い蓄積の中で物事が行われておりますので、相当、やはり説明は慎重にやっていく

必要があるということもございます。 

 ただ、スピード感としましては、15 年に当審議会の前身である、食料審議会で、３年間

で方向性を出すようにという指摘をいただいておりますし、あと、規制改革の３カ年計画

でも、閣議了解でそういうご指摘、方向性について出すようにというようなご指摘もいた

だいているという事情もございますので、速やかに、報告書を踏まえた行政の政策的な対

応を行っていきたいと思います。 

 以上です。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 多分、行政手腕と同時に、業界の理解も必要だと私は思います。 

 どうぞ、樋口委員。 

○樋口臨時委員 今ほど、魚屋さんの方から手数料問題が出たわけでございますが、私、

青果の全国の小売商団体の方から、私らは青果物を商っているわけですけれども、卸売手

数料、とりわけ生産者に払う委託手数料、これは今、審議されていると思うんですが、今、

青果では野菜が 8.5、果実が７という手数料になっていると思うんです。これを自由化に

した場合に、恐らく、全国の大都市の力のある市場には品物がどんどん行きまして、地方

の力のない、いわゆる手数料を余り払わないところには品物が行かないというような状況

が出てくるのではなかろうかと危惧しておるわけでございます。 

 ある程度の定率性でやっていただかないと、非常に地方の市場が、経営が成り立ってい

かないというような現状が必ず出てくると思います。そういうことを踏まえて御議論をし

ていただきたい、かように思っておる次第でございます。 

○齊藤流通課長 ほぼ同じことになるかとは思いますけれども、基本的に手数料の問題は、

やはり報告書にございます機能・サービスに応じて弾力的に取り組むという方向で模索し

ていきたいと思います。 

 これは、やはり当時の設定した経緯から言いますと、今の 8.5％であるとか７％である

とか、当時は役所が決めておるわけですが、今の時代、先ほど言いましたように、消費者
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に対するアカウンタビリティ、国民に対する説明責任からいって、今、この数字を役所と

して責任を持って説明することはできないという状況でございます。したがいまして、こ

れは、やはり機能とサービスに応じて、業界のプレーヤーの皆さんがきちっと設定すると

いうのが大きな方向性だと思います。 

 その上で、しかしながら、公的にどういうことができるのだろうかということを模索す

ることが大事な点だと思います。 

 そのときに、機能・サービスに応じての手数料でございますから、機能・サービスを強

化する方向で、我々も、皆さん方のお手伝いをしたいと思いますし、ぜひ頑張っていただ

きたいと思いますので、これについては、また御相談をしっかりさせていただければと思

います。よろしくお願いします。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに。 

 樋口委員、どうぞ。 

○樋口臨時委員 昨年から無登録農薬、自給率アップという話が先ほどから出ております

けれども、昨年のなしのダイホルタン、またことしになって、私、新潟でございますが、

新潟できゅうりの農薬問題が出ております。ここに、全農さんが出した資料もございます

が、デイルドリンと言うんですか、この農薬がきゅうりに出たということで、過去 30 年

前にその使用が禁止された農薬が地下に入っていまして、きゅうりの苗が深いものだから、

それを吸い上げてこの問題が出てきたということがなされておりますね。 

 我々は消費者に、青果物販売に当たって、安心・安全な青果物を供給する立場にあるわ

けですから、ぜひとも――農業の後継者がなかなか育たない中で、新潟市の近傍の農家の

方が、とてもじゃないけれども、農家をやっていけないと。全部、破棄でございますから、

農協も責任をとってくれない、市場の方も責任をとらない、農家ばかり泣かされてという

ような農家の方々の声が出ているわけです。厚生省の管轄かどうか知りませんけれども、

もうちょっと徹底した検査等々をしていただきまして、安心・安全な青果物を我々は消費

者に供給したいわけですから、自給率アップとうたっている以上、そういうことをもっと

徹底してやっていただきたいと思います。 

○上原分科会長 どうもありがとうございます。 

 食品産業企画課長にお願いします。 

○小風食品産業企画課長 直接の所管ということではございませんけれども、もちろん無
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登録農薬という問題についても、先ほど次長の方からもお話をいたしましたが、消費・安

