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「食」に関する将来ビジョン検討本部（第７回） 

 

日時：平成２４年７月１９日（木） 

会場：農林水産省第２特別会議室  

時間：１６：０２～１６：５６   

 

 

 

議 事 次 第 

 

     １．開  会 

 

     ２．資料説明 

 

     ３．意見交換 

 

     ４．閉  会 
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午後４時０２分 開会 

○森本大臣政務官 それでは、大変お待たせをいたしました。間もなくおそろいになると

思いますが、定刻が過ぎておりますので、今から「食」に関する将来ビジョン検討本部第

７回の会合を開催させていただきます。 

 今日は大変お忙しい中お集まりいただきまして、本当にありがとうございます。心より

感謝申し上げます。 

 まず初めに、検討本部の本部長であります郡司大臣は、所用のため本日欠席をさせてい

ただきますので、何とぞお許しをいただきますようにお願い申し上げます。また、幾つか

の府省の大臣政務官におかれましては、欠席ということでございますので、事務方の皆さ

んにご出席をいただいておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 今日の会議、17 時 30 分というご案内をさせていただいておりますが、できれば１時間

程度でまとめられればというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

また、今日の会議は公開となっておりますので、ご了解願います。配布資料、議事概要、

議事録等は後日ホームページ等でも公開をさせていただきますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 今回の会議の趣旨につきましては、日本再生戦略を念頭に置いて、平成 22 年 12 月に策

定をいたしました「食」に関する将来ビジョン、いわゆる「食」ビジョンの改訂について、

５月の検討本部、６月の有識者ヒアリングを通じ意見をいただいて、さらに先般、私自身

も関係府省の政務官の皆さんと議論をさせていただきました。「食」ビジョンの加速化に

ついての案について取りまとめさせていただきましたので、今日はその案についてご議論

をいただければ幸いと思いますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

 それでは、資料の説明に入りますが、簡潔に私どもの政策課長の方から紹介をさせてい

ただきます。よろしくお願いします。 

○大澤政策課長 資料１に即しまして、簡単にご説明をさせていただきたいと思います。

前回会合を開かせていただいた後、事務的あるいは政務官レベルでさまざまな相談をさせ

ていただきまして、意見を多数いただきまして、まとまってきたものでございます。また、

この「食」ビジョンの関係の有識者の方々との意見交換の会も設けさせていただきまして、

その方々のご意見も反映させていただいております。 

 資料１の背景というところからご説明いたします。 

 背景、これは「食」ビジョン、２年前にできた経緯が（１）に書いてございます。
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（２）はその実施状況を検証したところ、着実に実施されているというところでございま

す。３番目としては食と農林漁業の再生が待ったなしであるということを踏まえて、昨年

10 月に基本方針・行動計画というのができたと。その中でも「おいしい」「安全」「環

境にやさしい」という我が国農林漁業の持ち味を生かしていくと。それから、観光、教育、

社会福祉などとの連携を通じて企業や消費者との絆を強化していく。それによりまして、

農山漁村地域が新たな価値を創造する場、高齢者が生活しやすい場となるように努めるべ

きということが書かれておりまして、これがまさに「食」ビジョンの推進を通じて加速さ

れると。また、日本再生戦略の動きにも触れてございます。これは前回の会合でもこの見

直しに至った経緯みたいなものについて、しっかりと書くべきというご意見がありました

ので、反映させていただきました。 

 それから、２．加速化に向けた観点と取組方針というところでございます。１ページめ

くっていただきまして、前回、森本政務官私案としてお示ししました視点①、②、③にご

意見をいただきまして、まとめさせていただいております。視点①、②はほぼ同じでござ

いますが、視点③につきましては、新たな絆という提案でございましたけれども、ネット

ワークということを入れたほうがいいのではないかというご意見がございまして、それを

反映させていただいております。 

 それから、今回まとめて、幾つか後でご説明するような新たなアイデアが出たわけでご

ざいますが、今後予算概算要求等に反映させていくに当たりまして、やはり地域の声を十

分聞いて、地域に根ざした施策とすべきだというご意見もいただいておりますので、これ

を書かせていただいております。また、有識者の方々から「食」ビジョンというこの枠組

みで議論するということはわかるけれども、やはりその根本に農林漁業をしっかりと再生

していくということが大事ではないかというようなご意見もございましたので、その点も

反映させていただいております。前回の会合で東日本大震災からの復興の中でもしっかり

とモデルをつくっていくべきという意見もございました。こういうところも反映させてい

ただいております。また、原発事故への対応について食の安全と消費者の信頼確保に関す

る施策はすべてのプロジェクトの前提、これも前回のこの場でいただいた意見を反映させ

ていただいております。 

 それから、３番目に加速化に向けての取組ということで、プロジェクトごとに各府省に

大変協力をいただきまして、新しい連携施策についてまとめたものでございます。従来の

連携施策に加えた新しい施策という整理でございます。プロジェクト１、６次産業化につ
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きましては、地域イノベーション戦略推進地域、既に行われているものにつきまして構想

