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午前１０時３１分開会 

○生源寺座長 おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから第４回の食料

の未来を描く戦略会議を開催いたします。 

 皆様、ご多忙のところお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。 

 それでは、まず、会議の主催者である若林農林水産大臣から御挨拶をよろしくお願いし

ます。 

○若林農林水産大臣 おはようございます。本日、第４回食料の未来を描く戦略会議にお

集まりいただき、ありがとうございます。 

 前回の会合以降、世界の農産物市場は、原油価格の高騰、投資ファンドの資金の流入な

どの影響もありまして、小麦価格が市場最高値を更新しているなど、逼迫した状況が続い

ています。これに対して今年初めから中国が、農産物輸出に対して課税、また輸出規制を

導入するといったような状況も生じており、世界の食料事情は厳しさを一層増しているよ

うに思います。 

 このように世界の食料需給が大きな転機を迎えている中で、前回ご議論いただいたよう

に、将来的には穀物価格がさらに上昇する可能性があります。本日は、このような現状と

見通しを受けて、我が国が将来にわたって安定的に食料を確保するためにはどのような課

題があり、そして、その課題にどう取り組んでいくべきかなどについてご意見を賜り、ご

議論をいただきたいと思っています。 

 将来にわたって、我が国が食料に困ることがなく、安心して暮らせる国として存続して

いくためには、政府はもちろんですけれども、一人一人の国民が食料をめぐる問題を自分

自身の問題として受けとめていただき、みずからの食生活を見つめ直すというようなこと、

あるいは生産者や食品・外食などの事業者が、安定的な供給体制を構築するために主体的

に行動することが必要ではないかと思います。その際、食料の６割以上を輸入に依存して

いる我が国としては、食料の安定供給を図る上で当然リスクがあるということを十分認識

した上で、輸入食料の輸送に伴うＣＯ２の排出などと地球環境との関係などにつきまして

考えていき、国産農産物を消費することの意義について検討していくことも重要と思いま

す。 

 このように、関係者それぞれにとっての課題につきまして、本日の議論を進めていただ

きたいと思います。皆様方より多岐にわたるご意見を聞かせていただきますよう、よろし

くお願い申し上げます。 
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 以上をもちまして、開会に当たりまして私からの挨拶とさせていただきます。ありがと

うございました。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ここでカメラはご退席いただきたいと思います。 

 それでは、次に、資料のご説明をいただきたいと思います。 

 本日のテーマは、「食料の未来を確かなものにするために、どのような課題に取り組む

べきか」であり、事務局に資料を用意していただいていますので、伊藤総括審議官からご

説明いただき、前回までと同様、その後で意見交換を行いたいと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。 

○総括審議官 それでは、お手元にあります「食料の未来を確かなものとするためにどの

ような課題に取り組むべきか」という資料をご覧いただきたいと思います。これまでの３

回のご検討を踏まえまして、どういう課題に取り組んでいくべきかのための議論の素材と

して用意させていただきました。 

 １ページ目をまずお開きいただきたいと思います。 

 １ページは、国民、あるいは農業生産者・農業団体、さらに食品製造・流通・外食関係

事業者、そして政府それぞれがどういう課題に取り組むべきかについて全体の配置を示し

たのですが、我が国が将来にわたって安定的な食料供給を確保していくためには、国民１

人１人と農業生産者・農業団体、そして食品製造・流通・外食関係の事業者、政府といっ

た関係者がそれぞれの課題に取り組まなければならないということを示しています。 

 以下、それぞれの課題についての資料を用意してあります。 

 ２ページから、まず国民、あるいは消費者にとっての課題ということで、今まで議論し

ていただきましたが、食料輸入国であり、特に農地資源が乏しい我が国の状況について認

識する必要があると考えています。 

 「世界の食料需給をめぐる状況が大きく変化」とあり、人口増加、あるいはバイオ燃料

の需要増で需要が増加するのに対し、面積の制約や単収の伸びの鈍化、あるいは異常気象

の問題など、供給に対する不安定要因が増している中で、輸出国は国内生産について自国

民を養うという意味で最優先して、その余剰分を輸出するというのが基本的な形です。 

 それに対して日本は、国内生産で賄えるものが自給率 39％となっています。この背景に

は農地資源が乏しいということがあり、残りの部分については高い価格でも輸入せざるを

得ないという食料供給構造があります。世界市場は、特定の国に輸出国が集中しているこ
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とに伴う不安定要因がありますので、国際価格が大きく変動しやすい。もともとそういう

性格を持っていますが、現在のように価格の高騰時でも買わざるを得ないし、また、他国

との食料の奪い合いとありますが、他の輸入国の中には途上国もあり、それら途上国の需

要との競合も起きてくる構造になっています。この中で、日本が置かれている状況をきち

んと認識する必要があると考えています。 

 次に３ページでは、実際に国民の皆さんが食料問題についてどういう認識をされている

かということですが、実際には認識度はかなり低い段階にとどまっている状況と思います。 

 日本生協連で行われた国民の認識調査で、食料自給率の状況について、わかっていると

いう人はごくわずかで、わかっていない人が 86％という結果が出ています。自分の１日の

エネルギー消費量についても、７割の方があまりわかっていない。一方で、賞味期限、消

費期限の違いや、小松菜とホウレンソウの区別といったことは理解されている。食料、食

料自給率の問題についての認識がかなり低い状況です。 

 また別の調査では、日本の食料自給率はどのぐらいと思うかについての結果です。これ

を見ると、20％未満、あるいは 20％台、30％台との回答がかなり多くて、漠然と低いので

はないかという感覚が持たれていると思います。ただ、現状は低いが、努力により上げら

れると思っているのではないかと考えられますので、農地資源等、国土条件の制約につい

ては必ずしも認識されていないと考えています。そういう意味で、食料問題に関する認識

度は低い状況と思います。 

 それから、先生方がご紹介になった岩村暢子さんの本に載っているものですが、各年代

の主婦がどのような意識で、実際どういう行動をしているかというアンケートをしていま

す。例えば 27 歳の主婦の方のアンケートで、「栄養バランスを重視して肉と魚を交互に野

菜の多い料理を心がけている」という意識を持ちながらも、実際の行動は「１週間に１度

だけの魚。野菜は大変少ない」。その理由としては、家族が食べたがらないということで

す。このように、食生活に対する意識が仮にあったとしても、実際の行動に必ずしもつな

がるわけではないという問題もあるということです。 

 ４ページでは、食生活の乱れがどのような問題を起こしているかについて、食生活の切

り口としては、健康が大きなポイントではないかと考えています。 

 左側のほうに、たんぱく質と炭水化物と脂質のバランスであるＰＦＣバランスを示して

いますが、これは昭和 55 年度の数値が最適の状態だったと言われています。たんぱく質が

13％、脂質が 25.5％ですが、この食生活をとらえて日本型食生活と言われるようになって
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いて、それ以後、このバランスを目指して日本型食生活の普及ということを進めています

が、平成 18 年度の姿を見ますと、その三角形が崩れており、炭水化物は減って脂質が増加

しています。この大きな要因は、米の消費が減少して、畜産物、油脂の消費が増加してお

り、これが自給率の低下と栄養バランスを崩すことにつながっています。 

 右側のほうに肥満などの問題について厚労省の国民健康栄養調査のデータであります

が、肥満の男性の割合でありますけれども、各年代にわたって昭和 55 年当時に比べて平成

17 年はかなり割合が高くなっています。一番高い層は 40 歳から 49 歳の層ですが、比較的

高齢の年代についても大幅に増加をしている状況にあります。食生活の乱れがこういうこ

とにもつながっていると考えられます。 

 次に、５ページですが、この食生活の変化で、国産農産物の消費減少が起きています。

これは食料の安定供給、いわゆる食料安全保障といった問題、あるいは農業・農村の多面

的機能にも悪影響を及ぼしています。食生活の変化に伴う国産農産物の需要減少で、国内

の農地面積、生産者数が減少しています。この要因だけではありませんけれども、変化に

大きく関係しているということです。 

こういうことが食料需給の逼迫時の対応力の低下につながり、国内の食料供給基盤が脆

弱なほど、輸入食料の奪い合い、輸出国による輸出規制などが生じた場合、国民への食料

の安定供給に支障が出る可能性が大きいということで、日本はまさにその状態にあるとい

うことです。 

 一方、国産農産物の需要の減少、耕地面積の減少等は、農業・農村が持つ食料供給以外

の多面的機能を低下させていることにもつながっています。農業の有する多面的機能を貨

幣換算した代表例が載っており、日本学術会議が客観的に試算したもので、洪水防止機能

だけで１年間で３兆 5,000 億の価値があります。この他にも土砂崩壊防止機能、保健休養

・安らぎ機能と、多くの機能を食料供給以外に果たしています。その他、農村でのふるさ

との文化、美しい農村景観や伝統行事等についても、機能、価値が低下することにつなが

っています。 

 ６ページでありますけれども、環境にも大きくかかわってくることを示しています。輸

入される大量の食料を消費するライフスタイルは、世界の環境にも悪影響を及ぼすという

ことを認識しないといけないということです。 

 まず、水資源。大量の食料を輸入していますが、それは、生産国の水を使って生産され

たものを輸入してくるということです。東大の沖先生のグループの試算では、輸入してい
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る農産物等を仮に国内で生産した場合に必要な水の量、バーチャルウォーターは、日本で

