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午後６時００分開会

○針原チーム長 定刻となりました。ただいまから農政改革特命チーム第３回会合を開催

いたします。よろしくお願いいたします。

皆様、本日はご多用中にもかかわらず、お集まりいただきましてありがとうございます。

本日、消費者団体及び食品産業から来ていただいております。農政の課題についてヒアリ

ングを行いたいと思います。よろしくお願いいたします。

きょうご参加いただいた方をご紹介いたします。

まず、全国消費者団体連絡会事務局長の阿南久様でございます。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 阿南でございます。よろしくお願いいたします。

○針原チーム長 全国地域婦人団体連絡協議会事務局長の加藤さゆり様でございます。

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 よろしくお願いいたします。

○針原チーム長 日本生活協同組合連合会専務理事の品川尚志様でございます。

○品川日本生活協同組合連合会専務理事 品川でございます。

○針原チーム長 株式会社グリーンハウス執行役員商品本部副本部長の平吹信司様でござ

います。

○平吹株式会社グリーンハウス執行役員商品本部副本部長 平吹でございます。よろしく

お願いいたします。

○針原チーム長 株式会社アイスクウェア代表取締役社長の福田高志様でございます。

○福田株式会社アイスクウェア代表取締役社長 福田でございます。よろしくお願いいた

します。

○針原チーム長 本日、鈴木先生が若干おくれて参加されるということでございます。本

日の会合は午後８時までを予定しております。よろしくお願いいたします。以降、カメラ

のご撮影はご控えください。よろしくお願いいたします。

それでは議事に入ります。

本日は、ご出席いただきました皆様からそれぞれ10分程度ご説明をいただいて説明終了

後、意見交換を行いたいと思います。ご参加の皆様も一緒に議論に参加していただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、全国消費者団体連絡会事務局長の阿南さんからよろしくお願いたします。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 はい、ありがとうございます。農政を大転換しよ

うと決意をされて、このような検討を精力的に進められていることに、本当に敬意を表し
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たいと思います。

私は、消費者組織でありますので消費者の視点から農政への期待を申し上げたいと思っ

ております。レジメを用意させていただきました。これに沿ってお話ししたいと思います。

産業振興も非常に重要なんですけれども、やはり今こそ消費者に寄り添う農政への転換を

ぜひともお願いしたいと考えておりまして、一番目に、「消費者の不安」ということで３

つ挙げました。本当に大きな、大きな不安の中に今消費者は暮らしております。まずは、

その「暮らしの不安」ですが、これは不景気、格差の拡大、雇用問題、それから将来不安

と、挙げたらきりがないくらいの状況にあります。それと「市場に対する不安・不信」と

いうものも非常に強いものがあります。食品安全にかかわります問題ですとか、食品の偽

装問題、詐欺の問題、それと消費者被害の蔓延という事態の中で、消費者は市場に対して

積極的にアクセスしようとか、信頼しようという状況にはなっておりません。

もう１つは、「生産に対する不安・不信」ということです。世界的に食料需給が逼迫を

しているということは消費者のだれもが知っていることでして、同時に昨年の夏場を中心

に起こりました価格の高騰問題、それとそれを機にさらに明確になりました食料自給率の

低さの問題です。現在の日本の生産状況を見ますと、私たちの食料は大丈夫なのかしらと

いう不安に陥ります。こうした大きな不安が今の景気の後退に拍車をかけていると私は思

っております。

では、どうしたら「消費者に寄り添う農政」というものが実現できるのかということで、

７点挙げてみました。たしか最初に「消費者に軸足を」と言ったのはＢＳＥの問題が起こ

り、たしかあのときに大臣をされていた武部さんが、初めて「消費者に軸足を」とご発言

されたのを覚えております。私もそのときの大臣との意見交換会というのに出ていました。

その後、農水省全体の機構の改革があって、たしか消費・安全局もそのときに設置をされ

たということでした。食品安全基本法が制定され、同時に食品安全委員会が設置され、同

時に消費安全局も設置されたと記憶しております。ですから2003年、それからもう6年が

すぎたことになります。

その農政の視点ですが、やはりまず１つ目には、消費者を日本の農業のパートナーとし

て考えることが必要なのではないかと思います。これまでは生産サイドの都合による生産

と供給が行われてきたのではないかと思っております。これを、消費者をパートナーと考

え、何が必要なのか、どのくらい必要なのか、どんなものが必要なのかということを把握

し、そうした消費者の需要というものを反映した生産のあり方に転換する必要があるので
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はないかと思っております。

それと、これも期待が高いのですが、地場で生産されたものを食べたいという消費者は

非常に多いわけです。ですから地場の消費のネットワークの中に消費者を巻き込んでいく

ということが必要ではないかと思います。また、これも当然のことですが、やはり政策決

定の過程への消費者参加促進というものも非常に重要なポイントになると思います。消費

者のパートナーとしての意見を聞いて政策決定していくということが、中央でも地方でも

重要かと思います。

２つ目ですが、2003年の食品安全基本法のときに初めて「リスク分析」という枠組みを

導入したわけですが、全体にはまだこれは行き渡っていません。ですからこれを農政を担

う、行政全体に行き渡らせるといいますか、徹底するということが必要ではないかと思い

ます。これは事故米のときに、明らかになりました。このリスク管理が何も行われていな

かったということが明らかになりました。消費安全局はその辺の認識はあったかと思いま

すけれど、農水省全体でリスク管理機関としての認識を持っていなかったと私は思ってお

ります。ですから、このリスク分析の枠組みを導入して推進するという姿勢が必要ではな

いかと思います。リスクコミュニケーションをすすめながら消費者、生産者、それから供

給サイドの全員が共有していくということが重要かと思います。

３つ目は、生産から加工、流通、消費までのフードチェーン全体を見据えたオープンな

管理の仕組みというものが必要ではないかと思います。特に流通のところは何となく暗闇

にあるといいますか、オープンじゃないなと思っております。、事故米でも明らかになり

ましたし、ウナギの偽装でも、流通過程のところが不健全というか、不正が行われていた

ということでありますので、そうしたところをオープンにするということが必要かと思い

ます。透明性を確保して、むだを省いて相互チェックを働かせるという意味でも重要だと

思います。

それと４つ目ですが、諸外国とのいい関係を築くということが重要だと思います。ＷＴ

Ｏ交渉はマスコミなどで私たち消費者は知りますけれども、必ずしもこれが消費者にちゃ

んと説明されているという状況ではないと思います。食料問題は消費者にとっては重要な

問題ですが、この国際的な食料の需給問題ですとか、今どういう交渉をしているのだとい

うことを、もっとわかりやすく消費者に説明する必要があると思います。

それと中国の事件、消費者の間には、中国は危ないよという認識が広がっているわけで

すが、このように輸出国との間で何か問題があったり、商品に何か問題があったりしたよ
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うな場合は、輸出国と輸入国との協議のルートというのでしょうか、それをつくっておく

ことが必要なのではないか。いきなり問題が起こったから、じゃあというふうなことでは

だめで、日常的なそういう関係性をつくっておく必要があるかと思っています。もちろん、

農業生産の技術交流や学びあいの仕組みというものも非常に重要だと思います。

５つ目ですが、消費者教育というものを農政の中にちゃんと位置づける必要もあるので

はないかと思います。消費者は今、食のスキルが低下をしております。コミュニケーショ

ンも不足しておりますので、そういう点を考えますと、やはり食のスキルアップというの

は非常に重要な課題になってくるわけです。最終の消費者としての自己防衛といいますか、

食の責任は消費者自身にありますので、そうした食のスキルアップができるような消費者

教育というものを農政の中に位置づけていくということも必要かと思います。もちろん、

パートナーとしての責任を果たしていくということも必要です。地元の農業への参画です

とか、環境保全ということも、消費者としての責任になるかと思います。

それと６つ目ですが、消費者を日本農業の担い手というふうに考えて、門戸を開く必要

があるのではないかと思います。生産、加工、販売など、新しいビジネスへの転身願望と

いうのは結構消費者にはあるのです。そういうエネルギーを汲み上げていくことは非常に

重要ではないかと思います。そうした基盤の整備は、国内農業の振興と地域活性化という

ことに不可欠ですので、そのような展望を切り開く必要があるかと思います。

最後になりますが、行政の役割を明確にしていただきたいということであります。その

主な役割は国民の食料を保障するということだと思います。食料供給省といった観点で見

ますと、今やっています米の生産調整、減反政策というものは、ここは見直していただき

たい。ちゃんとつくっていただいて、休耕田などもなくして生産の振興を図り、その中で

多様な質と価格帯をそろえていくということが重要だと思います。そうした中で貧しい人

でも最低限の食を確保できるというふうにして、そのような仕組みに変えていくというこ

とが重要と思います。

もちろん、これは産業の自立とその健全な競争を促進するための基盤整備が必要になっ

てくるわけですが、そうした競争になかなか参入できないというところもあると思います

ので、そういう方たちも大事にしながら、補助し、公費を投入していくということも当然

必要になってくると思います。ただし、そのときは公費を使っていくわけですので、それ

をだれに、どこに補助をするのかという、その透明性、納得性ということが非常にポイン

トになってくるかと思います。行政の役割としては、やはり国民に向かってちゃんとわか
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りやすく説明をしてくださいということを最後に申し上げて、私の意見陳述を終わりにし

たいと思います。ありがとうございました。

○針原チーム長 ありがとうございました。

続きまして、加藤さん、よろしくお願いいたします。

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 団体名が長ごうございますが、略称は全地

婦連と申します。簡単に申しますと北は北海道から沖縄まで地域の婦人会の全国組織とい

うふうにご理解いただければよろしいかと思います。

まず、このような機会に発言をさせていただけることを大変光栄に存じております。よ

ろしくお願い申し上げます。

１枚だけ阿南さんと同じようにレジメを用意させていただきました。タイトルは「今後

の農政改革について」ということで、１から６までについて意見を述べさせていただきま

す。

まず、最初は、生産者重視の農政から、生産者と消費者が協働できる農政へということ

についてでございますが、農業は改めて申し上げるまでもなく、消費者が食する食料を生

産するものでありますし、したがって、農業政策は生産する農家と食する消費者と相互の

ことを考えて立案、実施すべきだと考えております。これまでの農業政策は生産者及び流

通業者のことのみを考えておられたのかなと、これからは生産者と消費者が協働して農業

を考えていくような体制が必要だろうという観点から２点ほど申し上げたいと思います。

１つは、農業政策関係の審議会の委員の構成について、生産者と消費者を半分ずつぐらい

にしていただきたいと考えております。２点目ですが、農林水産省と農協等関連団体も生

産者と消費者のウエイトを半分ずつぐらいに考えて、ぜひ行動をしていただきたいと考え

ております。

次に、生産者だけでなく、消費者にとっても、国内農業を守ることの必要性をわかりや

すく整理をして、説明をしていく必要があるだろうというふうに考えております。例えば

ということで３点ほどそこにも書かせていただいておりますが、１つ目は、国内農業は安

全で安心できる食料を供給できると、ただし、あとでも述べますが、それが確かなもので

ある必要が当然のことながらあろうかと思います。２点目ですが、世界的な食料不足や食

料供給の不安定さが予想されるなかで、食料供給を外国に依存することが危険であること、

自給率をもっと引き上げる必要があることなどです。３点目ですが、日本の国土と自然環

境を維持するためには、ある程度の農業の存在が必要であることなどだと考えております。
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３番目として、日本の農産物なら安心と言えるようなものであることが必要という項目