段階からサポートできる体制を整備していこうと。また、６次産業化を進めていくという

中で地理的表示制度の早期導入あるいは商標権等とセットで活用していくビジネスモデル

の普及、それから情報、アグリインフォマティクスシステムの開発・普及等を盛り込んで

おります。 

 それから、６次産業化を実際に進めるために関係府省の方、多数にわたりますが、広範

な業界との連携が重要であるということで、その推進体制の整備についても盛り込ませて

いただきました。 

 プロジェクト２につきましては、「食文化」を機軸とするいろんな政策の展開というこ

とで、ユネスコ無形文化遺産の登録の実現に向けた国民運動を関係府省と一体となって推

進していくこと等が盛り込まれております。 

 プロジェクト３につきましては、輸出でございますが、これは輸出が落ち込んでいるわ

けでございますけれども、政府一体となって輸入規制緩和の働きかけあるいは安全性に関

する情報の発信等を行っていくと。それから、新たに国産酒類の積極的な活用ということ

についても盛り込まさせていただきました。それから、食品産業、製造・流通・外食等の

業種間連携によるフードシステムとしての海外展開ということについても新しい事項でご

ざいます。 

 プロジェクト４につきましては、従来このプロジェクトは都市と農村との交流というの

を軸として進められてきたわけでございますが、いろいろな実例を見てみますと、交流だ

けがきっかけで地域の活性化を行っていくということではなく、いろいろなもっと幅広い

活用方法があるのではないかということでございまして、まず、ここはアウトラインだけ

でございまして、具体的には予算編成過程での検討になると思いますが、各府省が連携し

た連携施策というのをつくっていきたいというふうに考えていただいておりまして、盛り

込ませていただいております。その際、「食」の持つ多様な機能を総合的に活用すること、

産業おこしの観点だけではなくて、地域の暮らしの観点、生きがい対策等、買い物弱者対

策など総合的な観点を盛り込んでいくこと、それから、地域を超えた、地域だけにとどま

るのではなくて、地域を超えたネットワーク、これは各府省さんが蓄積されているものが

ございますので、そういうものと連結した仕組みに取り組んでいくということを府省連携

で取り組ませていただくということを盛り込ませていただいております。 

 プロジェクト５につきましては、再生可能エネルギーの導入の拡大ということで、これ
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も従来、バイオマスタウン構想というのを行ってきたわけでございますが、より産業の育

成というところに重点を置いた新しいバイオマス産業都市ということを構築するという考

え方を盛り込ませていただいております。その他、今、当省が法律案を提出させていただ

くもののサポート体制についても盛り込ませていただきました。 

 プロジェクト６につきましては、環境保全機能でございますが、これは一般的内容の環

境保全について取り組んできた経済界、ＮＧＯ等の枠組みを活用させていただきまして、

新たに農林漁業活動に取り組むものと民間企業との連携の場づくりというものについて新

しく進めていくことを盛り込ませていただきました。また、環境にはいろいろ木材の利用

促進ということもございますけれども、これらについても盛り込ませていただいておりま

す。 

 プロジェクト７につきましては、従来、医療、介護と食、農の連携であったわけですが、

より広く健康と、これは有識者の方々の意見にも実際に病気になる前の段階というのが非

常に大事じゃないかということで、名称変更で健康というものを入れさせていただいてお

りまして、科学的なエビデンスの研究の推進、それから（３）ですが、漢方薬ですね、医

薬品の原料となる生薬の国内生産の振興、これは新しいことだと思いますが、これを盛り

込ませていただいております。 

 プロジェクト８、食育というものの重要性につきましては、各府省政務官の方々あるい

は有識者の方々一致した意見でございまして、より具体的に進めていくために食生活指針

の見直しのための検討を開始するということを盛り込ませていただいております。その他

食品ロスの削減についても新しく行っていくということを書かせていただいております。 

 国民運動の重要性、プロジェクト９についてもこの場でご指摘がございまして、新しく

各府省既に行われている連携に加えまして、内閣府の食育推進、厚生労働省の噛ミング

30 運動、東北観光博等を連携して行っていくということを盛り込ませていただきました。 

 プロジェクト 10、総合的な食料安全保障の確立ということでは、実は既に別の関係府

省会合というのが立ち上げておりまして、それを活用しまして食料安全保障マニュアルを

今回の被災の体験等を教訓といたしまして、見直していくということを盛り込ませていた

だいてございます。 

 はしょった部分もございますが、概要は以上でございます。その他の資料につきまして

は、資料１参考というものが以上のものを簡潔にまとめた１枚紙、資料２－１が前回の議

事概要、資料２－２が６月 19 日に行われました有識者ヒアリングの概要、それから、資
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料２－３、２－２までの有識者の方々あるいは会合での意見については盛り込ませていた