は 627 億立方メートルで、国民１人当たりに換算しますと、一般家庭での年間水使用量の

約 5.6 倍に相当する膨大な水を輸入していると計算されるということです。これはアメリ

カ等の生産国の水資源の枯渇化にもつながっていくということになります。 

 一方で、大量の輸入に伴い、大量の輸送が必要であり、輸送に伴うＣＯ２の排出という

ことも考えなければいけない時期に来ているのではということです。どれだけの量のもの

をどれだけの距離を輸送したかということを、掛け算であらわした指標がフードマイレー

ジです。これが大きいほど、長い距離を輸送しているということで、それがＣＯ２排出に

つながってきます。日本は、９兆２億 800 万トン・キロメートルという計算になります。

これを同じように韓国、アメリカ、イギリスについて計算すると、それぞれ日本の３割、

あるいは２割程度で、日本のフードマイレージがいかに大きいかが分かります。マイレー

ジというと、普通は得点みたいなものですが、これはむしろマイナスの得点みたいなもの

ですので、これが大きいほうが地球環境に負担をかけているということになります。 

 食パンの１斤分のＣＯ２を比較するため、北海道産の小麦でつくった食パンとアメリカ

産の小麦でつくった食パンについて計算してみますと、35 グラムに対して 145 グラムで、

国産のほうを使ったほうが 110 グラム抑制できる。これは冷房の利用時間を４時間減らす

のと同量であります。このように、大量の輸入を行うことは、今後、地球環境にも大きな

影響を及ぼすとらえる必要があるだろうということです。 

 ７ページです。 

 食品の廃棄の問題が大きな問題です。大量に輸入していますが、一方で大量の廃棄が行

われており、供給される熱量と、実際に体に入れて摂取している熱量の差の推移を示して

います。青い線のほうが供給されている熱量であります。こちらは農水省の試算であり、

食料需給表によって算定されますが、2,573kcal です。これに対して摂取のほうは厚生労

働省の国民健康栄養調査の結果を黒い線であらわしており、調査の仕方が違うこともあり

単純にこれだけをもって比較することはできませんが、大まかにこれで比較差を見ること

ができるということで、近年、高齢化等の影響があるかと思いますが摂取のほうが、平均

的に下がってきており、1,851kcal となっています。かつて 500kcal ぐらいの差だったも

のが、今やもう 700kcal ぐらいの差になってきており、供給熱量の約３割に相当するもの

がこの差としてあらわれてきている状況になっています。ちなみに厚労省の調査のほうは、

11 月の１日の約 9,000 人に対する調査であるのに対して、農水省のほうはマクロのデータ
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から出してくる数字ということで、その性格の差はございます。 

家庭から出た台所生ごみの組成の例では、若干データが古いですが、平成 14 年に京都市

の環境局が調べたものです。調理くず等が大きく占めますが、赤く囲っている食べ残し、

あるいは手つかずの食品が約４割を占め、まだ食べられるものが無駄にされているのが分

かる資料になっています。日本の食品廃棄物の試算としては、平成 16 年度に約 1,900 万ト

ンとなっています。これは、同時の世界の食料援助量、約 730 万トンの３倍弱に相当する

膨大なものになっています。こういったことも今後取り組まなければいけない課題と思い

ます。 

 ８ページですが、人口の都市集中やライフスタイルの変化に伴い、子供が直接土に触れ

る、あるいは食料や農業体験をするという機会がないと、子供の健全な成長にも懸念があ

るということです。 

 まず朝食の欠食状況ですが、ほとんど朝食を食べない子供たちが小学生で 3.5％、中学

生で 5.2％。食べないことがあるということで足しますと、２割前後の子供がそういう状

況にあります。 

 夕食も、食べる時間を調べてみますと、平成５年に対して平成 17 年のほうが遅くなって

いる傾向にあります。不規則な食生活を送る子供がふえているのでは、ということです。 

 博報堂の生活総合研究所の調査でありますけれども、子供に野菜や果物がどう生えてく

るのかを描いてもらった絵が、恐らくイチゴ、ニンジン、ジャガイモとかと思いますが、

こういう形で生えてくると思っています。こういうことはよく話を聞きますが、どのよう

に食料が生産されてくるのかということが実感としてわからないという子供がふえてきて

いるのでは、と思います。 

 それから、適切な食品選択、食事準備のための知識・技術があるかないかについて厚労

省が調べています。これは 15 歳から 19 歳の男性、女性を調査していますが、「余りない」、

あるいは「全くない」を見ますと、「余りない」は両方とも５割前後、「全くない」が３

割、あるいは２割で、女性も含めて余りそういう知識・技術がない割合が高い結果が出て

います。食品選択、食事準備も含めた知識や技術を持っている賢い消費者を育てていく必

要があるのではないかと考えています。 

 次に、９ページからは、農業生産者・農業団体にとっての課題について整理しています。 

 まず、農業サイドの問題は、国内の限られた貴重な農地ですが、それが有効に活用され

ていないという問題であります。 
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 総面積は、直近の数字で平成 18 年、467 万ヘクタール、うち田んぼが 254 万ヘクタール

ということです。これは、国民１億 3,000 万人弱を養うには足りない農地ですが、それを

国民１人当たりに割り算をしますと、日本の場合は国内にある農地は国民１人当たり 111

坪、3.7 アールしかない。これではとても今の食生活を維持できませんので、海外から輸

入していますが、その面積を換算すると 295 坪ということで、合わせて約 400 坪で食生活

が成り立っているわけですが、うち 100 坪強しか国内にないという状況です。それほど日

本の農地資源というのは貴重なわけです。 

 ちなみに、よく比較されるイギリスの場合は、農地面積が日本の３倍強ありまして、人

口は約半分ということで、１人当たりにしますと 860 坪強。日本の約８倍農地があり、悠

々国民が自活できる農地が国内にあります。この差は極めて大きいものがあります。 

 もともと貴重な農地ですが、それでも耕作放棄地面積が増加しており、直近の平成 17

年の数字では 38 万ヘクタールが耕作放棄地となっています。また、その耕地をどれだけ有

効に使うかについても、昭和 60 年には 105.1％で、１回以上利用していましたが、直近の

数字では 93.4％で、１回も使わない農地も出てきており、総体の面積、あるいは利用率と

いう面でも有効活用されていない状況にあるということと思います。 

 次に、10 ページであります。 

 消費者、関連事業者との関係で見ると、まず消費者は、安全性や新鮮さ、おいしさとい

う点で国産の農産物を求めていることが、わかります。農産物購入に関する消費者の意識

では、全体として 71％の人が、「できるだけ国産」と言っています。「どちらかというと

国産」という人を合わると、ほぼ全員に近い人が国産というものを望んでいます。特に肉

類、野菜類についてはその割合が高く、果物は、熱帯の果物とかいろいろあるので、必ず

しもそういう数字になっていませんが、その果物でも９割近くが国産を志向する状況にあ

ります。 

 その理由として消費者の意識を聞くと、やはり安全性、特に旬や鮮度がすぐれている。

あるいはおいしさなどが国産については高く評価されています。ただ、価格の点は、やは

り国産のほうが高いということがあり、どちらかというと劣っていると答えている割合が

高くなっています。このように、消費者は、やはり国産を志向していると考えられますが、

これに十分対応できているのかどうかという問題がございます。 

 11 ページは、食品製造・流通、あるいは外食の関係の事業者の方との関係ですが、主要

食料原料に占める輸入額の割合を調べ、冷凍調理食品、あるいは総菜・すし・弁当、飲食
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店を見ますと、各分野とも輸入額の割合が高まっており、特に冷凍調理食品は４割弱が輸

入になっています。その他の分野も２割弱というレベルに上がっている実態があります。 

 食品、あるいは外食関連事業者からの意見とありますが、これは平成 19 年度の第２回食

料自給率向上協議会の議論の中からのご意見です。消費者は国産を大切に思っていて、国

産品を買おうとする人も多いけれども、中食や加工に国内生産が十分対応できていないの

ではないかということ。それから、輸入野菜の安全性が問題になっていて、学校給食でも

国産に切りかえていく必要があると思が、国産野菜については価格も含めて安定供給でき

るように対応をお願いしたいという意見。あるいは、加工向け野菜の国産の割合は低下し

ており、生産者側が中食、外食に使いやすい農産物を提供することが重要ということで、

使いたいというニーズがある中で、それに十分こたえた対応になっていないというご意見

が強くあります。こういう問題をどうするかということです。 

 次に、12 ページですが、関係事業者の方々にとっての課題です。この食料供給は、生鮮

のほかに当然加工、あるいは外食があるわけですので、関連事業者が大変重要な役割を果

たしていますが、そういう方々にも消費者は安全・安心を求めているということです。 

 食品関連産業の構成の変化ですが、昭和 60 年は加工品が約５割弱、外食は４分の１と、

生鮮品も４分の１という構図だったものが、平成 12 年には外食が３割近くまで増加をして

おり、加工品も若干割合を高めているという状況にあります。 

 加工、あるいは外食が大変大きなウエートを占めてきていますけれども、食品に対する

安心感・不安感をモニター調査で調べてみますと、農産物等の生産過程での安心・不安心

ということを見ますと、「安心」７％、「どちらかというと安心」が 39％という割合です

が、輸入農産物・原材料を見ますと、「安心」、あるいは「どちらかというと安心」が１

％、８％で、１割弱になっており、やはり消費者は輸入農産物に対する不安を強く持って

おり、加工、あるいは外食は、やはり消費者の安全・安心に対する要求にこたえるという

意味でも、国産をもっと志向したほうがいいのではないかと考えています。 

 13 ページですが、もう一つの問題として表示の問題でありますが、食品表示をめぐって

は、昨年も大変さまざまな問題が頻発いたしました。 

 製品の虚偽表示として、例えば牛肉以外の肉を混入したひき肉を、牛のひき肉と表示し

たり、輸入した豚肉であるにもかかわらず国産豚肉と偽装したりと、このほかいろいろな

偽装が去年に発覚したわけです。そういったことを背景に、食品の自主回収件数も、去年

の段階でも大幅に前年よりも増加し、約３倍になりました。その理由は、表示の不適切が
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約４割を占めているという状況です。 