を立てましたが、このためには消費者が国内農業を守り、国内農産物を購入しようと思う

ためには、何よりも安全性が確保されていること。日本の農産物なら安心と言えるような

ものであることが必要です。また、自然環境を守るものでもあるのだということを説明す

る必要があると考えております。

以上のような観点から以下３点ほど。

１点目、きちんとした安全基準、環境基準とそれが守られるような制度の構築が必要で

す。

２点目、生産地の情報開示と食品への表示の徹底。

３点目、安全・安心と自然環境を守ることを含めて農業政策が信頼されることが必要だ

ろうと考えております。今回の事故米のような事件は当然のことながら論外だというふう

に思いますし、ＢＳＥの問題以降、消費者重視になったはずでしたが、事故米の件でそれ

が全然できていなかったことがわかりました。農水の中では消安局を一つつくったことに

よって安心されてしまったことを残念に考えているところです。農業政策が信頼されない

と日本の農産物までもが信頼されなくなるというふうに考えております。

４点目、ＪＡＳ法、その他消費者の安全・安心、信頼を守るための法律に違反した場合

の刑罰をもっと重くすべきだというふうに考えております。これは何も農業政策に限らず

ルールを守らない事業者に対する刑罰が全体的に軽く過ぎるというふうにかねがね考えて

おります。

それから４番目、国内農業を守るコストが明確でわかりやすく納得できるものである必

要があると思います。消費者が国内農業を守ろうとするためには、そのコストが明確でわ

かりやすく納得のできるものであることが必要という観点から２点述べます。

まず、農業予算の透明性と説明責任が重要だと考えております。農業予算がなぜ何のた

めに使われているかをわかりやすく消費者に説明をし、理解を求めることが必要です。

２点目、農産物の価格形成にも透明性と説明責任が必要だと考えております。農家出荷

価格、輸入品等の比較あるいは流通マージンなど、各段階での透明性が必要です。この当

たりは消費者から見て全くわからないところでございます。

５番目ですが、「農業のリーダーに女性の参加を促進」と書いてございますが、当然の

ことながら国民の半分は女性です。食料を選ぶのも半分以上は女性だと考えております。

女性の視点を重視した農業が必要であり、元気な農村は、女性の力が十分発揮されるとこ
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ろではないでしょうか。という観点から農協の役員、それから農業委員に女性が30％以上

となるように候補者を推薦するなど対応策を考える必要があるだろうと考えております。

最後、６番目ですが、現在の低い食料自給率は異常であります。補助金を出して減反を

して、休耕田をつくって自給率を引き下げている。休耕田を減らして自給率を引き上げる

ように農業政策の見直しを検討するときにきていると考えております。

先週、この会合へのお誘いを頂戴して、加盟団体47都道府県、それから３政令指定都市

50団体に農政改革に対する意見を求めましたところ、非常にタイトな期間ではございまし

たけれども大変多数の意見が寄せられました。大きく２点、自給率の向上並びに減反政策

の見直しについては政策の転換が必要であるという趣旨のファックスが寄せられていたこ

とを最後に申し添えて、発言を終了させていただきたいと思います。ありがとうございま

した。

○針原チーム長 ありがとうございました。

では、続きまして品川さん、よろしくお願いいたします。

○品川日本生活協同組合連合会専務理事 日本生協連の品川と申します。こういう機会を

与えていただきましてありがとうございます。

私の方からはお配りさせていただきましたのは、１つは、今年度農水省中心に食料・農

業・農村基本計画の策定に取りかかるということでございまして、それに先立って昨年の

暮れから、新しい計画の中に何が必要かということについてパブリックコメントを求めら

れておりましたので、１月の初めに私どものコメントとして若干の意見を出させていただ

きました。そのペーパーをお届けしたというのが１つでございます。

もう１つは、「食卓から考える「40％」」ということで、現在私どもの生協の組合員の中

で改めてこういう時期、あるいは食料・農業・農村基本計画を再検討するという時期にも

当りますので、食料と農業をめぐる問題について客観的事実はどうなっているのかという

ことを、まずちゃんと共有化しようというためにつくったリーフレットでございまして、

現在までのところ、これは５万部ほど利用されており、その後も注文がきて、さらに広く、

まず勉強する活動から始めようというふうなことでそんなことも取りかかっています。ご

参考ということでお配りしたということでございます。

私ども日本生協連と申しますのは、全国の生活協同組合の連合会ということでございま

す。生協ということでいいますと、一つには全国で加盟いただいている生協の組合員の数

を総合計しますと2,400万人を超える、今年の年度末には2,500万人に達するかというぐら
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いの大規模な消費者の団体であるということですが、同時にその組織として食品を中心に

した小売事業等、流通事業にも携わっている、その小売業を全国総合計すると３兆円にも

及ぶというようなことでございまして、かなり大規模に事業も行っております。

私どもの行っている事業そのものの中で、ちょうど１年１カ月ぐらい前に、例の冷凍ギ

ョウザの問題で重篤な被害をもたらしてしまったということで、この一、二年の日本にお

ける食品の安全性あるいは安心を揺るがすという点で、私ども自体の商品も発端の一つに

なったりして、大変お詫びをし続けるということであります。そういうことを再発させな

いための品質保証体系の再構築ということに、この１年全力を挙げてきましたし、それで

でき上がりということではなくて、これからの１年も最重点をそこに置き続けて進めなけ

ればいけないというふうに思っていたりする次第でございます。ただ、今回こういう機会

を与えられまして、そういう意味では、もう一方で全国の消費者の集まりだということか

ら、現在の食料・農業・農村基本計画についても、こんなことを考えているということで

ございまして、ここには全部で９点ぐらい書いておりますけれども、時間も限られており

ますので、４点ほどに絞って発言をさせてもらおうと思います。

１つは、いわゆる食の自給率ということをめぐってです。自給率の目標をどう立てるか

ということがすぐ話題になり、そういう点ではこの食料自給率ということについて、ある

種政治的なスローガンということではなくて、具体的、現実的にどうしていくのだという

ことが、その目標として、はっきりさせられる必要があるというふうに思うのですけれど

も、ある意味ではそれ以前に現在食料自給率というときに、いわゆる40％というのが問題

になりますが、その40％というのが、カロリー換算自給率ということでありまして、そう

いう点では一般の消費者、国民の中でもカロリー換算自給率ということについて必ずしも

理解できる関係ではございません。国産の畜産物を食べれば自給率向上に貢献していると

いうふうに思っている消費者が、現実にたくさんいらっしゃる。私ども生協の組合員の中

にもそういう方々がたくさんいます。

カロリー換算をする場合には、国産の畜産物であっても輸入飼料を使う限り、現在の4

0％も大幅に下回るカロリー換算自給率ということに国産の畜産物ではなってしまうとか、

野菜は国産を食べても自給率向上にはほとんど数字的には貢献しないという関係になって

いるわけです。そういう点では多くの人が自給率は大切だというふうに思っていますけれ

ども、その思いがカロリー換算の40％ということだけで表現されるということになると、

その思いと40％という数字がつながっていない現実というのが多分にあって、そんな点で
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は食料自給率の考え方というのはいろいろある、生産額の自給率というのもあるでしょう

し、穀物の自給率ということに絞って表現するという国もあるし、国によってまたいろい

ろあるという、そんな関係であります。

そういう点では、食料の自給とか日本の農業を大切にしたいという思いと、そういう思

いを持った食生活と、それからそれが自給率とどうつながるかということが、わかりやす

いものとして説明される状態、そういうことがもっときちんとされるような努力、あるい

は表現の仕方ということに、もっともっと農政の中でも、あるいは私ども自身もそういう

ことを共通認識にしていくことが重要だと強く思っておるところでございます。行政に求

めるということだけではないのですけれども、そんなことを思いながらこの自給率の向上

ということは、それはそれとして大変重要だし、必要なことというふうに思っているのが

１つです。

それからもう１つは、ある種自給率というのはそういう国民の食生活の結果という側面

が非常に大きいわけでして、その点では日本の農業ということを考えるときに、あらゆる

ものの結果としての自給率ということ以上に、やはり「自給力」ということをいかにきち

んと確保し続けるのかということが、より以上に重要なことだと思っております。それは

従来の基本計画の中にも「農地」、「担い手」、「技術開発」という３つの点に重点をおいた

「自給力」ということは指摘もされているわけですけれども、ぜひ、この点については、

それぞれ農地の確保、優良な農地の確保をどこまでやるんだという目標、担い手をどこま

で確保するんだという目標、あるいは技術開発をどこまで進めるんだという目標、それぞ

れの目標数値をはっきりさせた基本計画というものに、ぜひ今回の基本計画については確

立させていただきたいと思うし、それを着実なものとして、「自給力」確保ということに

当たっていただきたいと思っています。

その点では技術開発というふうなことも、これも既にこれまでの基本計画の中でも問題

意識としてはふれられたというふうに理解しておりますけれども、単に生産の場での技術

開発ということだけでなしに、とりわけ現在の国民の食生活の中でいうと生鮮食品をその

まま食べるという割合、食品の購入額の中で生鮮食品の購入額の比率というのは非常に少

なくなっているわけです。加工されたもので食べる食品の割合が非常にふえているという

ことですから、そういう点でいうと「自給力」確保の技術開発というふうなことも単にそ

のまま食べられるということだけでなしに、いかに加工食品として活用しやすい生産物に

していくかという技術開発もありますし、流通をいかにスムーズにさせるかという技術開
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発ももっともっと必要だし、余地があるんだというふうに思いますから、そういう点を含