だいて原案を皆様あるいは有識者の方々にお配りしたところですが、それを踏まえてのさ

らなる意見というのが２－３でございます。多くの方々は評価するという意見をいただい

てございますが、追加の意見につきましては、対応した状況につきましてまとめさせてい

ただいてございます。参考資料はそのバックデータとなるような検証の内容でありますと

か「食」ビジョンそのものでありますとかでございます。 

 以上で説明は終わらせていただきます。 

○森本大臣政務官 それでは、自由にご意見をいただきたいと思いますので、どなたから

でも結構でございますので、よろしくお願いをいたします。はい、どうぞ。 

○中根経済産業大臣政務官 経済産業省の中根でございます。 

 途中で退席することになるかと思いますので、この時間帯で発言をさせていただきたい

と思いますが、経産省としては、「食」ビジョンと密接に関係のある農林漁業の再生につ

いて、ものづくり技術や３次産業のネットワークを応用することで、農業の成長産業化が

可能になると考えております。例えば植物工場につきましては、陸前高田市でドーム型の

植物工場での実証を支援しているところでございまして、被災地復興のシンボルとして注

目を浴びつつあるものも登場いたしているところでございます。また、経産省が力強く推

進をしておりますクールジャパン戦略推進事業におきましては、アメリカ及びシンガポー

ルで食関係のアンテナショップをオープンし、震災以降低下している日本の食の世界的信

用を取り戻し、海外展開へとつなげる取組を支援したところでございます。 

 それと、これは今日たまたま新聞で拝見をしたものでございますけれども、報道ベース

で大変恐縮でございますが、私の地元の愛知県岡崎市というところの鶏卵業者が生卵を食

べる習慣のないシンガポール─またこれもシンガポールでございますが─シンガポー

ルに打って出て、卵かけご飯で何とか勝負をしたいというような記事も出ておりまして、

地元のことながら、新聞記事で見て、なかなかいいといいますか、前向きな取組だなとい

うことで注目に値するものだというふうにも感じ取っておるところでございます。 

 また、この間、私、生ごみを集めた燃料といいますか、生ごみを発酵したバイオマス発

電あるいは木質チップのバイオマス発電、こういったところの現場も視察をしてまいった

わけでございますが、これもごみを集める回収のネットワークあるいは木質チップを集め

る回収のネットワーク、こういったものの構築というものが最も大切なところだというこ

とも感じさせていただいたわけでございますが、いずれにいたしましても、こういった発
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電という観点からの食育といいますか、食べ物に関する関心を集めていくというようなこ