 消費者の声が掲げてありますが、これは注にあるように、平成 19 年 11 月に、福田総理

のご指示があり、若林大臣ご自身が直接出向いて業者と意見交換会を行い、その場での意

見として、食品の業者間取引についても表示義務を課す必要があるのではという意見や、

事業者と消費者の顔の見える関係を作り、信頼性を築いていくことが大切で、事業者の自

助努力を支援することとのバランスも重要というご意見、そしてマスコミの過剰な報道に

対して、消費者が冷静に対応できるような情報提供をしてほしいという意見が出ています。

やはりこういったことにきちんとこたえていく必要があると思います。 

 14 ページですが、ここからは政府の課題です。 

 まずは、農業や食料についての国民や事業者の認識、理解、関心を高めることが必要で、

食料についての理解を促進する取組が必要ということです。先ほど大臣のご説明にもあり

ましたように、世界の食料事情は大きく変化してきている中で、世界、そして我が国の食

料事情に関する情報提供をしっかりやっていく必要がある。特に食料自給率が低い我が国

は、食料安定供給の上でリスクを抱えているということ、需給が逼迫すれば価格と質の面

で不安定になるおそれが強いということを、国民の皆さん、あるいは関係事業者の皆さん

にも理解をしていただきたいということです。それから、食育の推進ということで、豊か

な味覚をはぐくむ、バランスよく食べる、旬のものを選択するなど、知識を啓発すること

で、賢い消費者を育てていくことが大事であるということです。あと、望ましい食生活の

普及、食品のリサイクルなどについても必要と考えています。 

 また、農業についての理解を促進する取組という意味では、都市・農村交流の推進、市

民農園の普及、あるいは農業体験学習で、農業そのものについての理解を促進するような

取組が必要ではないかということで、あわせて食料・農業の大切さについての理解をして

いただくという努力がさらに必要になってくるだろうと考えています。 

 15 ページは、食料自給率の問題です。食料自給率の向上に向けて対策の強化が必要とい

うことで、平成 27 年度に食料自給率を 45％にするという目標を掲げて、取り組んでいま

す。基準年の 15 年度から、ここ数年 40％でしたが、18 年度の数値で１ポイント低下した

ということで、この目標実現のためにはかなり厳しい状況がありますが、取組を強化しな

ければいけないということで、重点的に取り組むべき事項というものを整理しています。

まず食料消費面では、わかりやすく実践的な食育、地産地消の全国展開、それから国産農

産物の消費拡大の促進、国産農産物に対する消費者の信頼の確保があり、それから、農業
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生産面では、経営感覚にすぐれた担い手による需要に即した生産の促進、食品産業と農業

の連携の強化、効率的な農地利用の推進、そして海外に依存している食生活に対する影響

等についての国民への効果的な情報提供が必要と考えています。 

 16 ページは、我が国の気候風土に適した水田農業は長い歴史の中でこういう形態が作り

上げられてきたわけですが、このような水田農業を守るためには、さまざまな形での米の

需要拡大を図っていく必要があるということです。 

 我が国はアジア・モンスーン地帯に属しており、降水量が多く、夏季に高温となる。ま

た、急峻な国土ですが、そのかわり高い密度で河川が分布をすることで、河川を中心に粘

土質の土壌が展開するという気候風土を生かした稲作が行われており、米は日本人の主食

です。また、今言いましたように、我が国の気候・風土に最も適した水田農業です。これ

は当然お米という食料供給のほかに、日本人の原風景の形成、水資源、国土の保全、多様

な生き物のすみかを提供するという機能も果たしてきたわけです。 

 それらを守っていくためには、やはり米の需要拡大が不可欠です。まずはごはん食自体

を推進し、ごはんを食べる機会やきっかけの増加を図る。あるいは、ごはん食についての

正しい知識の普及によって、ごはん食自体を推進していく必要がありますが、それに加え

て、新たな需要の開発や食料以外への利用ということで、例えば粒ではなくて粉で利用す

る米粉パンなどの米粉製品の消費拡大、あるいは食料以外として飼料米、バイオ燃料向け

の利用、こういったことに向けてさらに取り組む必要があると考えています。 

 17 ページは、国内農業をベースとしながらも、輸入の安定確保が大事であるので、食料

輸入の多元化、安定化が課題になると考えています。 

 我が国の主要農産物の輸入先を、小麦、大豆、とうもろこしの３つの品目について挙げ

てありますが、小麦はアメリカが 53.8％、その他カナダ、オーストラリア、この３つの国

で全部が占められているという状況であります。大豆につきましては、アメリカが８割近

くを占めています。その他はカナダ、ブラジル等であります。とうもろこしに至りまして

は、96％をアメリカに依存をするという、特定の国に集中する姿になっています。 

 こういう中で、各国が最近、穀物価格の急騰を受け、自国の物価対策等の関係で輸出規

制を実施しています。大臣のごあいさつにもありましたように、中国では国内の物価がか

なり上がってきており、穀物需給の緩和のため、去年の 12 月には穀物等を対象に導入して

いた輸出促進のための輸出還付金の廃止を行いました。さらに、輸出数量割り当て制度の

対象品目を拡大、特に穀物等の輸出税の賦課、輸出規制、輸出抑制を強化しているという
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状況です。アルゼンチンにつきましても、とうもろこし、小麦・小麦粉についての輸出承

認の登録手続の停止、牛肉については輸出枠の設定等によって輸出を規制している状況で

す。ロシアにつきましては、大麦、小麦に輸出税をかけるという手段で国内の供給を優先

しています。このほか、前にもご紹介しましたが、世界の国々で輸出規制などがふえてき

ています。 

 我が国では、農業交渉の場等ではこれらの問題に対して、もっと規律を強化すべきだと

いうことを主張しています。基本的には民間の商業ベースで行われていることですので直

接的な誘導は難しいわけですが、国際協力を推進、あるいは情報収集の強化などを図るこ

とによって、情報提供等により多元化・安定化という方向を目指すことが必要と考えてい

ます。 

 18 ページですが、現在、米、小麦、大豆、飼料穀物について必要な備蓄が行われていま

すが、やはり短期の需給変動、短期の供給不足などに対応するためには備蓄が大事であり

ますので、備蓄体制をきちんとやっていくことが大事と考えています。この備蓄について

は、当然金利、あるいは保管料というものがかかるわけで、一種の保険の保険料みたいな

ものでありますけれども、何事も事件が起きないと保険料がただ払われていくということ

で、往々にして無駄ではないかという議論が出やすいという問題があります。やはり安全

保障を確保する、そのために備蓄をしていくということについては、当然一定のコストが

かかることを国民にも理解してもらう必要があると考えています。 

 もう一つ、本当の不測時にどう国が対応するかという体制整備も必要で、平成 14 年には

不測時の食料安全保障マニュアルというものを策定しています。事態の深刻度を３つに分

け、レベル０はまだ程度が軽いときであり、情報収集、あるいは備蓄の活用等でやってい

く。レベル１は、特定の品目の供給が平時の２割以上下回ると、緊急増産、売り渡し、輸

送、保管等に関する指示をするとか、標準価格の設定等の価格の規制をすることが必要に

なるのではないかという想定をしています。レベル２として、１人１日当たり供給熱量が

2,000 キロカロリーを下回る、かなり厳しい状況になることが予測される場合は、熱量の

カロリーを優先する生産に転換をする。具体的には、芋の生産に転換をしていく。あるい

は、農地以外の土地を農地として利用する。あるいは、割り当て、配給、物価の統制を実

施する。また、石油は農林漁業への優先配分を行うというようなこと。以上のような想定

を行っていますが、必要があればさらに検討を進めたいと思います。 

 最後に、今まで申し上げましたことの主要項目を整理しています。 
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 国民の一人一人については、食料問題に関する認識を高めること、米を中心とした日本