めた技術開発です。

現在、私ども生協の中でも、今申しました自給率ということを考えながら、それの確保

ということをいうわけですが、畜産物にしても輸入飼料の畜産物ということでは自給率が

下がってしまう、だとすれば、やはり国産の飼料を使った畜産物がどうできるか、鶏卵が

どうできるかということでの新しい挑戦などを全国の生協でやり始めています。しかし何

ぶんにもコストが高い、値段の高い畜産物になってしまうというようなことがあって、そ

ういう点では、今申しましたような支援策というのも必要ですが、基本的にはそうしたこ

とに配慮した技術開発というのをどんどん進めていただくというふうなこと、それぞれに

目標をはっきりさせるというようなことが、必要なのだろうというふうに思っております。

３つ目は、先ほどの自給率ではありませんけれども、農業支援策ということについてで

す。特に国際的な交渉との関係でいうと、高関税の問題というのが話題になり、それをど

うするのという論議になるのですけれども、一方でともすると高関税を確保するか、さも

なくんば農業切り捨てかという極端な論議というのに、とかく走りがちだというふうに思

っています。これも既に現在の基本計画の中でも関税という形での農業支援策、これは具

体的には食品の価格に反映して、消費者が価格として負担をするというのが関税という形

ですが、そういう形ではなくて直接財政支援をする、品目横断的な直接払い制度というふ

うなことも大変論議を重ねてきている側面があって、そういう農業支援策ということにつ

いて、必ずしも国民全体の中で理解されていない。関税を引き下げるとそのまま農業切り

捨てになるのではないかというふうな論議がされる。そういうことについてもやはり国民

の中で、直接払いという農業支援があるし、国際的にも関税ということよりもそういう形

での支援ということの方が大きい割合で行われているというふうにも聞いておりますし、

そんなことを含む農業支援策があるんだということが国民の共通の理解になり、その中で

どういう支援策をとっていくのかというふうなことが考えられる。そんなことが関税と農

業支援ということについて考える点です。

最後４つ目に、安全・安心ということで、これについては既に阿南さんも加藤さんもふ

れられたことです。2001年という年に例のＢＳＥ問題が発生し、その後始まった国産牛の

買い上げ制度もいろいろ大きな問題を含んでおり、農水省全体の行政のあり方の見直しも

され、食品安全基本法ができ、食品安全委員会がリスク評価機関として位置づけられ、農

水省や厚労省がリスク管理機関となり、基本的枠組みが整理されたのですけれども、これ
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も先ほど阿南さんも言っておりましたが、リスク管理機関というのは農水省の中で消費安

全局だけが担っているわけでは全くなくて、農水省全体がリスク管理機関ということであ

るわけですから、そういう点で言いますと、2001年以来築き上げられはじめてきた日本に

おける食品安全の新しい仕組みについて、改めて農政全体の中でもどうそれをトータルに

受けとめながら食品の安全なりを確保する農水行政のあり方にしていくかということが、

改めて強く求められるというふうに思っております。そんな点を最初に発言させていただ

きました。

○針原チーム長 ありがとうございます。続きまして、平吹様、よろしくお願いいたしま

す。

○平吹グリーンハウス執行役員商品本部副本部長 グリーンハウスの平吹でございます。

４番目となると論点が重なってしまう部分もあるかと思いますが、今までのお三方と違う

立場の考え方に重点をおいて意見を述べさせていただきたいと思います。

現在勤務しておりますグリーンハウスでは、オフィス・工場・病院・学校等の給食受託

ビジネス、それからとんかつ・中華等のレストラン、ホテル運営等々で日本全国で大体2,

100の事業所を持っております。したがって、その中で受け止めているお客様のニーズ、

現場の最前線を通して上がってくる声などを意見として言わせていただきます。また、前

職で大手のチェーンレストランに勤めておりまして、そのときと合わせると約30年間食材

の調達ということに奔走して参りました。したがって、日本全国や世界約35カ国の中でい

ろいろなものを調達してきたという経験を踏まえて、日本の農業について未来像というこ

とで少し述べさせていただきたいと思います。

まず、一番目は、私共グリーンハウスの米に対する取組みについてです。やはり食の中

心はご飯であるという経営者のこだわりがございます。したがって、米を大切にしようと

いうことで自社で精米プラントを所有・運営しております。生産能力は年間で約１万トン

程度。商流については別にいたしまして、調達については、直接、生産現場、つまり圃場

や現地のカントリーエレベーター等の生産施設をきちっと確認をし、生産者とひざを突き

合わせて、信頼関係を持った中で玄米を調達しておりまして、それを自社の精米プラント

で米として生産をします。

そして一昨年から立ち上げました精米品質管理室、こちらでは単なる機械測定だけでは

なくてお客様と同じ状態での確認、つまり調達した玄米を必ずその場で試験とう精して炊

いて食味を確認してから玄米を受け入れるという管理を実施しております。したがって私
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共のレストランでご飯を召し上がっていただくお客様に対して、どこの産地で、だれがつ

くった玄米をどういうふうに加工した精米を営業所で炊いてお出ししておりますという物

語が必ず言えるということですね。やはり外食産業でここまでこだわっているのは弊社ぐ

らいであろうと、これは実は穀物を検査するいろいろな機械・精米設備を販売しているメ

ーカーさんに聞くと確認できます。お米について畑から食卓までの一貫生産の実現という

ことが２年ほど前からできてきております。

やはりお米は大切です。したがって日本の農業の基本はやはり稲作であろうというふう

に考えております。本来、米は日本全国で生産能力約1,300万トンぐらいあろうかという

ふうに認識しておりますが、だんだん生産量が減って今は800万トン、700万トン、そのう

ち500万トン以下？そうなってくると当然、生産の基盤が崩れてしまいますので、やはり

お客様に安心してごはんを召し上がっていただくことができなくなってしまう。これは何

とかしていかなくてはならないと考えております。

２番目に、昨年は特に食の安全性が根底から揺るがされるような事件がありました。大

きく分けると中国産のギョウザ問題、それから事故米、中国産の乳原料にメラニン混入の

３つと考えております。私は会社の中で食材のリスク対策責任者を仰せつかっております

ので、何か事件が起きると会社で取り扱っているすべての食材についてスクリーンをかけ

ます。特にギョウザ事件のときはまだそういう体制ができていなくて、報道があってから

慌てて、十数名のスタッフが徹夜でその日のうちにすべて確認をし、翌日のお昼にお客様

に対して、当レストランの食事は安心して召し上がってくださいという安全宣言を出した

ということでございます。

もちろん、同じようなことがたびたびありましたので、最後の方は弊社の扱う食材だけ

ではなくて、日本全国でその土地で直接調達しているものも含めて、原材料の原産地、配

合、それから生産工場、生産者、トレーサビリティできているのかどうかを克明に追える

ような仕組みがある程度まではできております。自社で扱っている食材についてはそれが

できるようにしようと、やはりお客様への安全宣言、説明責任というのは食卓を挟んで目

の前にいる全従業員が負っておりますので、それはきちっとしなくてはいけないというこ

とでございます。

３番目として地産地消。これは農水省・文科省の推奨とは別の次元で、私どものクライ

アントである企業の内部から、自分のところの食堂でもやりたいという要望が出てきてお

りまして対応しております。固有名詞は申し上げられませんが、弊社が食事を提供してい
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るある企業では、農水省主催のメニューコンテストで審査委員特別賞をいただいたと伺っ

ております。この地産地消も東京・大阪・神奈川等の都市部を除けば実現の難易度はぐっ

と下がりまして、そういう意味では日本国内でも地域によっては自給率100％に近いとこ

ろもあるわけです。したがって、流通の問題を含めて、場所によってはちょっとした工夫

で出来るのではないかなというふうに考えております。

グリーンハウスは、日本フードサービス協会に所属しておりまして、協会主催の産地見

学会ということで秋田・山形・長野・岐阜・鳥取等々現地訪問し、経済連とか生産者等々

と試食を交えて直接交流をする機会があります。今は大体年に５回ぐらい開催されており

ます。やはり最大のポイントは産地生産者の方ができ上がった産物をどう売るか、どう流

通するかではなくて、お客様に喜ばれるメニューとして外食企業が使うためにどういうふ

うに産物を作り込むことができるか、この点にかかっていると思います。当然、生産者と

直接交渉の場では圃場での歩留まり、収穫した作物を100％近く使えるようなその仕組み

がポイントになってくると思います。

最後にちょっとだけ生意気なことも言わせていただきます。農業というのは、単体で生

鮮品を流通するだけではなくて、食品加工業とのコラボというのが非常に大切なポイント

だというふうに認識をしております。以前の仕事の関係で北海道にスイートコーンの缶詰

を調達しに行っていましたが、当時17社あった製造会社は今幾つ残っているでしょうか、

これは日本の農業が負けたというよりも日本の食品加工業が負けたというような気がして

なりません。経済原則に従って、アメリカなりオーストラリアなりニュージーランドなり、

国産よりも安く買えるところに原材料の調達にまいりましたが、やはり農業の規模という

よりも、農作物を加工するシステム、こちらの進み方というのが全然日本と比較にならな

かったですね。日本の製造メーカーも、ハーベスターですとかハスカーですとか、あるい

はコンティニエンスクッカーといった、スイートコーン缶詰を作るためのいろんな機械を

使っていましたが、日本製は１台もありませんでした。アメリカ製とかドイツ製とかです。

その点でなぜ日本が勝てないのか、自動車は大事ですけれども、やはり農業・環境関連

事業というのはこれからもっと大切になるだろうと、食品加工工学というのでしょうか、

それから食品加工機械、この技術革新にはやはり国として取り組むべきではないかなと。

人材育成、研究開発に予算を多く割いて、もちろん品種改良ですとか土壌改善等も必要で

すけれども、やはり日本の優秀な科学力、技術力を前面に出した形でこの狭い国土の中で

工夫した農業をやっていかないと、そしてそれを直接加工業に結びつける形で消費者に対
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して提供していかないと海外には勝てないのではないか。輸入を控えて自給率を上げるだ

けではなくて、いざとなれば輸出が可能というぐらいの高い目標を持って技術革新に取り

組んでいくことで、初めて農業の再生に一歩近づけるのではないかというふうに考えます。

以上でございます。

○針原チーム長 ありがとうございました。最後に福田様、よろしくお願いいたします。

○福田アイスクウェア代表取締役社長 アイスクウェアの福田でございます。私どもの会

社は伊藤忠商事が95％の出資で、残りの５％が農業法人さんの出資をいただいて構成され

ている会社です。実はグリーンハウスさんもお客様でございまして、うちはほとんど国産

の野菜を卸売させていただいております。ほとんどが生鮮の野菜ということで産地から8

0％、市場調達が20％で、ほとんどが国産の生産者から直接契約で納めさせているという

そういう構造の会社でございます。

私自身はずっと輸入の青果物を取り扱ってきた関係がありまして、今ここで国産の話と

いうのは、今までやってきた経験からすると非常に経済原則だけではない形で取り組まな

いといかんというように私自身は今考えております。といいますのは、今の日本の農業の

話をしていきますときに、必ずしも農業の生産性だけで話をするのではなくて日本の農業

が生み出しているものは農産物だけではないという、むしろ自然環境ですとか景観ですと

か、空気、水すべて合わせたものが農業の産物なんだということを改めて思っております。

アメリカで農業関係をずっと見ておりましたけれども、やはりずっと略奪的な農業でござ

いましたし、日本の環境をこのまま維持していくことの方がはるかに幸せなんだというこ

とを踏まえて、少し日本の農業をどういう形で維持していけるのかという観点からお話を

させていただければと思います。

先ほど国産の農業で直接生産者から買って、私どものセンターに入れて、そしてお客様

のお店乃至はセンターに直接に届けるという仕組みで取引をさせてもらっておりますが、

昨今安全性の確保という問題が我々だけではなくて生産者の方にも、はっきり言えばかな

り負担になっております。もちろんこれはやらなければならないことではありますけれど

も、特に野菜の防除暦をすべての商品にくっつけてお出しするというようなこと、私ども

は生産者に対して、いつでも24時間以内に要求がありましたら出していただくようにお願

いをして、それで取引を進めております。ただ、私ども１社ですと負担がどんどん高くな

っております。この当たりを安全管理についてこれからは有利販売のための仕組みではな

くて、むしろどんどん標準化というか、みんなが当たり前に装備しないといけない安全管
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理システムというのが必要になっているわけですから。