と、これもやはりこれからの視点であろうということも感じ取らせていただいているとこ

ろでございます。 

 こういったことを含めて、経済産業省といたしましては、引き続き関係府省と協力をし

つつ、食と農林漁業の再生に取り組んでまいる所存でございます。今回取りまとめられた

加速化の内容を確実なものとしていくためにも、各取組について関係府省とさらに密に調

整をいただくようによろしくお願い申し上げまして、発言とさせていただきます。 

○森本大臣政務官 ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは、どうぞ。 

○中野外務大臣政務官 外務省でございますけれども、先ほど事務方からご説明をいただ

いた中で、外務省は特にこの３番の輸出、海外展開のところが外務省としての強みを発揮

できる場面ではないのかなというふうに理解をしていまして、先ほどお酒の話も出ており

ましたけれども、ちょっとお手元にこの外交青書という青いカラーコピーのものがござい

ますけれども、ちょっとおめくりをいただきまして、表紙の裏でございますけれども、

「国酒の魅力を世界に発信！」ということで書かせていただいておりますけれども、この

コラム、写真での紹介をさせていただいている内容としましては、特にこの東北地方の経

済の復興に向けて、震災後、東北地方の日本酒を在外公館に送付をさせていただいたりと

か、あとはこちらでいえば飯倉公館なんかで外国の方がいらっしゃるときに、日本のお酒

等々もそういうところで紹介をさせていただいたりをさせていただいております。 

 私ども今年の２月ですか、これは復興の進捗状況をアピールするイベントを中国で、北

京と上海と香港でやらせていただきましたけれども、そういうイベントのところでも国酒

のブースをつくりまして、現地の方々に東北を中心としたお酒ですね。あと、全国的に十

数銘柄上海なんかでは出させていただきましたけれども、実際に試飲をしていただいて、

お酒の魅力というものを発信させていただいております。 

 あと、ここの写真では在フランス大使公邸での日本酒紹介イベントなんかもやらせてい

ただいておりまして、飲んでいただくとかなり評判がいいものですから、こういった形で

発信力を在外公館を中心に高めていきたいというふうに思っております。 

 あと、この一番最後のページでございますけれども、ちょっとずっとおめくりいただい

て、背表紙の１枚手前でございますけれども、風評被害対策ということで、これは今申し

上げたとおり風評被害対策も含めて震災復興のアピールを海外にもさせていただいている

わけでございますけれども、私たちの農産物輸出促進に向けまして震災後の日本産品に対
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しましての主要輸出国、地域の輸入規制の緩和に向けた働きかけというものは、いろいろ

な機会をとらえて常に私たちのほうでも働きかけをさせていただいております。まだちょ

っと残念ながら若干規制緩和が進んでいないところもありますけれども、例えばカナダな

んかは、もうすぐに全面的に緩和をしていただいたりとか、徐々に、徐々にではあります

けれども、近隣のアジア諸国でも緩和の流れは広がっていると思いますので、とにかく引

き続き頑張ってまいりたいというふうに考えております。 

 あと、ここの２番の食文化のところでいえば、前回私もちょっとお話をさせていただき

まして、森本政務官からもお話しありましたけれども、このユネスコの無形文化遺産登録

の実現でございますけれども、日本食文化の広報等も含めまして、今後ともこれはしっか

りと推進を外務省としてもしていきたいと思っております。こういった形で今後とも加速

化に向けて貢献をさせていただきたいということが１点と、あと、不測時の食料安全保障

マニュアルの見直しにつきましてですけれども、私、前回の会合でもお話をさせていただ

きましたけれども、その震災及び原発事故の経験を踏まえて、より実効性のあるマニュア

ルにしていくということが重要であるということを私のほうからも申し述べさせていただ

いておりますので、この点につきましては、外務省としても引き続き積極的に協力をさせ

ていただきたいというふうに考えておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

○森本大臣政務官 ありがとうございます。いろいろお世話になっております。それでは、

どうぞ。よろしいのかな、ほかは。まだ来ていただけてない政務官は何名ですか。 

○大澤政策課長 あと４人ぐらい来られます。 

○森本大臣政務官 稲見政務官、何かございますか。 

○稲見総務大臣政務官 では、あまり総務省としての立場にならないかもしれませんが、

少し感じたことを申し上げたいと思います。 

 食育というところで私、かねてから考えておりましたのは、子供たちの学校における学

校給食、６年間、場合によっては９年間、３分の１の食事をとっていくわけですから、そ

こでの学校現場での努力というのは一つ大きなものがあるかなというふうに思っておりま

す。私、大阪の出身でありますが、学校給食調理員を直営で、自校方式でやっておりまし

て、月々の献立、これは管理栄養士が標準的内容のものをつくるんですが、それがその３

パターンぐらいあって、それぞれどれを選ぶのかというのは保護者を含めて一堂に集まっ

て、そこで議論をされて現物を見ながら１か月の献立を決めていくというふうなことであ

りますし、その献立の決定のときだけではなくても、ＰＴＡとか保護者、学校教職員を含
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めていろんな給食についての子供たちの受けとめ方あるいは希望、そういうものを受けと