全局あるいは食品安全委員会の方と協力しながら、そういうことについて、農水省として

も積極的に取り組んでいきたいと思います。 

 食品安全関連法の中で、農薬のことについても人畜共通の観点から基準をつくるとか、

新しい対応についても取り組んでまいりたいと思います。 

○樋口委員 よろしくお願いいたします。 

○上原分科会長 飛田委員。 

○飛田臨時委員 幾つかございますが、まず一つは食品関連業界における環境自主行動基

準計画、フォローアップの実施についてとコメントについてなんですが、このような形で

取り組んでいただくということは、ぜひ、私たちも応援させていただきたいですし、推進

していただきたいと思っておりますが、きょういただいた資料を見ておりますと、何だか、

とてもわかりにくいんですね。具体的に一体どうなっているのか、特に意欲と言いましょ

うか、近ごろはやりで言えば、インセンティブを与えるという点におきましては、いろい

ろ難しい事情があるということは、お話もお伺いして承知しておりますけれども、計画が

策定されていないところなど、ここの業界はまだ策定されていないということを、情報を

明らかにしていただく必要があるんじゃないかと思うんですね。 

 やはり事業者団体の方々が、それぞれの取り扱われるものによって、また複雑な事情も

おありになるだろうと思いますが、いい意味で競争していただきませんと、曖昧模糊とし

ておりますと、よほど業界の近くにいる人でないと具体的な状況を把握できないのではな

いかという気がいたします。 

 そういう意味で、これを知る必要がどの程度あるかという問題もあるかもしれませんが、

大変、これは大きなテーマでございますから、国民一般が、できる限り、こういう情報を

共有できるような形にしていただいて、なお一層、推進していただきたい。フォローアッ

プをしていただくということはとても重要だと思いますので、そのフォローアップを、名

目的なものでなく、何年においてはこうであって、この次に行ったときはこうであってと

いう時系列的な変化が読み取れるような内容にしていただけたら、またそういう情報がい

ただけたらありがたいと思っております。 

 それから、食品流通の効率化に関する研究会の報告については、かねてより私どもも、

こういうテーマについて発言させていただいたりしてきているわけですけれども、ここで

お取りまとめいただいている中で、これから一層行っていただきたいと思っておりますの
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は、一つは地産地消のできるような形で、これが場内か、あるいは場外か、多様な形が考