実はここの部分は、例えば生産履歴システム等については何とか非常に安い値段でシス

テム開発をして、きょう住友化学さんがそういうシステムを無償提供して農家に渡してい

くという、あれを見て非常に、これをやるべきなんだというふうに感じました。ただ、そ

れを１社で囲い込むのではなくて全員が共通して使っていけるような生産履歴システムを

供給してもらえば、これは非常に野菜農家にとっては助かることなのではないかと思いま

す。というのは、防除暦というのは都道府県ごとによってすべて違います。肥料の施肥基

準も各都道府県で全部決まっております。この当たりを全部そろえてスクリーニングして

私どもが出している防除暦あるいは施肥基準が正しいものなのかどうかというのは、これ

は点検するというのは非常に膨大な仕事ですので、その当たりは共通化ができればありが

たいと思います。

さらにもう一つ、広域リレーという形で私どもが取り引きさせてもらっていますのは各

地の農業法人さんでございます。もちろん、これは農協さんも含めてそうなんですが、日

本の産地というのは非常に分断されております。一つの野菜ができてきてせいぜい３週間

から４週間ぐらいしかその産地は続きません。年間供給していこうと思うと幾つかの産地

をリレーして供給をしていく必要があるわけですが、各地の農業法人乃至は農協さんも含

めて生産の設備あるいは物流の設備については、農業補助金をいただいて各地で整備され

ております。ただ、残念なことに広域で移動することができない。いろんなところで同じ

ものが重なって使われています。我々としてはできることであればこういう農業設備がア

メリカ並みに移動してもそのまま使えるような補助金のあり方というのをひとつ考えてい

ただければなというふうに思います。

あと、私どもは今加工用業務用の野菜の拡大という形で、業界を挙げてどういう形で国

産野菜の拡大ができるかという課題に取り組んでおりますが、その中で日本の農業法人も

単協も含めまして、実は買い手側と比べると非常に力の弱い存在でございます。非常に大

きな農協さんも含めてやっぱり力の弱い存在でございます。契約取引というものをこの先、

我々としても農業の安定のために進めていかないといかんというふうに思っていますが、

そのためには高い価格での取引を望んでいるのではなくて、安くても安定的な価格取引と

いうのがこの先の農業の安定化のためには必要になってまいります。このために契約取引

というのを推進しておりますが、ぜひ買い手の方々にこの契約取引のフェアな運用をぜひ

お願いしたい。すみません、グリーンハウスさん。グリーンハウスさんのことを指してい
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るわけではありませんが、ぜひ、生産者が安定して生産できるようなタイプの契約取引を

ぜひお願いしたい。これは中間流通業でこういう発言をするのもおかしいのですが、今中

間流通業が一部そういうリスクを完全に吸収しながら運営をさせてもらっているので、今

こういう形で発言をさせていただきました。

私の方は自分の実務の方から感じたことを３点申し上げました。どうもありがとうござ

います。

○針原チーム長 ありがとうございました。さまざまなお立場から貴重なご意見をうかが

いました。これから自由な討議、ご質疑に入りたいと思います。どなたからでもよろしく

お願いいたします。

では、鈴木先生、よろしくお願いいたします。

○鈴木委員 大変貴重なお話をありがとうございました。まず一点目は、直接支払いのよ

うなものの充実という点についてでございますが、阿南さんからもできる限り貧しい人に

も最低限の食を確保できるようにという視点もございましたが、供給サイドとしましても

消費者の皆さんに可能な限り安く提供するという努力は、これしなければいけないわけで、

それはコストダウンによってもできますし、あるいは先ほどもお話があったように関税が

下がることで輸入品が安く入ってくるというような形もあるかと思いますが、その一方で

生産者の再生産が非常に難しくなるというようなことになりますと供給が確保できなくな

ると。

そういうことで消費者の皆さんにできる限り安価に提供しつつ、生産者の皆さんには再

生産が最低限可能なセーフティネットが確保できるようにというような体制を考えますと、

支払いの基準といいますか根拠は明確にしつつ、直接支払い部分を充実していくというよ

うな方向が出てくるのかということで、それについてはそういう考え方でよろしいでしょ

うかということです。

その場合に直接支払いといいましてもいろんなタイプがございますが、それは不足払い

型、ある何らかの目標価格のようなものがあって、それが何とか生産者の皆さんに見える

ような形になっていないと、前回も米価がどこまで下がるかわからないという話がござい

ましたけれども、そういう点に対応するようなものとか、あるいは固定支払いのような形

で何かが上乗せで乗っているだけですね、あるいは収入変動をならすというような形のも

のもございますが、後ろの２つでございますと要するに市場価格が下がりますと、だんだ

んに一緒に下がっていくという生産のサイドからすると見通しが立たないというような見
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方もあるかと思います。そのような点で直接支払いを充実するという場合に、その中身、

どのような直接支払いがいいのかという点について、もしお考えがあれば阿南さんと加藤

さんの方から、どなたでも結構ですけれども。

それからもう一点は、先ほど減反見直しについて強い要望があるというようなご意見を

お二人からうかがいました。具体的にその内容なのですが、ご案内のとおり、今、水田フ

ル活用ということで、水田の４割もお米の生産を抑制しているのは、これは米危機の経験

からしてももったいないし、日本が不測の事態にお米で急場をしのぐためにも、できるだ

け水田にお米をつくるような体制にもっていきたいと、その場合に主食用がたくさん増え

るすぎますと困りますから、いわゆる米粉（コメコ）とかエサ米とかバイオ燃料米とか、

あるいは援助米等も含め用途を十分に開発して、それが回るような必要な差額補てんを拡

充していくことで、できる限り水田でお米をつくれるようにしていこうというような政策

は既に方向性は出ているわけです。

このような方向性は、現在も一応あるわけですけれども、さらに見直すということはも

う少し今の主食用に対する割当てそのものをなくすといいますか、そういう方向をおっし

ゃっているのか、あるいは割当て外につくる部分を自由にしていくとか、今もし具体的な

お考えがあればその点についても教えていただきたい。

もしその点がまだ十分に具体的にはおありでなければ、消費者サイドの皆さんも参加し

て農政について考えていくということが重要であるということをご指摘いただいたわけで

すので、ぜひ消費者サイド、需要者サイドから見た米の生産調整のあり方というものにつ

いて、政策提案をいただくというぐらいの、そんな方向で具体的なものをさらに出してい

っていただけるとありがたいかなということも考えましたので、お願いできればと思いま

す。

○針原チーム長 どうでしょうか。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 では、私から。鈴木先生のように詳しく直接支払

いにどういうタイプがあるのかということは、私はまだよく把握していないのですが、私

は必要な補助というのは重要だと思っています。消費者はできるだけ安く買いたいですし、

多様な品ぞろえがあった方がいいと思います。そして多様な価格帯があって選びやすいと

いうことが、もっと促進される必要があると思います。補助がないからもう生産ができな

い、再生産ができないというのでは困るわけで、消費者だってそれくらいのことはわかり

ますので。
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では、一体それがどのくらいの金額、例えばどれくらいのものが必要なのか、どうした

らそれを補てんすることができて再生産が可能になるのか、というあたりがもっとクリア

に説明されて、納得するということが何よりも大事じゃないかと思っています。お米の価

格は低下した時に、それを政府として維持するための政策がとられてきたのですけれども、

その辺は十分説明がされていないと思うんですよね。それをはっきりと説明していただき

たい。これこれこうなんだということを言っていただきたいと思っています。

それと減反の見直しの方向性ですが、これから食料が不足していくというふうなときに、

なぜそんなに休耕田を放っておくのかと、それはだれでもそう思っていると思うのです。

つくればいいじゃないかと。ただ、国民があまりお米を食べなくなってきているというの

は事実だと思いますが。そこで米粉だとか、飼料米だとか、今いろいろな努力をされてい

ますが、そういうところをちゃんと明確にして、有効に活用していくことが必要ではない

かと思います。それと生産調整は、価格を一定程度高い価格にとめておくためのものです

よね。ですから、消費者がもっと安く購入できるお米もつくってもらうためには、そこが

使われるとよりいいと思います。今のお米の価格は安いと思う消費者もいれば、高くて買

えないという消費者も現実にいます。ですからそこは安いお米もちゃんと購入できるよう

に休耕田を利用するということも、考えてもらう必要があると思います。

○針原チーム長 加藤さん、何かありますか。

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 減反をやめれば米価も下がるだろうと考え

ますし、これだけ厳しい経済情勢の中で多くの消費者が安心してお米を買える状況をつく

っていくということは、とても大事なのだろうというふうに考えております。

次に、減反を廃止した場合に農家所得への影響とか、その緩和のあり方を含めて検討が

必要だと考えております。休耕田がふえ続け、田畑山林が荒れていくという現状について

多くの人が危機感を持っております。そういう観点からも休耕田を減らして自給率を引き

上げていく方向性を見いだしていければと考えております。

農家への財政からの所得保障についておたずねしたかったのは、諸外国では公平性です

とか透明性だとか、それから生産者の方のインセンティブみたいなことも含めてどのよう

な所得補償政策がとられているのか存じ上げませんので教えていただけたら幸いです。

それからトータルで消費者の負担が同じだとした場合に、農産物の高い価格維持と比較

すると農家への財政からの所得保証制というのは、低所得の消費者に対する負担が少ない

というメリットがあるのかなと思いますので、自給率の引き上げ策とあわせてその当たり
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も検討すべきなのだろうというふうに考えております。