めながらの改善というのが進められているというようなことで、そういう学校現場での努

力というのが子供たちを育んでいくということ、それから、小さなときからの食育という

ことについては非常に重要かなというようなことをずっと考えてまいりましたので、総務

省政務官としての発言じゃないかもしれませんが、今日初めて参加をいたしましたので、

少しだけ発言にかえさせていただきたいと思います。 

○森本大臣政務官 ありがとうございます。神本政務官がまだ間に合うかどうか難しいん

ですね。ちょっとまたそのあたりで一回、政務官のほうからもコメントしていただきたい

と思いますので。ちょっと事務方から稲見政務官に対してコメントさせていただきます。 

○大澤政策課長 この資料１でいきますと、６ページのところが生涯食育社会というとこ

ろですが、ここの食育、先ほどの説明でもかなり多くの方がご関心を持っておられたとい

うことで、少し有識者の意見を紹介いたしますと、ここの文章の中に学校において給食の

時間や総合的な学習の時間を活用して食育の取組を進めている例が紹介されたとございま

すけれども、佐賀県の武雄市の教育長の方が有識者として来られまして説明されていたん

ですけれども、学校給食の時間を給食の時間というふうに位置づけるのではなくて、５時

間目の授業というふうに位置づけているということで、ですから、やっぱりそうなると先

生の意識が非常に変わって、やっぱりこれは教育なんだということで、給食というふうに

単にお休みみたいなイメージ、意識ではなくて、意識が非常に変わったというふうな例が

報告をされまして、これが一般化できるとは思いませんので、文科省さんとかと相談させ

ていただきまして、この事例の紹介という形にしたわけですけれども、さらには総合的な

学習でも活用していくというようなことで、地域ごとにいろいろな特色があるものの、か

なり工夫されているなという印象を受けまして、これは私どももいろいろな食育というも

のを府省全体で進めていく中で、やはり地域の特色をまずよく見て、それに応じてやって

いきたいなと思った次第でございます。そういった形で書かせていただいている次第でご

ざいます。 

○中野外務大臣政務官 多少雑談で、今のお話も５時間目の授業というとらえ方とか食育

ということもそうですが、個人的な意見ですけれども、それはどちらかというと、大人目

線というか教える側とか伝える側の目線としてはそういうことだと思うんですけれども、

実際に子供たちの立場に立ったときに、これ飯は飯ですよね。それが５時間目の授業だと

いうふうな感覚を子供たちが持っていいのかとか、食育というのが教育の一環は教育の一
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環なんでしょうけれども、子供たちの目線でおいしいものを食べるというのが自然とやっ

ぱり日本の米はうまいねと。どう感じるかだと思うんですよね。やっぱり海外に僕らも行

って、海外で米を食って、日本へ帰ってきて、やっぱり握り飯を食ったら、ああ、やっぱ

り日本の米はうまいなというのが本当の意味での日本食に対する愛着であって、そういう

ものをどうやって例えば海外では日本食文化ということで発信につなげていくかという感

性の問題だと思うので、そういう取組もいいのかもしれないんですけれども、子供たちに

どう伝わるかとか、子供たちから見てどういうふうに見えるかというところもやっぱり見

ていかないと、どうしても大人からの社会で子供たちを見ているというところが余り強く

なっちゃうと、実際に本当のメーンプレーヤーであるべき子供たちのところが若干ずれち

ゃうかもしれないという何となく雑談ですが。 

○森本大臣政務官 それと実は事業レビューで、農水省の食育だけは予算カットというの

か、全体的に廃止という判断が下った。これは今、食育は園田さんが来ていただくとよく

わかるけれども、食育基本法上は内閣府が基本計画をつくってそれを受けて各府省がやっ

ているけれども、基本的に内閣府から農水省はこの部分を受け持てという明確なこれまで

の分担がないというのか、それで、ある面では独自でやれるし、やってきたんですけれど

も、そうなったときに府省間で重複しているのではないかということが有識者の人から指

摘され、もう必要ないとは言わないけれども、その辺はもう少し考えよということで、３

人が廃止とされたので廃止になったんですけれども、内閣府の方でまとめていただいて、

これをどうしていくかということも課題でございます。財務省としては、事業レビューで

だめだと言ったものについてある程度予算カットするか大幅削減、大幅に変えるとか、そ

うしたことを財務省は本当に余談の余談で申しわけないけれども、どういう見解だろうか。

「食」ビジョンについてはどうか。各府省の予算概算に向かっていくところだが。 

○山越財務省官房審議官 先ほど中野政務官からもお話があったことの関係でございます

けれども、財務省もお酒の所管をしておるわけでございまして、外務省のほうも政務官、

今お話があったように推進されているわけでございますけれども、私どもとしても、まず

風評被害ということもございましたけれども、そういったチェックをしながら、海外にそ

ういったものが広がるような取組をさせていただいているわけでございます。そういうこ

とで、ここにも資料のプロジェクト３の（２）のところに上げていただいておりまして、

その中で私どもも各省と連携しながらこういう取組を進めさせていただきたいというふう

には思っております。 
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○森本大臣政務官 それ以上はなかなか出てこないね。 