えられると思うんですが、地域の農業の活性化につながらないような形の効率化が進んで

しまいますと消費者も恩恵を得ることができませんし、これは、大変大きな自給率の問題

にもかかわってくるのではないかと思います。 

 安全性はもとよりでございますけれども、農業の後継者を初めとする、新たに参入しよ

うとしている人たちの意欲をそがないように、規模だけでなく、我が国が、効率化と言い

ましてもアメリカ等とは基本的な条件が大いに異なるわけですので、そういう意味では、

学ぶべきところと、また我が国固有のいろいろな問題とを、うまくその辺でつき合わせし

ていただく必要があるんじゃないかということをちょっと思った次第です。 

 それから、あと専門小売店等の近ごろの凋落状況というのは、高齢化が進む中で大変問

題で、この報告書でも触れていただいているわけですけれども、またかかわらせていただ

いた中では、予算をつけても小売店の協業化の申し出がない。政策評価等のプランの中で、

予算がついていても申し出がなくて実施できなかったというケースがございましたので、

そういうことを思いますと、予算のつけ方といいましょうか、支援の仕方についても考え

ていただきまして、まちづくりがしっかりできておりませんと、やはり地域、社会、国全

体が荒廃していくもとになるのではないかと思います。そういう意味では、この報告書を

生かして、現状を把握した上で、さらに御検討いただければと思っております。 

 それから、あと食品製造業の活性化に向けてというのを拝見したんですが、この全体像

については、特に異論はございませんけれども、社会的信頼の構築等につきましては、特

に規模が中小企業、また零細企業も多いわけですので、ＨＡCCＰの導入が難しかったり、

ＩＳＯの取得が難しいようなところも出てくるのではないかということが考えられますの

で、そういう意味では、記録をしっかりとつけていただくとか、あるいは、どういうとこ

ろを見ていくべきかという情報提供ですね。皆さんが高いお金をかけなくても、高度の品

質維持と効率化が進められるようなバックアップ体制というものが、一つは必要ではない

かということを、ちょっとお話をお伺いしながら思った次第です。 

 それから、コンプライアンスの設定に関しましては、これは掛け声だけに終わりますと、

全く意味のわかりにくい「コンプライアンス」という言葉も、私は余り、率直に申し上げ

まして、流行語のようになってしまっていて、皆さんの胸に響く言葉かどうかわかりにく

いんじゃないかということを心配しております。法令遵守とかいろいろ言われていると思

いますけれども、とにかく不正を行ったときの内部告発の仕方、内部告発者を保護する体
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制をつくっていったり、内部的に問題提起がしやすいような環境を構築するとか、あるい

は、それがどういう形であれ、食品の表示に関しては 110 番制度というのができましたけ

れども、具体的に特定の人のプライバシーをあばいてどうこうということでなく、ただし、

悪いものについては情報公開していく必要があるのではないかと思いますが、そういう本

当の意味での前進につながるような情報提供がしやすい体制づくりというのが、恐らく必

要ではないかと思います。 

 それで、私たちが見てわかるのは表示の問題であって、やはり内部告発等、専門家の実

際やっていらっしゃる方から出てくる問題というのは、また表示以前の重要な原材料調達

であったり、加工段階の問題だったりするわけですので、その辺、掛け声だけに終わらな

いような、本当に信頼を高める形の制度づくりというものを、活性化のためにもぜひお願

いしたいと思っております。 

 以上です。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 重要な指摘として承っておきたいと思いますけれども、事務局の方から、もし何か、追

加したり、あるいはこの点はこうだということがありましたらどうぞ。 

○山本食品環境対策室長 環境自主行動計画の関係でございますけれども、ご指摘のよう

に、つくっていないところを公表するというのは、自主行動計画という形でございまして、

各企業の義務という形ではございませんで、なかなか難しいので、つくっているところを

公表していくというポジティブな形での情報提供という形で考えてみたいと思っておりま

す。 

 それから、このフォローアップにつきましてはわかりにくいというご指摘、ごもっとも

でございまして、次回、ちゃんと充実をさせるように努力したいと思っております。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 畑江委員、どうぞ。 

○畑江臨時委員 資料７なんですけれども、コンプライアンスという言葉は何の意味です

か。すみません。レオロジーの分野でコンプライアンスという言葉はありますけれども、

これはどういう意味ですか。 

○小風食品産業企画課長 今、飛田委員のお話の中でも出ましたが、法令遵守という文脈

で、最近よく使われております。 

 しかし、我々も勉強しておりますけれども、単なる法令だけではなくて、今は、企業倫
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理も含めた文脈で使われてきているというふうに理解しております。 