○針原チーム長 ありがとうございました。品川さん、付け加えて何かありますか。

○品川日本生活協同組合連合会専務理事 私も直接支払いの方式について、具体的にこう

という意見は持ち合わせておりませんが、直接支払いのときのポイントというのは二つあ

ると私自身思っています。一つは、やはり意欲ある担い手をきちんと確保し、日本の農業

が産業として成り立つという方向をどう実現していくのかということでの経営支援策必要

なのだろうということです。

それからもう一つは、どなたかも発言なさっていましたけれども、農業というのが食料

政策ということだけでなしに、環境保全を含めた多様な機能を持っているのだというご指

摘に関してです。農業であればこれまたすべて環境保全かというと、農業によって環境保

全型でいろんな努力をなさっている農業と、それから中山間地域というふうな問題もあり

ということですので、そういう意味では、機能に応じて必要な機能を確保し、支援するた

めの直接支払い方式を組み合わせていくことかというふうに思っております。

○針原チーム長 ありがとうございました。では、石黒さんどうぞ。

○石黒経済産業省大臣官房審議官 すみません、今の鈴木先生のご質問に関連する話、私

の方でちょっとお話をうかがっていて平吹さんと福田さんに実はお聞きしたいなと思った

ことがございます。それはきょう５人の方々のお話の中で、ひとつ共通したメッセージに

技術革新といったようなことがあったと思うのです。実際に私もどちらかといえば経済産

業という分野でやっていまして、それから今農水省さんと一緒に農商工連携みたいなこと

をやっていますけれども、平吹さんがおっしゃったみたいに食品加工はどこから手をつけ

ていくかとか、そういったようなことが非常に大事だということについては全く共感する

わけです。

ただ、私実はこの農商工連携だとかこういったものに取りくみながら、逆にどこまで消

費者が国産品に対して価格プレミアをつけるのだろうかというのが、実は前々から私の一

つの疑問点でありまして、それが今のお話に関連していると思ってお聞きするのですけれ

ども、要するに消費者というのは国産品とか安全とかいうものに対して、一体いかほどプ

レミアムをつけて金を払うのだろうと、それは平吹さんとか福田さんが、例えば福田さん

なんかは輸入青果もやっておられたのである意味ではものすごく価格差があることはご存

じのとおりだと思うのですけれども、実際にどこまでの価格差だったら消費者というのは

ちゃんとお金を払うのかどうか。それから平吹さんの方も多分いろんなレストランだとか
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チェーンだとかで、多分もうピンからキリまで価格帯もあるでしょうし、それから作物に

よって全く違うのだとは思います。さはさりながら実感として実際に食品流通とかあるい

は実際にそういった外食産業をやっておられて消費者は本当にどれほどプレミアム払うの

だろうかと、安全・安心について今現在ですね。そこら辺について何か実感がおありにな

ればちょっと教えていただければなと思うのです。

○平吹グリーンハウス執行役員商品本部副本部長 食事の場というのは当然のことながら、

「ハレ」の動機と「ケ」の動機がございます。「ケ」の動機、つまり機能食として食べる

場合は、少なくとも私の経験した中ではお客様はプレミアムを払いません。安いというこ

とはそれだけで一つの重要なセールスプロモーションになっております。かつて、ほうれ

ん草ソテーというものを、月に1,000万食ぐらいメニューで売っておりました。一皿200円、

ほうれん草のソテーは固形で150グラム使用、生鮮流通のほうれん草ではとても実現でき

ません。冷凍で大量生産をした過程の中で安価に調達できたから、一皿200円のほうれん

草ソテーが十分に儲かって売れたのでしょう。お客様は安いということに納得して選んで

いただけたと思います。ですから「ケ」の動機のときに何か機能的にものを食べたいとき

にはプレミアムを払いません。

ただ、最初に申し上げましたように「ハレ」の動機というのも当然ございますから、き

ょうはちょっといつもと違ったおしゃれな雰囲気で、おしゃれな場所でちょっとおいしい

ものを食べたいといった時には、実は産地にものすごくこだわります。ですから国産とい

う言葉には微妙に反応して「ハレ」動機のときには十分プレミアムを払っていただける。

お客様は常に進化をしていて使い分けをしているということですから、安さを追及した機

能食だけでいいというわけでもございませんし、だからといって年がら年中高い価格でも

我慢していただけるかというとそうでもないということです。あとはその割合かなという

ふうに認識をしております。ですからメニューのネーミングも結構大事かもしれませんね。

○中村委員 ちょっといいですか、関連で。

○針原チーム長 福田さん、何か付け加えてございますか。

○福田アイスクウェア代表取締役社長 では、先にちょっとすみません。小売の段階では

もう完全に国産プレミアムというのははっきり出ておりまして、実際に私どもがもう十数

年前に取り扱っていたしいたけですね、生しいたけはもうほとんど小売の場からは消えて

しまいました。ただ、形をかえて加工食品になったら余り気にしない。これもグリーンハ

ウスさんの前で何ですけれども、メニューになったら割合わからない。ところが小売は原
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産地表示が義務づけられておりますから、そこの部分で国産プレミアムというのははっき

り出てくるということです。それはもう実際二、三割どころか、ニンニクに至っては４倍

ですとかそういう特殊なものでいうと、ものすごく内外価格差というのはございます。そ

れが国産プレミアムが補助対象とみなされるのはちょっと心外だろうとは思いますけれど

も。

○針原チーム長 では、中村先生お願いします。

○中村委員 割合大事なテーマだと思うので、少し関連して私も伺いたいと思うのですけ

れども、消費者がどこまで負担をするのかというのは、今度は加藤さんでも阿南さんでも

どちらでもいいのですけれども、つまり自給率を引き上げるということを皆さんおっしゃ

いますけれども、そのこととそれからコストがどうかということが一緒に提示されないと、

私はやっぱり……ただ、観念的にいうのはだれだって言えますから。そのことが一体どう

いうふうに消費者の方々がとらえているのかということを、ちょっと知りたいんですよね。

それはなぜかというと、ようやくこの間、加藤さんがごく最近幾つかの団体に声をかけて、

このアンケートをとられたということは聞きましたけれども、でも恐らくその方々はどこ

までそれを本当に自分たちもある程度は身を削っても、それから国の予算の中で、じゃあ、

どういうふうにその中でそれを使って、自分たちは自給率の引き上げということを希望す

るのかということをちょっと聞きたいのです。

先ほど阿南さんは安いものということも言いましたけれども、先ほどのお話をうかがっ

ていて、もちろん何もけちをつけるようなところもなく立派なことなんですけれども、こ

れまでの農政は一体何だったのかというような、つまり安全・安心だけではなくてそうい

う視点というか、私はそういうのがもうちょっとあってもよかったのではないかと思うの

です。

例えば米などについても米は大事ですよ、大事だから全然かまわないんですけれども、

例えばせっかく新しい食糧法というのがもう動き出しているにもかかわらず、一昨年の例

でいえば三十何万トンとにかく余計につくり過ぎちゃったから、それは全部国が買えと、

それはもう行政の判断ではなくてこれは政治主導だと、それは行政金出せよというような

ことを何年も、時代がさかのぼったようなそういうようなことを平気でやってのけて、そ

ういうことに対する消費者の方々の気持ちというか、そういうようなのをもうちょっと端

的に出た方がいいんじゃないかなという気はするんですよね。安全なものというのは必要

なことだとか、表示をきちんとするはあたり前のことであって、そんなことは言ってみれ



- 22 -

ばちょっときれいごと過ぎるのではないかと私はちょっと思うのですが……。

（「そう思っているかどうかわからない」の声あり）

○中村委員 何かちょっと私はけしかけるようにわざと言っているのですけれども。

（笑）議論になるように言っているのですけれども、ちょっとご意見があったら聞かせて

いただきたいと思います。

○針原チーム長 いかがでしょうか。

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 その自給率引き上げとコスト負担の話です

けれども、全地婦連で各都道府県の代表者を集めて全国大会を年一回いたします。昨年は

10月に山口で開催いたしまして約千五、六百人集まるわけですけれども、その人たちに例

えば多少高くても買うか買わないかみたいなこともアンケートでたずねましたところ、多

少負担をしてでも買い支えていきたいと答えている人も７割程度いました。地域の婦人会

というのは郷土料理だとか伝統料理などを自分たちでつくって継承していく取組みもして

いるような人たちですので、地産地消、自給率問題に対する認識は、観念的というのは少

し違うと見ております。

環境にやさしい商品を消費者は本当につくったときに買うのかとメーカー、小売の方々

からも言われたのですけれども、出始めのころは高くても、やはりそこを買い支えてでも

環境にやさしい商品の市場を拡大していくのだというような思いというのはかなり強くて、

その思いに支えられて今日いろんな環境にやさしい商品の市場占有率が高くなってきたと

思いますので、その自給率も引き上げの話とコスト負担問題は、農業予算や、農産物価格

形成の透明性、説明責任が果たされていけば、消費者の理解は得られていく問題だと理解

しています。

○大泉委員 よろしいですか。

○針原チーム長 では、大泉先生どうぞ。

○大泉委員 先ほどの国産プレミアムですけれども、確かに国産農産物でまだまだ福田さ

んおっしゃったようにプレミアはあるのだろうと思うんですね、外食産業になったらこれ

はどうなるかわからないところはあるのですが。思うにそれで90年代後半から農村女性の

ビジネス、企業、社長がどんどんふえていって、平成９年に4,000ぐらいだったのが14年

には8,000ぐらいになって、その後伸び悩むんですね。これはどうしてかといったらやっ

ぱり国産ものに対して、あるいは田舎のもの、地産地消だとかいったものに対する消費者

ニーズがあって、それがなりゆきでどんどんふえていったのだろうけれども、しかしその
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あと、農村の中にそれをちゃんとしたマーケティングに結びつけるようなシステムがなか

ったものだからそのほとんどが赤字になったりして、今１万ぐらいで伸び悩んでいるんで

すね。せっかくそういう市場がありながら経営展開ができていないというのが恐らく今の

状況だろうと思うのです。

そうしたことは自給率だとか何かときょうの議論とも関係することで、私きょう比較的

意識として接点が多いなというふうな、近い接点があるなというふうに思ったのですが、

とりわけ日生協で出されている「食卓から考える40％」ですが、これ非常にいい資料だっ

たというふうに思いますが、６ページで食料自給率がなぜ低下したのかというところで、

日本農業の生産体制が消費者ニーズの変化に対応できなかったからだというふうなことを

明確に言っているんですね。要するに担い手が弱体化していったことが原因ですよ、消費

対応ができなかったことが原因ですよということを言っていて、そのあとの17ページで

「コメの政策は、どうなっているの？」というところがあるのですが、ここはちょっと…

…私がおうかがいしたことの一つはここなんですけれども。

消費者団体のお三方のどこに注目をしながらお話をうかがったかというと、担い手に対

する国民参加をどの程度考えられているのかということと、それから生産調整に関してど

ういう意識を持たれているのかという２点に注目していたのですが、阿南さんのところは

国民参加をすべきだということで、いろんな人たちがもうオープンに農業をやらせろよと

いう話がありますし、生産調整は見直しだというふうなことがありまして明確なのですが、

加藤さんのところは農業に対する参入に関してはどういったスタンスなのかということを

おうかがいしたいのと、生産調整は見直しだというのが先ほどありました。

日生協の方は、国民が参加することに関しては非常に前向きですよね。ですから農家だ

けではなくてという話ですが、生産調整に関しては先ほどの17ページなのですが、全国一

律に生産調整が行われたため、生産現場に閉塞感をもたらした。こうしたことが多分担い

手の減少につながったのだというふうな脈絡だろうというふうに思うのですが、その次の

行で、「現在は、生産者が主体的に経営判断できるシステムへ移行しており、2004年の改

正食糧法では価格を含めたコメ流通の自由化が進みました。このようにコメ政策は生産者

に安定した所得をもたらす方向への偏りから、需給実勢を反映しやすい方向になりまし

た。」こういうふうに書かれているのですが、これは願望なのかあるいは現在そうなって

いるという認識なのか、これをさせなかったのが実は中村さん先ほど誘導尋問をされてい

たけれども、まさに政治なわけですよね、こうした生産調整方式があったらやっぱり贊成
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するというふうにお考えになられているのかどうかということを、日生協にはおうかがい