 今、出席の確認をさせていただいております。個別に意見があるということを事前に言

っていただいている政務官もこれからおみえになりますので、ちょっとしばらくお待ちく

ださい。 

 それで、園田さんは何か文章が用意されているとしても、事務方が代理で発言するとい

うわけにもいかんのだろうね。 

○大澤政策課長 事務的には一応多分了解いただいていると思うんですけれども。 

○森本大臣政務官 藤田さんもわからないね。 

○大澤政策課長 藤田政務官も 16 時 40 分頃から出席ということでして、あと大串政務官

はやっぱり欠席だそうです。 

○森本大臣政務官 本当に申しわけございません。もう少しだけ待っていただけますか。 

○中野外務大臣政務官 外務省なんかの場合は、さっきの森本政務官のお話で、多分外務

省なんかの場合は海外でやる話ですから、例えば復興とそういうふうな産品のプロモーシ

ョンとかいろんなところを外務省の場合は合わせ技でできちゃうんですよね。それが多分

国内的に府省になると、僕らが合わせ技でやっているところが全部各府省みたいになっち

ゃうから、この予算はこっちについていて、こっちはあれじゃないかとかというところで、

いい意味でのどんぶり勘定ができなくなっちゃっているというところがなかなかそこは難

しいんでしょうね。ただ、僕も行政事業レビューは分け方が難しいですよね。やっぱり４

つに分けちゃうというのが現状どおり、一部改善、抜本的改善、廃止というときに、やっ

ぱりそぐうものとそぐわないものがありますから、今の多分食育みたいな問題というのは、

成果も含めてどこで評価や判断をするというのは難しい部分というので、予算に見合って

いるんですかみたいな話になっちゃうとか、ほかの府省でやっているときには、いや、そ

れは大きく言ったら食育なんだけれども、多分アプローチの仕方とかメニューのつくり方

は当然これ違うわけですよね。そういうところの議論になかなかならないとなると、なか

なかやっぱり難しい部分があって、ご苦労を多分されちゃうんでしょうね。 

○森本大臣政務官 アプローチの仕方がやっぱり重なっているじゃないかとか、そういう

面でかなり、全体の中でやはり府省が連携してやっていくという考え方は民主党政権にな

って非常に、今まではどっちかといったら、案外「うちはうちや」という格好が強かった

ように思うんですけれども、ここのところはいろんな面が成長戦略でもしっかりと輪にな

ってこれでという一つの目標をみんながそこへ見ているので、それはいいと思うのですけ
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れども、なかなか今までの体質があるので、その辺を言われるとやっぱり反省すべきとこ

ろがあるので、事業レビューをしていくことによって、だんだんよくなるとは思うんです

けれども。 

○大澤政策課長 神本政務官はみえられるということなんですけれども。もう役所は出ら

れていますので、もうすぐ来られるそうです。 

○森本大臣政務官 それでは、園田政務官に入っていただきますので、園田政務官のお話

を聞かせていただいて、その様子を見て会議を閉じさせていただいて、あとの遅れる方に

ついては、また私のほうからご意見を賜りに行くということでご了解いただけますか。も

う園田政務官には入っていただきますので、よろしくお願いします。 

○園田内閣府政務官 僕待ちだったんですか。すみません。失礼しました。 

○森本大臣政務官 神本政務官と園田政務官のほうで、それと藤田政務官も来ていただく

ということなんですけれども、ちょっと時間的に難しいかもしれません。もしよろしかっ

たらご意見いただいて閉めさせていただくかどうか決めたいと思います。 

○園田内閣府政務官 よろしいですか。大変遅参をいたしまして申しわけございません。 

 本日は「食」に関する将来ビジョン検討本部が開かれましたので、この場でまずは食育

を担当させていただいております内閣府の政務官として一言申し上げたいと存じます。 

 まず、今回のこの「食」に関する将来ビジョンのプロジェクト８でございますけれども、

ちょうど６ページに記載がなされております。ここにおいて食育ガイドというのもご紹介

をしていただいておりますけれども、今回のこの生涯食育社会の構築の一環として、食生

活指針の改正のための検討を開始するということが今回のこのビジョンの中に盛り込まれ

ているところでございます。この食生活の指針策定からこれで 10 年が経過をしていると

ころでございますけれども、この食生活をめぐる新たな課題、こういったところもやはり

発生をしているというところから、文部科学省、そして厚生労働省、さらには農林水産省

ということで、この３省が中心に検討をしていただくことということで、ここに明確に記

載をしていただきましてまことにありがとうございます。当然私ども内閣府としても連携、

協力をしていく考えでございますので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

 一方、先般、農水省の中における行政事業レビューの公開プロセスがございました。そ

この中でこの食育に関する関係府省が取り上げられて、この食育に関することが多岐にわ

たっていると、関係府省の間で多岐にわたっているということで、この各府省がばらばら

に取り組んでいるんじゃないかというようなご指摘や、あるいは施策が重複しているので
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はないかというような、そういったことのご指摘がその場でなされたというふうに伺わせ