型食生活によって健康を守るとともに、国産農産物の消費を増やして地域や環境を守るこ

と、食品廃棄を抑制すること、それから食育の重要性を理解し実践することということで

す。農業関係者については、農地の有効利用、国産農産物のニーズに対してきちんとこた

えること、また外食や中食についても同様です。また、関係事業者については、消費者の

信頼確保、適正な表示です。政府についは、国民の認識度を高めていく、それから自給率

の向上、そして輸入の安定化・多元化、備蓄の確保、不測時の体制整備といったことが考

えられると思います。これらの食料の未来を確かなものにするということで、関係者が一

体となって取り組んでいくべき課題と考えています。 

 以上、資料の整理であります。 

 お手元に参考資料として、世界経済フォーラムがグローバルリスク 2008 というものを１

月９日に発表しています。簡単に紹介すると、世界経済フォーラムというのは、スイスの

ジュネーブに本部がある民間の非営利団体ですが、世界中の大企業の方々、1,000 社の指

導者とか政治指導者の方とか、あるいは選出された知識人の方を集めて、ダボス会議を１

月に実施する主催者です。その世界経済フォーラムがグローバルリスクというものレポー

トを発表していますが、今年のレポートの中で、食料安全保障というものが主要なリスク

として顕在化してきたということを強調しています。これまでにない根本的な変化が起こ

っている可能性が高いということで、途上国のみならず先進国にも波及していることにつ

いて警鐘を鳴らすレポートを出しています。参考資料１の右側の下のほうに、政策担当者

は、食料を戦略物資として再考して、食料政策を見直す必要があるという提言が行われて

います。我々が考えていることと基本的に同じ理由、背景等によって、こういう警告を行

って新しい動きがありましたので、ご紹介をさせていただきました。 

 その他、もう一つ、参考資料２として、最近の農産物価格の動向という、ちょっと厚目

の資料があります、世界の農産物、穀物の価格動向とか、それを受けての我が国の食品価

格。きちんとしたそういうものを転嫁をしないと、関係事業者もなかなか厳しい状況にな

ってきており、現在のこういった状況についての説明資料が載っていますので、これは参

考にしていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 それでは意見交換に移りたいと思いますが、前回までと同様に、何人かの委員の皆さん
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からご発言があったところで、まとめて事務局からお答えいただく形にしたいと思います。 

 それから、若林大臣におかれましては、国会の審議の関係で一旦退席されますこと、ご

承知おきいただきたいと思います。 

 それでは、今の資料の説明につきまして、ご意見、あるいはご質問でも結構でございま

すので、どなたからでもご発言いただきたいと思います。 

○澤浦委員 資料の農業者としての役割の中に、農地のことや需要者の要望に沿ったもの

を生産するということがあります。農地の有効利用について、米をやっている農家、農業

法人協会の仲間に聞いたところ、米を作りたくても、価格が原価を割り込んでしまえば、

これはもう作りようがないと言っている方が多いです。よく、農業者ではなく他産業から

参入すれば、農業、米の生産は生き返るとか、そこで農地が有効活用されるという話があ

りますが、私は決してそうは思わなくて、原価を割り込んでいるものは誰がやっても原価

を割るわけで、再生産できないと思います。この再生産して農地を有効利用していくとい

うのは、そこで生産性が上がるかどうかということが非常に重要で、特にお米の場合は、

本当に今の価格が安いのか、高いのかと。外国とただ比べるだけで日本は高いという議論

をしているだけでは、とんでもないことになると思っています。 

 現実、山形で米の生産法人を経営している方とお会いしてお話を聞いたところ、「専業

で大規模にやっている米農家ほど倒産するのが早い。このままの状況でいくと、今年から

来年にかけて農家の破産がさらに増えるだろう」という話をしていました。そうなると、

大規模農家ほど、米だけじゃなくほかの野菜などを生産していますから、その経営者が言

うには「野菜も二、三年後には暴騰する」という話をしているんです。私は野菜専門です

から、お米については自分以外のこととして考えていたんですが、そうではなく、このお

米の価格、再生産を割り込むような価格ではだれもできないわけですから、価格面はしっ

かり押さえる必要があるのかなと。米の価格が再生産できる価格であれば、農地の利用と

いうのは進んでいくと私は思っています。 

 それから、需要者といいますか、食べる側から米の需要を増やしていくという点ですが、

私は昭和 39 年生まれで、学校給食が全部パンだったんですね。私と同じ年代の人たちは、

やはり３食のうち１食か２食、パンなんですよ。私たちの父親の時代は、パンはほとんど

食べないですね。ですから、やはり米の需要を増やすということであれば、学校給食、食

育も含めて、すべて米に替えるということが、一番身近な食育につながると思います。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 
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○ももせ委員 どのような課題に取り組むべきか、私自身も自分なりに考えられることだ

と思ってきましたが、今日、この資料をいただいて、私は生活者の代表として多分ここに

座っていると思いますので、生活者視点から意見を述べたいと思います。 

 これで、まず国民ありきということは非常によくわかりますが、国民の課題が７項目、

生産者の課題が３項目、製造者が２項目、政府が６項目、私はこれは逆の順番でしょうと

思います。政府が 10 項目ぐらい出していただいて、それに伴って生産者、製造の問題点が

出てきて、最終的に国民にわかりやすい形で２つ３つのやっていくべきことが見えてくる。

先に国民の課題がこんなに７項目ありますよと、こういう消費者否定の視点から物を考え

られると、非常に抵抗を感じます。 

最終にやるべきことということに関して、国民が認識を高めなさいということですね。政

府のやるべきことの第１項目に国民の認識度を高めることとなっている。私は今、これを

全部見せていただいて、生活者の視点からここはぜひやっていただきたいと思ったのは、

11、12、13 ページのあたりでした。つまり、実際的に国民は、調理の技術とか賢い消費者

という前に、現実的に家庭で調理が行われない。それから、自給率も低いですけれども、

自炊率も低くなっています。家で調理をしないという人たちに対してどこが影響を持てる

かといったら、やはりお惣菜とか外食産業のところで輸入食品がどれだけ使われているか

というあたりにまず手をつけないと、一人一人の心がけです、おうちでごはんですといく

ら言われても、これは皆さんが一人一人コンセントを抜けばＣＯ２は下がりますよと言っ

て地球温暖化が止められないのと一緒ですね。どんどんＣＯ２はふえちゃっているわけで

す。でも、みんなのせいで地球がと言われて、一生懸命コンセントを抜いている人がいま

すが、それではどうにもならないと私は思います。もちろん国民の認識はとても大切です

が、最初に手をつけなくてはいけないところというのを、この認識を改めてもらうという

ところには余り置いてほしくないと私は思うんですね。 

 例えば、この食育という部分でも、欠食児童が 3.5％います。これ、私はいつもいろい

ろなところで言っていますが、２割の子が食べない日もあると言っています。では、残り

の 96.5％の家庭が食べさせています。８割の家庭は子供にごはんを毎日食べさせているん

ですよ。この８割の親を偉いねと言わずして、この２割の親を嘆かわしいと嘆くような視

点から物は考えてほしくない。お米はおいしいから食べようね、日本のお米はすごく誇れ

るから食べようね、だからお米は食べましょうというのはいいですけれども、今、お米を

食べないことがこれだけ嘆かわしい状態になっています、ですからあなたは望ましい食生
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活を送りなさい、賢い消費者になりなさいというような視点からは語ってほしくない。私

はこの会議の最後の目指すところが、消費者に向けて正しい認識を持ってもらうためのメ

ッセージをみんなで考えて発信しましたというところで終わるのであれば、そこに名前を

連ねたくない。賢い消費者になりましょうねというものをつくるためだけなのであれば、

私は抵抗を感じると思います。 

 特に、この国民の取り組むべきことの７つの課題に出てくるようなデータ、これを語る

のはとても楽しいんです。日本の食卓、子供、親は今はこんなですよ、一人一人の認識が

とても落ちていますと言うのは楽しくて、特におじさん、おばさんの集まったところでは、

嘆かわしいと言って、すごく吸引力を持つのでこれも大事ですけれども、特に私は、この

後半で語られていることに対する正しい情報、それを逆にきちんと国民に提示してほしい

です。その上で、逆の政府、製造、生産というところができることというのを見せていた

だいた上で、国民は自分の行動を決めてやっていく責任はあると思っています。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでございましょうか。 

 もし今ないようであれば、何か今のお２人のことについて、岡島さんからお米の問題に

ついてご発言いただければと思いますけれども。 

○総合食料局長 澤浦委員から、米価が下がり再生産が確保できないのではというお話が

ありましたが、まず、なぜ米価が下がったのか。特に 19 年産の米価はなぜ下がったのかと

いうと、要因は４つあります。１つは、作況 99 でありながら過剰作付があって、やはりマ

クロベースでお米が供給過剰になっているということ。２つ目として、米価のプライシン

グリーダーともいえる全農が、いわゆる仮渡しという価格を非常に低く設定した。それで

やはり米価が下がるぞというアナウンスがかなり強く出たということ。３つ目として、生

産者、消費者、そこをつなぐ流通業者、いわゆる卸売、小売の方々について、非常に業者

数が多く、過当競争が発生していること。お米というのは精米するわけですけれども、精

米施設の稼動率を見ますと装置産業と思えないぐらい低い状況でございます。それから４

つ目としてお米の質がそれぞれよくなってきている中で、安くてもおいしいお米があると

いうことで価格が下がってきている。そういった背景があり、単に価格を人為的に上げる

といったことはなかなかできないというのは、明らかだと思います。 

 一方で、お米の生産費を見てみますと、やはり規模別にかなり格差があります。いわゆ

る小規模の方と大規模経営されている方との生産費というのはかなり違っているわけです
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から、やはりそこでは一定の方向性を目指すべきではないかなと考えているところでござ