したい。その２点なんですけれどもね。

○針原チーム長 では、加藤さんからよろしくお願いします。

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 確認ですが、国民の参加の国民といった場

合には株式会社も含めて考えるということでよろしいでしょうか。

○大泉委員 もうすべてですね、農家以外のすべてが。で、農家しか今できないわけです

から。

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 国民参加はその通りだと思います。ただし、

株式会社の農業参入については、一点その株式会社の農業への参入については、農業とい

うのは国土ですとか自然環境ですとかそういう保護の観点から中長期的な視点に立って考

えていく必要があるのだろうと考えておりますので、営利優先の株式会社では儲からなけ

ればすぐに撤退という懸念もございますので、慎重に検討する必要があると考えておりま

す。

○大泉委員 儲からなくても粘り強くやるというのは、やっぱりいいことというふうにお

考えですか、ちょっと変な質問かもしれませんけれども。（笑）

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 難しいのですが、ポイントはすぐに撤退さ

れたりしないかという点にあります。

○大泉委員 いや、じゃあ、結構です。

○針原チーム長 品川さん、どうぞよろしくお願いします。

○品川日本生活協同組合連合会専務理事 ご指摘いただいていますように、私ども、農地

の所有の問題を含めて新たな農業担い手の参入というのは、やっぱり広く門戸を開放され

るべきだというふうに思っています、それを促進する必要があるだろうと。それから今株

式会社の問題についてのご発言もありましたけれども、一方では株式会社は認めないとい

うふうな、今の農地所有の構造のもとでも、現実問題としては農地の転用というのはどん

どん進み、休耕地がふえているという現実が進んでいるわけですよね。

そういう点では転用規制等のあり方についても、きちんと見直しをしながら、そういう

ことの処置を取りつつ、ある意味では株式会社等に制限をつくるということではなくて、

担い手をきちんと確保できるということを担保するような仕組みで、参入の道を大きく広

げていくということもありうるのではなかろうかというふうに思っています。それから大

泉先生、ご指摘の私どものパンフレットの17ページは、ご指摘のようにちょっと言い過ぎ
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たと思いながら書いています。ただ、2004年の食糧法改正等によって、従来よりも若干直

接消費者への販売等の道が開かれたことも事実で、そういう方向がきちんと確保される方

向で進んでいく必要があるであろうというふうな思いを含めて書いているところだという

ことでございます。

○大泉委員 つまり、需給実勢を反映するような生産調整政策にかえた方がいいというこ

とですね。

○品川日本生活協同組合連合会専務理事 はい。

○大泉委員 わかりました。

○針原チーム長 どうでしょうか。では、迫田さんどうぞ。

○迫田財務省主計局総務課長 幾つかおたずねをしたいことがあるのですけれども、加藤

さんにおたずねをしたいと思います。 品川さんの資料の中で自給率についていろんな切

り口があってというお話があって、非常に適切な問題提起だろうと思うのですが、加藤さ

んのお話の中で自給率が今は非常に低くて引き上げるべきだというふうな感じでおっしゃ

ったと思うのですけれども、ここではカロリーベースの自給率のお話をした。今の40％は

低いと、幾らなら安心なのかということですよね、一番わかりやすいのは100％というこ

とだろうと思いますけれども、恐らく100％というのは、今の日本人の食生活を前提にす

ると難しいのだろうと思うのです。そうすると40をとりあえず50にするというのが目標と

して、40と50で非常に安心感というのは変わるものなのでしょうか。まず、これをおたず

ねしたいと思います。

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 40が50になったから安心するかというと、

自給率向上の観点で歓迎しても、それですぐ安心するという数字ではないと理解しており

ます。

○迫田財務省主計局総務課長 それはそれで結構です。それ以上何か申し上げるつもりは

ないのですが。

阿南さんにちょっと幾つか、書いておられるレジメに私ども異論があるわけでもないの

ですけれども、ちょっと教えていただきたいことが幾つかあります。２番の「消費者を日

本の農業のパートナーとしてとらえる」という部分がございますね、それの最初のところ

で生産サイドの都合による供給を、需要を反映した生産にすべきだということだと思うの

ですけれども、要するに需要を反映した生産になっていないというふうにお感じになって

いる具体的な品目とか、こういう事象をとらえてこういう主張をしているのであるという
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ふうな部分が何かおありでしたら、お聞かせをいただきたいと思います。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 例えば野菜を市場に出荷する場合、規格が厳しく

決められていて、キュウリなら真っすぐなキュウリをそろえて市場に出すというふうなこ

とですね。で、消費者が望むからそうするのだとずっと言われ続けているのですけれども、

本当にそうなのかと。箱に詰める都合でまっすぐなキュウリが規格として決められ、それ

が店頭に並べられていれば、消費者は当然買いますよね、それは本当に消費者が望むから

そうしているのかと、それでもって高くしているわけじゃないですか。やっぱりそういう

のはおかしいんじゃないかと思います。

○迫田財務省主計局総務課長 もし需要と供給で価格なるものがついているとすれば、ひ

ん曲がっていても安ければそれが欲しいんだということであれば、どっかでそういうルー

トは出てきそうな気がします、どっかで国家が介入していない限りですね。それが現実に

実現しないというのはなぜなんですか。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 いや、生協のお店なんかは曲がっている方がよく

売れていますよ、今はファーマーズマーケットというところもあって、そこではちゃんと

売れています。

○迫田財務省主計局総務課長 ということは、おっしゃっている意味は生産者がつくった

いろんなものがあるのだけれども、それはスーパーなんかに行けばそういう整ったものが

それなりに高い価格であったり、曲がったものが別のところで安い価格で供給されている

ということでいうと、トータルでとられるそれなりに適正な価格で供給されているという

ことですか。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 適正な？

○迫田財務省主計局総務課長 価格でですね。いや、スーパーに行ったら曲がったものが

ないということをおっしゃっているのであって、サンマツマーケットに行けばもっと安く

て曲がったものがあるということであれば、それは消費者が選べるということですよね、

どこか供給サイドの土地のルートで何か断絶されていることではないということになりま

せんか。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 まあ、そうですね。一つの例として挙げたんです

けれども。

○迫田財務省主計局総務課長 ええ、すみません。それからもう一つおうかがいしたいの

は、この一番下の「行政の役割を明確にする」というところなんですけれども、「多様な
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質と価格帯をそろえて」というのがありますね、私も休みの日には家族のリクエストに応

じて料理をすることが多いものですから、いろいろスーパーを買い回ってなるべく安いも

のを買おうとしているのですけれども。仮にこれはお米を例にとっておられるとすると、

かなり米ってスーパーなどで買うときの価格についても今でも相当ばらつきがあって、同

じコシヒカリでも何県産ということで全然価格が違ったりしていますよね、これ以上に、

今以上にもっとバラエティーがあった方がいいという、そういうお考えなんですか。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 そういう考えです。例えば一つのブランドであっ

ても、お米の生産ですからちゃんとした形の粒のそろったものだけでというわけではない

ですよね。必ず半端なものが出るわけじゃないですか。そういうものはそういうものでち

ゃんとそれだけの品質なんだ、価値なんだということで、それに見合った価格をつけて売

るということは可能だと思うんですよね。ですから、そういう意味でいうと、お米はそう

ですよね。例えば直播栽培でコストを低減して、そんなにコシヒカリほどに質は高くなく

ても低い価格で提供できるとなれば、それもそろえた方がいいんじゃないかと思います。

そうすればもっと価格帯が広がって本当に低所得者の人たちも十分にお米を買える状況に

なると思うんですよね。

○迫田財務省主計局総務課長 その議論はさっきの議論と実はほとんど相似形でして、も

し流通にどっか阻害要因がないとすれば、そういうものを求める人たちがいれば、どっか

で需要と供給の価格でマッチングをして、どっかに行けばそういうものが売っているとい

うようなことになるのではないかというふうに私は思いますけれども、それは感想めいた

ことでして。

ただ、阿南さんおっしゃっている貧しい人でもというのは、どのレベルのことをお考え

なのかちょっとよくわかりませんけれども、恐らく生産者が一定のコストをかけて売る以

上、一定価格以上に下がるということは普通あり得ないわけで、それでもやっぱり本当に

お米みたいなものが一般国民に行き渡らない部分があるとすれば、ある意味では社会保障

政策の世界なのかもしれないというふうに私は思います。

それから若干感想めいた話ということで、先ほど中村先生がおっしゃったことについて

触発されて若干感想めいたことを申し上げますが、品川さんのおっしゃっているレジメの

中で消費者負担と納税者負担という話が出ていて、恐らく政策のカテゴリーというのはこ

ういうふうに対立はできるのだろうと思うのですけれども、消費者負担というのは非常に

わかりやすい世界で、関税が非常に高ければ価格が上がるとそれを買うときに、消費者一



- 28 -

人一人が肌身で感じるということで非常にダイレクトな話だろうと思うんですね。

一方、納税者負担という話は非常にわかりにくい部分が実はあって、国の予算あるいは

地方も含めてでしょうけれども、そういう予算で、国の予算で言ったら八十何兆の世界の

一部分が農業に投じられていて、しかもその部分のどれが米に当たっているかという話は

非常にわかりにくい世界になりますね、それを特定財源をボンと持ってきて、これで新た

に国民に負担をしてもらうから、これで関税で負担した分のかわりなんですよという話に

ならない限り、恐らく非常にわかりにくい世界になるのだろうというふうに思います。ま

してやここは国の財政の話をする場ではありませんけれども、これだけの借金を抱えた財

政でやっていると、新たな負担を納税者負担でというふうなときに、それは結局どこで負

担されているのかというのは非常にわかりにくい世界で、場合によっては赤字国債で将来

世代に負担を押しつけているという、現世代が負担すらしていないというそういうふうな

ことだってあり得るのだろうと思うんですね。

これは別にお答えを求めているわけでは全然なくて、恐らく政策のカテゴリーという話

でいうと、消費者負担、納税者負担という一つのカテゴリーで考えていくというのはまっ

とうなアプローチだと思いますし、直接支払いというふうな生産手法があるのも事実だろ

うと思いますけれども、なかなかそう簡単に事が割り切れない世界が実は現実論としてあ

るのだろうなというふうなことを、これは感想としてちょっと申し上げておきたいと思い

ます。

○針原チーム長 では、梅溪さんどうぞ。

○梅溪内閣府大臣官房審議官 いろいろお話ありがとうございます。私は平吹さんと福田

さんのお二人におうかがいしたいです。

農商工連携がいわば農業をさらに発展させていく上での切り口としていろいろ検討が進

んでおります。おうかがいしたい質問は、これまでのご活動の中で、こういう農家とはも

っと取引を深めたいと、あるいはこういう農家とはもう取引はやめようとか、実際に農業

をやっていらっしゃる中で関係をこういうふうに深めたいという農家のタイプとか、現実

や過去の事例、ご経験とか、そういうものがあれば差し支えない範囲でおうかがいできれ

ばと思います。

といいますのは、前回ここでヒアリングをさせていただいたときに、農家の方によって

は売っているものが流通面での競争でデフレ的な状況に陥っていて非常に厳しいと、特に

野菜なんかは非常に安い値段で取引されてどんどん再生産が厳しくなっているというご指
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摘もありました。他方、農家の方ではＩＴを十分活用しながら自分たちで生きる道、売れ