ていただいております。当然この食育の施策に関しては、私ども内閣府が中心に関係府省

が連携、協力をして、それぞれの所管する分野において施策の重複がないように、これ留

意をしながら取り組んでいるというところでございますが、例えば食生活の改善に関する

取組においては、文部科学省、そして厚生労働省、農林水産省のこの３省が施策を実際に

実施していただいているというところでございまして、文部科学省は学校、そしてまた厚

生労働省は保健指導、そして農林水産省は食品関連の事業者や農林漁業者を通じたそうい

ったところにこの食育の先ほど申し上げたガイドも含めて、どういったところがこの食育

の推進、考え方の推進をしていくかといったところは、しっかりとそれぞれの関係府省の

中において推進をしていただいている、アプローチをしていただいているというふうに私

どもとしては考えているところでございまして、こういった各府省の所掌を踏まえて、こ

の多様な主体への働きかけ、こういったところを現在行っているということでございます。 

 そういった面では、まだそれがきちっと国民の皆さん方にお伝えし切れていない部分は

ひょっとしたらこの行政事業レビューの公開プロセスの結果を見てもあるといったところ

は、私どもこの内閣府がきちっと明確に食育推進をこういう形でやっていく、そして、各

府省ですね、関係の府省のところがそれに従って明確にそれぞれの立場で、それぞれの関

係するところにしっかりと進めていただくといったところを一回整理させていただければ

なというふうに思っております。 

 こういった意味では、食育の推進というものは大変重要なこれからも課題になってきま

すし、この国民の食生活の中においては、ここをまず基本としながら家庭あるいは学校、

あるいは地域社会、そういったところも含めてしっかりと進めていく必要があるというふ

うに私どもは考えておるところでございます。今後とも各省の適切な役割分担の下、政府

全体として総合的・効率的に食育施策が推進されるように、私ども内閣府として必要な調

整機能をしっかりと果たしていくということを申し上げさせていただきたいというふうに

思います。農林水産省におかれましては、ぜひまたこの食育推進の一環を担う形として、

ぜひ期待をさせていただいておりますので、さらにまたご指導、ご鞭撻をいただけますこ

とをよろしくお願い申し上げて、私からの発言とさせていただきます。どうもありがとう

ございました。 

○森本大臣政務官 ありがとうございます。それでは、またあとの取りまとめについてよ

ろしくお願いします。 
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 それでは、神本政務官と藤田政務官、ご意見ございましたら、あとお二方になりますの

で、よろしくお願いします。 

○藤田厚生労働大臣政務官 厚労省の藤田でございます。遅くなりまして、申しわけござ

いません。 

 今回は、この取りまとめということで農水省の皆様には大変ご努力をいただいておりま

すことにまず感謝を申し上げたいと思います。そして、５月に開催されましたこの第６回

の会合以降、農水省の皆様からさまざまな連携施策についてのご提案を厚労省としても承

ってきたところでございます。先日はわざわざ森本政務官がお越しくださいまして、具体

的な課題についてのご提案も頂戴いたしました。特に漢方、生薬の国内生産体制の構築の

問題であるとか、あるいは農作業が健康にどういう効果を及ぼしていくのかと、そういう

効果の把握であるとか、それをさらに大きく広げていくというそうした利活用の問題、あ

るいは食育の取組ということについてご提案をいただきまして、しっかり厚労省としても

承らせていただいたところでございます。ぜひそうしたことを踏まえて、今回この加速化

の方向性というものが出されているものと認識をしておりまして、厚労省としても取組を

進めてまいりたいと思っております。特に先週、第２次の健康日本 21 というものを厚労

省としては公表いたしました。その中で目標の一つに「身体活動・運動の目標」を掲げて

いますが、いわゆる余暇活動としての市民農園での活動、農作業ということは、やっぱり

大変国民の皆さんに親しみやすい活動ということで、これからいろんな観点から普及させ

ていくことが可能になるのではないかと思っておりますし、今後期待もしているところで

ございます。 

 さらに、この健康日本 21 ということだけではなくて、今度は歯科保健分野からの食育

の推進ということで、噛ミング 30 運動というのがございます。こういうものを通しなが

ら、国民の皆様に食育の推進、健康増進ということを今強く働きかけをしているところで

ございまして、それとこの「食」に関する将来ビジョンの加速化ということをきちっとリ

ンクさせていくことが大事であろう、このように認識をしております。 

 実は余談でありますけれども、私、先日ＡＳＥＡＮプラス日中韓の保健大臣会合という

のがタイでございまして、出席をさせていただきました。そこで、休憩時間にいろんな各

国の大臣の皆様とお話をさせていただいたときに、やはり日本食に対する関心が大変高い

ということをいろいろな皆様から伺ったところでございまして、やはり日本の食文化ある

いはこの食の伝統というものをちゃんと生かしていくということは、とても大事なことだ
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と改めて認識しているところでございまして、これからも農水省の皆さんや関係府省の皆