います。 

 それから、もう一つ、学校給食につきましては、かつては毎日パン食だったわけですけ

れども、全国レベルでは週３回の米飯給食を目標にして、今、2.9 回ぐらいまで来ていま

す。農村部等では３回を超えるところがかなり出てきているわけですけれども、一方、大

都市圏ではなかなかまだ週３回までいっていない。現在、３回を目標にしている中でも、

５回できるところはしていただくといったことは必要かなと考えています。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 ももせ委員のご発言につきましては、本日の会議の最後で、この会議としてどういう成

果物を作っていくかについてご提案を申し上げるつもりでいます。その中できちんと受け

とめてまいりたいと思います。できるだけ多くの方々に共感していただき、賛同していた

だくということが大前提になりますので、非常に貴重なご意見を承ったと、こう思ってい

ます。 

○総括審議官 今、座長がおっしゃったとおりであるわけですけれども、ももせ委員がお

っしゃったのは、我々の資料に対して誤解があるかと思ったんですが、２ページから始ま

るところで、括弧して、国民にとっての課題、①とか②というふうにやっているものです

から、一つ一つが独立した課題だととらえて７項目とおっしゃられたかと思いますけれど

も、実はそれは、相互に関係することを資料の順番として、これは全部国民にとっての課

題の部分の資料ですという意味での番号の振り方であって、課題の項目が７項目あるとい

うことではなくて、その辺で誤解を与えるかなと思って心配していたんですが、そういう

意味で、最終的なページのところには７項目ではなくて、もう少し整理されたものになっ

ているかと思います。ただ、いずれにしても、委員の皆さんのご意見で、また座長のご指

示で最終的にまとめていただければ結構だと思っています。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 それでは、大木委員、どうぞ。 

○大木委員 ももせ委員が言われた意見ももっともと私も思っていますが、例えば、８ペ

ージ、朝ごはんを食べる子供がどうしてだんだん減ってきているのか。これだけ農水省が、

朝ごはんを食べることは脳にはすごくいいと、いろいろなシンポジウムをやっていますよ

ね。それなのになぜこんなに減って、効果が上がっていないのでしょうか。12 年３月の子

供が描いた絵がありますが、現在では学校でいろいろな教育をしていて、これだけ効果が
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ありましたよという最近の絵をここに比較で載せないと、８年前のものをここに持ってく

るというのは、何だという印象を与える可能性があります。 

 それから、17 ページの備蓄のところで、飼料穀物で自給率ゼロとなっています。これは

どう見るのでしょうか。飼料を作っている農家もあるような気がしますし、これがゼロと

いうのがちょっとわからないので、教えていただきたいと思います。 

 13 ページで、食品の表示の不適切で、自主回収が約３倍。昨年の３倍になっているわけ

ですよね。私どもの会でも、このときにいろいろな話が出まして、例えば崎陽軒のシュウ

マイ、これがＪＡＳ法では違っていたかもしれない。タマネギとホタテ貝の表示が逆にな

っていて、これが大きな問題になって自主回収して廃棄をするとか、これ、もったいない

のではないでしょうか。多分こういうのもこの中に入っているだろうと思います。こうい

うところを食べられるものを捨てないで生かすことを考える。法律だからとか、表示され

ている電話番号のハイフンが違っていたので、捨てたくないんだけれども、保健所とか法

律で決まっているから捨てなければならないという無駄がたくさんあったようです。法律

だけの考えではなく、まさに今ご説明があったように、資源の危機が迫っているなかで、

そういうときの対応の仕方というものを、まさに国民全体で考えていかなければいけない。

業者にすれば、役所がそう言ったからと縛られている部分が随分あるように聞きます。こ

このところは大事なところだと思いますので、しっかりと無駄のないように食べられるも

のを捨てないで生かす方法はどうしたらいいか、そういうことをしっかりとやっていただ

きたい。施策の中で折り込んでいただきたいなと思います。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 そのほか、いかがでございましょうか。 

○米倉委員 ももせ委員のご発言の中にもありましたが、国民の食生活、特に、食べ物に

対する嗜好が随分変わってきていると思います。食料需給の問題は、そういう点も踏まえ

て考えていかなければならないでしょう。 

 「健康に悪いから、あまり肉食に偏らず米飯をもっと食べる方が良い」と言っても、人

には自分の好みがあり、それを変えようとするのは並大抵のことではありません。農作物

の生産も、こうした前提に立って考える必要があります。つまり、米の消費が減っている

ことへの対策としては、「もっと食べろ」と言うよりは、むしろ新たな需要を喚起してい

けば良い。前回も申し上げましたが、例えば屑米を飼料にするというようなことももっと

真剣に考えなければならないと思います。また、東南アジアにきしめんのような米の麺が
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ありますが、このようなものを開発・普及していけば、米の消費が持ち直す可能性もある

のではないでしょうか。 

生産の側から言えば、先ほど局長がおっしゃったとおり、農地の規模によって随分生産

コストが違うので、農地の集約化は大きな課題です。また、高齢農家の問題は、農業政策

とは違った社会保障の観点から解決していくことも必要でしょう。さらに、農業の構造改

革を進めるにあたっては、生産者から消費者である国民に届くまでの流通過程の効率化も、

避けては通れないと思います。 

 一つ質問ですが、先ほどのご説明の中で、精米設備があまり稼動していないというお話

がありました。それにもかかわらず米価がこれほど下がっている。そのへんのところをも

う少し詳しく教えていただきたく存じます。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 今のお２人のご発言にご質問もありましたので、ここで関連する点について御説明いた

だきたいと思います。自給率は伊藤総括審議官からお願いいたします。 

○総括審議官 大木委員からのご指摘、ご質問のあった件で、飼料穀物の自給率がゼロ％

となっていることですけれども、日本では当然、粗飼料、草などを飼料として生産してい

るものはありますけれども、ここで今ゼロ％としているのは、トウモロコシの実を取って、

それを飼料用にするという形態がないということで、その分についての自給率はゼロにな

っているということであります。えさとしては、もちろん粗飼料とかを含めまして一定の

自給はあるんですけれども、穀物の実を取って濃厚飼料の材料にするという形態は一般的

にコストが見合わないということで、自給率ゼロになっているということであります。 

 それから、廃棄された食品の利用につきましては、これはえさと肥料という２つの方向

で活用するシステムを作っていくということは当然考えていて、そういう努力はしている

わけですが、まだまだ不十分な面もありますので、今後とも進めていかなければいけない

と思っています。 

○生源寺座長 それでは、お米の件は岡島さんのほうからお願いします。 

○総合食料局長 米倉委員からのご指摘で、まず１つは、本日提出しております資料の 16

ページにもありますけれども、ご指摘のとおり、いわゆる主食用としての需要というのは

かなり頭打ち、あるいは縮小していく可能性がありますが、一方で、やはり米粉というこ

とで、いわゆる粉食で食べていただくということはまだまだできるのではないか。そのう

ちの一つとして、麺への利用もあるのではないかと我々も考えています。 
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 それから、もう一つは、水田の機能を維持していく観点から、飼料米ということについ

ても正面から取り組んでいく、そういう時期に来ているのではないかと思います。これに

つきましては、食糧管理法のもとで、いわゆる主食用に横流れすることをどうやって防止

するのかということで進まなかった部分もあったと思いますけれども、これからは結果責

任として、万が一にも主食用に回った場合には結果責任をとっていただくということで現

場では進めていくことを考えており、場合によってはバイオ用の原料としても使えないか

ということで検討しています。 

 それから、精米施設の件でございますけれども、いわゆる玄米から精米にする過程でど

こで統制するかということですが、今はコイン精米機だとか、スーパーの店頭でもありま

すが、いわゆる大規模でやっている精米施設は各地にかなりあるわけですが、それの稼働

率が極めて低いということでございます。どういうことかというと、やはり精米施設を持

っている企業が余りに多過ぎる。そこで競争が激化しており、やはり米価を下げる原因に

なっているのではないかということでございます。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

○川勝委員 今、食料自給率を上げるという大きな課題に直面しているわけですけれども、

２年ぐらい前までは、カロリーベースで４割と言われていたのが、２年前に下がった。そ

して、それを平成 27 年、今から７年後には 45％に上げる。そのための戦略をどう練るか

が一番大きな課題ですね。 

 それで、本日ご報告を聞きまして、国民の食料自給率に関する認識度は低い。それはど

うしてかということについて十分な分析があったとは思いませんけれども、しかし、北海

道あたりで食料自給率が低いよと言われたって、200％あるわけですから、余り危機感を持

たないですよね。では東京はどうか。東京は食料自給率が１％、大阪は２％、神奈川は３

％と、それぞれミシュランで星が合計すると 190 もあって、世界で一番おいしいものはお

金さえ出せば食べられるという環境の中で、どうしてこの食料自給率を上げろという危機

意識を持てるか。あるいは、大阪は食い道楽と言われて、そうしたところでどういうふう

な認識を喚起できるか。神奈川だって、横浜でも中華街とか、いろいろ食べ物については

豊富だという、恐らくそういう県民意識、都府県意識があって、どうしたらいいかという

のが極めて絶望的だと思いますね。 

 ただ、ここで本日お聞きしていて、突破口がどこにあるかというと、なるほど、食料自

給率についての危機意識はない。しかしながら安全性についての関心が極めて高い。しか
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も、安全性については国産品が安全で、輸入品──恐らくこれは中国品などを指している