る道をつくっているという努力もあるようです。そういうお話を聞く中であわせて、農商

工連携を深めていく中で、農家と取引を深めていく中で何かネックになっている規制があ

るとか、こういう制度上の問題があってここができないことがあるとか、そういうような

のもあればあわせておうかがいしたいと思います。

同じ文脈で３点目なんですけれども、やっぱり農商工連携を深めていくときは、どうし

てもイメージになるのは相手が定型的なものを大量につくっているというのが相手になる

ことが多いかと思うのですが、ただ、きょうのお話の中で平吹さんは地産地消にも取り組

んで、そういう少量生産の農産物なんかも対象にして事業を行っているというご説明があ

りました。やっぱり少量しかつくっていない、あるいはその地域特産のものがある、そう

いうものが果たして食品産業がいろいろ事業を行っていく上で対象になるのかどうかとか、

そういうものも含めて経験をおうかがいできればありがたいと思います。

○福田アイスクウェア代表取締役社長 今現実確かに野菜はここのところ安くなってまい

りました。２月の声を聞いてからいろんなものが安くなりました。農家の方は非常に大変

な状況になってきております。野菜自体もともと普通の天候が続くと豊作になるような生

産設計が行われていて、これでもともと国民への食糧供給を賄えるというような生産体系

の中に実はあるわけです。それをカバーするために捨てたときの補助金を出したりという

形でセーフティネットを下に張っているわけですが、野菜の生産額というのは、実はもう

既に３年か４年前に米の生産額を上回っております。２兆円の代で米が２兆円を切ったと

同時に野菜が２兆円を超えたという、そういう状況ですが、実際のところ野菜はそういう

産地補助金以外はほとんどなくて、ほとんど専業農家がつくってきていると。

きょうも「日本の農業」という中でもイメージは多分違うのだろうと思うのです。米の

稲作農家と野菜農家といったら実はかなりスタイルが違うといいますか、私はこんな農家

とはつき合いたくないという言い方は余りしませんけれども、もしもつき合うとすれば長

く、食の安全も含めたもので長く努力をしてもらえるところと。実は安全などというのは

一回限りの取引で実現できるものではなくて、長いことかけて少しずつ努力してもらいな

がら、環境保全にしても少しずつよくなっていくという方式で努力してもらっている農家、

もう１つは、その中で何とか事業として拡大をしていきたいと言われている農家を手助け

したいというふうに思っております。

最後の質問で言いますと、大量販売をやるというのは我々のビジネスとしては、差別化
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をして高いものを売るのではなくて、チェーン店で売れる程度の安価な野菜を大量に供給

してもらえる仕組みの方が好ましいと思っています。ただ、需要としては地域でそういう

特殊なものというものを販売していける仕組みというのは農家がこの先、地域農業が生き

残っていくカギになると。これはむしろ大事にしていきますし、外食産業もコンビニエン

スストアもむしろそういう地域特産のものを何とか取り入れていこうというのは、実際も

うそういうトレンドで動きつつあります。これで答えになったかと思います。

○平吹グリーンハウス執行役員商品本部副本部長 幾つか重なる部分もあるかもしれませ

んが、農家のタイプ、つき合いたい農家、つき合いたくない農家ということですけれども、

やはり前向きに品質の改善に取組み、それから施肥計画も含めてガラス張りでちゃんと中

身を教えてくれる、そしてうそをつかない農家とつき合いたいですね。契約栽培をやる際

は、少なくとも自分は、まず生産計画の立ち上げ、目揃い会、それから生産の最盛期のと

きには陣中見舞い、最後に手じまいをしたときに反省会と、一つの産地をワンシーズンに

４回訪問するのを大体恒例にしております。

４回も行けば当然机の上の話だけじゃなくて場所を替えてそれこそきちっと人間対人間

の信頼関係を築いた上でやっていくと。大げさにいうとやはりそのシーズン、その作物に

すべてを賭けているんだというぐらい熱意のある農家の人とは当然長くやっていきたいし、

万が一大豊作になってしまったようなときには自分の権限の範囲内でメニューを大幅に拡

張して、あるいはメニュー期間を延長してでも最後のレタスの玉一つまで使い切ってやり

たいというふうに考えます。先ほど申し上げましたように、うそをつく、本当はいっぱい

できているのに、いや、できていないと、で、横流しするようなところとは翌年はないね

ということです。答えは技術的なことだけではなくて精神的な部分が多いかなというふう

に考えております。会社対会社の取引とはいってもやっぱり人間対人間のおつき合いとい

うこともありますので。

それと農商工連携の中で、生産量の問題というのは、これはある程度使う側が考えるこ

とだと考えます。たとえ少量しかできないとしても、そのクオリティーに感動すれば、や

はりその量の範囲で何とかメニューとして使いたい、そういう自由な部分というのはレス

トランを運営している中では意外とできるんですね。採れた作物をそのまま売るだけでは

なくて、調理してメニューの形で売るということで、逆に、提供をする側の販売調整がで

きますので、これは量に応じて対応ができますので、生産量が少ないことは必ずしも取引

上の弊害にはなりません。
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○針原チーム長 では、鈴木さんどうぞ。

○鈴木総務省大臣官房企画課長 阿南さんと加藤さんに最初にお聞きしたいのですが、自

給率が低下してきたことの一つの背景としては、日本が豊かになって消費者のニーズが多

様化してきて、従来食べなかったようなもの、副食品も結構いろいろなものを日本人が食

べるようになってきたというようなことも背景にあるのではないか。かつて一人米二俵、

120キロを食べてきたのが今半分の60キロぐらいしか食べませんし、その分ハンバーガー

を食べたりスパゲッティを食べたり、いろいろなものを食べると思うのですが、これから

もどんどん豊かになってきますとチーズ、乳製品はヨーロッパ産の、ハムはスペイン産と

いう具合にどんどん外国のものを食べる。もともと消費者がいろんなものを求めてくる方

向もあるのではないかと思うのですが、他方で、国産で自給率を上げるため全部国の中で

作るとしても、出来るものもあるでしょうが、出来ないものもあるという意味では、消費

者の立場からして自分たち自身がニーズが多様化していくということと、国内の自給率を

どう考えるのかという点で何かご感想かお考えがあればというのが一点目の質問です。

２点目は、安心・安全なということをおっしゃっているのですが、ＩＣＴという情報通

信技術などを使って結構トレーサビリティが今農業の分野、食品の分野に入ってきていま

すので、それをきちんと確保すれば海外でつくったものでも安心・安全が相当確保できる

となったときにも、あえて国産にこだわるのかという点についてお教えいただければと思

います。

○針原チーム長 いかがでしょうか。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 消費者のニーズが多様化していくというのは、私

はこれは当然のことだと思います。やっぱりそのニーズに応えるだけの供給をしていくと

いうのが政府の役割だと思っています。それと自給率の関係ですが、私は自給率はやっぱ

りある程度適正な量までは高める必要があると思っているのですが、できると思っていま

す。それがなぜ自給率が高まらないかというと、やっぱり消費者は自分が何を選び、何を

買うかという行動をするための情報を正しくキャッチしていないというところなのだと思

います。

この前のうなぎでも消費者はさんざっぱらだまされました。。タケノコでもだまされま

した。先ほどありましたけれども身を削ってでも自給率を高めるために消費者はやるのか

という話ですが、実際にそういう人もいるのです、でもそしたらだまされちゃったという

わけですよね。、そこをもう少し変えて、健全に競争している状態にしない限り、自給率
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は高まらないと思うんですね。お米にしても食糧法の改正で自由になっているわけですけ

れども、やっぱりまだまだ競争はしていないと思います。それなりの価値と納得のいく価

格を多様に揃えられないと競争はできないですし、競争をするからこそそういうものが出

てくるわけですよね。消費者の購買欲を誘って、これを買おうかなという気にさせるわけ

ですからそういう関係にあるんじゃないかと。お答えになりましたかどうかわかりません

が、そのように思います。

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 食生活の多様化ということは、もうそれは

おっしゃるとおりだろうというふうに思います。ただ、ちょっと多様化しすぎかなという

嫌いもございますので、そこは私どもみたいな団体はもう少し地産地消も含めて買って支

持をしていかなければいけないというふうに考えているわけですし、お米につきましても

コメコだとか今いろんな取り組みがなされていますけれども、そういう取り組みには支持

をしていきたいというふうに考えているところです。

それからＩＣＴのお話がございましたけれども、ただ一方ではよく言われますように最

近フードマイレージの話ですとかバーチャルウォーターの問題等もございますので単にト

レースできるから海外のものでもいいじゃないかというような考え方にはちょっと立ちに

くいかなというふうに考えているところです。

余計なことを申しますと、地産地消だとかいろいろいわれて政策でも人も予算もつけて

そこを推奨しようとする、その一方で地産地消にブレーキをかけるような政策も一方では

あるわけですので、政府の中でブレーキとアクセルを一緒に踏むようなことにないように

政策の整合性というのをとって、農業の持続可能性をぜひ高めていっていただきたいとい

うふうに考えております。

○鈴木総務省大臣官房企画課長 もう一度すみません、福田さんにおうかがいしたいので

すが、かつて伊藤忠で食品の輸入をされていたということなのですけれども、今言ったよ

うに多様化がなされる、それからいろいろな技術があって食品に対する情報の開示がなさ

れ、消費者が選択をできるような状況というのがどんどん進んでくると思うのですが、そ

のときに必要なものを必要なだけ適切な価格で調達をするという意味からすると、今の卸

売業の立場及び前職の観点からして、どうしても国産の自給率を高めるというのは必然な

のでしょうか。それとも国産にこだわるのは、何かメリットがあるから国産の方がいいと

いうことなのでしょうか。

○福田アイスクウェア代表取締役社長 特に今取り扱っているものが葉物の野菜という鮮
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度を非常に要求するものでして、これはもうほとんど100％国産でなかったら使えない、