○畑江委員 あと、資料７の黄色い部分ですね。向かうべき方向というのは、多分、施策

で進めるようにいろいろなさるんでしょうけれども、右側のピンクの方は、ただ多様化を

観測するだけなんですか。 

 それとも、例えば黄色い部分を推進するためには、右側の方を少し介入して消費者を教

育する、できる部分が幾つかあると思うんですけれども、それは、こちらの方とは関係な

いんですか。 

 例えば、地産地消とかスローフードの取り組みというようなところは、消費者を教育し

たり介入したりすることで、自給率を上げるのに影響がすごく大きいと思うんですね。そ

れから、リサイクルと環境意識というのも教育の部分が結構多いんですけれども、こちら

に関しては、特に何をするということはないんですか。ちょっと質問です。 

○小風食品産業企画課長 最初の御説明をちょっとはしょりまして申しわけございません。

我々というか、私のところで食品産業、特に食品製造業をどういうふうに活性化させてい

きたいか、現状をどういうふうに把握していくかという分析で、最初のピンク、右側の方

でございますけれども、いわゆる川下の消費者なり実需者のニーズが、このように新しい

動きで大きく変化している。こういう動きに対して、必ずしも対応できていないという意

味で、若干矢印ということで書いております。 

 同じく左側の方は、生産者サイド、産地サイドでも食品製造業に対して、いろいろな新

しい動き、要求なりというものが出てきているという文脈で、この紙を整理いたしており

ます。 

 当然ながら、食品製造段階でもいろいろな動きがございます。これに対して、消費者を

教育するというのは、我々、非常におこがましいんですけれども、もちろん今、農水省全

体でやっている食育の問題の中で、食品製造がどういうふうに働いているか、例えば地産

地消の中でも、生鮮の地産地消だけではなくて、今、学校給食の中でも食品製造で加工し

た、例えば地域の食材を入れたパンを学校給食に提供するという形で、食品製造業が、消

費なり食育の段階で果たす役割というのは、もちろん重要だというふうに考えております。

もう少し工夫してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 ありがとうございました。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 安部委員。 
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○安部臨時委員 今、消費者を教育するというのはおこがましいのでとおっしゃったんで

すけれども、ぜひ教育していただきたいというふうに切望するところでして、それは、こ

こにも述べておられる食品の安全性の確保や適正な表示の決定等に対する要請の高まり、

すべからく今、国内のムードと流れは、本当にミクロ的な、危険性の可能性に対して専ら

言及するということになっているものですから、常に過剰反応が起こって、その弊害が、

いろいろなところへの無用な不利益をもたらすということの方が圧倒的に、僕は感じると

ころです。 

 それは、僕は利益代表のつもりで、サプライヤの立場で言っているつもりではなくて、

よく比喩で言うんですけれども、ふぐは卵巣を食べては危険だということですが、今は、

ふぐの卵巣が危険だからふぐを食べちゃいけないという論調にしかなっていない。つまり、

このリスクの中で、何は大丈夫だということの啓蒙をきちんとやっていかないと――それ

は、別に自然にほっておいても、対極から対極に行ってだんだん振幅が小さくなりながら、

適正なところには収れんするとは思うんですけれども、それが 10 年かかるところを、せ

いぜい１～２年とか２～３年で、適度なところに収れんされるための触媒といいますか、

それらの行為については、僕は、ぜひリスクへの可能性、「コンマ０何パーセントの可能

性みたいなことだって危険かもしれません」などという言い方よりは、ここは危険だけれ

ども、ここは安全だという、その中での大丈夫な部分への啓蒙というようなことについて

は、特に今、日本の中で逆説的に大変重要なことではないかと、つまり、社会資本のロス

を防ぐためにという意味合いで申し上げておきたいと思います。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 大澤委員からお願いいたします。 

○大澤臨時委員 資料７について、２つほどお願いがあるんですけれども、食品製造業の

活性化という表です。当然、この資料の前段には農業生産があって、それを原材料として

食品産業があって、全体として活性化していくということだと思うんです。 

 数年前ですけれども、北海道で、地場産の小麦を使ったソーメンをつくっている人たち

のグループに何回か話を聞く機会がありました。ソーメンというのは日本の代表的な食材

だと思っていたんですけれども、その原材料が、基本的にはその人たちがやるまでは地場

産（国産）の小麦じゃなくて海外産のものを使っていたと。それを聞いたときに、本当は、

こういうことをもっとどんどんやっていかなければならないなというふうに強く思いまし

た。 
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 さらに、最終的にはそれを輸出というところまで当然視野に入れてやっていかないとだ