かと存じますけれども、もちろんアメリカの牛肉等も念頭にあって、国産品のほうが価格

が高いけれども品質的に安全である。もちろん、今、偽装問題などがあって問われている

わけですけれども、それぐらい国民の管理監督意識みたいなものがメディアも通して極め

て敏感に働いていると思いますので、この安全性のようなところが突破口になると思いま

した。 

 そして、今、各委員の先生のお話を聞いていて、澤浦さんが昭和 39 年に生まれてパンを

給食で食べていた。そうしたことから友達もみんなパンを食べるという。ですから、やは

り教育がとても重要だと思うわけです。そして、ここで出されている認識を上げるための

方策としては、政府としては都市と農村交流を推進する。それから市民農園を普及させる、

農業体験学習をもっと充実させる。これは今、盛んにされていますが、もう一歩踏み込ん

で、各学校は、少なくとも義務教育に関しては学校農園を持つというような思い切った提

案をされたらどうか。市民農園は、これは市民の発意に基づいてされていることで、やる

人もいればやらない人もいる。ただ、たまたま増加傾向にあるということでしょう。農業

体験学習は、一応政府もお金をつけてくださって、小学校の高学年たちが１週間ほど農山

漁村で学べるということになったわけですね。ただし、これが十分に体に身につくかとい

うにはちょっと不十分で、むしろ思い切って、食育とのかかわりで各学校は学校農園とい

うものを持つ。府県の中で近いところでお持ちになるというようなことを思い切って言わ

れたらどうかということです。 

 その場合、自分で作って自分で食べるというときに、ももせ委員が、自給率よりも自炊

率が大事だと言われて、これは、外食と家で食べるということがよく対比されますけれど

も、スーパーマーケットで買ってきたものをそのまま出すということもありますので、自

炊率という考え方は実に興味深くておもしろい。自分で作ってみる。そのとき初めて材料

をいじりますので、そういう意味では、だれがそういう指導をするかというと、これは先

生ということになりますね。そうすると、今は学校の教育学部を出て、各府県の試験を受

かったら先生になれるわけですけれども、そうではなくて、教職課程につく者は農村体験、

農業体験を一定期間やるべきだというようなことを思い切って提言されたらどうか。つま

り、先生方も土、水、緑に親しむということを日本のいわば国家的な課題として、子供の

教育、義務教育として担当する者は国土の土に触れるということを義務づけるということ

をするとしてはどうかと思うわけです。 
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 以上、学校における学校農園、それから教職課程における農業体験の必須課目化という

ようなことをやっていくことが一つの突破口になるかなと思いますね。そして、そのとき

に、先生の先生役をするのはだれかということになりますと、いわゆる農業団体というこ

とになりますが、今、農業団体というか、農民の方々は、政府の補助に頼るとかいうよう

なことが、いわば今、死活の状況にいらっしゃるので、どうしても援助が要るわけですけ

れども、しかし、日本の農業のノウハウを身体的に身につけているという人たちが先生役

をするためにどうしたらいいかということを考えてほしいと思います。ですから、農業団

体、農協が、現在の仕事だけではなくて日本の青少年の教育に当たるというような、そう

いう呼びかけを思い切ってしていく。教育再生会議で言うところの社会総がかりという中

で、子供の食育を先生、それから学校の子供たち、そして農業の従事者というところでや

ってもらうということでどうかと思うのですが、そういう提案をしたいと思います。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

○養老委員 さっきからＢＭＩの計算のところで、すみません。４ページの一番下に体重

割る身長の２乗という、これでよろしいのですか。この定義式ですね。 

○総括審議官 メートルの２乗で割るという計算になると思います。 

○養老委員 身長１メートルの人はありませんけれどもね。１メートルの２乗で割ると

125 ですよね。じゃ、それ以下ならいいということ。それ以下を標準とするということで

すね。 

○生源寺座長 ＢＭＩ25。 

○養老委員 ＢＭＩ25 ですか。それじゃ、わかりました。 

○生源寺座長 そのほかの点でも、お気づきの点なりがあればご発言いただきたいと思い

ます。２度３度ご発言いただいて構いません。 

○大木委員 とてもこの表がいいなとこの中で思いましたのは、９ページのところに、坪

で国民に意識を持たせるために、農地の面積で国民１人当たり 111 坪とかって書いてあり

ますね。今はメートル法の時代だとわかっていますけれども、幅広い層が納得するという

意味では、この坪が書いてあったのがとてもいい。年齢の高い人になんかとてもわかりや

すくて、ああ、これだったら自分も意識しようと思うからいいなと、ここのところは感心

をして見ました。 

 それから、先ほどの穀物、トウモロコシの自給率ゼロというのは粒にしてという話でし

たけれども、前は作っていた方がありますよね。というのが、私、畑を回っていて、「こ
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れを売っていただけませんか、おいしそうだから」と言ったら、「いや、これは飼料だか

ら、売れないことはないですがおいしくないですよ」と言われたことがあります。そうい

うものも入っていないとか、今は作っていないということですか。 

○生源寺座長 トウモロコシを成育して、実もついていますけれども、それも全部幹とか、

あるいは皮等も全部含めて刈り取って、それを大体サイレージにするんですけれども。で

すから、この場合は栄養の成分からいって粗飼料、草とか、あるいは稲わらとか、それと

同じカテゴリーの飼料と定義しています。ですから、お米そのものとか、あるいは大麦と

か、あるいはトウモロコシとか、その実をえさに使う場合には、通常濃厚飼料と言ってい

ますけれども、それが日本の場合、四捨五入すればゼロというぐらいしかないと、こうい

うことだと思います。 

○大木委員 全くのゼロじゃなくて、四捨五入するというゼロという感じなんですね。 

○総括審議官 全体は 1,200 万トン以上なので、あったとしても、四捨五入をすればゼロ

になってしまうということです。 

○生源寺座長 澤浦委員、どうぞ。 

○澤浦委員 生産者の立場で未来を描くと考えたときに、やはり全体で農業をどうしてい

くかという議論になり、今、この資料にある問題点、課題がなかなか解決できないなと、

いつも感じています。ももせ委員がおっしゃっていたことも、食べていただける生活者の

方にどういう対応をしていくか、どういう商品を作っていくかですね。そうすると、我々

生産者はどうしていくかと考えたときに、全体的にこういう方向でということじゃなくて、

個々の農業経営が顧客、それから生活者に対してどういうものをどう届けていくかという

発想になっていく必要があると思うんです。そのときに食料自給率 40％。今、39 になった

ということなんですけれども、あえて私は言っているんですけれども、私にとってこの 39

って全然関係ないことで、野菜とコンニャクにはカロリーはありませんから、そうなって

くると、顧客に対してどういうふうな経営をしていくかというのが一番重要だと私は思っ

ています。 

 では、それだけでいいのかといったときに、今度はもう少し広い視野で、例えば政府と

か国として見てどうするかと考えたときに、それぞれの経営体を育てていくという、仕組

みにしていく必要があると思っています。何でも束ねて、こういう方向だ、米を増産する

んだ、ということではなくて、個々の経営がどういう活動をしているか、その農業経営の

行く先を阻害しないような、またそれを成長させるような施策というのが私は必要だと思
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っています。 

 顧客の要望は多種多様で、農業も、みんなで一緒にやろうという時代じゃないなと私は

思っていまして、私があなたにどうするかということから経営というのを考えていかない

といけないのではと思っております。そういう経営体を増やしていくことが、ハンバーガ

ー屋のレタスはどうするんだ、スーパーで売られるレタスはどうするんだとか、そういう

個々に対応したものを農業生産の現場が生産できるような仕組みづくりにつながると思っ

ており、私は、この未来の食を確かなものにするのには、生産の現場からが大事と思って

います。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 幾つかご提案等もあったようですけれども、何か事務局のほうから、この２点でご発言

ありますでしょうか。 

○総括審議官 川勝委員からいろいろご提言をいただいたことについては、むしろご議論

いただければいいかと思います。私どもとしては非常に興味深いご提言だったと思います

けれども、また委員の先生方のご意見の中で取り扱いを決めていただければいいかと思い

ます。 

 農業者の立場というのを澤浦さんからお話がありましたけれども、農業者の方一人一人

の経営にとっては、いかに利益が上がる経営ができるかということが大事と思います。で

すから、ある意味では自給率とか、農地をどう全体として守るかということは、一人一人

の経営にとっては直接関係ないと言えば関係ない。自分の経営がどう成り立つかというこ

とだと思うのですけれども、イギリスみたいに土地があり余ってきている国とは異なり、

やはり日本の場合、非常に貴重な限られた農地しかない中で、それを有効に活用しないと

いうことについて、やはり農業者側に課題として残るんじゃないかと思いますので、経営

体としては、もちろんもうかる経営を目指すというのは当たり前だと思いますけれども、

トータルとしては、農地を有効利用するというのは日本においては大事なことではないか

と、そういう立場をぜひ農業者側も理解をして、耕作放棄地とか耕地利用といったものを

考えてもらいたいということであります。 

○澤浦委員 結果的には私もそうなると思うんです。要するに、農地を有効利用すること

を目的に農業をするのか。そうではなく、お客さんに対して食料をちゃんと供給する結果、

農地がどんどん耕作面積がふえていって耕作放棄地がなくなるということだと思うんで

す。ですから、結果的には一緒だと思うんです。 
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 これは１つの例で、私の村ですが、昭和村というところは耕作放棄地がゼロで、農地が