さんとしっかり連携しながら「食」ビジョンの取組ということを厚労省としても強化して

いきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願い申し上げたいと思います。 

○森本大臣政務官 どうもありがとうございました。それでは、神本政務官、よろしくお

願いします。 

○神本文部科学大臣政務官 遅れて申しわけございません。文部科学省の神本でございま

す。 

 私のほうにも森本政務官、わざわざお運びいただきまして、この「食」に関する将来ビ

ジョンの新たな展開についてということでご説明をいただき、意見交換をさせていただき

ました。 

 文科省としましては、１つは廃校施設、統廃合が過疎地で進んでおりまして、その廃校

施設の活用について都市と農村の交流拠点とするということで、地域住民の皆さんの協力

の下で、そこの施設を利用して地場産物を活用したメニューの開発や農林業体験型の研修、

環境教育事業などを実施するという事例もございますので、そういうことも森本政務官に

もご紹介させていただきました。この廃校施設活用に当たっての国庫補助制度の紹介など

を通して、有効活用をさらに促していきたいというのが１点でございます。 

 また、キャリア教育の推進ということで、学校と地域社会や産業界を結びつける取組を

進めているところでありますけれども、これに向けて、これも森本政務官に逆にこちらか

らお願いしますということでお話をさせていただいたんですが、学校が望む支援と地域社

会や産業界が提供できる支援というのが、これはなかなか学校が出かけて例えば農業体験

とか職場体験とかインターンシップなどの受け入れ先をみずから、学校側からお願いに行

くんですけれども、なかなか開拓ができないと。そこで、学校はこういう支援を望んでい

ますと。逆に地域社会や産業界が提供できる支援はこんなものがありますということをポ

ータルサイト、マッチングできるための特別サイトで子供と社会の架け橋となるポータル

サイトの運営というものを開始いたしましたので、そういうところでマッチングを進めな

がら農林水産省にこのサイトの活用をぜひ促進していただきたいということでお願いをし

たところでございます。 

 それから今、藤田政務官のほうからも触れていただきました我が国の食文化、これにつ

いても、日本食文化のユネスコ無形文化遺産登録については、本年３月に事務局であるユ

ネスコに提案書の提出を行ったところでありまして、今後は最短で平成 25 年の秋の政府
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間委員会において記載の可否が審議される予定となっております。これはユネスコに遺産

登録することと同時に、これを次世代にも継承していくという観点から、学校給食で地域

の食文化を学ぶというような観点からの地場産物や郷土料理を用いた献立の策定なども実

施している事例がたくさんございます。文科省としましても、「食」に関する将来ビジョ

ンの実現、加速化に向けて、地域社会との連携の中で子供たちの食育のみならず、職場体

験などを通して農の後継者にもなれるというような取組をさらに各府省と連携して推進し

ていきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○森本大臣政務官 ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

 ありがとうございます。今日は大変貴重なご意見をいただきました。本当にありがとう

ございます。今日いただきましたご意見を踏まえて、最終的な「食」ビジョンの加速化に

ついては、しっかりと対応を反映させていきたいというふうに考えております。特にこの

新成長戦略に基づく「食」ビジョンでございますので、やはり政府一体としてしっかり取

り組んでいくその大事な使命のまとめ役ということで、私どももその使命をいただいてお

りますので、これからもしっかり務めさせていただきたいというふうに思っております。

最終版につきましては、私の方にご一任いただくということで今日はご了解をいただきた

いと存じますが、よろしゅうございますか。 

 （異議なし） 

 ありがとうございます。それでしたら、今後、最終版につきましては、事務方を通じて

政務官の皆さんにご確認をいただくようにしますので、７月下旬にはできれば公表をさせ

ていただきたいと考えております。今後の各プロジェクトの取組の具体化に当たっては、

先ほども申しましたが、地域の声を十分に聞きながら、地域に根ざしたものとしていきた

いとも考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。今回の取りまとめの方向性

を、これはあくまでも今回の取りまとめはくどいようでございますけれども、方向性を示

すというものでございますので、12 月の概算予算決定にあわせて具体的な取組、施策の

整理をしながら「食」ビジョンを改訂していきたいと考えております。その際は事務的に

進めさせていただくことでいいのではないかと思っておりますが、そこのところは今後ま

だ日もございますので、ご相談をさせていただきたいと考えておりますので、ご了解をい

ただきますようにお願い申し上げます。 

 いずれにいたしましても、しっかり連携をとって成功裏に結びつけていかなければなら
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ないので、今後とも格別のご協力をいただきますことをお願い申し上げて、今日の検討本

部を閉じさせていただきます。 

 大変貴重な時間、お忙しい時間にご出席をいただきまして、心より感謝申し上げます。 

どうもありがとうございました。 

午後４時５６分 閉会 