めなのではないか。つまり、付加価値を世界じゅうで認めてもらって、それなりのコスト

をきちっと払ってもらって成り立つという仕組みですね。そのときに、やはりこういうふ

うな食品産業の活性化に向けていったときに、最終的には輸出を前提にして、日本の食文

化全体を海外に情報発信していくというような、それをもっと強力にやっていく必要があ

るのではないか。 

 それがどんどん進んでいきますと、それに引っ張られて、食品産業もいろいろ知恵を出

すということで活性化してくると思いますし、それに原材料を供給する１次産業の方も新

しい工夫が出てくるんじゃないかというような気がします。 

 今、政府の中で、そういう戦略的に日本の食文化の情報を発信していくというのはどこ

がやっているかわからないんですけれども、ぜひやっていただきたいなというのが一つで

す。 

 それからもう１点は、この活性化全体の話なんですけれども、産業クラスターという言

葉があります。地域のいろいろな研究所なり、試験研究機関なりが地域の農業団体と連携

しながら食品づくりをしたりするということだと思うんですけれども、これも非常に力を

入れていってほしいなというふうに強く思います。 

 これも数年前ですけれども、ある調査をやっているときにホームページを見ていました

ら、アメリカのカリフォルニアにワインの産業クラスターというのがあるという話があり

まして、ホームページで見ると、カリフォルニアは映画産業も非常に大きい産業なんです

けれども、カリフォルニアの中では、映画産業のクラスターよりもワイン産業のクラスタ

ーの方が金額が大きいんだという下りがありました。これは、やはり食ビジネスというか、

そういうことから言えば、農と食に関する産業にクラスターをどんどん地域につくってい

くということは重要ではないかなというふうに思いますので、その２点、ぜひよろしくお

願いします。 

○上原分科会長 秋谷委員、お願いします。 

○秋谷臨時委員 今、お二方の御意見ともラップする部分があるんですけれども、資料７

は食品製造業の活性化に向けてという大きなタイトルなので、主に黄色の部分だと思いま

すが、これを検討するときに国際競争力という視点をはずしちゃいますと、右も左も何も

できなくなっちゃうという昨今でございますので、その視点を落とさないようにお願いし

たい。 
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 それから、左右の関係で製造業が成り立つことはよくわかるし、安全についてきちんと