足りないんです。どんどん隣の村の農地を借りたり、前橋のほうに出ていったりして、隣

の村の耕作放棄地を貸していただいたりしているため、そちらのほうも耕作放棄地がなく

なってきている状況です。何で昭和村の農業がそれだけ勢いづいているかというと、それ

ぞれの農家が大きくとも小さくても農協でも、みんな顧客を持っていまして、皆さん食べ

ていただいているところに直接販売をしています。そのため、需要がどんどん増えていき

ますから、結果的に耕作放棄地がなくなっているという状況を考えると、やはり経営とい

うものを育てていく結果、耕作放棄地がなくなっていくという考え方のほうが、農業者に

とって受け入れられるような気がします。 

 先日、新幹線で久しぶりに青森の農場に行きました。途中、耕作放棄地の田んぼがあっ

て、今まで耕作放棄地というのをイメージできなかったため、草だらけで何だこれはと思

っていたんですが、「ああ、これが耕作放棄地か」と。やはりそこにも顧客を持った経営

体、仕組みがあれば、耕作放棄地はなくなっていくんじゃないかと思っています。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 私はバックグラウンドが農業経済学ですが、今のお話は派生需要と表現をするんだろう

と思います。つまり、最終の生産物に対する需要なりニーズがあり、そのための土地利用

があり、耕作放棄地もなくなるという、こういう関係だと思います。需要がないときに、

作れ、作れ、と言っても、農業者の方も如何ともしがたいという、こういうご趣旨だろう

と思います。 

○澤浦委員 そのような経営に重要なのが顧客の理解です。消費者という言葉はあまり使

いたくないのですが、食べていただける、そういう顧客の理解というのが重要で、その人

々とどれだけ信頼関係を作れるかというのが、農業者側の重要なことであり、逆に、そう

いう潜在需要といいますか、潜在的な顧客、そういったものを掘り起こしていくことも重

要だと思っています。 

 悪い言い方になってしまうかもしれませんけれども、これは農業者からしてみると、非

常にいいマーケティングの材料かなと思うこともあり、結果としてそれで農地が耕作され

るようになっていけば、目的は果たすことができるのかなとも思っています。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 どうぞ、ももせ委員。 

○ももせ委員 生活者として、しつこいようですが一言だけ。 
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 やはり生活者としては、自分たちがどのような位置にいるのかというのはとても関心の

高いところです。私の立場としては、食育という言葉がすごくよく出てきますが、食育は

おまけでお願いしますといつも思っています。ぜひ、おまけ。だから、食育が第一目的で

はないと思っています。最後についてくるおまけと思っています。 

 先ほど川勝委員のほうから、教育が大事ですというお話がありました。今の子はとても

たくさんのことを学校から習ってきます。すごく忙しいなと思っています。農業体験もし

なければいけませんし、職業体験で１週間、どこかの職場に行かなくてはいけませんし、

金融リテラシーを学べということで銀行員にも習い、大人になってから知ればいいような

ことをいっぱい習わなければならないような現状ですね。その中で、うちの子も小学校で

食育を受けています。その方法を間違えると、かなりきついなと思いました。農業体験は

すばらしいと思います。ただ、実際に何を言われてきているかというと、「朝ごはんを食

べましょうね」というのをすごく言われています。「朝ごはんは、ごはんがいいですよ」

「日本じゃごはん」「パンよりごはんがいいんだよ」「３食食べようね」「９時までに朝

ごはんを食べようね」、たくさん教育されてきます。何をするかというと、うちに帰って

きて「お母さん。お母さんは朝ごはんを食べていないよね」と言われる。「朝はお米がい

いらしい。うちはパンじゃないか」、そういうようなことをバーッと言われるわけです。

学校から配られる資料には、「今日の太郎君の朝ごはんはこれだけです。食パン１枚。こ

ういう家庭がふえています。しかも太郎君はひとりで食べています。食卓を囲んでいませ

ん」というのを、すごく脅迫的にたくさん情報をもらうんですね。パン１枚で何が悪い。

食わせているんだよと思うんですよ。うちのパンはおいしいパンですよ。しゃべっていな

いといったって、みんなお母さんは働いている人は支度しているんですよ。後ろでクルク

ル回りながら「今日は何。時間割はそろえた」と言いながら食べていても、子供に「だれ

と食べましたか」と言えば「ひとりで食べました」と答えるんですよね。 

 私は料理のブログみたいなものも書いていまして、そこに「いいじゃないか、好きなも

のを食べれば」と書いたんです。「朝ごはん、いいじゃん」。それで涙を流したお母さん

がいたんですよ、すごく救われましたって。もうとにかくそれまでは、子供の健康のため

に１品おかずをつけなくちゃとか、必ず朝、ごはんを炊かなくちゃ、おみそ汁もつくらな

ければって、すごく頑張っていた。パン１枚でいい日もあっていいんだよねと言って涙を

流した人がいる。 

 だから、すごく消費者教育、食育というのは大事だと思うんですけれども、とにかく今、
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メタボリックでウエストをはかられて、それが査定に響いちゃうようなことが会社にまで

あったりして、食品偽装の問題もそうですけれども、食べ物に関して物すごく窮屈だと思

っています。何を食べなければいけないとか、だれにも決められたくないと私は思ってい

まして、やはりおいしいというのが私は一番大事。おいしければいいじゃんと思っていて、

おいしく食べられるということが一番大切なことだと思っていますので、食育とか消費者

教育の中に締めつけるような、こうあるべき、賢くあるべきというようなことではなくて、

おいしいよというものが伝わるメッセージというものをぜひお願いしたいなと思います。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

○大木委員 耕作放棄地が国として問題になっているけれども、ここは農作物を作るにも

作れないような土地だから放棄されていると思いますが、それを本当に耕作したくなるよ

うな土地にして、国の農地を広げたいという施策というものは、どのように展開されてい

くのでしょうか。 

○生源寺座長 では、伊藤総括審議官のほうから。 

○総括審議官 耕作放棄地にはいろいろな理由があろうかと思いますけれども、基本的に

は、今おっしゃったように収益が上がらないとか、労働力の問題だとかというケースが多

いかと思います。やはり 38 万ヘクタールと言われているぐらい、大変大きなものになって

いますので、今行っている農地政策の見直し検討の中でも、耕作放棄地の解消につなげる

ことも一つの視点としているわけですが、具体的には、耕作放棄地といっても、本当にど

こにどういう形であるのかということが必ずしも正確に把握されていないということで、

今、各市町村にお願いをして、実態を調べています。その実態に応じて、それが農業とし

ての利用が可能なところか、場合によってはむしろ山に戻したほうがいいようなところで

はないかについて、各市町村で調べていただいて、方向性をある程度整理しようとしてい

ます。もちろん極力農業的利用に持ってくるようにしたいと思っています。 

 問題は、何をだれがつくるかというところですので、市町村を通じたり、あるいは農業

者に対して、地域によっては、例えばボランティアグループがみんなでそこに景観作物を

植えてみたりとか、いろいろなケースもありますので、それらの事例を提案をしながら、

地道に解消に向けていきたい。目標としては５年をめどに耕作放棄地をゼロにするように

取り組んでいきたいと考えているところです。 

○生源寺座長 川勝委員、どうぞ。 

○川勝委員 私、早稲田大学出身ですが、昭和 23 年の団塊の世代で、そのころは、もう大
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学の食堂というのはえさだったわけです。食わせてやる、安い。だから、ごはんなんてい