実際には国産といってもそんなに遠いところまで葉物というのは旅行できませんから、鮮

度の許す範囲で取引をする。ですから地産地消が一番いいわけですけれども、現実には一

年中供給しようと思ったら地産地消というのは、まずあり得ない部分ではあるわけです。

輸入品を扱いながらという話をしますと、多分これは自分の、あるいは国民の決定する

べき問題ではないかと思うのです。どれぐらい自給力を持つのかということを決めて、ど

れぐらい我慢するんだということも決めて取り組むべき問題だろうと思いますし、それは

例えば私は今の食糧の仕事に入ったというのは、もともと昭和48年のオイルショックで大

豆がエンバーゴをかけられたときの話を鮮明に記憶して、それで食料の仕事をしようと思

ったというそれがきっかけです。あのときにやっぱりアメリカ……アメリカの悪口を言う

のはどうかわかりませんけれども、アメリカは頼っちゃいかんなというふうに本当にしみ

じみと思いまして、その辺は国際政治の中でいろんなことがあるのでしょうけれども、実

は農水省さんだけでこの食糧の行政というのを、各国と渡り合うというのは大変きついこ

とだろうと思うのです。それは国民の支持も得ながら、我々はこれだけ要るぞというのは

自分たちで決めるのが権利ではないかなと思います。そういう点からしたら実際には40％

が50％になってもどうかという議論はありますけれども、ただ、40から50に上げていく努

力をしているという政策が打たれるということ自体が重要なのではないかなというふうに

考えています。

○針原チーム長 時間が迫ってきましたけれども……大内さんどうぞ。

○大内内閣参事官 本日は遅い時間までどうもありがとうございます。

まず、最初に一点だけ感想を申し上げさせていただきますと、きょうで３回目でござい

ます。１回目が地方公共団体の方、２回目は生産者の方中心でございましたけれども、個

人的印象でございますけれども、非常に生産者の方々は先行きに不安を持たれ現状に対す

る若干の危惧を持たれ、これから日本の農業はどうなるのかということについて真剣にお

考えでいらっしゃいました。きょう来ていただいている皆様からうかがう話、私の個人的

なこれもまた印象でございますけれども、国産の農産品に対する期待が非常に高くて、い

ろんなことをやってもらいたい。これは消費者の方の厳しいご意見も最初ございましたけ

れども、これは政府についての厳しいご意見も含めてでございましたが、その厳しいご意

見も含め生産者に対する期待といいますか、日本の農業に対する期待、それから食品産業

に対する期待というものが私の個人的な印象でございますけれども、非常にきょう印象に
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残りました。

その上で若干おうかがいさせていただきたいのが一点ございまして、どなたにというこ

とではございませんけれども、国産、国産ということできょうも大分議論がございました。

国産の農産品、農林水産品と申しますか食料と申しますか、というものが信頼されるもの

であると今思っておられるかどうか。要するに信頼されるべきであるということも含めて

ですけれども、一言でどちらなんでしょうかということなんですね、むしろ信頼できない

かもしれない。

それから輸入の食料についてどう思っておられるのか、輸入は信用できないと思ってお

られるのか。いや、輸入だっていいものもあるし、国産だっていいものもある、悪いもの

もあると思っておられるというのが多分大きなウエイトだと思うのですけれども、端的に

いって、じゃあ、どっちを信用できると思っておられるかということだけ、ちょっと個人

的な感想で結構でございますのでうかがわせていただければと思っております。

○針原チーム長 どうでしょうか。

では、平吹さん、品川さんの順でお願いします。

○平吹グリーンハウス執行役員商品本部副本部長 端的に申し上げますと、特に食品加工

という立場で例を申し上げます。食肉処理業の部分で言いますと、国産は信用できません。

これは安全対策、それから生産規模の部分であまりにも遅れをとっている。芝浦を含めた

国内の屠場も何箇所も訪問しました。オーストラリアのほとんどの工場も行きました。も

うレベルが全く違う。それはなぜかというと、片や輸出振興産業なんですね、国の威信を

かけて安全を売り物にしている企業がほとんど。だからオーストラリアの牛肉処理工場、

パッカーと言いますけれども、ここの温度管理、品質管理は日本よりもはるかにすぐれて

いる。ということからすると、実は国産は信用できないという部分が一方である。

もう一方、農薬の問題等ありまして、とにかく日本に着くまでもてばいいやというよう

な使い方をされると、生鮮野菜の場合は、先ほど福田さんの話もありましたが、やはり国

産しか信用できない、海外のものは信用できない。いろんな局面があると思うんですね。

ですから品質保持の観点からすると、収穫してからある程度保存性の高いものというのは、

きちっと管理されていれば国産・輸入に関係なく、すぐれた技術を持ったところのものが

信用できるということですし、鮮度が命であるというものについては、国産であるという

ことよりも産地が近くであるということの安心感があるのだというふうに、私は考えてお

ります。もちろん日本の畜産業を非難しているわけではないのですが、両方を見比べた感
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想はどうしてもそういうふうになってしまう。摂氏８度以下で工場内の温度管理を徹底し

ている現場を見てしまうと、日本国内の食肉処理施設とはレベルが違うんじゃないかなと

いうふうに感じます。

○針原チーム長 品川さんどうぞ。

○品川日本生活協同組合連合会専務理事 ある種今のご発言と似た面もありますけれども、

国産だから安全、輸入物だから安全性に欠けるということはないというふうに私も思いま

す。それぞれに国産であろうと輸入物であろうときちんと生産の状況から加工・流通の過

程というのをきちんと管理をして、安全を確保する施策というのはとらないといけないと

いうことだと思います。

ただ、今日の、とりわけ近年食料の世界的な生産事情だとか、世界的な需要の構造だと

かいうのが激変している中で、いわゆる食料安保というような言い方もありますけれども、

輸入食品に頼って今までのようなまま行けるのかというふうな世界的な事情もあります。

それから、いざ何か事があったときにというようなものの言い方もございますが、日本の

国内における食料の自給力、それから国内の農業というのを相当程度確保しておく必要が

あるということは間違いなく必要があって、安全ということよりもですね。そういう意味

でも自給率の確保ということはやる必要があるだろうというふうに思っているというとこ

ろです。

それから冒頭にも言いましたけれども、それにしても自給率という言葉がカロリー換算

ということだけでは、きょうのお話も半分は野菜の問題だったりしているわけですよね。

あるいは畜産の問題だったりしているわけで、そのことを含めてトータルな理解をしなが

ら、どうするかというのを国民的にも考え、共通の土俵で、共通の認識で、考える必要が

あるのではないかという思いを強くしています。

○針原チーム長 ありがとうございます。ちょっと司会役でご質問などをするのは失礼か

もしれないのですが、自給率の問題についてカロリーだけではなくて金額ベースも目標に

しようということで、全体の基本計画では二重の基準をつくっているということをご参考

までに紹介したと思います。それから自給率向上については生産面で消費に対応する部分

と、消費を生産に対応する部分、これは両方の関係があってパートナーシップの関係でど

っちをメインにするということではないのかもしれませんが、このチームの大きな検討課

題になっていくのかと思います。

最後に一言ずつお聞きしたいのは、お米の消費ですが、通説ではお米の消費は価格に関
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係ないんだということなのですが、お米の値段を下げると消費は増えるかどうかというこ

とを一言ずつ、ちょっと直感でいいですから答えていただければと思います。

○阿南全国消費者団体連絡会事務局長 増えると思います。多様な価格体、価値がわかり、

それに見合う価格が設定されるということだと思いますので、増えると思います。

○加藤全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 同意見でございます。

○品川日本生活協同組合連合会専務理事 昨年世界的な小麦の値上がりというようなこと

があって、国内でパンだの麺だのの値上がりというふうなことで、確実にそういう分野の

購買が減って、それとの関係でいえば米が増える関係になったりしたわけですね。そうい

う点では、安い米があればいいということではなくて、おいしいお米の価格が下がれば、

これは消費は確実に増えるだろうと思います。

○平吹グリーンハウス執行役員商品本部副本部長 お客様に提供している立場からすると、

実は米の値段が集荷安定化政策によって上がっても、あるいは小麦が上がってパンの値段

が上がっても提供する値段が変わらないので余りその実態としてどうなったかという、レ

ストランとして提供する立場からするとわからない。

ただし、やはりつくっている側からすると、米の、つまり玄米の原料自体が安いともっ

とつくり方に工夫ができて、もっと付加価値がつけられてということからすると、間違い

なく価値が上がって、この場の付加価値というのは決して例えば有機栽培とかそういうこ

とだけではないのですけれども、もっと価値が上がって、そのことによって値段が安いか

らだけではなくて、原材料が安いことによって付加価値が上がって、お客様がクオリティ

ーを認めて消費が増えるということは間違いないというふうに確信しております。

○福田アイスクウェア代表取締役社長 私も確実に消費が上がると思います。多分何が起

こるかというとメニューの変更が起こります。メニューの変更が起こって米をたくさん使

ったメニューが増えると、おにぎりの量が少し増える、そういう形での変更ではないかな

と思いますが。

○針原チーム長 ありがとうございました。驚いております、私が勉強したことと全く違

いますので。（笑）

そのほか何か各自ご意見がございますれば……。

○大内内閣参事官 これは農水省の方にお願いしたいのですけれども、今ちょうど福田さ

んからお話があった関係ですけれども、昨年の麦の高騰が起こって米と麦の需給と申しま

すか、そういうのがどういう形で変化をしたのかというのを、データとしてあれば提供し
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ていただければと思います。

○針原チーム長 では、その資料を用意したいと思います。 まだ、お話をされたいとい

う方もいらっしゃると思いますけれども、予定の時間を過ぎております。非常に有意義な

会議だったと思っております。

最後でございますが、次回の本チームのスケジュールでございます。３月３日を予定し

ております。次回は、過去の政策の検証について農林水産省からヒアリングを行いたいと

思います。事務局におかれましては資料のとりまとめをお願いします。また、３回のヒア

リングについてヒアリングのときに出た論点といいますか、レクチャーベースではなくて

ヒアリングベースで自分たちで論点を見つけ出そうという取り組みでございますので、こ

れについてのあくまでの正確な資料を整理していただきたいと思います。次回、正式なご

案内につきましては後日文書にてご案内申し上げます。よろしくお願いいたします。

それでは、本日はこれにて閉会といたします。どうもありがとうございました。

午後８時０８分閉会