取り組まなければいけないということについては、昨今、いろいろな経験を経て、かなり

きちんと、みんな取り組んでいるんじゃないかなと思うんですけれども、先般、消費・安

全局の方の会議でも申し上げたんですが、「安全・安心」と４字熟語のように２つ一遍に

よく語られるんですが、実際には、食の安全ということと安心ということは別な次元の問

題であることが多いと思うんですね。特に安心に対する仕組みづくり、そのシステムとい

うのが全然できていないという部分があろうかと思うんです。 

 カナダでＢＳＥの牛が出たときに、数時間後にアメリカでは「安心して牛肉が食べられ

る情報」が政府の方から出たというような話、これは、はっきりしたところは私もわかり

ませんけれども、そういう意味で、メーカーもそうですが、トレーサビリティに関連する

流れ、それから、消費者の皆さんとか、マスコミの皆さんも入れた形の中で安心というも

のに対しての仕組みをつくっていくということが必要じゃないのかなと思っています。 

 直接、この製造業の活性化とは違うかもしれませんけれども……。 

○上原分科会長 どうもありがとうございました。 

 今、表示の問題と情報発信について、ごもっともな御意見出されました。 

 よろしいでしょうか。 

 どうぞ、畑江委員。 

○畑江臨時委員 安部委員が、消費者も教育した方がいいと言われたので、私、安心して

言いますけれども、トレーサビリティだとか有機農法とか、いろいろ産地の方で手を尽く

しても、消費者が食べるときに、実際にスーパーから買ってきて食べるというチャンスも

ありますが、このごろは、割と外食産業、テイクアウトとか外食で食べるチャンスが多く

なりますと、せっかくのトレーサビリティが消費者に伝わらないで、どこか途中で止まっ

てしまうわけですね。そこら辺は、何か、これはどうしたらいいのか、私もよくわからな

いんですけれども、やはり消費者を少し教育して、消費者も利口になってもらうしかしよ

うがないんだと思うんです。もうお上に任せないで、消費者も少し利口になって、店に行

ったときに、これはどこから来ているかとちょっと質問することによって流通を活性化で

きるのかなと思ったりするんですけれども、これはどこで言えばいいのかわからないので、

ちょっとここで……。 

○上原分科会長 議事録に、ちゃんと書いておきましょう。まさに、業界のやるべきこと

だと私は思います。 
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 どうぞ、生源寺委員。 

○生源寺委員 この分科会、初めて参加いたしますので、少し漠然とした発言になるかも

しれませんけれども、お許しいただきたいと思います。 

 資料７にも国際化の進展という背景の説明がございました。それから、最初の食料需給

の見通しについても、海外との関係について、かなりボリュ－ムをとって詳細に述べられ

ているわけですけれども、事務局あるいは部会の御議論の中で、ちょっとこういう観点も

頭に置いていただいたらどうかということで申し上げたいと思います。 

 海外とのやりとり、特に食料の場合には入ってくる部分が圧倒的に多いわけですけれど

も、これを世界対日本という形で全部お示しになっているというふうに考えているんです

が、一つアジア――あるいは東アジアというふうに言った方がいいのかもしれませんけれ

ども、つまり食生活で、多少の類縁性なり、あるいは相当の共通点がある地域ですね。そ

れから、農業生産という意味でもお米がベースになっているとか、あるいはモンスーン地

帯であるという点で共通点があるわけです。 

 それから、日本は、既にこれだけの高所得国家になっているわけですけれども、いろい

ろ問題はありますが、依然として成長のセンターであるという意味でも、アジアでは日本

の食生活の変化とある意味では似た状況が起きていますし、これからも起きてくる点があ

るわけですね。 

 さらに言いますと、議論はいろいろありますけれども、ＦＴＡのかなりの部分はこの地

域が問題になっているわけですので、日本と、とりあえず東アジアと言っておきますけれ

ども、その関係。東アジアの中での食と農の一種の分業といいますか、いろいろな流れ、

それと東アジア以外というか、アメリカ、ヨーロッパあるいはオセアニアとの物のやりと

りという見方をすると、少し平板な統計以上のインサイトが得られるのではないかと思っ

ております。これは、恐らくこれから先 10 年、20 年あるいは 30 年先のアジアの農業な

り食の構造を考える上では、非常に重要な視点ではないかと思っております。それが一つ。 

 それからもう一つは、これは言わないでおこうと思ったんですけれども、食料需給見通

しなんかの統計を見ておりまして、粗粒穀物という言葉が出てくるんですね。これは、以

前から私は気になっていたんですけれども、こういう場で見ますと、やはり一言申し上げ

ておいた方がいいかなと思うんですが、これは、私の理解では、やはり誤訳だろうと思う

んですね。要するに、粒が粗い穀物というふうに――これは、コースグレインの訳だと思

いますけれども、粒が粗いという感じで粗粒穀物となっていると思いますが、きびだとか
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あわなんていうのは本当に小さなもので、別に粗い穀物という意味ではなくて、要するに

粗末な、いわば下級穀物というような意味合いだというふうに思いますので、ちょっとこ

れ、お考えいただいた方がいいかなと。もう既に定着してしまっていますのでどうしよう

かなと思ったんですけれども、その点だけ申し上げておきたいと思います。 

○上原分科会長 これは、やはり誤解されたら困りますね。食品については、誤解される

ような表現が出てきたら新しく変えていくべきだと私は思いますので、御検討いただきた

いと思います。 

 それから、アジアの中の日本という問題、これは国際政治との絡みもありますけれども、

また、それもご検討いただきたいと思います。 

 ほかに御意見、簡単にお願いいたします。 

○飛田臨時委員 今、御発言でちょっと思い出しましたのですが、需給見通しの統計の中

で緑茶と言うところがございましたが、緑茶の中にウーロン茶なども、そのくくりの中に

入ってきているようなんですが、その辺のところが、ちょっと一般の消費者の感覚と違い

まして、緑茶と言うと、やはり普通の煎茶とかお抹茶とか、日本の伝統的なものという感

じがあるものですから、その辺もよろしくお願いいたします。 

○上原分科会長 これは統計のとらえ方の問題もありますし、とれるかどうかということ

もありますので、その辺を踏まえて再検討していただきたいと思います。 

 ほかに皆さん、ないでしょうか。 

 それでは、時間も迫ってきておりますので、そろそろ終わりにしたいと思いますけれど

も、特段、皆様方から、ぜひこれは言っておきたいということがありますか。大木委員ど

うぞ。 

○大木委員 皆さん、おっしゃっていることはごもっともだと思いまして、消費者が勉強

しなければならないというのは確かだと思うんですけれども、安全のことに関しては、消

費者はとりようがないですね、安全に関してということは。私たちは情報をもらわないと。

それで細かい情報ということになると、リスクやデメリットや、それから、こんなふうな

状況ですよと状況があって初めて消費者が判断――そこに判断を委ねるという、情報の開

示というのがきちんとないと……。 

 もちろん消費者は、自分で判断しなければならないということは多いと思いますけれど

も、そういう情報が一番重要だと思うんですね。安心ですよという情報だけではなくて、

こういうことがメリット――このごろ、いろいろな情報をいただきますけれども、一般の
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人に対して、こういう情報があるんですよ、でも、こういうところにデメリットがある、