うのはシャベル、みそ汁なんかバケツなんです。そういうような形で、それは要するにえ

さとして食わせてもらった。私は今、静岡文化芸術大学という新しい大学にいるのですが、

そこは木村庄三郎先生が初代の学長で、学生食堂が３階にあるんですよ。その３階という

のは、学長室とか理事長室とか役員室とか、要するに最高のフロアなんです。そこに天井

を高くして、そして、そこで教職員と学生が一緒にごはんを食べられる、そういうハード

をつくったわけですね。言いかえますと、木村さんは、食べるというのはそれなりの栄養

をとることではない。これは文化だということで、文化として食を考える、そういうハー

ドを提供されたんですね。ですから、やはりどれだけのカロリーをとったかというよりも、

食文化というものを教える人がないと、やはり具合が悪いと思いますね。 

 私は、ごはんを食べる国民運動推進協議会の会長です。それで、早寝早起き・朝昼夕ご

はん・晩酌つき運動というのをみずから実行しつつ推進しているほうなので、ごはんに対

して、パンを食べちゃいけないとか、肉を食うなとかいうことと全く違いまして、食文化

を考えるきっかけということですね。それを教えられる人っていないですよ。例えば、日

本のごはんは、ごはんとおみおつけだと。そのみそ汁も、基礎はカツオとコンブのだしだ。

じゃ、コンブのだしというのは昔からあったのかというと、これは北海道が活用されてか

らですから、言うならば 18 世紀以降です。日本の料理の基礎は例えばしょうゆだと言われ

る。しょうゆは、もちろん昔からたまりというのがありますけれども、今日でいうところ

の大豆、これが食文化になったのは、これは室町末、実質、江戸時代ですよね。そして結

局、いかなるスパイスも使わないで、しょうゆ一本で料理ができるようになったというの

が、恐らくこれが、日本が鎖国をできた理由じゃないかとさえ思いますけれども、つまり

日本以外のすべての国の食事というのは、すべてスパイスを使いますから、そういうこと

を抜きにして、これを食らえと言ってしまうと、それはもう暴力になります。 

 だから、そういう意味においても、私は教育が余りにも不足していると。先生も知らな

い。英数国理社の中で、どこで教えるんですか。給食の時間、これが教育の一環だという

ことをどこまで理解しているかとなると、まだまだ不足ですね。まだ地産地消のレベルで

しょう。そういう意味で、やはり 200 の国があり、あるいは 3,000 近い民族があって、そ

れぞれの民族は文化を背負っている。その文化の基本の一つが衣食住だということで、そ

ういうものを他国のものを拒否するのではなくて、この国のものを教える。 

 ちなみに、ごはんを食べる国民運動推進協議会をつくられた理由は、１月 17 日、すなわ
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ち２日後ですけれども、1995 年にご承知の大震災があって、そのときに炊き出したごはん、

これが一番被災者の人たちにとって励みになったということで、ごはんというものは安全

食だということから始まりました。ですから、２日後は皆さん、おむすびの日になってい

ますから、おむすびを１つかじっていただきたい。かじるというか、食していただきたい

と思います。 

 ちょっと話を置きまして、もう一つは、農水省は何ができるかということですけれども、

各地方に農政局があるでしょう。これ、今、８か 10 ありますか。それで、もう少し腰を落

ち着けてそこで勤務されたらどうか。結局、霞ヶ関に戻ってくる。腰掛けでそこにいらっ

しゃるようじゃ具合が悪いんじゃないでしょうか。だから、地に着いた農政をやっていた

だきたい。北海道の農政と瀬戸内海、九州、沖縄では農政は違ってしかるべきものです。

そういうところを順繰りに回るのも大事ですけれども、ある一定期間はそこに土着する。

やがてそれは道州制になって、農政局というのは国内の内政に係ることですから、いわば

道州のほうに権限、人材も、それから予算もおりていくという、そういう運命にあると思

います。 

 これから７年後に自給率を上げていくという流れの中で、道州制になったときに農水省

が日本の食料自給率を上げるためにどうしたらいいか。それはやはり地域に応じた農政を

行うということであると思いますので、都道府県レベルではなくて、幾つかの単位によっ

て分かれているので、その地域における農政のあり方を、しっかりその土地から学ぶとい

うことのために、今の人事のあり方も思い切ってお変えになられて突破口を開けられる。

若林大臣がそういうリーダーシップを発揮していただいて、農水省に関しては二、三年で

は戻さない、10 年間おれというぐらいの──やがて、いわゆる中央政府は調整機関になる

と思います。外交、防衛、安全保障、あるいは貨幣、通貨の調整を除きますと、国交省と

か農水省とか環境省とか、中小企業にかかわる経済産業省とか、そうしたものは内政にか

かわるので、これは、イギリスがスコットランドに内政にかかわるものを全部移譲しまし

たでしょう。そのようなことが待っていますので、余り上からこうしろ、ああしろと言う

と、ももせさんのような反発を食らいますので、自らも地に着いていくという動きをどこ

かで示されたほうがいいと思います。 

○生源寺座長 ありがとうございました。 

 それでは、いろいろご議論いただきましてありがとうございました。役所のほうは何か

ございますか。特によろしいですか。 
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 それでは大臣、何か締めくくりのご発言をいただければと思います。 

○若林農林水産大臣 途中、中座をしておりまして申しわけありませんでした。中座中、

ご発言のありました澤浦さん、ももせさん、それぞれメモは今いただいています。なるほ

ど、いろいろな角度から、自給率の問題というのは課題の取り上げ方にも難しいことがあ

ると思いました。実際、川勝さんがおっしゃられましたけれども、どこから手をつけて、

どういうふうに展開をすることが可能なのか、これ自身も国と私自身も見通しを持ってい

ないんですね。やや絶望的な状況じゃないかというお話がございましたけれども、しかし、

同時に大変リスキーな状態が高まってきます。具体的には、今年あれだけ小麦や大豆、ト

ウモロコシなどが値上がりしてくれば、これは輸入せざるを得ないわけですから、輸入を

する価格が高くなれば、当然それを全部政府が背負うわけにいきませんから、消費者に負

担してもらわなければいけない。高い輸入原材料による食料品が高くなる。高くなると、

生活、購買力の関係がありますから、高いということについてのクレームがいっぱい出て

きますが、同時にやはり自己防衛をしていただかなければならないんですね。どうしても

おいしく食べようと思って外国のものがおいしいとなれば、それは高くても買うわけです

から、ほかの生活を切り詰めながらも高いものを食べるということになっていくわけです

ね。そういうインパクトというのは、多分昨年から今年にかけてかなり明確に出てくると

思います。 

 国家の安全のために食生活を変えてくれと言われても、ももせさんがおっしゃるように、

そんなのは、一人一人の食生活の中に国家の安全を考えて食生活しろなんていうようなこ

とは、幾らそれを言ってみたって、なるほど、国家の安全のためにまずいものを食べると

か、高いものを食べるとか、そういう選択肢というのは押しつけられないですよね。だか

ら、やはりこのいろいろな資料を見ても、おいしいものを楽しく食べるというのが生活の

基礎ですから、その環境が本当にあるのかどうか。ないとすれば、どういう環境を作って

いけばおいしいものを楽しく食べるというような環境ができ上がるのかという、そういう

切り口というのはやはり必要だろうと感じたところでございます。 

 ただ、それにもかかわらず、国民の皆さんに対して安心できる食べ物を安定的に供給す

るというのは、やはりこういう輸入に依存している国としては国家の責任でもあるわけで

すね。自然に任せてそうなるわけではありませんから、今、食料の獲得競争のような時代

になっていきますと、そういう国がやっている努力というのもわかっていただくようにＰ

Ｒをして理解を求めてもらう。その中で、押しつけるわけじゃないけれども、自分たちの
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日常を楽しくおいしく食べていく、その生活の中に、国内でできるものは国内でできるだ

け消費していこうという意識の改革をしていただくという、その意味での食育というのは

何ぞやということになるのですが、やはり食べることの大切さ、食べることの意味という

ようなものを、もっと教育を通じて、あるいはいろいろな機会を通じて、わかっていただ

くような努力が必要なのかなと思います。 

 大変危険な状況に入ってきていると思います。これがあと５年、10 年という時を経過し

て、さらにそういう不安定な状況をそのまま放置せざるを得なくなりますと、国民生活に

対する大変な不安になるのではと思い、いろいろご意見をいただきました。そんなご意見

をしっかり受けとめながら、正しいメッセージを国民の皆さんにお伝えするというのは、

やはり我々の大きな責任ではないかと思いますので、いろいろ出された意見を整理をした

上で、取りまとめに当たりまして、国民の皆さんにどのようなメッセージを出すのがいい

のかというようなことを、次回までにご意見をいただきたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○生源寺座長 どうもありがとうございました。 

 本日につきましては、さまざまなご議論をいただいたわけでございますけれども、我が

国が将来にわたって食料の安定供給を確保するために、国民を初めとする主体がどういう

課題に取り組んでいくべきかについて、いろいろなことが明らかになったのではないかと

思っています。 

 次回、第５回目になるわけでございますけれども、本日までの議論を踏まえまして、こ

の戦略会議として最終的に取りまとめる国民向けのメッセージの策定を行いたいと考えて

います。メッセージでございますが、本日もいろいろご意見をいただきましたけれども、

多くの国民の皆さんに食料問題の重要性を認識してもらう。また、いろいろ共感をいただ

くということも含めて、簡潔でわかりやすく、かつインパクトのあるものにしてまいりた

いと思っています。 

 本日まで委員の皆様からいろいろご意見をいただきました。私のほうでもう一度咀嚼し

たいと思っています。また、今回の、あるいは前回も含めて、若林大臣を初め役所のほう

からもいろいろな情報をいただいています。こういったことを踏まえながら、私のほうで

まずメッセージの案文を作成いたしたいと思います。案文ができたところで事務局を通じ

て委員の皆様方からご意見をいただき調整をすると、こういう手順でまいりたいと思いま

す。よろしいでしょうか。 
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 それでは、そういう形で進めてまいりたいと思いますが、次回、第５回でございますけ

れども、３月ごろに開催する方向で調整を事務局にお願いいたしたいと思っています。よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はこれで閉会いたします。どうもありがとうございました。 

午後０時２８分閉会 

 