リスクもありますよということをきちんとするということが消費者の一番の教育になるの

だろうと思うんですよ。それがなくて、消費者に何か言え、言えとか、消費者はだめだ、

だめだと言われるような仕方は、やはりこれはそうじゃなくて、あくまでも消費者は自分

の判断、情報によって判断を委ねますからということを申し上げておきたいと思います。 

 ただ、一つだけ、本当に判断のできない方がいらっしゃいますね。弱者と言うと、表現

がちょっとあれですが、そういう方たちのためには丁寧に、ここは大丈夫ですよというこ

とは言ってほしいと思いますけれども、そのほかのことに関しては、やはり消費者に任せ

るというふうにしていただきたい。 

 ただ、何か強い意見だけ、いろいろなことを業界とかに言っていく、それだけが決して

意見ではないと思いますので、繰り返しますけれども、正しい情報というのをお願いした

いと思います。 

○上原分科会長 ありがとうございました。 

 加倉井委員。 

○加倉井委員 長い間マスコミにおりましたので、情報開示の怖さというのを山ほど知っ

ております。例えば今、東京で地震が起こるという予想をした。これは確率は低い、30％

かそこら。そのときに何が起こるかというのを我々は知っているから、怖くてそれをどう

いう形で言うか、どう表現したらいいか、あらゆる面でものすごい困難ですよ。もし、こ

れを言ってワーッと人が動き出したらどうなるかということですね。 

 Ｏ157 のときも、あれは魚や寿司を食いに行く人がいなくなりまして、私ども行ったら

大サービスを受けて感激したんです。それから、東海で放射性の物質が漏れたと。窓を締

め切ってあけませんという東京にいる方がたくさんいらっしゃいましたね。こういう過剰

反応と正しい反応とどういうふうにやるかということで、実は非常に――情報公開という

のは絶対必要ですよ、それは。民主主義の基本ですから。だけど、本当はものすごい難し

いものだというのも後ろにあるんだということです。 

 それで、一つだけお願いしておきますけれども、今まで農林水産省は、消費者と安全性

について議論することをやめてきたと私は思います。しなかった。これをすべきだと思い

ます。いろいろ誤解があったり、風が強かったり、いろいろなことがあるかもしれません

けれども、農林水産省の思っていることを言わなければいけないと思いますね。それで議

論すると、その方がわかるんですよ、実は、物事というのは。ただ、何とかが何とかだと
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いうのではなくて。 

 ついでに言いますと、拓銀が危ないとか何とか、我々はずっと前から知っていたんです

けれども、言わなかったですね。言ったら、その途端につぶれますから、あれは。ですか

ら、そういうことを考えますと、本当に情報って、そう簡単なものじゃない。絶対必要だ

けれども、そう簡単なものではないというのが一つ。 

 それから、農林水産省は消費者とぜひ議論してほしい。議論しなければおかしいんです

よ。だって、違っていて当然なんだから、いろいろな考え方があって。それで、はっきり

言いますと、絶対安全な食べものなんてどこにもありません。おふくろの味はすばらしい

と私は思います。しかし、おふくろの味、分析してごらんなさい、細菌が山ほど出てきま

すから。でも、それが科学というものなんですね、実は。 

 ですから、その辺も含めて、ぜひ、農林水産省は情報公開と一緒にそのやり方を考えて

いただく。それから、おかしかったら議論してくださいよ。その方がわかりやすい。 

○上原分科会長 ついでに、マスコミの方も、もうちょっと知的になっていただきたいと

思います。 

 それから、少しぐらい菌が入っていても菌に負けない子供をつくるということも重要で

はないかと思っています。 

 時間も終わりに近づきましたので、一応、ここで委員会を終わりにしたいと思いますが、

事務局の方から今後のスケジュールについてお願いしたいと思います。 

○中村食料企画課長 本日は、長時間にわたりありがとうございました。 

 いただきました御意見等を踏まえまして、今後、事務局としても作業すべきことはやっ

てまいりたいと思います。 

 それで、今後のスケジュールでございますけれども、現在のところ、具体的にこの日に

という日程はございませんが、今後とも総合食料局関係の各施策の進捗状況等につきまし

て、本日のような御意見を伺う機会を設けたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たしたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 

 
閉   会 


